
 ６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

15 土 9:00～ ウォーキング会
スポーツ会館 東側

（集合場所）

ウォーキングで健康づくりをするとともに自然を
満喫しながら地元のすばらしさを再確認してくだ
さい。

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 8:00～
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）

16 日 8:00～
第16回吉浦自治会対抗女子ソ

フトバレーボール大会
吉浦小学校体育館 リーグ・トーナメント併用式で試合を行います。

吉浦まちづくりセンター℡
（0823）31-7540

24 月 9:00～12:00 ウｵーキング会
吉浦市民センター（集合場

所）
梅木公園を往復するあじさいロードコース（7.0
㎞）を歩きます。※雨天中止

吉浦市民センター℡（0823）31-
0010

阿賀 2 日 9:00～15:00 今昔子どもふれあい大会 阿賀市民センター

今の子どもと昔の子ども（大人）が集い，様々な
イベントを通じて交流します。手作り体験・屋
台・ステージアトラクションなどを地域の団体・
アガデミア・地元企業・市民の手により実施，阿
賀町民全体のまつりとして開催します。

阿賀まちづくり推進協議会事務局
（阿賀市民センター）℡
(0823)73-5252

1 土 9:30～
仁方地区自主防災会  合同避

難訓練
仁方小学校

仁方地区の全自治会が地域の防災力を高めるため
防災訓練・避難訓練を行います。

仁方町まちづくり推進協議会 事
務局℡(0823)79-1111

8・9 土 日 9:00～ 第２６回仁方文化　　連盟祭 仁方まちづくり　センター
仁方文化連盟に加入している団体等が舞台や展示
など活動成果を発表します。

仁方文化連盟 事務局℡(0823)79-
6194

14 金 10:00～ 第３８回 歩け歩け運動大会
みはらし莊 さくらの里，

多目的広場
歩け歩け運動を通じて，老人福祉の向上と健康の
増進を図り，会員相互の親睦を深めます。

仁方地区老人クラブ連合会 事務
局℡(0823)79-1111

19 水  13:30～ 健康講演会
仁方まちづくりセンター

３階ホール
「心と体の健康づくり」の演題による健康づくり
のための講演会です。

仁方健康友の会 佐藤℡(0823)79-
5260
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仁方 28 金  13:55～
仁方小学校・仁方中学校 ・

地域合同清掃
仁方小学校・仁方中学校

小・中学校児童，生徒及び地域住民が清掃活動を
通じて交流を図り，子どもの健全育成，社会奉仕
の心を育てる。

仁方地区社会福祉協議会 （ボラ
ンティア部） 事務局℡(0823)79-
1111

1～
20

土
～

木

19:30～
21:00

宮原ホタルの里
観賞会

宮原ホタルの里
（神原公園隣）

地域住民が協力し合って創られた「宮原ホタルの
里」に飛び交うホタルを観賞してもらうため，期
間限定で一般開放する。
初日（6/1)オープニングセレモニーあり

宮原まちづくり推進委員会
事務局　宮原市民センター
℡(0823)24-2236

8 土 9:20～
宮原地区

ウォーキング大会
水野公園集合

水野公園→萬願寺→アレイからすこじま→レンガ
倉庫前
　※往復して水野公園ゴール

宮原健康づくり推進協議会
事務局　宮原市民センター
℡(0823)24-2235

昭和 16 日 10:00～
第17回

藤井清水音楽コンクール
昭和市民センター

３階ホール

　藤井清水の作品の顕彰と普及，民謡・童謡演奏者の
育成を目的とするもので，県内外からの参加者もある。
最優秀者は，10月に呉市文化ホールで開催される「藤
井清水音楽祭」への出場権を得る。

藤井清水の会事務局
℡(0823)34-1200

18 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７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（郷原支所）
℡(0823)77-1177

27 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，今月の歌，健康体
操，各種教室の開催，イベント等

