
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

〜土曜の朝市〜
　地元産新鮮な野菜や魚介類の販売，飲食コー
ナーのほか，お楽しみ抽選会も開催!
　今回は明徳中学校生徒の皆さん，明徳小学校児
童の皆さんがダンスや音戸の舟唄を披露してくれ
ます。
　多くの皆様のご来場をお待ちしています。

いつもの野菜市，いつもの場所でやってます！。

音戸の瀬戸ふれあい広場

●対象：呉市に住民登録がある65歳以上
●内容：認知症予防に役立つ口腔ケアについて
●定員：15名（先着順）
●日時：11月14日㈭　10：00～11：45
●場所：音戸まちづくりセンター
●申込：�10月21日㈪から，電話で地域相

談センターあかさき園（☎56－
2555）へ

※問い合わせ：介護保険課　☎25－3104

認知症予防教室

音戸の瀬戸
まちづくりを応援する情報紙 第 　 号
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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　11 月12日㈫　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　

音戸の瀬戸ふれあい広場 ( 旧音戸支所跡地 )◦場　所
音戸漁協横の空き地をご利用ください。
　　　

◦駐車場

11月2日㈯◦日 時 10：00〜
（売り切れ次第終了）

11月16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

5日㈫�

12日㈫
19日㈫����

29日㈮��

発表会ごっこ　�みんなで楽器遊びや劇遊びごっこを
楽しみましょう。

おしゃべりデー　発育測定もします。
からだ作り教室　�子育て中は姿勢が悪くなりがち、音

戸保健出張所のご協力で講師をお招
きしています。調整して健康で美し
いからだ作りを目指しましょう。

みてみてあそぼ　�保育園のホールが楽しい遊園地にな
ります。いっぱい遊びましょう。

きらきら音戸保育園の子育て支援“キラキラスマイル”です。

 ※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   11 月13日㈬　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

11月のイベント予定について､お知らせします｡ 

●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�10月16日・30日,11月13日㈬��10:00～10:15
○明 徳 保 育 所�10月16日・30日,11月13日㈬��10:35～10:50
○音 戸 保 育 所�10月18日,11月1日・15日㈮� 14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
　１０月のテーマは「食欲の秋・読書の秋」です。
　図書館では，テーマに関わるいろいろな本の展示をして
います。しっかり本を読んで、心と体を元気に保っていきま
しょう。

日時 10月16日 ㈬　10:30〜11:00
場所  音戸まちづくりセンター３階 音楽室

日時 10月26日 ㈯　10:30〜11:00
場所  音戸まちづくりセンター ロビー

ももちゃんの
ポケットのえほんかい

あきのわくわくえほんかい

自動車図書館

認知症について一緒に学びませんか。

聞きにきてね♪
手作りのプレゼントも

ありますよ♪

野菜市野菜市

キラキラスマイル



〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
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日時 11月14日㈭ 
11:00～12:00 

日時 11月14日㈭ 
11:00～12:00 

みんなで楽しく元気に歌いましょう。 お気軽にご参加ください。
毎週 水・金・日曜日 

朝9：45～ 
毎週 水・金・日曜日 

朝9：45～ 

10月24日㈭
▼

11月7日㈭
まで開催

石ヰアケミさんの切り絵本美女と野獣の原画展です。石ヰアケミさんの切り絵本美女と野獣の原画展です。

石ヰアケミ切り絵展
『むかぁし、むかし』

うたごえ喫茶うたごえ喫茶 うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操

★エバーグリーンを束ねてクリスマススワッグ＆
2020年を迎えるお正月飾り講座（全２回）

◎ 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。）
　 ※電話での申込はできません。
◎ 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：
　・親子でクリスマスケーキ（12月22日）
　・クリスマスケーキを作ろう（12月24日）
　・子供習字（12月26日）

▪日　時：11月27日･12月11日㈬　10時〜12時　
▪対　象：16歳以上　▪定　員：20名
▪参加費：受講料 800円・材料費1,500円/回
▪用意する物：花バサミ・ペンチ　
▪申し込み：10月21日㈪〜

短期講座受講生募集・文化講演会の案内及び児童生徒作品展開催報告

受付時に作品を選んでください。
材料費を追加して飾りを増やすこともできます。

★元気になれる絵てがみ講座
▪日　時：12月4日㈬　13時〜15時　
▪対　象：18歳以上　▪定　員：12名
▪参加費：受講料 400円・別途教材費
▪用意する物：パレット・墨用小皿・筆洗い容器　
▪申し込み：10月21日㈪〜
市販の年賀状に書きたい方は、インクジェット用を用
意して下さい。

