
土曜の朝市
� 出店者募集

【問い合わせ】
音戸町まちづくり協議会事務局（音戸市民センター内）

☎︎52－1111

　音戸の瀬戸ふれあい広場にて，毎月
第一土曜日に朝市を開催しています。
　家庭菜園でとれた新鮮野菜や手作り
お菓子，加工品，衣料品（洋裁和裁）なんでも結構ですので，
ぜひ朝市に出店いただき，地域の活性化にご協力ください。

※出店協力金：一区画2.4ｍ×2.4ｍ程度で1,000円（町
外からの出店者：2,000円）

（機材損耗費として徴収させていただきます。）
※開催時間帯：午前中（売り切れ次第終了）・抽選会は

10時～・片付けをし概ね12時まで
※必要機材等：テーブル，椅子，テントは，まちづくり協

議会のものを使用可，おつりや値札などは
各自で準備してください。

音戸の瀬戸
まちづくりを応援する情報紙 第 　 号

2020年３月10日発行
発行：音戸町まちづくり協議会

（事務局TEL：52－1111）

126

〜土曜の朝市〜音戸の瀬戸
ふれあい広場

　地元産新鮮な野菜の販売，飲食コーナーのほか，朝
市お買物券などが当たるお楽しみ抽選会も開催 !
　多くの方のご来場をお待ちしています。

◆音戸中学校の皆さんありがとう◆
　本年度も音戸中学校の各クラブ有志の皆さんに接客や後片付
け，出演者への対応など，ボランティアとして朝市のお手伝い
をいただきました。
　皆さんの笑顔で来場者やスタッフもたくさんの元気をいただ
きました。
　これからも，よろしくお願いします。
　今度は遊びに来て下さいねー。待ってま～す。

野菜市野菜市 4月18日㈯
9：00〜

音戸の瀬戸ふれあい広場 (旧音戸支所跡地）◦場 所
※エコバックをご持参ください。

令和2年4月4日㈯◦日 時 （売り切れ次第終了）
10：00〜

あたたかい善意
次の方からご寄付をいただきました。
★音戸地区社会福祉協議会へ
   ● 山 本　成 江 様より(坪井区)
厚くお礼申し上げます。

心配ごと相談 と　き   令和2年4月8日㈬　13時〜15時
ところ　呉市社会福祉協議会音戸支所        
　　　　  (音戸町高須３丁目７-15  総合ケアセンターさざなみ内)
相談員　民生児童委員

人権行政相談 と　き　令和2年4月14日㈫　10時〜15時
ところ　音戸まちづくりセンター ３階（旧音戸公民館）
相談員　人権擁護委員・行政相談委員　

電話 0823-50-0150/FAX 0823-50-0160
メール kiyomorisportsclub@feel.ocn.ne.jp

お問い
合せ

２０２０年４月７日（火）スタート

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

７日㈫　はじめましてよろしくね
今年度初めてのイベントです。新しいお友だちもた
くさん来てくださいね、待ってます。

14日㈫　おしゃべりデー
子どもたちと遊びながら情報交換しましょう。発育
測定もします。

21日㈫　つくってあそぼう
みんなでこいのぼりを作りましょう。
元気に大きくなりますようにと、願いをこめて。

イベントは

10時30分に始めます。

10:00〜15:00キラキラスマイル

4月のイベントデー予定

※４月２７日～５月６日までお休みです。

きらきら音戸保育園の子育て支援“キラキラスマイル”です。
４月のイベントについてお知らせします。 木彫り教室

会 員 募 集 主催　清盛スポーツクラブ

実施日　毎週火曜日　午後1時～4時
場　所　大浦崎会館 2階（呉市音戸町波多見6丁目20－1）
講　師　川崎武司氏
対象者　木彫りに興味のある方（年齢、性別問わず）
年会費　4,000円（保険料含む）
　　　　別途毎月1,000円徴収（材料費）

