
と　き   ７月10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

【問い合わせ】 介護保険課　☎25-3104

対 象：呉市に住民登録がある65歳以上　 定 員：25名
※安全を考慮し、健康状態により利用できない場合があります｡
日 時：10月４日 ～12月20日(毎週金曜日)
　　　 13：30～15：30(全12回)
場 所：総合ケアセンターさざなみ　
申 込：９月４日(水)までに直接､総合ケアセンターさざなみ､
　　　 音戸保健出張所､介護保険課および呉市内の各地域包
　　　 括支援センターの窓口へ。
※申込書の記入が必要です｡(電話での申込みはできません)
※申込み多数の場合は選考｡

高齢者マシントレーニング教室
マシン等を利用して
筋力アップを目指す教室です｡

（総合ケアセンターさざなみ）

介護予防のための

〜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,
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！今回は音戸中学校吹奏楽部の皆さんによる
ミニコンサートを行います。素敵な演奏をお楽しみくだ
さい。多くの方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 様（坪井） 
 厚くお礼申し上げます。

と　き　９月10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　

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

９月７日㈯◦日 時 10：00〜
（売り切れ次第終了）

９月21日㈯◦日 時 ９：00〜
（売り切れ次第終了）

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610
以上，盛りだくさんです。よろしくお願いします。

３日㈫ 

４日㈬

10日㈫    
13日㈮  

17日㈫  

24日㈫  

総合避難訓練：保育園に消防車が来ます。水消火
器を使って消火体験もしましょう。
総合ケアセンターさざなみで実施される｢育児相
談｣の中で、楽しい遊びを紹介します。
おしゃべりデー：発育測定もしましょう。
ヨガ教室：ママやパパのためのヨガ教室です。お
じいちゃん､おばあちゃんもぜひおいでください｡
お月見ごっこ：満月が一番美しく見えるこの時期､
昼間ですがお月見ごっこを楽しみましょう。
プチ誕生会：7月・8月・9月生まれのお友だちの
お祝いをします。給食の試食もあります。

きらきら音戸保育園の子育て支援

9月のイベント予定について､お知らせします｡ ※10時30分に始めます。

エコバックをご持参ください。

＜10:00〜15:00＞

と　き   ９月11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

　６月23日（日），音戸市民センターにおいて，
消防車スケッチ大会が開催され，幼児から12歳ま
での子ども達が参加し158作品を描きました。
入選者は次のとおりです。

消防車スケッチ大会

賞 氏　　名 学校・学年 ( 年齢 )

金 　 賞 稲田　匠翔 川尻小学校 ２年生

銀 　 賞
出本　健 荘山田小学校 １年生

稲田　すみれ 広小学校 ２年生

銅 　 賞
高橋　直也 宮原小学校 ３年生

福山　花菜子 音戸小学校 ４年生

呉広域商工会賞 森島　悠貴 音戸保育所 年長

まちづくり協議会長賞 稲田　桜 善通寺幼稚園 年長

佳 　 　 作

北村　実輝 聖慈幼稚園 年長

渡邉　由衣 音戸保育所 年長

松浦　菜音 横路小学校 １年生

大窪　康香 音戸小学校 ３年生

間下　颯斗 三坂地小学校 ３年生

稲田　葵 広小学校 ４年生

木原　花楓 音戸小学校 ４年生

平川　みひろ 音戸小学校 ４年生

入
選
お
め
で
と
う
！

野菜市野菜市

参加者募集！
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日時 ９月12日㈭ 
　11:00～12:00 
日時 ９月12日㈭ 
　11:00～12:00 

うたごえ喫茶うたごえ喫茶
みんなで楽しい時間を過ごしましょう。

毎週 水・金・日曜日 
9：45～ 

毎週 水・金・日曜日 
9：45～ 

うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操
日時 ９月15日㈰～９月28日㈯

※最終日は午後２時迄

主に広島港で活動している
船好きメンバーの写真展です。
色々な船を身近に感じてみませんか？

主に広島港で活動している
船好きメンバーの写真展です。
色々な船を身近に感じてみませんか？

るるるる
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広島港サポートクラブ
写真展 in 呉

★スイーツ(栗風味のロールケーキ)講座★

★楽しくクッキング(全3回)講座★
▪日　時：９月12日・10月10日・11月14日（木）10時～13時
▪対　象：18歳以上　▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・別途材料費
▪用意する物：米１合・エプロン・筆記用具
▪申し込み：８月20日（火）～

●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 ８月14日,28日,９月11日㈬ 10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 ８月14日,28日,９月11日㈬ 10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 ８月16日,30日,９月13日㈮ 14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
８月のテーマは｢海・山・自然｣です。
図書館では，海や山，自然に関わるいろいろな本の展示・貸
出をしています。どうぞご利用ください。

友だちにおすすめの本コーナー
８月は音戸小学校図書委員会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 ８月21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
えほん会です。
聞きにきてね♪

◎ 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：
　・作ろう！ステンドグラスｄｅハロウィン (10月９日）
　・１歳からのわくわくパン作り (11月１日）

☆先生からひと言　 
音戸は初めてなのでドキドキしましたが、いろいろな年代の
方に参加していただけてよかったです。みなさんで楽しく作
れたことはもちろんですが、｢家で作ってみよう。｣｢おいし
い。｣などの感想をいただき本当に嬉しかったです。

