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人権行政相談

心配ごと相談

あたたかい善意
次のとおりご寄付をいただきました｡
●音戸地区社会福祉協議会へ
   呉年金受給者協会
　　　　 音戸地区会(4/19)　
厚くお礼申し上げます。

と　き　６月１日（木）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   ６月14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

〜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，
今回は音戸小学校３年生の皆さんがキレッキレのダンスを
披露します。恒例の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。

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

◦日 時 ６月３日㈯ 10：00〜（売り切れ次第終了）

６月17日㈯ 10：00〜野菜市野菜市

◦日 時 6月4日㈰
午前７時開始

問い合わせ：音戸地区公衆衛生推進協議会 ☎52-1111

町内一斉大掃除 実施
生活排水路清掃作業に
ご協力ください！

※ 家庭内外のゴミや草木は出さないでください。

対象は家の周りの排水路から
回収された土砂等です。

問い合わせ : 音戸地区人権啓発推進協議会事務局 ☎ 52-1111

人権について考える映画会

キャスト：貫地谷しほり／竹中直人／宅間孝行

堤 幸彦監督が伝説の舞台を映画化！

●日 時　６月５日 ㈪ 13:30 〜
●場 所　音戸市民センター２階 多目的ホール 　
●料 金　無料　　●駐車場 音戸市民センター
※駐車台数が限られておりますので，乗り合いでお願いします。

●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 ５月17日 (水）
　　 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  ５月24日,６月７日㈬ 10:00～10:15
○明　徳　保　育　所  ５月24日,６月７日㈬ 10:35～10:50
○音　戸　保　育　所  ５月26日,６月９日㈮ 14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
５月のテーマは｢記念日｣です。みなさんには，忘れられない｢記念日｣がありますか｡
調べてみると，まだまだ知らない｢記念日｣もたくさんあるようです。図書館では，
｢記念日｣に関わるいろいろな本の展示をしています。どうぞご利用ください。
｢友だちにおすすめの本｣コーナー
5・6月は音戸中学校のみなさんがおすすめの本を紹介してくれます。

聞きにきてね♪
手作りの

プレゼントも
ありますよ♪

自動車
図書館

未就園児とその保護者さんへ

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

子育て支援センター

途中参加ＯＫ！

ももちゃんのポケットえほんかい はるのわくわくえほん会
日時 ６月10日 (土）
　　 10:30〜11:00
場所 音戸図書館前 ロビー 

キラキラスマイル

6月のイベント予定

原作・脚本：宅間孝行
実話から生まれた父娘の愛の物語！
−神様もう少しだけ一緒にいさせて−
見届けてほしい。この〈事件〉を。

 ６日　おしゃべりデー（10:30～11:30）
おしゃべりを楽しみながら,発育測定をしましょう｡
13日　フラパーティー（10:30～11:30）
保育所の子どもたちと,すてきなフラダンスを見ます。
フラダンス体験もできます。
20日　歯の話し（10:30～11:30）
保健センターの歯科衛生士さんに,歯にかかわるお話をききましょう｡
27日　つくって遊ぼう（10:30～11:30）
七夕飾りをつくります。

 ★月〜金曜日10時〜15時 園庭開放しています。

問い合わせ：音戸町まちづくり協議会事務局☎52-1111

模擬店の出店や，ビンゴゲーム(豪華景品を準備しています｡)を同時開催 ! !
クレヨン，画用紙などは事務局で準備します｡ (絵の具などの持ち込みOK)

※入選作品は，期間を定め【音戸市民センターロビー】に
　展示します｡(応募作品の返却はいたしません｡）

消防車スケッチ大会 in 音戸の瀬戸

消防車を描こう！●日　時　６月25日㈰ 
　　　　　９：00～12：00
●場　所　音戸市民センター前庭　
●対　象　幼児から小学生まで　　
●参加費　無料
●駐車場　音戸小学校横の広場(旧公民館跡地）



