
 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６ 23 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）

三条 17 日 9:00～
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。今回は，新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から，餅つきやぜんざいなどの飲食はありません。
小雨決行です。

三条地区自治会連合会
山上会長℡(0823)25-0567

第２～
川原石

11 月/祝 11:00～11:30
中央地域「成人の日」
記念式典

新日本造機ホール

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。
令和２年度は式典のみを実施します。
会場へは新成人のみが入場できます。

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

吉浦 11 月/祝 10:00～ 吉浦地区成人式 吉浦小学校体育館 新成人を招いての式典を開催します。
吉浦まちづくり委員会
（吉浦市民センター）
℡(0823)31-0010

警固屋 10 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
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
（警固屋市民センター）
℡(0823)28-0406

阿賀 11 月/祝 11:00～ 阿賀地区成人式 阿賀中学校 体育館 式典・記念写真撮影を行います。
阿賀まちづくり推進協議会
(阿賀市民センター)
℡(0823)73-5252

広 11 月/祝
①11:00～
②13:30～

広地区成人式 広まちづくりセンター

①広中央中・広南中・その他の中学卒業者
　11:00～　「成人の日」記念式典
　11:30～　記念写真撮影
②白岳中・横路中の卒業生
　13:30～　「成人の日」記念式典
　14:00～　記念写真撮影

広市民センター
℡(0823)73-7191

内　　　容 問　　合　　先地区名 イベント名 場　　　所
開催日

市民部地域協働課
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11 月/祝 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，式典を開催します。
仁方町の新成人を祝う会
（広市民センター）
℡(0823)79-1111

16 土 9：00～
第132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

宮原 10 日 11:00～ 宮原地区成人式 宮原中学校 式典・記念写真撮影を行います。
宮原地区まちづくり推進委員会
（宮原市民センター）
℡(0823)24-2235

天応 11 月/祝 10:00～ 天応地区成人式 天応まちづくりセンター
天応地区の新成人の門出を祝福し，式典・記念写真
撮影を行います。

天応市民センター
℡0823-38-7543

昭和 11 月/祝
①11時～
②14時～

昭和地区「成人の日」
記念式典

昭和市民センター

①昭和北中校区　11時～
②昭和中校区　　14時～
昭和地区在住の新成人を祝福・激励し，責任ある自
立した社会人として自覚をもってもらうため，地域
主催で心の通った記念式典を開催します。

昭和地区自治会連合会
℡(0823)33－0011

10 日 11:00～ 郷原町成人式 郷原まちづくりセンター 式典・記念写真撮影を行います。
郷原地区自治会連合会
（郷原市民センター）
℡(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(郷原町２区をウォーキング)

郷原地区健康づくりのための運動
普及推進協議会
（郷原市民センター）
℡(0823)77-1177

28 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，健康体操，イベント
等

郷原地区社会福祉協議会
（郷原市民センター）
℡(0823)77-1177

下蒲刈 10 日 13:30～14:00 下蒲刈地区成人式 蘭島閣美術館
下蒲刈地区出身，又は居住する新成人を地域をあげ
て祝福するイベントです。蘭島閣美術館において式
典を行い，後に白雪楼でお茶会を開催します。

下蒲刈地区自治会連合会
（下蒲刈市民センター）
℡(0823)65-2311

郷原

仁方

市民部地域協働課
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川尻 10 日 10:30～11:20 川尻町新成人を祝う会
川尻まちづくりセンター
（３階ホール）

10:30～「記念撮影」,　10:50～「式典」を開催し
ます。

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

9 土 10:00～12:00 ふれあい朝市
音戸の瀬戸
ふれあい広場

各種模擬店の出店・抽選会
うどん，天ぷら，野菜，パン，園芸品，お土産，米
ほか

音戸町まちづくり協議会
（音戸市民センター）
℡(0823)52－1111

11 月/祝 10：00～12：00 音戸地区新成人を祝う会
音戸市民センター
（２Fホール）

成人式式典を開催します。
音戸地区社会福祉協議会
（音戸市民センター）
℡(0823)52－1111

23 土 9:00～ 野菜市
音戸の瀬戸
ふれあい広場

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

31 日 10：00～16：00
第14回音戸の舟唄
全国大会

音戸市民センター
（２Fホール）

舟唄の歌唱大会を開催します。
文化振興課
℡(0823)25-3462

10 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）
℡（0823）53－1111

31 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）
℡（0823）53－1111

31 日 8：30～ 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）
℡（0823）53－1111）

倉橋

音戸

市民部地域協働課
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蒲刈 10 日 10:00～ 蒲刈地区成人式 蒲刈市民センタ－
新成人を祝い記念式典，記念講演，記念撮影，記念
植樹を行います。

蒲刈地区自治会連合会
（蒲刈市民センター）
℡(0823)66-1111

安浦 11 月/祝 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います。
式典のほか，新成人によるイベント・記念撮影を開
催。（平成12年4月2日～平成13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）
※新型コロナ感染拡大を受け中止や内容変更になる
ことがあります。

安浦町地区社会福祉協議会
（安浦市民センター）
℡（0823）84－2261

豊浜 2 土 11:00～ 豊浜地区成人式 豊浜まちづくりセンター
新成人を祝い，式典，新成人一人一人の決意表明，
記念講演会を行います。

豊浜市民センター
TEL(0823)68-2211

市民部地域協働課