郷原地区社会福祉協議会
事務局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

下蒲刈 30 日 7:00～ 町内クリーン作業 町内
子どもからお年寄りまで地域が一体となって取り
組む清掃活動です。

下蒲刈地区公衆衛生推進協議会事
務局　℡(0823)65-2311

9 日 9:00～ かわじりMAPウォーク
集合：川尻市民センター
　１Fロビー（雨天中止）

合格祈願ロードコースを歩こう（往復７ｋｍ）
川尻市民センター～小仁方神社～安芸灘公園～新宮神社～川
尻市民センター

川尻まちづくり委員会　　　TEL
（0823)87-3310

22 土
12:00
～

12:45

「音楽の玉手箱」
ロビーコンサート

川尻まちづくりセンター

3F　ロビー

海の見えるロビーで優しいクラリネットの音色を聞きませんか。
演奏者：アンサンブル Calore(カローレ）
演奏予定曲：スリーラテンダンス、いつか王子様が 他
入　場：無　料

川尻まちづくりセンター
TEL(0823)87-3311

郷原

川尻

宮原
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1 土 10:00～ 音戸ふれあい朝市
音戸の瀬戸ふれあい広場

（旧音戸支所跡地）

・各種団体による野菜，魚，うどん，炊き込みご
飯等の販売（商品がなくなりしだい終了）
・空くじなしのお楽しみ抽選会の実施

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

15 土 10:00～ 野菜市
音戸の瀬戸ふれあい広場

（旧音戸支所跡地）
・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
℡(0823)52-1111

23 日 9:00～ 消防車スケッチ大会 音戸市民センター前庭

・音戸の瀬戸をバックに消防車両を描いてもらい，消防に親しみを
もってもらう（未就学児・小学生）
・スケッチの後はビンゴ大会や模擬店（輪投げ，型抜き等）で楽しめ
る
・入賞者には後日，賞状と記念品を贈呈

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

2 日 7：00～ 町内一斉清掃 町内全域 町内各自治会等による河川・側溝等の地域清掃
倉橋地区自治会連合会
℡５３－１１１１

16 日 9：00～ 体力測定会 倉橋体育館
体力や健康状態を測定して健康・生活習慣づくり
に役立てるとともに，保健師による食生活のアド
バイスを行います。

倉橋万葉の里健康づくりの会　℡
５３－１１１５

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
℡５３－１１１１

30 日 8：00～ 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
℡５３－１１１１

音戸

倉橋
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22 土
11：00～
11：45

第70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）

毎月1回安浦まちづくりセンターのきらめきホール
で開催するコンサート。今月は、こうだfusaiによ
る演奏をお届けします。”みんなが笑顔になるう
たと癒しのウクレレ”。「瀬戸の花嫁」子供に人
気の「にじ」をはじめとするおなじみの曲や、オ
リジナル曲をぜひお楽しみください！

安浦まちづくりセンター ℡
(0823)84-3636

22 土
12：00～
16：00

第５回
きらめきフリーマーケット

安浦まちづくりセンター
（1階ロビー）

・参加資格：呉市内に在住，または勤務している 人（グ
ループでの参加，個人での参加ともに大歓 迎！） ・募
集区画数：１０区画（２m×２.５m） ・出店料：無料 ・
出店条件：①リサイクル（再利用）リユース （再使用）
目的であること②食品の販売は原則不可③手作り雑貨は
可 ・申込み（先着順）：５月３１日(木）午後５時まで
に安浦まちづくりセンターへ

安浦まちづくりセンター ℡
(0823)84-3636

2 日 7:30～ 豊町防災デー 豊町各地区
梅雨を前に、災害を未然に防ぐため、各
地区内の水路等の清掃活動を行う。

豊市民センター
TEL:0823-66-2131

9 日
8:00～
12:00

第12回豊町町民運動会 豊小グラウンド 豊町各地区対抗形式による運動会
豊市民センター
TEL:0823-66-2131

安浦

豊
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