
 １１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 17 日
9:00～
16:00

趣味の作品展 清水いきいきライフホーム

作品鑑賞と，お互いの親睦を図るため，絵
画，水墨画，書，盆栽，写真など趣味の作品
展を開催します。当日は，茶菓の準備をして
お待ちしております。また，鶏めしの販売も
行っておりますので，多くの皆様のご来場を
お願いします。

第２地区社会福祉協議会
℡(0823)21-4639

16 土 9:00～ ウォーキング会
スポーツ会館 東側
（集合場所）

ウォーキングで健康づくりをするとともに自
然を満喫しながら地元のすばらしさを再確認
してください。

第６地区運動普及推進協議会
第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

24 日 10:00～
荘山田村自然公園イベント会
「里山　秋の感謝祭！２０１
９」

荘山田村自然公園
荘山田村自然公園内のネームプレートをつけ
た桜の木の水やり・清掃をし、成長を楽しむ
会を実施します。

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

29 金
10:00～
16:00

（予定）

片山中学校区
地域総合防災訓練

片山中学校
地域の幼稚園や小中学校等と地域住民，約1,000
人が片山中学校に避難する訓練を行います。

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

吉浦 9･10
土
・
日

9日
9:00～17:00

10日
9:00～15:00

吉浦地区文化祭（秋・展示会） 吉浦まちづくりセンター

まちづくりセンター講座の受講生や地域で活
動されている皆さんの作品（生け花，絵手
紙，水墨画，書道，天然酵母パン販売，ワー
クショップ樹脂，粘土など）展示とバザーを
実施します。

吉浦文化団体連絡協議会
吉浦まちづくりセンター
℡（0823）31-7540

9・10
土
・
日

9:30～15:00 警固屋地区文化祭 警固屋まちづくりセンター

まちづくりセンターで行われている講座の作
品の展示や，日鉄日新製鋼シルバーサウンズ
や保育所，カラオケ大会などのステージも行
う。

警固屋文化連盟
（事務局 警固屋まちづくりセン
ター）
℡(0823)28-0200

17 日
11:00～
13:00

警固屋秋のフェスティバル in
鍋小

旧鍋小学校

ウォーキング大会終了後，旧鍋小学校でゲー
ムや食事を楽しめます。
（※ウォーキング大会は9:00警固屋体育館前
集合，9:45出発）

警固屋まちづくり協議会
（事務局 警固屋市民センター）
℡(0823)28-0406

警固屋

第６
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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

広 ３～２４ 第71回広地区教育祭

・広市民センター
・シシンヨーオークアリー
ナ
・広島国際大学周辺

広地区教育祭は，「教育第一」の石碑に込め
られた広村の先人たちの精神を受け継ぎ，住
民の文化・芸術・スポーツなどに地域ぐるみ
で取り組むことを目的として，昭和24年から
毎年開催している。
主な行事 3日（日）広地区音楽祭
23日（祝・土）オープニング　交流広場
大書揮毫　歴史講演会　教育功労者表彰式
達川光男氏講演会
24日（日）　広地区合唱祭

広市民センター℡(0823)73-7191

3 日・祝 13：00～
第４４回仁方地区子ども相撲大
会

八岩華神社
　相撲大会を通して，地域の子どもたちの交
流を図ります。

仁方地区子ども会連合会
事務局℡（0823）79－6914

16 土 9：00～
第１３０回歩こう会
（小坪健脚コース）

仁方町内
ストレッチやウォーキングで健康づくりを行
い親睦を図ります。

仁方健康友の会
佐藤℡（0823）79－5260

20 水 14：00～ マイロード清掃 仁方町内
　道の里親となっている県道の清掃を行いま
す。

社協ボランティア部事務局
℡（0823）79－1111

9 土 9:30～11:30 体力測定 宮原まちづくりセンター
生活体力測定（骨年齢検査，総合運動能力，
開眼片足立ち，10m歩行健脚力，動的バランス
など）

宮原健康づくり推進協議会事務局
：宮原市民センター
℡(0823)24-2235

10 日 8:30～ 成人ソフトボール大会 市民広場 宮原地区自治会対抗で行います。
宮原体育協会事務局（宮原まちづ
くりセンター）
TEL(0823)22-1016

23
土

(祝)
10：00～
16：00

天応地区復興イベント
「がんばろう天応
　歩みだそう未来」

呉ポートピアパーク

記念式典，天応中2年生絵画「天応の未来図」
お披露目，世界的奏者ジャン・ショウイェン
さんによる二胡演奏会，気象予報士・勝丸恭
子さん講演会，野外ステージイベント，キッ
チンカー，海自カレー食べ比べなど盛り沢山
です。

天応まちづくり委員会
（天応市民センター）
℡(0823)38—7543

９

10

土

日

9:00～16:30
※10日は16:00ま

で

秋の芸術文化祭
（展示部門）

天応まちづくりセンター
３階ホール

洋裁，パッチワーク，書道，園児・小中学校
の児童生徒，一般の作品を展示。バザーやお
茶席もあります。

天応文化連盟事務局
(天応まちづくりセンター)
℡(0823)38-7313

仁方

天応

宮原
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16 土
受付

8:50～
9:10

第93回ウォーキング大会
昭和東まちづくりセンター
受付

「栃原・苗代」コースで，まわりの自然を楽
しみながらの健康づくりのためのウォーキン
グです。
歩行距離は約７ｋｍ　，時間は約２時間

昭和地区健康づくりのための運動
普及推進協議会
℡(0823)33-2237

21日～24日
昭和市民センター

市民センターを利用する諸団体が舞台や展示
などで日ごろの成果を発表します。
●22日～25日は展示。舞台は25日。

昭和まちづくりセンター
℡34-1200

21日～23日
昭和東まちづくりセンター

昭和東まちづくりセンターを利用する諸団体
の展示で日ごろの成果を発表します。

昭和東まちづくりセンター
℡34-0345

9 土 9:00～
第２２回
健康ウォーキング大会

集合：郷原市民
　　　センター

9:00 受付　　9:30 出発
コース： ７ｋｍ　　３ｋｍ
参加費 ： 無料
参加者には粗品進呈

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

19 火 9:15～ 月例ウォーキング
集合：郷原市民
　　　センター

9:15集合
9:20体操
9:30出発（野路の里をウォーキング）

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

21 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事務局
（郷原支所）
℡(0823)77-1177

