
 ９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
第３
第５
中央

8
日 13:00～

15:30
第２・３・５・中央地区
合同敬老会

呉市文化ホール
第２・第３・第５・中央地区の合同敬老会です。
式典や余興（中学生の吹奏楽，コーラス，神楽
等）があります。

第３地区社会福祉協議会
℡(0823)25-3501

第４ 16
月

(祝)
9:00～ 第四地区敬老会 本通小学校体育館

高齢者を敬愛し，長寿を祝う式典や余興を行いま
す。

第四地区社会福祉協議会
℡(0823)25-0460

16
月

(祝)
10:00～
12:00

第６地区敬老会 片山中学校体育館
高齢者を敬愛し，長寿を祝う式典や余興を行いま
す。

第６地区社会福祉協議会
℡050-3472-2237

28 土
9:30～
11:30

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草刈り・清掃を行います。
第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237

第８
三条

川原石
22 日 8:30～ 第23回　町民運動会 マリンパーク川原石

第８地区・三条地区・川原石地区合同の町民運動
会です。地区の園児の遊戯やバケツリレー等，子
どもから大人までスポーツを通じて健康づくりや
親睦を図ります。

二川まちづくりセンター
℡(0823)21-3961

三条 16
月

(祝)
10:30～ 両城・三条地区敬老会 両城小学校体育館

高齢者を敬愛し，長寿を祝う式典や余興を行いま
す。

第９地区社会福祉協議会
℡(0823)25-0567

川原石 16
月

(祝)
9:30～
12:00

川原石地区敬老会 二川まちづくりセンター
高齢者を敬愛し，長寿を祝う式典や余興を行いま
す。

二川まちづくりセンター
℡(0823)21-3961

吉浦 14 土 09:30～12:00 吉浦地区敬老会
吉浦まちづくりセンター4
階ホール

式典と地元団体によるアトラクションなどを催
し，高齢者の長寿を祝います。

吉浦地区社会福祉協議会事務局
吉浦市民センター　　　　℡
（0823）31-0010

警固屋 15 日 9:30～12:30 警固屋地区敬老会 警固屋まちづくりセンター
式典及びアトラクション（地元の文化活動団体を
中心に踊り等を披露）を催し、高齢者の長寿と健
康を祝います。

警固屋地区社会福祉協議会事務局
警固屋市民センター
℡(0823)28-0406

阿賀 14 土 10:00～11:30 阿賀地区敬老会
阿賀まちづくりセンター３
階ホール

高齢者の長寿や健康を祝う式典ならびにアトラク
ション(余興)などを行う

阿賀社会福祉協議会事務局
阿賀市民センター
℡(0823)73-5252

宮原 14 土 9:30～12:00 宮原地区敬老会 宮原小学校
式典とアトラクション（保育所，中学校吹奏楽部
の演奏など）

宮原地区社会福祉協議会事務局
（宮原支所）TEL(0823)24-2235

天応 14 土 9:00～11:30 天応地区敬老会 天応まちづくりセンター
式典及び演芸会を実施し，高齢者の長寿を祝いま
す。

天応地区社会福祉協議会
事務局：天応市民センター
℡(0823)38-7543

内　　　容 問　　合　　先

第６

地区名
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市民部地域協働課



 ９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
内　　　容 問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所

8 日 8:30～ 第４０回仁方町民運動会 仁方中学校 自治会対抗で競技を行い，親睦を深めます。
仁方体育協会事務局℡(0823)79-
6914

14  土 13:00～
仁方町敬老会

仁方まちづくりセンター３
階ホール

　高齢者を敬愛し，長寿を祝う式典や余興などを
行います。

仁方地区社会福祉協議会事務局℡
(0823)79-1111

24 火 9:30～ 交通安全街頭キャンペーン 大歳パーキング
　交通安全推進委員等が，広警察署と協力し，ド
ライバーに安全運転を呼びかけます。

仁方地区交通安全推進  協議会
事務局℡(0823)79-1111

28 土
 9:00～

第１２９回歩こう会 (中筋
コース）

仁方市民センター ～仁方
町内

ストレッチやウォーキングなどで，健康づくりを
行い親睦を深めます。

仁方健康友の会　佐藤℡
(0823)79-5260

29  日 
 9:00～

仁方探訪（ふる里ふれあい探
訪）

仁方まちづくりセンター～
町内

　ふるさとの歴史を地域の方と語らいながら学
び，まちの人々とふれあい，仁方町の史跡を散策
します。

仁方地区子ども会連合会事務局℡
(0823)79-6914

23
月

(祝)
9:00～ 昭和地区大運動会 焼山公園

各自治会の会員らが，徒競走やリレー，綱引きな
どの競技で競います。自治会対抗リレーなどは，
地域がひとつになって応援し，盛り上がります。

昭和地区まちづくり協議会℡
(0823)34-1200

21,2
2

土
日

10:00～
昭和地区文化団体
創立40周年記念
文化祭

呉信用金庫ホール
40周年を記念して，お月見会と合同で
盛り上がります。

昭和地区まちづくり協議会℡
(0823)34-1200

26 木 8:30～
昭和地区老人クラブ
連合会グラウンド
ゴルフ大会

焼山公園
16老人クラブが集まり，グラウンドゴルフを通し
て地域間交流し，盛り上がります。

昭和地区まちづくり協議会℡
(0823)34-1201

16 祝 10:00～ 郷原町敬老会 郷原まちづくりセンター
参加対象者：77歳以上の方
内容：式典・昼食会・地元団体等によるアトラク
ションを催し，高齢者の長寿を祝います。

