
〜土曜の朝市〜

キラキラスマイル

地元産新鮮な野菜や魚介類の販売，飲食コーナーのほ
か，広島東洋カープ野球観戦ペアチケットが当たるお
楽しみ抽選会も同時開催!　なお，今回は６月23日㈰
に開催した｢消防車スケッチ大会｣入選者の表彰式を行
います。沢山のご来場をお待ちしています。

いつもの野菜市
　　　やってます。

音戸の瀬戸ふれあい広場
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人権行政相談

心配ごと相談

あたたかい善意
次の方々から､ご寄付がございました｡
★音戸地区社会福祉協議会へ
● 山 本　成 江 様（坪井）
★あゆみ作業所へ
● 呉年金受給者協会音戸地区会 様   
 厚くお礼申し上げます。

と　き　８月13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　

８月はお休みします。

どちらも音戸の瀬戸ふれあい広場
　　　　　( 旧音戸支所跡地）

音戸漁協横の空き地をご利用ください。
　　　

◦場 所

◦駐車場

８月３日㈯

８月17日㈯

◦日 時

◦日 時

10：00〜
（売り切れ次第終了）

９：00〜
（売り切れ次第終了）

第13回　
わたしの“いのち”
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メッセージ展

募集期間：６月20日(木)～８月20日(火)
作品規定：作品は，絵と文字の入った｢絵手紙｣はがきサイズ
　　　　　紙質･用具など画材は自由
※　　　　　　　　　応募要項は，呉市ホームページでご覧ください。
　【問い合わせ】音戸会館（音戸町田原）☎51-3391

絵てがみを募集
！

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

6日㈫ 

20日㈫  

27日㈫  

水遊び：水にぬれても良い服装がいいですね。
帽子・着替えやタオルの用意をお願いします。
夏祭りごっこ：お買い物ごっこを楽しみましょう。
さかなつりゲームやお面づくりもします。お楽しみに〜
おしゃべりデー：みんなで座談会をしましょう。 発育
測定もします。楽しい集いを用意して待っていますね。

☆第2週はイベントはありません。園庭開放はいつも通り
　ですので、ご利用くださいね。

きらきら音戸保育園の子育て支援

8月のイベントデーについて､お知らせします。 ※10時30分に始めます。

＜10:00〜15:00＞

エコバックをご持参ください。

野菜市野菜市

●日　時 7月2７日㈯　
　　    17：30～20：00
●場　所 音戸市民センター
●前売券 6月18日㈫から販売開始します

※飲酒される方は，くれぐれもお車での
　ご来場はご遠慮ください。

☆☆ゆかたでのご来場の方には
　　　　　お楽しみ特典あり｡☆☆

★ビール前売り券発売中！音戸市民センター
　又は各自治会でお買い求めください。
(当日のみ有効,夜市中止以外の返金はできません｡)

お問合せ：音戸町まちづくり協議会
☎ 52－1111（音戸市民センター内）

夜
市

トワイライト
　 ふれあいフェスタ
トワイライト
　 ふれあいフェスタ

夜市の季節がやって “キターッ”！
毎年各種の模擬店やステージ企画が大盛況です！
風光明媚な音戸の瀬戸には，第１・第２音戸大
橋が見えるデッキで,おいしいおつまみに生ビー
ルで夕涼みを満喫してください。今回はグラン
ドフィナーレで藤脇区の皆さんに盆踊りの披露
をしていただくことになっています。
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Hawaiian FESTA 2019
Hawaiian FESTA 2019
Hawaiian FESTA 
Hawaiian FESTA 

ハワイアンフェスタ
2019 

日 時：８月3日㈯10:30～17:00日 時：８月3日㈯10:30～17:00
1日
 まるごと
1日
 まるごと 開催
フラダンス・タヒチアンダンス・カネフラ・バンド演奏

