
〜土曜の朝市〜
音戸の瀬戸ふれあい広場

　地元産新鮮な野菜や魚介類の販売，飲食コーナー
のほか，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。

音戸の瀬戸ふれあい広場
( 旧音戸支所跡地）

◦場  所
◦日  時 11月５日㈯

野菜市野菜市
※エコバックをご持参ください。

（売り切れ次第終了）
10：00〜

10：00〜11月19日㈯
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人権行政相談

心配ごと相談

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　成江さん(坪井）
　厚く感謝申し上げます。

と　き　11月８日（火）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　

と　き   11月９日（水）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

20162016
今年もやります！

ステージイベントや地元特産品販売など各種模擬店，
恒例のお楽しみ抽選会，餅まきなど盛りだくさんです。
お誘い合わせのうえ，ふるってご来場ください。

●日　時　　11月３日㈷9:30〜15:00
●場　所　　大浦崎スポーツセンター
　　　　　　(音戸町波多見６丁目)
●主な内容　★ステージ企画  ★各種模擬店など
【問い合わせ】　音戸町まちづくり協議会事務局
　　　　　　　　☎(0823)52-1111
※イベント内容は次ページに掲載

【問い合わせ】呉市波多見保育所  ☎ 52 － 2610

【問い合わせ】介護保険課  ☎ 25 － 3104

子育て支援センター

所庭開放曜日は…月〜金曜 10：00〜15：00
（都合のよい時間にご利用ください。）

キラキラスマイル

途中参加OK！11月のイベント

未就園児とその保護者さんへ

●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

日時 10月19日 (水）
       10:30〜11:00
場所 音戸まちづくりセンター 
　　 ３階 音楽室

日時 10月29日 (土）
       10:30〜11:00
場所 音戸図書館前ロビー

○波多見保育所  10月19日㈬，11月２日㈬10:00～10:15
○明徳保育所  10月19日㈬，11月２日㈬10:35～10:50
○音戸保育所  10月21日㈮，11月４日㈮14:30～14:45

自動車図書館

｢あなたと本の出合い｣コーナー
今月は「実りの秋」をテーマに本の展示・貸出をしています。
どうぞご利用ください。

聞きにきてね♪
手作りの

プレゼントも
ありますよ♪

ももちゃんのポケット
　　　　　のえほんかい

あきのわくわく
　　　　　えほんかい

対 象　介護保険の認定を受けていない65歳以上   定 員　30人
日 時　12月２日～平成29年２月24日の金曜日(一部木曜日あり）
　　　 13時30分〜15時30分（全12回）
場 所　総合ケアセンターさざなみ
申 込　11月２日㈬までに、介護保険課または音戸保健出張所(音戸市
　　　 民センター１階 ☎50-0615)、倉橋保健出張所(☎53-1115)、
　　　 音戸倉橋地域包括支援センター(☎56-0665)の窓口へ。

手軽な運動を教えてほしい！おいしく食べて元気を保つ
秘訣を知りたい！自分の歯でおいしく食べたい！
運動・栄養・口腔の３分野の専門家がサポートする
「お得な」介護予防教室です。 

※申込書の記入が必要です。（電話での申込はできません）
※申し込み多数の場合は選考。音戸倉橋地域包括支援センターの他､　
　市内の各地域包括支援センターでも申込可。

参加者
募集!

元気なうちから介護予防！
おたっしゃ筋力アップ教室

 ８日㈫　おしゃべりデー 発育測定もあります｡
15日㈫　絵本会
・ももちゃんのポケットの絵本会が来ます。
22日㈫　作ってあそぼう
 (※29日はイベントはありません。12月2日(金)に変更します。)
★予約は不要。気軽に利用してください。
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■波多見小学校臨時駐車場　⇔　大浦崎スポーツセンター　＊マイクロバス2台で運行(基本的に20分毎出発）　＊8:50～15：20頃まで

■早瀬パブリックセンター・早瀬大橋 → 波多見/大浦崎スポーツセンター(会場）＊渡子・坪井・高須経由
停 留 所 出　発　時　刻

早瀬パブリックセンター 8:30 8:50 9:10 9:40 10:00 10:20 11:15 11:35 12:25
田　　　原 8:35 8:55 9:15 9:45 10:05 10:25 11:20 11:40 12:30

雇用促進住宅前 8:39 8:59 9:19 9:49 10:09 10:29 11:24 11:44 12:34
渡　　　子 8:42 9:02 9:22 9:52 10:12 10:32 11:27 11:47 12:37
坪　　　井 8:45 9:05 9:25 9:55 10:15 10:35 11:30 11:50 12:40
清　盛　塚 8:51 9:11 9:31 10:01 10:21 10:39 11:34 11:54 12:44
高　　　須 8:54 9:14 9:34 10:04 10:24 10:44 11:39 11:59 12:49
外　双　見 9:00 9:20 9:40 10:10 10:30 10:50 11:45 12:05 12:55