郷原地区社会福祉協議会（郷原支
所）
℡(0823)77-1177

17 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10区をウォーキング）

郷原町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

26 木
10:00～
13:00

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

郷原

仁方

昭和
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日 曜日 時間
内　　　容 問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所

1 土
9:00～
11:00

楽しくウオーキング
（下蒲刈ウオーキング大会）

下蒲刈支所～
梶ヶ浜

約４ｋｍの道のりを参加者それぞれのペースで歩くこと
で、健康づくりを行うとともに初秋の下蒲刈を楽しみま
す。なお、参加者には記念品が用意されています。

下蒲刈ウォーキング等実行委員会
事務局（安芸灘保健出張所下蒲刈担
当）
℡(0823)70-7181

17
月
・
祝

9:30～
12:00

下蒲刈地区敬老会 下蒲刈農村環境改善センター
７０歳以上（基準日：H30.12.31）の高齢者を対象に、長
寿をお祝いします。舞踊やカラオケなどのアトラクショ
ンが行われます。

下蒲刈地区社会福祉協議会
事務局（下蒲刈市民センター）
℡(0823)65-2311

28 金
9:00～
9:10

下蒲刈地区交通安全キャンペー
ン

下蒲刈町大津泊
保育所園児が交通安全を呼びかけ、地域住民の交通安全
に対する意識を高めます。

下蒲刈地区交通安全推進議会
事務局（下蒲刈市民センター）
℡(0823)65-2311

9/7
～

10/6

土
～
日

会期中の
土・日・祝日

9:00～18:00
開館

野呂山芸術村
「呉の風景画展」

野呂山レストハウス
広島市立大学芸術学部の学生達による呉の風景を感性豊かに描
いた作品展
入　館：無　料

川尻まちづくりセンター

℡ 0823-87-3311

9/16
月

(祝)
9:00～
12:00

川尻町敬老会
川尻まちづくりセンター
３階ベイノロホール

高齢者の方の長寿を地域全体で祝います。
式典とアトラクション（川尻光幼稚園，認定こども園かがや
き，川尻小学校，伊賀和志神楽団）を行います。

川尻町社会福祉協議会   ℡

0823-87-3312

9/16
月

(祝)

12:30
～

14:30

会期中のワークショップ
　　「風景を描こう」

野呂山レストハウス

広島市立大学芸術学部の講師指導のもと、野呂山の風景をス
ケッチします
対　象　小学生以上
定　員　先着20人
参加費　無料
申　込　8/15(木)～＊持参物は受付時に連絡
　　　　（電話申込み可：受付時間9:00～17:00）

川尻まちづくりセンター

℡ 0823-87-3311

9/29 日

13:30
～

15:30
13:00開場

音楽の玉手箱
山下雅也＆富永やよいの
サックス満喫コンサート

川尻まちづくりセンター
ベイノロホール

演奏者：山下雅也(やましたまさや：サクソフォン）
　　　　富永やよい(とみながやよい：ピアノ）
親しみやすい曲からサクソフォンの特徴を最大限に聞くことの
できるコンサートです

演奏予定曲：愛燦々、テイクファイブ、
　　　　　　アメイジンググレイス　他
入場：無料

川尻まちづくりセンター

℡ 0823-87-3311

7 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，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
・音戸中学校吹奏楽部によるミニコンサートの実施

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

21 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

音戸

下蒲刈

川尻
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 ９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
内　　　容 問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所

29 日 8：00～ 桂浜清掃 桂浜 桂浜の松林及び海浜の清掃
倉橋の海とくらしを守る会℡５３
－１１１１

29 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

蒲刈 14 土 10：00～ 蒲刈地区敬老会 蒲刈中学校体育館
対象者は７５歳以上の方。式典及び女性会による
アトラクション。

蒲刈地区社会福祉協議会
℡(0823)66ｰ1111

15 日 13:00～ 安浦町敬老会
安浦まちづくりセンターきらめ
きホール

対象者は75歳以上で安浦町に住所のある方
安浦町文化団体連絡協議会によるアトラクションを行
う。

安浦町地区社会福祉協議会
TEL (0823)84-6684

28 土
13:00～14:30

（予定）

第73回きらめき音楽館　心に
ひびく日本の音色～こどもか

ら大人まで～

安浦まちづくりセンターきらめ
きホール

毎月無料で開催中のきらめき音楽館。今回は広島邦楽連
盟会長の福盛智子、広島邦楽連盟会員の井上葉子他を迎
え、箏（こと）、三線、尺八による懐かしい曲や伝え聴
きたい代表的な邦楽曲をお届けします。

安浦まちづくりセンター安浦中央4
丁目3-2（０８２３）８４－３６３６

豊 8日 日 11:00～ 敬老会

大長地区
豊まちづくりセンター
久比地区
豊まちづくりセンター
久比分館
御手洗地区
港町交流館
沖友地区
沖友ふれあいプラザ

敬老会式典及び演芸アトラクション

大長地区自治会
会長：石田眞朗　66-2070
久比地区自治会
会長：原野光山　66-3492
御手洗地区自治会
会長：尾藤　良　66-3535
沖友地区自治会
会長：楠　律夫　66-2108

安浦

倉橋

市民部地域協働課


