
 １０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

第４ 27 日
9:00～
12:00

防犯パトロール大会 長迫小学校

犯罪のない地域社会を目指して，防犯パトロール
大会を実施します。
第４地区内の各地からパトロールしながら長迫小
学校に集合し，パトロール後には，温かい豚汁を
振る舞います。
なお，雨天の場合は式典のみ体育館で行います。

第４地区まちづくり委員会
℡(0823)25-0460

第６ 26 土 9:30～
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）

吉浦 20 日 10:00～12:00 吉浦地区防災訓練 吉浦小学校
呉市消防局や呉市消防団湾岸分団の指導により，
地域の全自治会が参加して消火や心肺蘇生等を行
う。

吉浦まちづくり委員会
℡（0823）31-0010

阿賀 9 水 14:00～15:30
令和元年
阿賀地区合同津波避難訓練

阿賀町内一円
阿賀市民センター

全阿賀町民，アガデミア（阿賀小，阿賀中，市立
呉高校，呉高専，広島文化学園大学，呉南特別支
援学校）の児童・生徒・学生，自治会，民協，老
人クラブ，消防などが合同で実施する。避難訓練
実施後，防災研修を行う。

阿賀まちづくり推進協議会
阿賀市民センター
℡(0823)73-5252

仁方 30 水 10：00～
第４８回仁方地区
老人保健福祉大会

仁方まちづくりセンター
３階ホール

　功労表彰，アトラクション，作品展などを行い，老人
福祉の増進と親睦を深めます。

仁方地区老人クラブ連合会事務局
℡（０８２３）７９－１１１１

5 土 9:00～ 歴史探訪ウオーキング大会
集合：宮原まちづくりセン
ター

【事前学習】
演題：「呉鎮守府」開庁１３０年と宮原
講師　石井　俊昭　氏
【（事前学習後）ウオーキング】
宮原まちづくりセンター　→　子規句碑前　→　入船山記念館
→　歴史が見える丘　→　宮原まちづくりセンター　約５ｋｍ
（予定）

宮原健康づくり推進協議会
事務局（宮原支所）
TEL(0823)24-2235

１９
２０

土
日

10:00～
16:00

（20日は
15:00）

宮原地区文化祭 宮原まちづくりセンター 作品展示，ステージ発表，バザー等
宮原まちづくりセンター
℡(0823)22-1016

地区名
開催日

イベント名 場　　　所 内　　　容 問　　合　　先

宮原

市民部地域協働課
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日 曜日 時間
地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容 問　　合　　先

17 木
10:00

～14:00

きよみん
ふれあいＳＨＯＰ
＆ＣＡＦＥ

昭和市民センター
　昭和地区しょうがい児者福祉事業所連絡会が，
昭和地区内の福祉事業所の自主製品を販売した
り，カフェを実施したりします。

社会福祉法人きぼう
℡３３－９５５６

26 土 9:00～ ふれあいウオーキング 集合；昭和市民センター
　ウオーキング，ゲームなどで，楽しく豪華賞品
を当てましょう（約４㌔，1.5時間）。

昭和市民センター
℡３３－００１１

15 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（学びの丘をウォーキング）

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

19

20

土

日

9:00～
17:00

9:00～
16:00

郷原町文化祭
郷原まちづくり
センター

作品展示　　 ： 19日，20日
写真展示　　 ： 19日，20日
お茶席     　： 19日 10:00～15:00
体験コーナー ： 19日
舞台発表　　 ： 20日 10:30～15:30

郷原町文化連盟
郷原まちづくりセンター
℡(0823)77-0005

24 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 20 日
10:45～
15:00

第１７回朝鮮通信使再現行列
下蒲刈支所～
下蒲刈中学校

江戸時代に外交使節団「朝鮮通信使」が寄港して
いたことにちなんで，その一行を再現した行列の
パレードです。

蘭島文化振興財団
℡(0823)65-2029

10/13 日 9:00～11:30 かわじりMAPウォーク 川尻市民センター
縁結びストリートコースを歩こう(往復５ｋｍ)　川尻市
民センター～新宮神社～大歳神社～八雲神社～川尻小学
校～川尻市民センター

川尻まちづくり委員会
TEL（0823)-87-3310

11/10 日

10:30
～

15:30
（途中休憩有

り）

野呂山芸術村
「わんぱっくアート2019」参
加者募集

野呂山レストハウス

小学校低学年を対象とした1日完結(ワンパック)のアートプロ
ジェクト第3段！広島市立大学芸術学部助教 向川貴晃先生と学
生の指導のもと立体型オブジェ(宇宙船)作りにチャレンジ！
対　象　小学1・2年生
定　員　先着　30名
参加費　500円(当日徴収)
申　込　10/1(火)～川尻まちづくりセンター窓口にて(電話申
込 可)　詳細は申込時に連絡

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

10/20
～

12/1

土
～
日

9:00
～

18:00
会期中の土・日・

祝日のみ開館

野呂山芸術村
呉が創ったアートたち展

野呂山レストハウス

呉にゆかりのある作家が集まっていろいろな作品を展示しま
す、野呂山でのんびりとアートな時間を楽しんでください。

入館　無料
※11月.12月の開館時間は9:00～17:00

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

昭和

郷原

川尻

市民部地域協働課
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地区名
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5 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，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
・きらきら音戸保育園児による和太鼓演奏や，波多見小学校生
徒による音戸の舟唄の披露

音戸町まちづくり協議会事務局
℡(0823)52-1111

19 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

27 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

27 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

27 日 9：00～ 第7回島コン㏌倉橋
ﾏﾘﾝ倶楽部ｶｰﾌﾟﾎﾞｰﾄ（倉橋
町井目木）

“広島県最南端で見つける恋”と銘打って行われ
る倉橋町の婚活イベント。未婚者の増加に歯止め
をかけるため地元の未婚男女に幅広い出会いの場
をもうけます。
※応募は締め切りました。

宝島くらはしまちづくり協議会
℡５３－１１１１

蒲刈 24 木 9:30～
蒲刈地区老人クラブ連合会ス
ポーツ大会

蒲刈グラウンド
蒲刈地区の老人クラブの会員がグラウンドゴルフ
大会を行う

蒲刈地区老人クラブ連合会
℡（0823）66－1111

5 土 10:00～13:00
瀬戸内海の新鮮な魚をさばい

てみよう！！
豊浜まちづくり

センター
地元の鮮魚やサザエの捌きかた教室

豊浜町まちづくり協議会
事務局　TEL(0823)68-2211

19 土 8:30～14:00
ビューティフルアイランド祭

り2019ｉｎ豊浜
豊浜親水公園
豊浜中学校

島の香り・味・自然を堪能できるお祭り。ウォー
キング大会，体力測定，ステージイベント，特産
品の販売など。

豊浜町まちづくり協議会
事務局　TEL(0823)68-2211

豊 27 日 8:00 豊町グラウンドゴルフ大会
豊小学校

グラウンド
５人でチームを編成しての町内対抗グラウンドゴ
ルフ大会

豊まちづくりセンター
℡（0823）66-2111

豊浜

音戸

倉橋

市民部地域協働課