大浦崎スポーツセンター 9:05 9:25 9:45 10:15 10:35 10:55 11:50 12:10 13:00

停　留　 所 出　　　発　　　時　　　刻
大浦崎スポーツセンター 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 15:10 15:20

■大浦崎スポーツセンター(会場) → 藤脇　　＊波多見・奥の内経由

停 留 所 出　　　発　　　時　　　刻
藤　脇 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45
奥の内 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 13:06 13:36 14:06 14:36

↓畑 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39
請　石 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43
波多見 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46
大浦崎 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:05

■藤脇　→　大浦崎スポーツセンター(会場)　＊奥の内・波多見経由

停 留 所 出　　　発　　　時　　　刻
大浦崎スポーツセンター 10:25 10:45 11:05 12:00 12:20 13:10 13:50 14:10 15:10 15:10 15:20

■波多見/大浦崎スポーツセンター(会場) →  早瀬パブリックセンター　　＊高須・坪井・渡子経由

バス運行表　☆期日：201６年11月３日（祝）
＊乗降は、広電路線バスのバス停のみとなります。

カキ，炊き込みご飯，山の幸，
野菜類，海産珍味，いりこ，ちりめん，
たこやき，焼きそば，カレー，
うどん，おむすび，たこ天，唐揚げ
フランクフルト，フライドポテト,
バザー，雑貨小物販売
その他盛りだくさん！

・｢呼び太鼓｣ 音戸清盛太鼓保存会
・オープニングセレモニー
・呉市消防団はしご隊
・ジャザサイズ・防犯大声絶叫大会
・第２回高校生ダンスコンテスト
・音戸中学校吹奏楽部
・DANSPORT  KID'S音戸
・音戸高校生によるクイズ大会
・スポーツ大会表彰式
・お楽しみ抽選会・餅まき

野外ステージ

・中学校軟式野球交流戦
スポーツ大会

ふれあい屋台村

・白バイの展示・搭乗体験
・カヌー体験教室
・人権行政相談
・第14回ウオーキング大会
　　　（音戸健康づくり推進協議会）

参加・体験

ご来場の方にお願い
会場周辺の駐車場は、限りが

ありますので、無料送迎バスを
ご利用ください。

会場周辺は大変混み合います
ので、波多見小学校臨時駐車場
をご利用ください。

波多見小学校から会場まで、
マイクロバスで臨時送迎します｡



音戸

  ★ブリザーブドフラワーでアレンジメント講座★

★元気になれる絵手紙(年賀状)講座★

★樹脂粘土でLEDクリスマス講座★

♪陶 芸 講 座（矢野 國男先生）

▪日　時：11月22日（火）13時〜15時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：12名　
▪参加費：受講料 400円
　　　　　別途教材費
▪用意する物：パレット・墨用小皿・筆洗い容器
▪申し込み：10月20日（木）〜

▪日　時：12月3日（土）　10時〜12時 
▪対　象：どなたでも(小学生2年生以下は保護者同伴）
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円
　　　　　材料費 500円
▪用意する物：はさみ・作品を持って帰る袋
▪申し込み：10月20日（木）〜

▪日　時：11月16日（水）19時〜21時 
▪対　象：16歳以上　
▪定　員：20名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 2,500円
▪用意する物：花バサミ・ペンチ（あれば）
▪申し込み：10月20日（木）〜

日　時：11月23日（祝）
　　　　13時30分～15時30分
　　　（開場 12時30分）
場　所：音戸まちづくりセンター　
講演者：宮

み や

川
が わ

泰
や す

雄
お

、来
ラ

世
セ

楽
ラ

　

料　金：500円（小学生以上）
市販の年賀状に書きたい
方は､ インクジェット用
を用意してください｡

メインの見本です。当日
は飾りを増やし、賑やか
になります。

　台鏡は含みません。
　希望者に別売りします。

☆音戸町文化団体連合会☆
総合展開催のお知らせ

みんなで元気に楽しく笑って歌って
過ごしましょう。
初めての方もお気軽にご参加下さい。

みんなで元気に楽しく笑って歌って
過ごしましょう。
初めての方もお気軽にご参加下さい。

日 時：10月13日㈭
　　　11:00～
場 所：おんど観光文化会館
　　　 うずしお１Fロビー

うたごえ喫茶うたごえ喫茶うたごえ喫茶

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

受講料無料

参加費無料

伝統の舟唄を音戸の瀬戸の見渡せる
ロケーションで習ってみませんか？
伝統の舟唄を音戸の瀬戸の見渡せる
ロケーションで習ってみませんか？

日 時：10月22日㈯･23日㈰
　　　 14:00～
場 所：おんど観光文化会館
　　　 うずしお 2Fテラス

音戸の舟唄塾音戸の舟唄塾

■波多見小学校臨時駐車場　⇔　大浦崎スポーツセンター　＊マイクロバス2台で運行(基本的に20分毎出発）　＊8:50～15：20頃まで

短期講座受講生募集・終了講座レポート　　　　
　　　　　　　　　文化講演会及び総合展の案内
短期講座受講生募集・終了講座レポート　　　　
　　　　　　　　　文化講演会及び総合展の案内

