
 １２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２ 28 土
9:00
～

12:30
昔遊び・餅つき交流フェスタ 和庄小学校

１昔遊び体験コーナー
・こま回し，けん玉，竹とんぼ及びお手玉の４つの
コーナーを設け，子どもたちが地域の方に教えても
らいながら昔遊びを一緒に体験します。
２ふれあい餅つき大会
・杵での餅つきや足踏み式餅つきを体験します。
・つきたての餅をぜんざいにしたり，きな粉やしょ
うゆをつけて食べます。
・参加された方にはお土産として餅を配布します。

第２地区まちづくり委員会
090-3176-1304

第５ 18 水
14:00
～

16:30

明立小学校区
合同防災・防火訓練

明立小学校

明立小学校区を中心とした，大規模な防災・防火訓
練です。
避難誘導，救急搬送，ＡＥＤ使用法，煙中体験，炊
き出しなど体験を通して，参加者の防災意識を高め
ます。

第５地区まちづくり委員会
℡(0823)22-4455

第６ 7 土
9:30
～

11:30
健康講演会

片山中学校
体育館1階　被服室

演題：「百歳体操！地域で取り組む介護予防」
講師：呉市介護保険課　保健師　埴生 雅恵 さん
演題：「冬の健康管理」
講師：呉市保健所健康増進課　保健師　永木恵美さ
ん
上履きをご持参ください。どなたでも参加できま
す。
無料です。粗品進呈あり，ウォーキング手帳を持っ
てきた方にはスタンプ２個押印します。

第６地区社会福祉協議会
第６地区運動普及推進協議会
℡050-3472-2237

吉浦 8 　日 集合9:00 吉浦町民マラソン大会
吉浦小学校校庭　　スター
ト・ゴール　　（10:00ス
タート）

小学生の部：男子・女子1Km
中学生の部：女子2Km・男子4Km
一般女子の部：高校生以上2Km
一般男子の部：高校生以上4Km
壮年男子の部：40歳以上2Km

吉浦まちづくりセンター
℡（0823）31-7540

警固屋 1 日
9:00～12:00

（受付8:30～）
第20回警固屋地区ジョギング
大会

警固屋公園
多目的広場

ウオーキング　1㎞コース
ジョギング　1㎞，2㎞，3㎞コース
参加資格：警固屋地区在住の方

警固屋体育協会
(事務局:警固屋まちづくりセン
ター)
℡(0823)28-0200

場　　　所 内　　　容地区名
開催日
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阿賀 14 土
9:00
～

11:30
アガデミア文化発表会

阿賀まちづくりセンター３
階ホール

アガデミア（阿賀学園地域教育連携協議会）と地域
の人たちとのふれあいコンサート。学生たちによる
演奏，劇，歌，踊りなどが披露される。（阿賀まち
づくり推進協議会共催）

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

仁方 1 日 10：00～ 第４０回仁方町民マラソン大会 仁方中学校 マラソンを通して，町民の健康増進を図ります。
仁方体育協会　　　　　　事務局
℡（0823）79－6914

1 日
10:00
～

12:30

みんなで防災を考える集いin
宮原2019

宮原中学校体育館

防災体験プログラム（ゲームやクイズ）や中学生とのコ
ラボ企画などをスタンプラリー形式で参加してもらうこ
とで，楽しく防災知識を学んでもらい住民の防災意識の
向上を図る。

宮原地区まちづくり推進委員会
事務局　宮原市民センター
℡（0823)24-2235

8 日 9:20～ 宮原地区ウオーキング大会 水野公園集合
水野公園→歴史の見える丘→総監部前→大和ミュー
ジアム→呉駅前→入船山記念館→宮原高校下→水野
公園

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

1 日
9：00～

（受付8:15～）
呉ポートピア
ロードレース大会

呉ポートピアパーク

呉ポートピアパーク内の周囲コースを，男女別に小
学１・２年は0.8㎞，小学３・４年は1.0㎞，小学
５・６年は1.5㎞，一般男子は3.0㎞，一般女子は
1.5㎞を走ります。成績上位者には表彰状などを贈
ります。当日の申し込みは，8：15～8：50までに正
面ゲート前にて受け付けます。

