
 １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～
川原石

13 祝月
11:00
～

13:00

令和元年度
中央地域成人の日記念式典

新日本造機ホール
中央公園

中央地域（第２～川原石地区）の団体と海上自衛隊
海曹会が合同で行う成人式です。大抽選会，はたち
の同窓会を行います。また各地域団体が，うどんや
おでん等の模擬店を出店します。新成人の門出を地
域ぐるみで祝福するイベントです。
①令和元年度呉市中央地域「成人の日」記念式典
②はたちの大抽選会
③はたちの同窓会
④地域の贈りもの

中央地域成人式実行委員会
（呉市市民部地域協働課内）
℡(0823)25-3501

18 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）

25 土 9:30～
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）

第８ 19 日
13:00～

（点火時刻）
第８地区とんど祭り

二河川公園
（二河川河川敷）

地域のみんなで集まり「とんど祭り」を行います。
地元青年団や民生児童委員の皆さんが振る舞う「竹
酒」や「ぜんざい」もありますので，多くの方の参
加をお待ちしています。
小雨決行ですが，悪天候の場合は，翌週に延期しま
す。

第８地区社会福祉協議会
第８地区自治会連合会
℡(0823)25-3501

三条 12 日 10:00～
両城・三条地区焼却祭
（とんど祭り）

呉陸橋高架下
（天神広場）

しめ飾り等を持参していただき焼却するお祭り（と
んど祭り）です。また，両城・三条地域全体の子供
会交流行事の一環として餅つきやぜんざい，綿菓子
などを準備しています。皆さんの参加をお待ちして
います。小雨決行です。

三条地区自治会連合会
山上会長℡(0823)25-0567

吉浦 13 月 10:00～ 吉浦地区成人式 吉浦まちづくりセンター
新成人を招いて，式典・イベント（アトラクショ
ン）・はたちお同窓会を行う。

吉浦まちづくり委員会
℡（0823）31-0010

警固屋 12 日
10:00
～

12:00
警固屋地区成人式

警固屋まちづくりセンター
２階ホール

新成人をお祝いする「記念式典」や，同窓生や恩
師，地域住民が歓談する「はたちの同窓会」を催し
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

内　　　容 問　　合　　先地区名 イベント名 場　　　所

第６

開催日

市民部地域協働課



 １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 イベント名 場　　　所

開催日

13 祝月
11:00
～

13:00
阿賀地区成人の集い

阿賀まちづくりセンター３
階ホール

地域のみなさんで新成人を祝う式典，アトラクショ
ンなどを実施，小･中学校の恩師を囲んで歓談する
「はたちの同窓会」も開催します。

阿賀まちづくり推進協議会事務局
(阿賀市民センター)
℡(0823)73-5252

19 日
9:00
～

13:00

第３３回
阿賀地区ロードレース大会

呉高専グラウンド
～呉高専周辺道路

小学生，中学生，一般男子，一般女子，親子などさ
まざまな年齢の人が参加する持久走・駅伝大会を開
催します。

阿賀体育協会事務局
(阿賀まちづくりセンター)
℡(0823)71-9077

24 金
14:00
～

15:35
フラワーロード事業

アガデミア(阿賀小・中学
校・呉高校周辺)

阿賀の文教地区アガデミアの通学路を花で飾る事業
を実施。阿賀小学校・阿賀中学校・市立呉高等学校
の児童・生徒たちが地域のボランティアの人たちと
一緒にチューリップ・パンジー・ビオラなどの花を
植えて道路に飾る。

阿賀まちづくり推進協議会事務局
(阿賀市民センター)
℡(0823)73-5252

12 日 13：30～
第32回　　　　　　　交通安
全カルタ大会

仁方まちづくりセンター
3階ホール

仁方小学校児童が作成した交通安全標語を記載したカル
タを用いて，参加者の交通安全意識の向上を図ります。

仁方地区交通安全推進協議会
℡(0823)79-1111

13 祝月 11：00～ 仁方町の新成人を祝う会
仁方まちづくりセンター
3階ホール

新成人を祝い，式典，はたちの同級会を開催します。
仁方町の新成人を祝う会事務局℡
(0823)79-1111

18 土 9：00～
第131回歩こう会
(大歳コース）

仁方市民センター
～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
深めます。

仁方健康友の会佐藤
℡(0823)79-5260

25 土 10：00～ 地域交流懇談会
仁方まちづくりセンター
3階ホール

「仁方っていいなあ。そんなまちづくり～いつまでも，
いきいきと過ごすために～」をテーマとして，講話，意
見交換等を通して，住みよい仁方のまちづくりについて
考えます。

仁方町まちづくり推進協議会事務局
℡(0823)79-1111

宮原 12 日 11:00～
令和元年度
宮原地区成人式

宮原まちづくりセンター 式典・記念写真・交流会
宮原まちづくり推進委員会
事務局（宮原支所）
℡(0823)24-2235

仁方

阿賀

市民部地域協働課
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日 曜日 時間
内　　　容 問　　合　　先地区名 イベント名 場　　　所

開催日

13 祝月 10：00～ 天応地区成人式
呉ポートピアパーク
（多目的ホール）

まちづくり委員会と呉市の共催で行われます。天応
地区在住の新成人に加え，天応中学校・小学校を卒
業した新成人が集います。

天応市民センター
℡(0823)38-7543

13 祝月 10：30～
「笹酒まつり」と
「もちつき大会」

呉ポートピアパーク
（イベント広場）

天応地区社会福祉協議会主催で，今回で第42回目を
迎え，地区住民が力を合わせて行う伝統ある行事で
す。青竹で燗をしたお酒を新成人が来場者に振舞い
ます。竹に含まれるクロロフィルは制ガン効果もあ
ると言われており，地区住民や来場者の無病息災を
祈る新春にふさわしい華やかな行事です。同時に威
勢よくもちつきを行い，来場者に「もち入りぜんざ
い」の無料配膳も行います。