彫刻刀など道具類は各自で準備して下さい（準備が
難しい方は相談にのります）。

申込方法　 清盛スポーツクラブ事務局までお越し頂くか、FAX
またはメールでも受付可。その際、氏名、住所、生
年月日、連絡先を必ず明記して下さい。お電話での
申込みは受付けていませんのでご了承ください。 ４月から宿直を廃止するため、夜間の出生・婚姻・死亡等の受付がで

きなくなります。（市役所本庁舎では今まで通り受付ができます。）
　なお、土・日・祝日の8：30〜17：15の間はこれまで通り受付
ができます。ご理解とご協力をお願いいたします。

市民センターからお知らせ



音戸まちづくりセンター
施設使用料改定（お知らせ）
令和２年４月１日以降申請書を提出した場合

★春の和菓子講座★
▪日　時：4月14日㈫　10時～12時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：15名
▪参加費：受講料 400円・材料費 1,000円
▪用意する物：エプロン・筆記用具
▪申し込み：3月23日㈪～

使用時間

1時間までことに

入場料の類を 入場料の類を徴収する場合

徴収しない場合 300円以下 301円～1,000円 1,001円以上

8時30分～17時 2,300円 5,800円 6,800円 8,000円

17時～22時 3,000円 7,600円 9,000円 10,600円

１. ホール

〇受付は，使用日の１年前（当日）から受け付けます。
〇「ホール」とは，観客席，舞台及びホワイエを含む施設をいいます。
〇冷暖房費は，１時間当たり1,000円を徴収します。
〇ロールバックチェアの使用料は，１日につき8,000円とします。
〇その他の器具使用料は，別途料金とします。（料金は裏面をご覧くだ

さい。）

２. ホール控室等使用料

〇控室は，ホール使用の場合のみ使用を許可します。

室　名 単　位 8時30分～17時 17時～22時 備　考

控室1（洋室）1時間ごとに 100円 100円 　　

控室1（洋室）1時間ごとに 100円 100円 　　

更衣室1 1時間ごとに 100円 100円 シャワーを含む

更衣室2 1時間ごとに 100円 100円 シャワーを含む

４. 講座室等使用料

〇受付は，使用月の３ヶ月前の月の１日から受け付けます。　　
　（ただしホールを使用する場合は，ホール受付時に申し込むことがで

きる。）
※受付は，先着順とします。
※電話での申し込み及び仮予約はできません。
※使用料は，受付時に納めていただきます。
※営利目的使用の場合は，ホール及び各室共２ヶ月前の月の１日から

受け付けます。

階 室　名 単位 8時30分～17時 17時～22時 備　考

２
階

講座室1 1時間ごとに 400円 500円

※�各室の使用料は冷
暖房費及び器具使
用料を含みます

講座室2 1時間ごとに 400円 400円

講座室3 1時間ごとに 400円 500円

調�理�室 1時間ごとに 200円 400円

３
階

和�室�1 1時間ごとに 100円 200円

和�室�2 1時間ごとに 100円 100円

音�楽�室 1時間ごとに 400円 500円

工�作�室 1時間ごとに 400円 500円

★楽しくクッキング講座（全3回）★
▪日　時：5月14日・6月11日・7月9日㈭　10時～13時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：15名
▪参加費：受講料 1,200円・材料費 500円／回
▪用意する物：お米0.5合・エプロン・筆記用具
▪申し込み：3月23日㈪～

◎受付時間
毎日（ただし年末年始を除く）　
８時３０分～１７時１５分
申込時に参加費を納めていただくようになります。
申込は直接音戸まちづくりセンターへ（先着順）
※申込初日のみ、１人で複数人の申込はできません。
　（ただし同一世帯は除く。）
※電話での申込はできません。