天応体育協会事務局
（天応まちづくりセンター）
℡（0823）38-7313

14 土
会場13：00～
開演13：30～

ウィンターコンサート
～音楽で憩いのひとときを～

天応まちづくりセンター
（３階ホール）

マリンバ・パーカッション奏者　松尾桜さん，クラ
リネット奏者　中石あやさん，ピアノ奏者　信川真
葵さんが出演されます。
年末の慌ただしさを忘れゆったりとした一時をお過
ごしください。入場は無料です。

天応まちづくり委員会
（天応まちづくりセンター）
℡(0823)38-7313

8 日 9:00～ 昭和地区マラソン大会 昭和地区内
子どもから大人まで約700人の市民ランナーが冬の
昭和路を走ります。

ピアノ奏者新宅雅和さん，二胡奏者 姜暁艶（ジャ
ン・ショウイェン）さん，シャンソン歌手谷本惣一
郎さんが出演され，ピアノの名曲と楽しいトークを
お楽しみください。

7 土 13:30～
クリスマスコンサート
「ピアノ名曲アラカルト」

天応

昭和市民センター

昭和まちづくりセンター
℡34-1200

昭和

宮原
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2 月
13:30
～

14:30

交通安全テント村の
開設

国道375号線
郷原大橋東交差点

国道375号線（下り）の通過車両に交通安全の広報
チラシ及びマスコットを配布して交通安全を呼びか
けます。

広交通安全協会 郷原支部・母の
会郷原支部，呉市交通安全推進委
員郷原地区協議会
事務局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

14 土
8:40
～

12:00

郷原町民ロードレース大会・
郷原町駅伝競走大会

集合：郷原小学校

【ロードレース】小学生低学年・中学年・高学年，
中学生，親子ペア幼児，一般の部があります。
【駅伝】１チーム５人編成で，６．７kmを走りま
す。

郷原地区体育協会
事務局（郷原まちづくりセン
ター）
℡(0823)77-0005

17 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１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

19 木
10:00
～

13:00
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

12/1 日

13:30
～

15:30
(13:00開場)

「音楽の玉手箱」
10周年記念コンサート
クレイジー・ホラー・シンフォニー

川尻まちづくりセンター

3F ベイノロホール

国内外で活躍中のアーティスト集団
「クレイジークラシックス」が再び川尻町へ来町、普段では観る、聴
くことのできないコンサートです

チケット好評発売中
前売り800円、当日1,000円（全席自由）
同センター窓口にて販売
電話予約可、キャンセル不可
販売時間　9:00～17:00（売切れ次第販売終了）

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

12/7
～
R2
5/17

土
・
日
・

祝日

12月～2月
9:00～17:00
3月～5月

9:00～18:00

野呂山芸術村
星加哲男 展

野呂山レストハウス

独創的な絵を描く呉市出身の洋画家の個展です
観る人によって違う印象を受けるイメージの世界を感じてください。
入　館　　無　料
（＊12/29～来年1/1を除く）

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

郷原

川尻
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1 日 9:00 音戸町消防大会 旧田原小学校グラウンド
・消防団（音戸地区隊）による缶打ち競技大会
・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）

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

7 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
・音戸小学校４年生による音戸の舟唄や警固屋みらい
保育園園児による和太鼓の披露もあります。

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

28 土 9:00 年末野菜市
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　℡ ５２－１１１１

15 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
（倉橋市民センター内　℡５３－
１１１１）

22 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。(今回は先着100名に紅白もちを進呈す
る予定です。）

宝島くらはしまちづくり協議会
（倉橋市民センター内
　℡５３－１１１１）

安浦 1 日
13：30（開場）

14：00
～

15：30

国際ジャーナリスト
モーリー・ロバートソン
文化講演会

安浦まちづくりセンター
（きらめきホール）

　
　オモテナシからオトモダチへ
～日本とアメリカで通用するがんばり術～
【入場料】全席自由　1,000円

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

（公財）安浦町生涯学習振興財団
　℡（0823）84ｰ7987
（チケット販売中）

13 金 18:00～
映写会
「ぼけますから,よろしくお
願いします。」

豊浜まちづくり
センター
２階　大集会室

映画の上映
豊浜まちづくセンター
TEL　0823-68-2213
主催：豊浜まちづくりセンター

28 土 10:00～ 豊島漁協青年部朝市 呉豊島漁協横 豊島産サザエや鮮魚の販売
豊浜市民センター
TEL　0823-68-2211
主催：呉豊島漁協青年部

倉橋

豊浜

音戸

市民部地域協働課