〒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

音戸の舟唄塾

5月11日㈭・6月8日㈭ 
 11：00～ ●1Fロビー
5月11日㈭・6月8日㈭ 
 11：00～ ●1Fロビー

5月20日㈯・21日㈰
14：00～ ●2Fテラス
5月20日㈯・21日㈰
14：00～ ●2Fテラス

大型紙芝居大型紙芝居
６月３日㈯ 
10：30～ ●1Fロビー
｢広島カープ昔話
　～カープを救った男
　　　　石本秀一物語～」
  うずしお会館が昭和の時代に
　　　　　  タイムスリップします。

うたごえ喫茶

★ベビータッチケア講座★
▪日　時：6月3日（土）　10時〜12時
▪対　象：生後２カ月〜ハイハイまでの赤ちゃんとお母
　　　　　さん(お父さん・祖父母もぜひ一緒に来て下
　　　　　さい)
▪定　員：12組　
▪参加費：受講料 400円
　　　　　材料費 100円
▪用意する物：バスタオル・おむつ
▪申し込み：５月22日（月）〜

短期・定期講座受講生募集＆さつき展開催の案内

◎「無理をしないで赤ちゃん第一」をモットーに親子
　のふれあいを大切にした指導をします。
◎ご兄弟がいらっしゃる方も安心！マッサージ中は同
　じ部屋でスタッフが上の子ども達と一緒に遊んでく
　れます。　
◎ベビーマッサージのあとは毎回大好評！スタッフが
　ママへのハンドマッサージをいたします。

日 時：５月27日（土）　８時30分～17時 
　　　 ５月28日（日）　８時30分～16時
場 所：音戸まちづくりセンター　講座室２・３

主催：音戸町文化団体連合会
　　　盆栽愛好会 
共催：音戸まちづくりセンター

さつき展

多数ご来場いただきますよう
ご案内申し上げます。

短期・定期講座受講生募集＆さつき展開催の案内

☆ 

定
期
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日　時：第1･3木曜日　17時30分〜
対　象：年少児〜小学1年生

日　時：第2･4水曜日　18時〜
対　象：中学生以上

日　時：第1･3水曜日　13時〜
対　象：18歳以上

日　時：第2･4金曜日　13時30分〜
対　象：18歳以上

日　時：第1･3木曜日　18時30分〜
対　象：小学2年生〜6年生

◎ 幼児英会話講座

◎ 始めよう！楽しい英会話講座

◎ 初めてのパソコン講座

◎ 脂肪燃焼運動講座

◎ 児童英会話講座

音楽や映像に合わせて歌
ったり体を動かしたり、
カードやプリントを使っ
て、子供達が時間いっぱ
い楽しめるようにしてい
ます。
幼児では習った単語の発
音、児童では会話の学習
も行っています。

英会話は初めてという方
に も 安 心 し て 楽 し め ま
す。英語で話したり聞い
たりすることに慣れ、ネ
イティブの方との交流も
できます。

年賀状をパソコンで作る
ことを目指して今年度も
電源入れからスタート！
５月からはワードの基本
操作を学ぶ予定です。

準備体操と整理体操をし
っかり行うことで、ケガ
の防止に努めています。
無理なく自分のペースで
体を動かして、リフレッ
シュしましょう！

事前に連絡をいただくと、
見学・体験受講できます。

AB
CD
E F
G

◎ 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。
　　　　　　　　　　　　　　　※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：スイーツ（７月７日）

楽しい工作（低・高学年)(７月25日）
楽しいサイエンス（７月26日）
子ども硬筆（７月31日・８月７日）
楽しく絵をかこう・線で遊ぼう（８月２日）
子ども習字（８月４日）
親子手作りパン（８月５日）
親子で木工（８月６日）



【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。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：６月７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｡身体計測も行っています｡お気軽にお立ち寄りください。
※母子健康手帳を持ってお越しください。

