
 ５月各地区が取り組むまちづくりイベント情報　※コロナウイルスの影響により，イベントの中止又は延期になる場合がありますので，参加をご希望の方は問合せ先にご確認ください。

日 曜日 時間

15 土 9:00～ 周回ウォーキング
スポーツ会館　東側
（集合場所）

二河多目的グラウンドで外周ウォーキングを行います。

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）

22 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）

警固屋 3 月 10:00～14:00 吉川英治文学碑記念祭 音戸の瀬戸公園
スタンプラリー，写生大会（小学生以下対象・参加
賞あり）を開催します。

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

広 2 日 11:00～
広地区成人式
(令和２年度新成人対象)

広市民センター 式典・記念写真
広地区自治会連合会
事務局（広支所）
℡(0823)73-7191

2 日 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事務局℡
℡(0823)79-1111

15 土 9:00～
第１４０回歩こう会
（大歳コース）

仁方市民センター
～仁方町内

ストレッチやウオ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 2 日 11:00～
宮原地区成人式
(令和２年度新成人対象)

宮原まちづくりセンター 式典・記念写真を行います。
宮原地区まちづくり推進委員会
事務局（宮原市民センター）
℡(0823)24-2235

天応 2 日 10:00～
天応地区成人式
(令和２年度新成人対象)

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

問　　合　　先
開 催 日

イベント名 場　　　所

第６

地区名 内 容

仁方

※中止になりました。
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日 曜日 時間
問　　合　　先

開 催 日
イベント名 場　　　所地区名 内 容

2 日
11:00～
14:00～

成人の日記念式典
(令和２年度新成人対象)

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
和地区の新成人の門出を祝います。

昭和市民センター
℡(0823)33-0011

13～
15

木～土
8:30～17:00
※15日は15時

まで

昭和地区文化団体連合会
春の文化祭展示

１・２・３階ロビー

16 日 未定～16:00頃
昭和地区文化団体連合会　春
の文化祭舞台

３階ホール

20 木 未定～１６：００頃 昭和老連カラオケ大会 ３階ホール
昭和地区内の各老人クラブ会員有志などがカラオケ
などの舞台発表を行います。

昭和まちづくりセンター
℡(0823)34-1200

3 月 11:00～
郷原町成人式

(令和２年度新成人対象)
郷原まちづくりセンター 式典・記念写真

郷原地区自治会連合会
事務局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

18 火 9:15～ 月例ウォーキング 郷原市民センター（集合）
9:15  集合
9:20  体操　
9:30  出発(郷原町６区をウォーキング)

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

27 木 10:00～12:00 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：お誕生会，健康体操，イベント等

郷原地区社会福祉協議会事務局
（郷原市民センター）
℡(0823)77-1177

2 日 10:30～11:20
川尻町新成人を祝う会
(令和２年度新成人対象)

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

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

15〜
7/11

土日
期間中の土日
9:00〜18：00

天涯の花「素描展Ⅱ」 野呂山レストハウス
宮尾登美子原作小説「天涯の花」が中国新聞他７紙
に連載された際に、野呂山芸術村元交流員の大畑稔
浩が描いた挿絵の原画展第2弾を開催します。

野呂山芸術村実行委員会
（川尻まちづくりセンター）
℡(0823)87-3311

昭和地区文化団体連合会に所属する団体が，書道，
華道などの作品展示や，民踊，バレエ，フラダンス
などの舞台発表を行います。

昭和地区まちづくり協議会
℡(0823)34-1200

川尻

昭和

郷原
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日 曜日 時間
問　　合　　先

開 催 日
イベント名 場　　　所地区名 内 容

22 土 12:00～12:45
音楽の玉手箱
HOME　CONCERT「setomayu」

川尻まちづくりセンター
ベイノロホール

川尻町出身のシンガーソングライター「setomayu」
がオリジナル曲からカバー曲まで披露。
※マスク着用の上お越しください。
※体調の悪い方はご遠慮ください。

ベイノロホール実行委員会
（川尻まちづくりセンター）
℡(0823)87-3311

川尻
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日 曜日 時間
問　　合　　先

開 催 日
イベント名 場　　　所地区名 内 容

2 日 10：00～
音戸地区新成人を祝う会
(令和２年度新成人対象)

音戸まちづくりセンター
２Ｆホール

音戸地区の新成人の門出を祝い，式典及び記念撮影
を行います。

音戸地区社会福祉協議会
（音戸市民センター）
℡(0823)52-1111

8 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，佃煮，炊込みご飯，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

2 日 13：30～
倉橋地区成人記念式典
(令和２年度新成人対象)

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ｰ1111

30 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

30 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

2 日 10:00～11:00 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12年4月2日～平成13年4月1日に生まれた方で
安浦町在住及び安浦町出身者が対象）             
        　　　　　　※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事務局
（安浦支所内）　　電話（0823）
84－2261

15 土 11:00～12:00 第86回きらめき音楽館
安浦まちづくりセンター　　
きらめきホール

入場無料のクラッシックコンサート。
予定曲：◆組曲『ドリー』作品５６より子守歌／
G．フォーレ◆プロセルピーヌのパヴァーヌ／Ｃ．
サン＝サーンス　他
出演：宮原律（フルート）・勝田暁子（ピアノ）・
平井剛治（コントラバス）　　　　　　　　　　　　
※必ずマスク着用でご来場ください

安浦まちづくりセンター
℡(0823)84-3636

安浦

倉橋

音戸

市民部地域協働課