昭和まちづくりセンター
℡34-1200

21～24
木
～
日

21 木
10:00～
16:00

昭和地区老人クラブ連合会　福
祉大会

昭和市民センター
昭和地区内の各老人クラブ会員有志などが
コーラス，舞踊，カラオケなどの舞台発表を
行います。

昭和まちづくりセンター
℡34-1200

10 日
開演14:00～
開場13:30～

まちかどコンサート
in　昭和

昭和市民センター
本格的な文化芸術をもっと身近に楽しむこと
ができるイベントです。

昭和まちづくりセンター
℡34-1200

昭和東地区収穫祭 旧昭和東小学校
亥の子まつり，模擬店，コーラス，もちまき
など，楽しい，おいしいイベント盛りだくさ
ん。

昭和東まちづくりセンター
℡34-0345

6～7
水
～
木

9:00～
16:30

昭和地区老人クラブ連合会　秋
の文化祭

昭和市民センター
昭和地区内の各老人クラブ会員の絵画，写
真，手工芸品，など，多種多様な作品を展示
します。

郷原

昭和

昭和市民センター祭

3 日
10:00～
12:30

9:00～
16:00
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問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

11/16 土
11:00～
15:00

野呂山芸術村
呉が創ったアートたち展
会期中のワークショップ

野呂山レストハウス

～宇宙柄のバッグをつくろう～布に絵の具で絵を描く
講師：おりで ちせ
～家族の箸置きを作ろう～陶芸の粘土で作り、焼成仕上
げ後 後日ひき渡し
講師：岩本道明、岩本京子

定　員　先着 各20名
対　象　どなたでも
参加費　各500円（当日徴収）
申　込　当日随時受付

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

11/3
～

11/4

日
～
月

(振休)

11/3
9:00～17:00

11/4
9:00～16:00

川尻町文化祭 川尻まちづくりセンター
川尻町文化芸術連盟文化部の作品発表を鑑賞
お茶席　11/4(月) 9:30～15:00　3Fロビーにて
　　　　お茶券必要　400円

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

11/17 日 9:00～
2019
かわじり元気まつり

川尻グラウンド
筆のパフォーマンス，野呂岩海太鼓などのステージ，食
の元気市（特産品の販売）など「みんなが集い，みんな
で創り，みんなが楽しむイベント」です。

川尻市民センター
0823-87-3310

2 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）
・空くじなしのお楽しみ抽選会の実施
・明徳中学校及び明徳小学校生徒による音戸の
舟唄やダンスの披露もあります。

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

10 日 9:30
２０１９
おんどフェスティバル

大浦崎
スポーツセンター

・ステージイベントや地元特産品販売などの各種
模擬店，少年ソフトボール大会，恒例のお楽しみ
抽選会，餅まきなど盛りだくさんです。

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

16 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　℡ ５２－１１１１

川尻

音戸

市民部地域協働課
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問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

4 月 9：30～ 倉橋文化まつり 倉橋体育館
まちづくりセンターのサークルや講座の参加
者を中心に，絵画・書道等の展示，大正琴・
舞踊等の発表を行います。

倉橋町文化団体連合会
（倉橋まちづくりセンター内
　℡５３－０５７７）

24 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
（倉橋市民センター内
　℡５３－１１１１）

24 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。(今回は開店10周年記念イ
ベントを開催予定。）

宝島くらはしまちづくり協議会
（倉橋市民センター内
　℡５３－１１１１）

第１９回かまがり恵みフェア
県民の浜　恵みの館　潮騒
の館

蒲刈町の「潮騒の館」「恵みの館」でチラシ
にスタンプを押し抽選会場に持参しクジを引
くと，蒲刈の特産品が当たるスタンプラリ
－。出店コーナー。ステージイベントが行わ
れる。

蒲刈町まちづくり協議会
℡(0823)66-1111

第２０回健康福祉祭り 蒲刈B&G海洋センタ－
蒲刈恵みフェアと同時開催で体力測定，骨密
度測定などを行い健康の増進を図る。

蒲刈地区社会福祉協議会
℡(0823)66-1111

2
・
3

土
・
日

11/2
9：00～17：00

11/3
9：00～16：00

第70回安浦町文化祭 安浦まちづくりセンター
芸術の秋。展示作品(2・3日）、舞台発表（3
日）をぜひご鑑賞ください。お茶席や体験
コーナーもあります！

安浦まちづくりセンター
℡(0823)84-3636

17 日 9:00～15:30 安浦新ええとこ祭
安浦まちづくりセンター周
辺

地域防災・健康づくり・地域特産品などの
コーナーやステージイベントがあります。

安浦新ええとこ祭り実行委員会
（事務局　安浦市民センター）
 ℡(0823)84-2261

豊浜 30 土 10:00 豊島朝市 呉豊島漁協横 豊島産サザエや鮮魚の販売
豊浜市民センター
TEL　0823-68-2211
主催：呉豊島漁協　青年部

倉橋

安浦

23 土 10:00～15：00蒲刈

市民部地域協働課