など豪華なステージをお楽しみください。
フラダンス・タヒチアンダンス・カネフラ・バンド演奏

など豪華なステージをお楽しみください。
さらに10：45～12：00の間は

大人気｢うたごえ喫茶｣もやっちゃうぞ！

★リトミック講座 ( 全 6 回 ) ★ ★季節の上生菓子を作ろう講座★

６月３日(月),｢令和元
年度音戸地区女性大会｣
が開催されました。事
業報告や予算等の議事
の後，呉市消防局音戸
消防署 平田信二署長
による講演が行われま
した。
テーマは『土砂災害と避難の知識』。昨年７月の豪雨によっ
て呉市は死者25名，負傷者22名，多数の家屋・道路の破
壊という甚大な被害を受けました。
この悲劇を繰り返さないために，災害から身を守る方法と
して
①各種自然災害を知る　②地域の危険箇所等を知る
③気象情報を収集する
の３点が，写真，気象データー，グラフ等によって，わか
りやすく説明されました。
今年も梅雨や台風の時期には激
しい雨が予想されます。
｢正しい知識を身につけ，早く
避難し，自分やみんなの命を守
ろう｣，そう心に刻んだ講演で
した。

▪日　時：８月27日（火）　10時～12時
▪対　象：年中児以上(小学２年生以下は保護者同伴)　
▪定　員：16名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 600円
▪用意する物：エプロン・三角巾・手ふき・マスク
▪申し込み：小学生は７月22日（月）～
　　　　　年中・年長児及び中学生以上は７月25日（木）～

●問い合わせ先：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

音戸図書館からのお知らせ

○きらきら音戸保育園 ７月17日㈬,３1日㈬  10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 ７月17日㈬,３1日㈬  10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 ７月19日㈮,８月２日㈮  14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
７月のテーマは｢平和問題｣です。音戸図書館では，平和に関
わるいろいろな本の貸出・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
７月は音戸小学校のみなさんがおすすめの本を紹介してくれます。

自動車図書館

日時 ７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

ももちゃんのポケットえほんかい
楽しいお話いっぱいの
えほん会えdす。
聞きにきてね♪

『御菓子処つくし』のご主人を講師に招き、
 栗しぼり・バラ・紅椿(３種類を２ヶ計６ヶ)を
 作ります。

▪日　時：９月13・20日　10月11・25日
　　　　　11月８・22日、金曜日　
▪参加費：受講料 2,400円
▪申し込み：７月22日（月）～

◎ 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。
　 申込は直接音戸まちづくりセンターへ(先着順)
　 ※申込初日のみ､１人で複数人の申込はできません｡
　　 (ただし、同一世帯は除く。）
　 ※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（10月）　・料理（9月〜11月の第2木曜日）

音戸地区女性大会報告

短期講座受講生募集及び音戸地区女性大会報告

リトミックとはスイスのダルクローズによって考え出された
音楽教育法です。音楽を聴く・歌う・演奏する．．．といっ
たすべての事を、体を動かすことにより深く理解し、心で感
じとっていきます。感性が豊かで、絶対音感やリズム感がつ
きやすいといわれる
この時期に親子でリトミックを
楽しみます。音楽的な事だけでな
く ｢即時反応力｣｢集中力｣｢記憶力｣
なども養っていきます。

このクラスでは音楽を聴く・覚える反応する・歌うなどに加
えて､コミュニケーションをとることにも力を入れています｡
少しずつゆっくりと、お話がきけて、お名前やごあいさつが
できて、順番を守る．．．という
ような事を大切にレッスンしていき
ます。お家にピアノがなくても、
音感や感性がすばらしいこの時期に
レッスンの中で、少しずつピアノを
体験していきます。

▪時　間：10時～11時　　　　　▪定　員：10名
▪対　象：生後８ヶ月～2歳未満　▪用意する物：なし

▪時　間：11時～12時　　　▪定　員：５名
▪対　象：1歳10ヶ月～3歳　▪用意する物：筆記用具

① ０歳からの音感リトミック

① みんなでリトミック＆ピアノ



音戸保健出張所だより

【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。
　　　　　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：８月７日（水）10時～12時
お子さんの成長に関する育児相談はもちろん，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。

●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

きらきら音戸保育園
（音戸町波多見 2丁目）

週 5日勤務 (8時間・4時間／日勤務有）
★時給：1,060 円★通勤手当有★要保育士免許
※詳細はご相談ください。TEL.52-2610 神垣まで

保育士 募集

★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★内科・人工透析・循環器科
呼吸器内科（土）・腎移植外科・泌尿器科（金・午後）（土）

〒737-1377　広島県呉市倉橋町 7382- 2
TEL：0823- 56- 2225

医療法人社団

院長　森本　忠雄

身体・体力測定開催
～音戸運動普及推進員主催の身体・体力測定を行います～

日　時　　7月20日（土）９：30～ 11：30（受付時間 9：00 ～ 10：00）
場　所　　音戸まちづくりセンターホール（音戸市民センター２階）
内　容　　◆身体測定（血圧・体脂肪・骨密度測定等）　　◆体力測定（柔軟性・機敏性・筋力等）
　　　　　◆総合評価（測定結果の評価・指導等）