【問い合わせ】音戸まちづくりセンター  ☎ 51 － 3322

音戸町文化講演会

｢であい  ふれあい  ひびきあい～｢のど自慢｣
12年の旅から～と題しての講演と｢津軽三味線、
民謡｣のライブをぜひお楽しみ下さい。

題材は自由！
難しいのでは？
と思いましたが、
作りたい物の下絵を
描いてきたり、本を持ってきて
見ながら作ったりと、迷うことなく粘土を手に取り、開始。
準備万端。すばらしい！

手びねりで作る予定でしたが、手回しろくろもあり、
作り方を選べて作品のバリエーションもアップ。

決められた量の粘土を使うので、作る物の大きさで、個数が
変わります。中には追加で材料を購入した人もいました。　

本当に楽しそうに作っていました。
形が整ったら模様を描いて、終了。

先生もほとんど手を出すことなく、おまかせで、最後にちょ
こっと手直しをするくらい。

１週間後に削り仕上げを行い、その後先生が作品を持ち帰っ
て釜で焼き上げてくれます｡１
カ月ほどで完成するそうです｡

◎ 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。
　　　　　　　　　　　　　※電話での申し込みはできません。
◎ 問い合わせ：音戸まちづくりセンター 
　　　　　　　（☎51-3322）
◎ 次回の短期講座の予定： 
　 親子でクリスマスケーキ（12月23日）
　 クリスマスケーキを作ろう（12月24日）
　 始めよう！楽しい英会話（１月～３月　第２・４水）

日　時：11月４日（金）～6日（日）　
　　　　８時30分～17時
場　所：音戸まちづくりセンター ホール

多数ご来場お願いします。

音戸まちづくりセンターにて受付

音
戸
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
て
発
売
中
！



24時間受付
年中無休

入会金1万円のみで、永久会員。
●ホール葬・自宅葬・会場葬・寺院葬、全てにご利用いただけます。
●生前予約も出来て、安心！！

呉市音戸町坪井2 - 1 - 1

※月々の掛け金は不要なので安心！！

葬儀専用式場

葬儀専用式場

家族葬・個人葬に、ご利用いただけます。

大切な人だから真心込めて送りたい

やすらぎホール
呉市音戸町南隠渡1 - 6 - 2

まごころホール

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

実行するゼロを目指し なくそう犯罪･事故を

音戸保健出張所だより

【お問い合わせ・お申込み】　呉市健康の日ウオーキング大会実行委員会(呉市保健所健康増進課内）☎25－3540
　 　　　　　　　　　　　 ○参加ご希望の方は，コース名・参加人数・お名前(団体は団体名）をご連絡ください。

日　　時：平成28年10月15日(土）　雨天決行   ※大雨,台風などの場合は中止します。【受付】9時～【開会式】9時30分

集合場所：二河公園多目的グラウンド
コ ー ス：◆ 3キロコース(ファミリーコース）　◆ 5キロコース(長の木･旧海軍墓地コース）
　　　　　 ◆ 10キロコース(アレイからすこじまコース）
　　　　　　　※ 5キロコース, 10キロコースは起伏が激しいため,ベビーカー・車椅子の参加はご遠慮ください。

第８回  呉市健康の日  ウオーキング大会

コ ー ス：波多見コース　　　

日　　時：平成28年11月３日(祝）　
　　　　　雨天中止　【受付】9時～【開会式終了後出発】9時30分

集合場所：大浦崎スポーツセンター入口[総合案内]横
＊申し込み不要。保険に加入しています。　
＊参加賞(粗品)を用意しています。

第14回  ウオーキング大会

　【お問い合わせ】　会 長：島田 英美　☎52－0783　音戸保健出張所：☎50－0615

呉市ウオーキング大会で呉のまちを歩いてみませんか？

おんどフェスティバルの日に開催！！

ウオーキングの後は
会場でも楽しいこと
いっぱいです。

10月はウオーキングで健康づくり！

【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職員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けると助かります。

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。

　●日時：11月２日（水）10時～12時　　●場所：総合ケアセンターさざなみ 

過ごしやすい季節と
なってきました。

ウオーキング大会に参加して，
健康づくりをしましょう。

広
島県人は、放っとけん人

。

音 戸 警 察 署 ☎51−0110

平成28年全国地域安全運動の実施(11日～20日まで)

～10月11日は｢減らそう犯罪の日｣です｡


