
 ８月　各地区が取り組むまちづくりイベント情報

日 曜日 時間

第２ 14 水
17:30～
21:00

みずとひ祭り 和庄小学校

模擬店，盆踊り，神楽，お楽しみ抽選会など楽し
い催しがいっぱいです。
ぜひ，皆さん遊びに来てください。
※雨天決行　※駐車場はありません

第２地区まちづくり委員会
℡(0823)21-4639

3 土
18:30～
21:00

盆踊り大会
長迫小学校校庭
（雨天時：体育館）

今年も盆踊り大会を開催します。多数の参加をお
待ちしております。
焼きそば，ジュース，かき氷，風船つり，フラン
クフルト，くじ引きなど。
子どもさんには，おみやげがありますので，ぜひ
ご参加ください。

第四地区まちづくり委員会
℡(0823)25-0460

12 月 6:50～ 長迫公園清掃活動 長迫公園（旧呉海軍墓地）

毎年お盆の直前に，墓参りに備え第４地区では長
迫公園（旧呉海軍墓地）の一斉清掃を行っていま
す。
皆様のご参加をお待ちしております。

第四地区社会福祉協議会
℡(0823)25-0460

17 土
17:00～
20:00

第１２回夏祭り 片山中学校グラウンド

ステージ発表，盆踊り，お楽しみ抽選会，屋台な
ど楽しい催しがいっぱいです。恒例の花火もあり
ます。
ぜひ，皆さん遊びに来てください。

第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

24 土 8:00～
荘山田村自然公園プロジェク
ト

荘山田村自然公園
荘山田村自然公園の清掃・桜の手入れ等を行いま
す。

第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

中央 24 土
16:00～
21:00

第１０回くれ中央夏祭り
（くれ絆盆踊り大会）

中央公園

ブラスバンドや呉音頭などの盆踊り，焼きそば，
フランクフルトなどの模擬店，ヨーヨー釣りなど
の「こども広場」，うちわくじなどで地域の皆さ
んが楽しいひとときを過ごします。
また，フィナーレとして20時10分頃から神楽団に
よる「神楽」も披露されます。
※　雨天の時は翌日25日（日）に順延

中央地区まちづくり委員会
中谷会長℡(0823)21-2420

事務局：呉市　地域協働課
℡(0823)25-3501

第８ 18 日
18:00～
20:30

第８地区ふれあい祭り
（夏祭り）

二河川公園
二河川河川敷

盆踊り大会，飲食コーナー（カレー，おでん，焼
きそば，かき氷等），ゲームコーナー（風船つ
り，スーパーボールすくい，わなげ等）などの
様々なコーナーで楽しむことができます。
※カラオケ大会実施を検討中‥お問い合わせくだ
さい。

第８地区まちづくり委員会
事務局：呉市地域協働課
℡(0823)25-3284

問　　合　　先地区名
開催日

イベント名 場　　　所 内　　　容

第６

第４

市民部地域協働課
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日 曜日 時間
問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

川原石 14 水 18:00～
川原石地区
「盆踊り大会」

マリンパーク川原石

櫓の周りで「川原石踊り」「呉音頭」「炭坑節」
などを踊ります。会場内ではかき氷，ポップコー
ン，スーパーボールすくいが無料で提供され，豪
華賞品，商品券，お米などがあたる抽選会も開催
されます。
※雨天の場合は，二川まちづくりセンターに会場
変更します。

二川まちづくりセンター
℡(0823)21-3961

吉浦 3 土 18:00～20:30 吉浦ふれあい盆踊りと土曜市 吉浦商店街周辺
夏の恒例行事である「盆踊り」と「土曜市」の開
催。模擬店や子どもたちへのお菓子配布（先着２
００名），お楽しみ抽選会もあります。

吉浦市民センター℡（0823）31-
0010

3 土 12：00～ 一日里親奉仕 広
児童養護施設の児童と交流し，楽しい一日を過ご
す。

仁方女性会事務局℡(0823)79-
6914

15 木 11：55～
仁方町戦没者追悼慰霊式

仁方まちづくりセンター
３階ホール

戦没者の冥福と恒久平和の確立を祈念することを
目的とした式典を開催します。

仁方遺族会事務局 ℡(0823)79-
1111

宮原
２４
日

土
17時～

19時30分
宮原ホタるん大納涼会

宮原中学校
グラウンド

ステージ,フードゾーン，プレイゾーン
　　　　　　　　　　　　　　　　など
抽選会もあります。
　

宮原まちづくり推進委員会
事務局　宮原市民センター
℡(0823)24-2235

10 土 17：00～ 天応町納涼盆踊り大会
呉ポートピアパークイベン
ト広場前

昨年は豪雨災害により中止となりましたが，犠牲
となられた方のご冥福の祈りを込めて開催しま
す。会場にはたこ焼き，フランクフルトなどの模
擬店が揃い，楽しさが盛り沢山です。踊りは，地
音頭・呉音頭とバラエティ豊か，みんなで踊りま
しょう。
今回も盛大に打ち上げ花火を２０時３０分頃行い
ます。模擬店は１７時から，盆踊りは１８時から
開始です。雨天の場合は翌日に順延します。（順
延の場合は花火はありません。）

天応まちづくり委員会
（天応市民センター）
℡(0823)38—7543

25 日 8：30～
天応地区一般ソフトボール大
会

天応小学校グラウンド
地域における連帯意識の高揚を目的として自治会
対抗で行います。

天応体育協会事務局
（天応市民センター）
℡(0823)38-7313

昭和 18 日 13時から 藤井清水童謡大会
昭和まちづくり
センター

団体または個人の参加者が，藤井清水の童謡をさ
まざまな方法で表現し，楽しむイベントです。

藤井清水の会
３４－１２００

天応

仁方

市民部地域協働課
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12 月
18:30～
21:30

郷原町盆踊り大会
郷原小学校
グラウンド

炭坑節や郷原音頭などの踊りやカラオケ大会のほ
か，地元の方々による屋台や花火など楽しめるイ
ベントが盛りだくさんです。最後に大抽選会もあ
ります。
【雨天の場合は，8月13日(火)に順延】