◎問い合わせ
　音戸まちづくりセンター（☎５１－３３２２）

◎次回の講座予定
　1歳からのわくわくパン作り（5月22日）
　基礎から学ぶマネー～愛活セミナー～（5月19日）

5月：春の食材を使って
6月：七夕メニュー
7月：夏の食材を使って

♪サンドブラストで作るオリジナル作品講座
（花田良子先生よりひと言）

初心者の方とは思えない
くらい力作揃いでびっく
りしました。
持ち帰ってガラス加工を
し、音戸に届けますので
お楽しみに！

♪基礎から学ぶマネー～相続対策～講座
（河口英広先生よりひと言）
音戸で初めて講座をしましたがみな
さんとても熱心に聞いてくれてあり
がったかったです。

３. ホール等のアマチュアスポーツ利用料

〇控室は，ホール使用の場合のみ使用を許可します。

利用区分 単　位 8時30分～17時 17時～22時 備　考

全面使用 1時間ごとに 2,300円 3,000円 　　

1/2使用 1時間ごとに 1,150円 1,500円 　　

短期講座受講生募集，終了講座レポート・施設使用料改定のお知らせ

●問い合わせ：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

音戸図書館からのお知らせ

自動車
図書館

ももちゃんの
ポケットのえほんかい

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
３月３日〜当分の間，新聞・雑誌・本の
閲覧，レファレンス，コピー等，サービ
スを一部中止します。

○きらきら音戸保育園 3月11日㈬,25日㈬,4月8日㈬ 10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 3月11日㈬,25日㈬,4月8日㈬ 10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 3月13日㈮,27日㈮,4月10日㈮  14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣
コーナー

　３月のテーマは「桜」です。
　図書館では，テーマに関わるいろ
いろな本の貸出・展示をしています。
　どうぞご利用ください。

３月のえほんかいは
中止になりました。
次回は4月15日の
予定です。



〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

お気軽にご参加ください。
毎週 水・金・日曜日 

朝9：45～ 
毎週 水・金・日曜日 

朝9：45～ 

うたごえ喫茶うたごえ喫茶 うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操
3月12日㈭は
開催中止となります。
3月12日㈭は
開催中止となります。
その次は4月9日㈭です。

コンテスト応募作品

計168点一挙展示3月29日㊐まで開催
音戸大橋なんでも作品展

音戸保健出張所だより●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【お問い合わせ】音戸保健出張所（音戸市民センター内）☎50－0615

（お願い）乳幼児健診など，業務の関係でやむを得ず出張所の保健師が不在になることがあります。
　　　　　母子健康手帳の交付，ご相談などで来所される際は，事前にご連絡いただきますようお願いします。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：令和2年４月８日（水）10時～12時
お子さんの成長に関する育児・栄養相談はもちろん，妊娠中・育児中の お母さん自身の
相談もうかがいます。気軽にお立ち寄りください。身体計測も行っています。母子健康手
帳を持ってお越しください。

栄養士さんが
来ます。

大切な人が悩んでいるときに，できること
３月になり卒業や就職，引っ越しなどの節目を迎える人も多いのではないでしょうか？
それはとても喜ばしい出来事ですが，実はこころの負担になっていることもあります。

まずはひと声，かけてみてください！そして必要な支援につなげてください。

◉精神科医師による相談（要予約：無料） ☎０８２３－２５－３５４２　◉保健師による相談（随時：無料） ☎０８２３－５０－０６１５

大切な人に
こんな様子は
ありませんか？

□眠れない
□食欲がない，食べても味がわからない，体重が減っている
□わけもなく疲れる，倦怠感，頭痛，肩こりなどの体調不良
□以前は楽にできていたことが，今ではおっくうに感じる
□最近，お酒の量が増えた
□対人関係や家族関係に悩んでいる　　　　　　　　　　など