☆前回の講座で作った料理と参加者の感想
♪ 知らない料理を楽しく
　 作れました。
♪ 新しいメニューが増えた。
♪ 美味しかった。

各月のテーマに合わせたメニューを考えています。お楽しみに！

 ９月：夏の疲れをふきとばそう！　 　　　　
10月：秋の食材を使って　 　　　　
11月：ちょっと早いクリスマスメニュー

音戸町内の小・中学校の児童生徒の書と図画を展示します。
児童生徒たちの力作を、ぜひご鑑賞下さい

♪ 子供習字講座

♪ 楽しく絵をかこう(午前・午後)講座

夏休みに入り、音戸まちづくりセンタ
ーでは今年も小学生を対象にいろいろ
な講座を企画しました。開講した講座
を写真と合わせて紹介します。

▪日　時：10月29日（火）　10時～12時
▪対　象：18歳以上　▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 1,300円
▪用意する物：エプロン・筆記用具　▪申し込み：８月20日（火）～

第12回 児童生徒作品展
短期講座受講生募集・終了講座レポート＆児童生徒作品展案内

｢丁寧に書くことを心がけ、時間内に清書を仕上げる｣ことを
目標に、学年に合わせて用意した手本を参考にしながら筆づ
かいや字形、筆順などに気
をつけながら一画一画を丁
寧に書いていました｡｢いつ
もより上手にかけた｣と嬉
しそうに自分の書いた字を
眺めていました。

今年は午前と午後の２回に分けて開講することにしました。
｢音戸大橋｣｢渡船口｣｢清盛像｣など音戸町を題材にした風景画
が多かったようです。先生
から下絵の構図の取り方や
配色、着色の工夫などを学
び、参加者一人一人がすば
らしい作品を仕上げること
ができました。

☆先生からひと言　 
暑い時期なので｢手軽＆時短｣をコンセプトにレシピを考案し
ました。10月は講座中に要望の多かったロールケーキを秋の
旬である栗を使って作りたいと思います｡ポイントは｢ロール
ケーキの巻き方｣です。コツを覚えれば上手に巻くことが
できます。みなさんのご参加お待ちしています(*^o^*)

☆前回の講座で作ったケーキと参加者の感想
♪ おいしいし、楽しい。
♪ チョコレートの使い分けが
　 よかった。
♪ 家でつくれそう。

とき：９月 14 日〜 16 日（土・日・月）
　　　午前 8 時 30 分〜午後 5 時
場所：音戸まちづくりセンター ホール



音戸保健出張所だより

お問い合わせは　音戸保健出張所　☎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：９月４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。

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

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

＜申し込み先＞    
➀ コールセンター（受付 9：00 ～ 18：00 平日のみ）

　　　050－3625－3019
　　　※お電話の際は，おかけまちがいのないよう電話番号を十分ご確認の上お願いします。

➁ ネット予約 (24 時間　※返信用メールアドレスが必要です ) 

     https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/55/kensin-yoyaku.html

日にち：10月28日(月）
場　所：総合ケアセンター　さざなみ

がん検診申込み受付：８月19日(月)～９月17日(火）　

　く れ け ん し ん 検　索

QRコード

呉市が実施する検診は，
年に１回受診できます。

保育士さんが
　 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

音戸消防署　☎26-0343

☆避難のタイミング☆
レベル５(災害発生)は，もう避難できない可能性が高い状況です。
レベル５があるから｢まだ大丈夫｣と思い込んではいけません。
レベル３で行動を起こし，安全に避難(居場所を移動)してください。

☆オオカミ少年効果に要注意☆
梅雨末期や台風時期は，｢レベル３｣｢レベル４｣が頻繁に発表されます。
せっかく避難しても，無事に過ごすと，次は｢レベル５｣まで大丈夫だろう。
こんな気持ちになります。(オオカミ少年効果といいます｡)
レベル３・レベル４は決して安心情報ではありません。

安全に避難(居場所を移動)できるのはレベル3です。

9／1は防災の日
○災害の種類に応じた避難場所・経路の確認
○危険を知らせる気象情報・避難情報を確認
○懐中電灯・ラジオ・常備薬など非常持出品を準備
○地域住民のつながりを強めて災害に備える

★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，
　　　　　　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！

必要な備えが被害の軽減に繋がります日頃の
備えが

大切で
す！

防災豆知識
(避難情報)

避難サイレンの鳴り方
避難準備・高齢者等避難開始（レベル3）

約５秒　約６秒　　約５秒　約６秒　　約５秒
ウー（休止）ウー（休止） ウー

ウー（休止）ウー（休止）ウー

ウー（休止）ウー

※2回繰り返し

※2回繰り返し

※繰り返しなし

約 10 秒　約５秒　　約 10 秒　 約５秒　　 約 10 秒

約１分　　 約５秒　　　  約１分　 

避難勧告サイレン（レベル4）

避難指示サイレン（レベル４）

※大雨等の気象警報等が５段階の警戒レベルになりました。
※皆様の避難行動(居場所を移動)につながりやすくするのが目的です。

呉 警 察 署
☎0823-29-0110

レベル５まで
待たないで！

重要です！

◆ 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＜1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。
広告サイズ：タテ50mm×ヨコ95mm（掲載料：１枠＝１万円）

広告募集