郷原町まちづくり推進委員会事務
局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

14 水 8:00～15:30
郷原町青少年ソフトボール大
会

呉市総合スポーツ
センター

8:30競技開始
お盆で帰省してくる人達を交えて親睦を深めなが
ら，地域における連帯意識の高揚を目的として開
催されます。

郷原地区体育協会事務局（郷原ま
ちづくりセンター）
℡(0823)77-0005

20 火 8:30～ 月例ウォーキング
集合：郷原市民
　　　センター

8:30集合
8:35体操
8:45出発（郷原町９区をウォーキング）

郷原地区健康づくりのための運動
普及推進協議会事務局（郷原支
所）
℡(0823)77-1177

22 木
10:00～
14:00

ふれあい・いきいきサロン
郷原まちづくり
センター

毎月１回開催。
参加対象者：70歳以上の方
内容：サロンの歌，お誕生会，今月の歌，健康体
操，各種教室の開催，イベント等

郷原地区社会福祉協議会（郷原支
所）
℡(0823)77-1177

川尻 18 日

13:30
～

15:30
13:00開場

音楽の玉手箱
Home Concer
t(ホームコンサート）

～木村紗綾ヴァイオリンリサ
イタル～

川尻まちづくりセンター
ベイノロホール

現在チェコ在住の世界に羽ばたくヴァイオリニスト木村紗綾の
音色に酔いしれませんか。
演奏者：木村紗綾(きむら さあや：ヴァイオリン）
　　　　西　佳子(にし けいこ：ピアノ）
演奏予定曲：愛の喜び、ツィゴイネルワイゼン
　　　　　　スケルツォ・タランテラOp.16　他
入場：無料

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

3 土 10:00～ 音戸ふれあい朝市
音戸の瀬戸ふれあい広場
（旧音戸支所跡地）

・各種団体による野菜，魚，うどん，炊き込みご飯等の販売
（商品がなくなりしだい終了）
・プロ野球観戦ペアチケットなどが当たる空くじなしのお楽し
み抽選会の実施
・消防車スケッチ大会の入賞者表彰式を行います。

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

17 土 10:00～ 野菜市
音戸の瀬戸ふれあい広場
（旧音戸支所跡地）

・地元産採れたて新鮮野菜の販売
（商品がなくなりしだい終了）

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

倉橋 25 日 8：00～ くらはし　お宝朝市 桂浜温泉館
地元産にこだわった新鮮な野菜や果物，魚介類等
を販売します。

宝島くらはしまちづくり協議会
℡５３－１１１１

音戸

郷原

市民部地域協働課
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3 土 　10:30～12:00
平和をたくす紙芝居コンサートふ
うゃんのそら（入場無料）

安浦まちづくりセンター　4階
軽運動室(安浦中央4丁目3-2）

呉空襲を体験された中峠房江さんのお話を元に、呉市在
住の絵本作家よこみちけいこさんが描かれた紙芝居「ふ
うちゃんのそら」。　　　　中峠房江さんご自身による
紙芝居の実演や、　平和への思いを伝えて頂きます。
ピアノ・サックスのミニコンサートも開催。

6月24日（月)より受付安浦まちづくり
センター　　（0823）84-3636

4 日 　13:00～14:00 第72回きらめき音楽館～音楽の
生まれた場所へ～（入場無料）

安浦まちづくりセンターきらめき
ホール(安浦中央4丁目3-2）

毎月1回開催のきらめき音楽館。　　　　　　　　　　　今回は
SianKa'an（シアンカアン）のお二人が安浦に初登場！全国に演
奏をお届けしている、サックス：清田  朝子、ピアノ：竪本義
一の音楽を心ゆくまでお楽しみください。

安浦まちづくりセンター（0823）
84-3636

17 土
16:00
～

19:00

第36回豊浜町グランドゴルフ
大会

豊浜中学校グラウンド
町民の体力づくりや運動の実践及び競技力向上を
目的とし，グランドゴルフ大会を開催します。

豊浜まちづくりセンター
TEL(0823)68-2213

28 水
9:00
～

13:00
なつやすみ流しソーメン 豊浜まちづくりセンター

竹で器をつくり本格的なそうめん流しを体験しま
す。

豊浜まちづくりセンター
TEL(0823)68-2213

6～8
火
～
木

9:00
魔法のランプ事業ソフトテニ
ス教室

豊浜中学校グラウンド
「目指せ！未来のテニス選手」をスローガンに３
日間専門講師を迎え子供達に指導していただきま
す。

豊浜まちづくりセンター
TEL(0823)68-2213

7 水
10:00
～

12:00
夏休み絵画教室 豊浜まちづくりセンター

小・中学生対象で夏休みの絵画の課題を専門講師
に指導していただきます。

豊浜まちづくりセンター
TEL(0823)68-2213

3 土
18:00～
21:00

豊町七夕納涼祭
豊町大長小長港フェリー
ターミナル広場

ステージイベント・屋台
海上花火大会（約2,000発）

豊町七夕納涼祭実行委員会
℡0823-66-2020

15 木 10:00～ 豊町地区成人式 安芸灘交流館堀ばたホール
次代を担う若者の前途を地域で祝う
成人式を開催します。

豊市民センター
℡0823-66-2131

安浦

豊浜

豊

市民部地域協働課