最近眠れている？
どうしたの？元気がないね。
よかったら話してみて

保健所に相談してみる？
かかりつけの内科医に相談
する方法もあるね！

きらきら音戸保育園
（音戸町波多見 2丁目）

認可保育園

TEL.（0823）52-2610

園児募集
★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★

内科・人工透析・循環器科
呼吸器内科（土）・腎移植外科・泌尿器科（金・午後）（土）

〒737-1377　広島県呉市倉橋町 7382- 2
TEL：0823- 56- 2225

医療法人社団

院長　森本　忠雄



広告掲載のお問い合わせは音戸町まちづくり協議会 ☎(0823)52-1111・㈱呉精版印刷 ☎(0823)22-5011まで

呉警察署
 ☎29-0110

音戸消防署 ☎26-0343

広告掲載のお問い合わせは音戸町まちづくり協議会 ☎(0823)52-1111・㈱呉精版印刷 ☎(0823)22-5011まで

３月は地震について考えよう
・平成１３年３月２４日は芸予地震（死傷者２９０名，全壊家屋７０戸）（２００１年）
・平成２３年３月１１日は東日本大震災（死者 １５，０００人以上）（２０１１年）
・令和Ｘ年３月ＸＸ日（２０ＸＸ年）〇〇震災？
▪地震は，雨や台風などと違い，予測ができず突然発生します。
▪地震は防ぐことができず，減災が大事です。
▪日頃からの心構えが，減災につながります。

【対 策】
▪住宅の耐震化，家具の固定，窓にガラスの飛散防止フィルムの貼付など
　※�居間や寝室など長く居る場所には，できるだけ家具を置かないように！
（タンスなどの家具は，倒れる方向にも気をつけましょう！）

【準 備】
▪避難路の安全確認（石垣やブロック塀などの倒壊する場所の確認）
▪非常食・水・持病の薬・メガネなど非常持ち出し袋の準備
　※非常食は特別なものでなくても，お菓子や饅頭などで良い
▪寝室には運動靴を準備（家の中のガラスの破片で足を怪我する恐れ）

【心構え】
▪あわてて飛び出さず，まず自分の身を守る行動をとる
▪揺れがおさまってから次の行動（あたりを見回し，安全確認）
▪火が出ていたら初期消火（最近ではガスも止まる。火も消える装置付き）
▪落ち着いて広場などの火災から身を守れる場所に避難する
▪地域で助け合う！ （安否確認，人命救助，炊き出しなど）

◎新入学園児・児童の交通事故防止

◎進学・進級時における少年非行等の防止

○交通事故から子どもを守ろう！
　交通ルールに慣れていない子どもたちが幼稚園・保育園や小学校に通い始めます。
　子どもたちの一番身近なお手本は保護者のみなさんです。
　自らが交通ルールや交通マナーを守ることにより，子どもに対する交通安全教育を
実践しましょう！

○ドライバーの交通事故防止ポイント
　通学等に不慣れな新入学児童等がいることを理解し，通学路や学校の周辺などを通
行するときはスピードを落として安全に走行しましょう。
　また，子どもの姿を見かけた時や�駐車車両の横を通行する時は，子どもが飛び出
すことなどを予測した運転を心掛けましょう。

○�春休みから新学期にかけての時期は少年の生活環境の変化等に伴い，深夜はいかい・喫煙等の不良行為や，万引き・薬物乱用
等の非行に走るおそれがあるほか，福祉犯等の犯罪被害に遭うケースも少なくありません。

○�新学期を前に新しく購入したスマートフォンを家庭でのルールを設けることなく子どもが
使用すると，ゲームやSNS依存症になったりするおそれがあります。
○「フィルタリング」は保護者の責任です。
○非行の温床となる「たまり場」を地域から排除しましょう。
○少年に関する相談を受け付けています。
　ヤングテレホン広島　　　　　　☎082－228－3993
　少年サポートセンターひろしま　☎082－242－5110

警察官採用試験申込み受付開始！

受付案内 : 受付期間内に，各警察署，交番・駐在所等で配布しています。
▶受付期間 : ３月１日㈰から４月１4日㈫　▶第１次試験：５月１0日㈰


