
トワイライト
ふれあいフェスタ（夜市）

　今年度のトワイライトふれあいフェスタ（夜市）
は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
ます。
　毎年楽しみにしてくださっている皆さん，すみま
せんが再開と再会の日をお待ちくださいませ。

� 音戸町まちづくり協議会
� 会長　新谷　勝利

中止
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〜土曜の朝市〜音戸の瀬戸
ふれあい広場

　毎月第１土曜日の朝市及び毎月第３土曜
日の野菜市は，現在中止しています。
　再開をお待ちください。

本誌に掲載の各催しについては，新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止する場合が
ありますので，あらかじめご了承ください。重要

●問い合わせ先：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

音戸図書館からのお知らせ

日時 6月17日 ㈬　10:30〜11:00
場所 音戸まちづくりセンター
　　 ３階 音楽室

○きらきら音戸保育園 6月17日、7月1日㈬　10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 6月17日、7月1日㈬　10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 6月19日、7月3日㈮　14:30～14:45

自動車図書館

ももちゃんのポケットのえほんかい

日時 6月27日 ㈯　10:30〜11:00
場所 音戸図書館前　ロビー

はるのわくわくえほんかい

　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。
　大変ご不便をおかけしました。
６月１日から時間限定となりますが、園庭開放を再
開します。

月～金　午前　10:30～11:30　　　　午後　13:00～14:00

　時間を区切り、部屋の換気・おもちゃの消毒など
で感染拡大防止に努めていきます。
　飲食は水分補給（水筒持参）のみとします。
※オンライン「おしゃべり広場」も実施しています。
　�詳しくは、保育園に問い合わせるか、保育園のホー
ムページでご確認ください。

10:00〜15:00
キラキラスマイル

問い合わせ
きらきら音戸保育園　☎52-2610

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)
★音戸町あゆみ作業所へ
● 呉年金受給者協会音戸地区会
● 善行寺
● 中 野　陽 子 様より（北隠渡）
厚くお礼申し上げます。

｢あなたと本の出合い｣コーナー
　６月のテーマは「野菜」です。音戸図書館では「野菜」に関わ
る本の貸出・展示を予定しています。
　どうぞご利用ください。

　福山市出身，ワーキングホリデーでフランスに
滞在していました。
　今年１月に帰国し４月から呉市地域おこし協力
隊として音戸市民センターに着任，現在，移住希
望者や旅行者（国内・フランス語圏）の宿泊先
（無料）の提供や，竹林の手入れなどの活動を展
開しています。
　また，首都圏のレストラン数件と繋がりがあり，
面白い食材があれば紹介していきたいです。みな
さんお気軽にお声がけください。

連絡先：音戸市民センター（0823-52-1111）

呉地域おこし協力隊の
紹介（音戸地区）

久保田　義明さん

中止となりました

中止となりました



6月22日㈪の短期講座受講申し込みについて
お願い

いつも音戸まちづくりセンター短期講座にご参加いただきありがと
うございます。
８時３０分より先着順で受付を開始いたします。
子供対象講座は、受講申し込み用紙を子供ひとりにつき１枚記入し
ていただきます。受付時に必要枚数を伝えてください。
親子対象講座は、受講申し込み用紙に参加される子供と
保護者を記入していただきます。
また、受付初日は混雑することもあります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

☆短期講座延期について日程決定及び募集のお知らせ☆
楽しくクッキング講座

日　時：7月9日・8月27日・9月10日㈭　10時～13時
参加費：受講料 1,200円・材料費 500円／回
申　込：受付中です！

７月：夏の食材を使って
８月：秋の食材を使って
９月：お月見メニュー

先生よりひと言
参加して下さる皆さんが安心して
受講できる内容を考えています。
今年度の開講が決まりました。
ぜびご参加下さい。

夏休み！！子ども短期講座＆成人対象短期講座受講生募集
★楽しい工作（ダンボールで作る呉氏）講座★

▪日　時：8月2日㈰　10時～13時
▪対　象：小学生（保護者同伴）
▪定　員：15名
▪参加費：受講料 400円・保険代 170円
▪用意する物：カッター・はさみ・さし（15cm）
　　　　　のり（スティックタイプ）
▪申し込み：6月22日㈪～

★親子手作りパン講座★
▪日　時：8月1日㈯　10時～12時
▪対　象：小学生と保護者
▪定　員：10組
▪参加費：受講料 400円・材料費 800円
▪用意する物：エプロン・マスク・筆記用具
▪申し込み：6月22日㈪～

★デザート付きお子様プレートを作ろう講座★
▪日　時：8月8日㈯　10時～13時
▪対　象：小学生（3年生以下は保護者同伴）
▪定　員：16名
▪参加費：受講料 400円・材料費 300円・
　　　　　保険代 170円
▪用意する物：米0.5合・エプロン・筆記用具・マスク
▪申し込み：6月22日㈪～