５月31日は 世界禁煙デー です

音戸保健出張所だより

国立がん研究センター〔社会と健康研究センター〕の多目的
コホート研究（=特定の要因に曝露した集団と曝露していな
い集団を一定期間追跡し、研究対象となる疾病の発生率を比
較することで、要因と疾病発生の関連を調べる観察的研究）
によると…

……という研究成果が出ています。

　　○たばこを吸う人のがん全体の発生率は，吸わない人と比べて
　　　男性が 1.6 倍，女性 1.5 倍
　　○男性のがん全体の 29％，女性のがん全体の 3％は，
　　　たばこが原因
　　○たばこを吸っていなければ，日本人全体では毎年
　　　約 9万人ががんにかからなくて済むはず
　　○がんにならないためには，まず禁煙

大切な自分や周りの人たちのために，
たばこのない生活を始めてみてはいかがですか？

年に一度はがん検診を受け，健康管理に役立てましょう！

栄養士さんと

絵本会さんが

 来ます！

◆ 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 ◆

きらきら通信では，広告＜2枠＞を募集しています。本誌の発行は，各事業所ほか皆様から
お寄せいただいた広告収入により賄われますので，多数の広告をお寄せください。広告募集

【問い合わせ】 介護保険課　☎25-3104

対 象：呉市に住民票のある65歳以上
定 員：25人　
　　　※身体の状態により, 利用できない場合があります｡
日 時：７月７日～９月29日の金曜日 
　　　 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：６月２日㈮までに介護保険課または総合ケア
　　　 センターさざなみ，音戸保健出張所 (音戸市民
　　　 センター１階 ☎︎50-0615)，音戸・倉橋地域
　　　 包括支援センター(☎︎56-0665)の窓口へ｡
※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
　包括支援センターでも申込可｡

介護予防のための高齢者マシントレーニング教室
マシン等を使用して筋力アップをめざす教室です｡

参加者募集！



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

音 戸 消 防 署  ☎26−0343

音戸警察署 ☎51−0110 

　この防火標語は，火災予防思想をより広く普及させることを目的に募集したもので，全国から
19,137 点もの応募の中から選ばれました。火災は，ちょっとした不注意から起きています。
　火災を起こさないよう，次のことに気をつけましょう。

「保険の無料相談」
本　　　社／呉市海岸１丁目2-19 橋本ビル1F
本通事務所／呉市本通3丁目6-7 トゥモロー本通ビル3F

24H フルタイム事故現場急行

0120-458-953
検 索保険はトゥモロー

実行するゼロを目指し なくそう犯罪･事故を

【自転車安全利用五則】
　①　自転車は，車道が原則，歩道は例外
　②　車道は左側を通行
　③　歩道は歩行者優先で，車道寄りを徐行
　④　安全ルールを守る
　◆　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　◆　夜間はライトを点灯
　◆　交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　⑤　子どもはヘルメットを着用

事故を起こさない，事故に遭わないために，交通ルールを守り，安全利用に努めましょう｡

平成29年 自転車マナーアップ強化月間平成29年 自転車マナーアップ強化月間
自転車に正しく乗りましょう！自転車に正しく乗りましょう！

傘・スマホ  片手運転  事故のもとスローガン

　☆３つの習慣
　　・寝たばこは，絶対やめる。
　　・ストーブは，燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　　・ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず火を消す。
　☆４つの対策
　　・逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を設置する。
　　・寝具，衣類及びカーテンからの火災を防ぐために，防炎品を使用する。
　　・火災を小さいうちに消すために，住宅用消火器等を設置する。
　　 ・お年寄りや身体の不自由な人を守るために，隣近所の協力体制をつくる。

◯　住宅防火　いのちを守る　7つのポイント　◯

「火の用心 ことばを形に 習慣に」

平成29年度
全国統一防火標語が決まりました！

5月