【お問い合わせ】　 会長　島 田  英 美　☎５２－０７８３

☆マナーからルール(規則)へ…
　　　　　　　　なくそう望まない受動喫煙☆

　　　　　　　改正された｢健康増進法｣が，2020年４月１日より全面施行されます。

受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは，科学的に明らかであり，心筋梗塞や脳卒中，肺がん
に加え，子どもの喘息や乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることがわかっています。
喫煙の影響を知り，たばこは吸わないようにしましょう。

　
2019年７月から
原則敷地内禁煙
学校,病院,行政機関　
　　　  の庁舎など

2020年４月から
原則屋内禁煙
　　 ・飲食店など

喫煙場所以外では，
　　　　　禁煙を。

受動喫煙のリスクを
知り，あなたの健康
を守りましょう。

たばこを吸う方へ たばこを吸わない方へ

栄養士さん
助産師さんが
　 来ます！



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

KIYOMORIKIYOMORI
きらきらひかる
　　　せとのまち 音戸

瀬戸内の平安絵巻・美しい里山と海づくり瀬戸内の平安絵巻・美しい里山と海づくり

地球温暖化対策地域協議会「脱温暖化ネットおんど」地球温暖化対策地域協議会「脱温暖化ネットおんど」
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打ち水 de クールタウン
朝夕の打ち水後に冷房停止で CO2を削減

呉 警 察 署
☎0823-29-0110

音戸消防署
☎26-0343

　昨年の５月から９月までに熱中症で約９万６千人の方が救急搬送されています。
　特に７月がもっとも多く，半数以上の５万人以上の人が搬送されました。また，高齢者の割合は半数近くを占め,高齢
者の方は特に厳重に注意してください。熱中症は，高温多湿の屋外で作業中に起こるだけでなく，気温の高い室内で生
活するだけで発症するこわさがあります。実に発生場所の半数近くが家の中です｡(平成30年度熱中症救急搬送状況　消防庁調）
熱中症を防ぐために，次のことに気をつけましょう。
 ★熱中症はあなたの命にかかわります。室温や気温が高いと，体内の水分や塩分などのバランスが崩れ，体温の
　 調整機能が働かなくなり，体温の上昇やめまい，けいれんなどが起き，手当しないと死に至ります。

★熱中症をふせぎましょう。
① 部屋の温度は28℃を超えないように，エアコンや扇風機などを使う。
② のどが渇かなくてもこまめに水分補給をする。
③ 無理をせず，適度に休憩をとる。
④ 栄養バランスの良い食事をとる

今年も酷暑です！

広島県夏の交通安全運動
7月11日～７月20日

広島県夏の交通安全運動

危険だよ  スマホに夢中の  そこの君
● 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
● 飲酒運転の根絶 　　● 自転車の安全利用の推進

★試験対象：令和２年４月採用予定の警察官(男女) ★受付期間：７月５日(金)～９月３日(火)17時
★試験期間：第１次試験(教養試験など)…９月22日，第２次試験(体力試験など)…10月５日～10月６日 
　　　　　   第３次試験(面接試験など)…11月７日～11月13日
☆受験対象：令和２年３月に大学，高校を卒業見込みの方，既に卒業されている方や社会人経験のある方もお待ちしています。
　　　　　　受験対象年齢は採用時32歳までです。
☆受験案内：受付期間中に広島県庁，広島県警察本部及び，広島県内の警察署，交番，駐在所で配布しています。	
☆詳細事項：申込は原則電子申請です。詳しい申込み方法，受験資格，試験日程等については，7月5日以降に
　　　　　　広島県人事委員会または県警のホームページでご確認ください。	

詳しくは，広島県警察本部警務部警務課採用担当　　　　　　
☎(082)228―0110までお問い合わせください。　　　　　　

 第２回 警察官採用試験申込み受付け中！

★熱中症の応急手当の方法！
 ① 涼しい場所に避難させ，衣類を脱がせてうちわなどで風をあてる。
 ② 冷たいタオル等を首や脇の下，太ももの付け根などに当てる。
 ③ 自分で｢水分補給ができない」，意識が｢ぼんやりしている」 
　　 ｢けいれんしている」等はためらわず救急車（１１９）です。