天応市民センター
℡(0823)38-7543

昭和 13 祝月 13:00～ 成人の日記念式典 昭和市民センター
地域の諸団体，企業がさまざまな趣向を凝らし，昭
和地区約350人の新成人の門出を祝います。

昭和市民センター
℡３３－００１１

12 日
13:30
～

14:00
下蒲刈地区成人式 蘭島閣美術館

下蒲刈地区に居住する新成人に対し地域をあげて祝
福するイベントです。式典後に白雪楼でのお茶会が
予定されています。

下蒲刈地区自治会連合会
下蒲刈市民センター
℡(0823)65-2311

26 日
10:00

（点火時間）
下蒲刈地区とんど祭り 町内３か所

無病息災、家内安全を祈願し、町内３か所で一斉に
やぐらに点火します。やぐらは大きなもので高さ５
ｍにもなります。

下蒲刈町まちづくり協議会
下蒲刈市民センター
℡(0823)65-2311

26 日

13:30
～

15:30
(13:00開場)

「音楽の玉手箱」
ベイノロホール
ニューイヤーコンサート

川尻まちづくりセンター
3F ベイノロホール

ベイノロホールが誇る、ドイツの名器ベヒシュタイン
（ピアノ）4人のピアニストによる独奏から8手連弾ま
で、曲のジャンルも幅広く奏でます
演奏予定曲：月の光、糸(4手連弾）、
　　　　　　剣の舞(8手連弾)
鑑賞：無料

川尻まちづくりセンター
TEL(0823)87-3311

12 日

10:30
～

13:00
(受付10:00～）

川尻町新成人を祝う会
川尻まちづくりセンター
3F ベイノロホール

川尻町内に住む新成人の門出を祝い，記念撮影・式
典・懇親会を行います。

川尻町地区社会福祉協議会事務局
川尻市民センター
TEL(0823)87-3310

天応

川尻

下蒲刈

市民部地域協働課



 １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 イベント名 場　　　所

開催日

11 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。
・きらきら音戸保育園園児による踊りの披露。

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

13 祝月 10:30
音戸地区
新成人を祝う会

音戸市民センター
（２階多目的ホール）

・新成人の門出を，式典，アトラクション（音戸小学校４，
６年生による音戸の舟唄と和太鼓披露）で祝う。

音戸地区社会福祉協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

26 日 10:00
音戸の舟唄全国大会
物産展

音戸市民センター
（前庭）

・音戸の舟唄全国大会を盛り上げるため，地元特産品
等を販売。
・音戸の瀬戸の風景を楽しみながら飲食できます。 音戸町まちづくり協議会

事務局　℡ ５２－１１１１

1 祝水 6：00～ くらはし初日ウォーク 倉橋グラウンド～火山付近
約2㎞のコースを火山めざして歩き，初日の出を見
ます。
参加費：大人1,000円，高校生以下500円

倉橋町体育協会
（倉橋まちづくりセンター内
　℡53－0577）

12 日 10：00～ 第43回倉橋町駅伝大会 本浦～室尾
地区・一般・壮年・中学生・オープンの部門別対抗
の駅伝大会

倉橋町体育協会
（倉橋まちづくりセンター内
　℡53－0577）

12 日 13：30～ 倉橋地区成人記念式典 桂浜温泉館 倉橋地区の新成人の門出を祝福します。
倉橋地区成人記念式典実行委員会
（倉橋市民センター内
　℡53－1111）

26 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）

26 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
（倉橋市民センター内
　℡53－1111）

蒲刈 12 日 10:00 蒲刈地区成人式 蒲刈市民センター
新成人を祝い記念式典，記念講演，記念撮影，記念
植樹を行う。

蒲刈地区自治会連合会
℡(0823)66-1111

倉橋

音戸

市民部地域協働課
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日 曜日 時間
内　　　容 問　　合　　先地区名 イベント名 場　　　所

開催日

13 祝月
10:00
～

12:30
安浦地区成人の集い

安浦まちづくりセンター

きらめきホール

安浦町の新成人を祝う。
式典のほか，新成人によるイベント・記念撮影
（平成11年4月2日～平成12年4月1日に生まれた方で
安浦在住及び安浦出身者が対象）

安浦町地区社会福祉協議会事務局
（安浦支所内）
電話（0823）84－2261

26 日
10:30
～

12:00

第74回きらめき音楽館
新美南吉の物語
朗読と和の音色で奏でる
～手ぶくろを買いに～

安浦まちづくりセンター

きらめきホール

新美南吉「手ぶくろを買いに」の物語。朗読・美し
い映像を、田岡隷山の奏でる津軽三味線、篠笛・和
太鼓・踊りと共にお送りします。ぜひお楽しみくだ
さい。【出演】竹山流津軽三味線 田岡隷山社中

安浦まちづくりセンター
（安浦町中央4丁目3－2）
電話（0823）84－3636

豊 3 祝金 10:00～ 豊町成人式
豊まちづくり
センター

豊町の新成人を祝う。
式典の他,新成人による「巻藁射礼」や記念撮影及
び恩師との食事会等が行われる。

豊市民センター
℡0823-66-2131

安浦

市民部地域協働課