★子供習字講座★
▪日　時：8月9日㈰　10時～12時，13時～15時
▪対　象：小・中学生（小学２年生以下は保護者同伴）
▪定　員：各15名
▪参加費：受講料 400円・半紙代 120円
▪用意する物：書道道具一式・新聞紙（1日分）
▪申し込み：6月22日㈪～

★楽しく絵をかこう講座★
▪日　時：7月23日（木・祝）　10時～12時，13時～15時
▪対　象：小学生（２年生以下は保護者同伴）
▪定　員：各15名
▪参加費：受講料 400円
▪用意する物：絵の具一式・画用紙・新聞紙
▪申し込み：6月22日㈪～

◎問い合わせ
　音戸まちづくりセンター（☎５１－３３２２）

◎受付時間
毎日（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。

幼児英会話講座

〒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

▼▼最新情報はうずしおHPよりご確認いただけます。▼▼
https://ondo-uzusio.jp/ スマホは

コチラから

※ソーシャルディスタンスへのご協力をお願いします。

毎週水・金・日朝9：45～うずしおラジオ体操

　いつも音戸まちづくりセンターをご利用いただきあり
がとうございます。
　ご利用いただく方には次の感染防止対策にご協力お願
いします。

①体調不良の方はご利用いただけません。

②お出かけになる前に体温の確認を行って下さい。

③ 利用者の「住所、氏名、連絡先（電話番号）」の名簿
を提出して下さい。

④利用前後に手洗いや消毒を行って下さい。

⑤利用時間は可能な限り短くなるよう心掛けて下さい。

⑥マスクを着用して下さい。（ハンカチ等での代用可）

⑦ 使用後は使用された物品の拭き取り（水拭き）をして
下さい。

⑧ 利用する部屋の換気（1時間に1回）を行って下さい。

☆6月より施設利用についてお願い☆



日本型食生活とは，主食 (ごはん )・主菜・副菜のそろった食事のことで，
一汁二菜～三菜が基本となります。

野菜・海藻類・きのこ中心に。
身体の調子をととのえます。

おかずの大黒柱となります。
魚・肉・卵・豆類など。

身体の筋肉，血，骨をつくります。

米・パン・めん類などの穀類で
身体を動かすパワーになります。

野菜をたっぷり入れると
立派な副菜になります。
さらに減塩効果も☆

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

【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職員が不在になることがあります。
　　　　　来所される際は，事前にご連絡いただけると助かります。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：令和2年7月1日（水）10時～11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。母子健康手帳，タオルを持って来てください。新型コロナウイルス
感染症予防のため，自由あそびはありません。

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



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

申込期間　令和2年５月７日(木)から６月30日(火)まで
運動内容　無事故・無違反150日の達成（期間は７月４日から11月30日まで）
参加資格　○ 一 般 チ ー ム（５人１チーム）広島県内に居住又は通勤・通学されている方で，５人１チーム
　　　　　○ 高齢者チーム（５人１チーム） 広島県内に居住又は通勤されている方で５人１チームとし，３人以上は65歳

以上（2020年７月４日の時点で65歳になる方を含む）
参加費用　チーム１組5,000円（1人あたり1,000円）
無事故･無違反150日達成チームの
中から抽選により贈呈！
 ○　50万円相当の旅行券　　１本
 ○　30万円相当の旅行券　　２本
 ○　10万円相当の旅行券　　３本
 ○　５万円相当の旅行券　　 ４本
 ○　３万円相当の旅行券　　10本
 ○　１万円相当のギフト券　40本

トライ•ザ•セーフティinひろしま2020
5人1チームで無事故・無違反・150日にチャレンジ！  目指そう！

さらに,高齢者チームには
Ｗチャンスとして

１万円相当のギフト券  20本
が抽選で当たります！

　達成されたチームに表彰状と記念品
を贈呈します!!
　地域一体となって，無事故・無違反
を目指しましょう
※詳しくは音戸倉橋交通安全協会まで呉警察署　☎0823-29-0110

風水害に備える（集中豪雨・台風）
　町民の皆様，６月は土砂災害の発生の可能性が高まる「梅雨入りの季節」です。「平成３０
年７月豪雨」では，甚大な被害が発生しました。日頃から災害時の備えをしておきましょう。

※家の外にも危険がいっぱい。家屋のいたみや周囲の環境にも十分に気を配って災害に備えましょう。

★風水害に備え
①テレビ・ラジオで最新の気象情報など災害状況を収集する。
②地域の危険箇所や避難場所までの安全な経路を知っておく。
③避難のタイミング（夜間の避難は危険）
④日頃から地域に合った対策を講じておきましょう。

★避難する時には
①避難には時間がかかります。早めに避難しましょう。
②移動が難しい場合は，２階または，崖から離れた部屋で休みましょう。
③隣近所で声を掛け合い，一緒に避難しましょう。
④非常持出品（飲料水食料も最低３日分）を準備しておく。

（西消防署音戸分署　☎26－0343）

「備えあれば 憂いなし」

ガケ崩れ、
塀の倒壊に注意！