☆音戸町文化講演会☆
▪日　時：11月23日㈷　13時30分〜15時10分

（開場 12時30分）
▪場　所：音戸まちづくりセンター
▪講　師：国

くに

井
い

　雅
まさ

比
ひ

古
こ

（元NHKアナウンサー）
▪料　金：500円（小学生以上）
　　　　　音戸まちづくりセンターにて発売中
▪駐車場：音戸小学校運動場

☆音戸町文化団体連合会☆　

☆児童生徒作品展開催の報告☆
　９月１４日㈯から１６日（祝・月）まで、音戸まちづく
りセンターにおいて、第１２回児童生徒作品展を開催しま
した。今年度の出品数は、書の部が５２３点、絵の部が
２３６点、合計７５９点でした。
　審査のあと、先生方から「とても楽しく作品を見せてい
ただきました。」「力作がたくさんあり、入賞者を決めるの
には苦労しました。」「音戸町の取組み対して、敬意を表す
ると同時に、今後も長く継続されることを願います。」な
どなどのコメントをいただきました。
　３日間を通して、２５０名の来館者があり盛会裏に終了
することができました。
　協力いただきました児童・生徒、保護者、学校に対しま
してお礼を申し上げます。
　これからも子どもたちには、作品作りを通して、表現す
ることの楽しさや喜びを味わってほしいと思います。

★楽しくクッキング講座（全４回）
▪日　時：12月5日･1月9日･2月13日･3月12日㈭　10時〜13時
▪対　象：18歳以上　▪定　員：15名
▪参加費：受講料 1,600円・別途材料費
▪用意する物：米0.5合・エプロン　
▪申し込み：10月21日㈪〜
12月：ひと足早くお正月メニュー
１月：つくりおきメニュー
２月：バレンタインメニュー
３月：お花見メニュー

★ポーセラーツｄｅクリスマス講座
▪日　時：12月8日㈰　10時〜12時　
▪対　象：どなたでも(小学2年生以下は保護者同伴)
　　　　　※ 後日音戸まちづくりセンターに作品を取りにく

ることができる方
▪定　員：15名
▪参加費：受講料 400円
　　　　　材料費 500円
▪用意する物：ポケットティッシュ　
▪申し込み：10月21日㈪〜

①タイル　②皿
どちらか選んでください

９月の講座で作りました。

転写紙は他にもあります

① ②

館内に
短期講座の

作品見本を展示
しています。

「プロジェクトＸ
～私の出会った

挑戦者たち～」
ＮＨＫの人気番組だった「プロ
ジェクトＸ」。幾度も襲いかか
る困難・試練を乗り越え，前進
していく人々の姿に，私たちは
勇気と希望をもらいました。そ

の番組のアナウンサーだった国井氏が，挑戦者たちの熱い
魂を語ります！



呉市公式キャラクター

「呉氏」

大浦崎スポーツセンター
呉市音戸町波多見6丁目20番

11月１０日日
9:30～15:00

令和元年

出演

●きらきら音戸保育園

●ジャザサイズ

●スイング・エース

●ダンスポートキッズ

●呉氏Jr

ステージイベント

少年ソフトボール大会

◆オープニングセレモニー（開会式）
　音戸清盛太鼓
　消防団はしご隊
◆各アトラクション
　防犯大声絶叫大会
　音戸中・高校生による
　クイズ大会
◆お楽しみ抽選会
◆餅まき
◆エンディング（閉会式）

会場イベント
各種模擬店・人権啓発コーナー　ウオーキング大会
白バイ・自衛隊車両の展示 　カヌー体験教室

広島商業高校－東洋大を経て 1977年ドラフト4位

でカープに入団。5度のリーグ優勝、3度の日本一

に貢献した名捕手。頭脳的なリードで黄金期の投

手陣を支えた。現在、野球解説者として多方面で

活躍中。

広島県出身。さまざまな番組で活躍中。

ちゅぴcomウエスタンリーグ野球中継やJSPORTSパ

リーグ野球中継「野球大好き」でリポーターを務

めるなど、取材力にも定評がある。

トークショー

達川  光男氏
（元カープ選手）

佐久間  むつみ
アナウンサー

2019おんどフェスティバル バス運行表　☆期日：2019年11月10日日
＊乗降は、広電路線バスのバス停のみとなります。

☆会場周辺の駐車場は、限りがありますので、無料送迎バスをご利用ください。
　会場周辺は大変混み合いますので、波多見小学校臨時駐車場をご利用ください。
☆波多見小学校から会場まで、マイクロバスで臨時送迎します｡

ご来場の方にお願い　

■早瀬パブリックセンター　→　波多見/大浦崎公園（会場）　　＊マイクロバス　３台（坪井・高須経由）　
　②8：50発便は２台運行（波多見小学校臨時駐車場バスの１台が入ります。）

＊乗降はバス停のみです。

停留所 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ②予備
早瀬 8:30 8:50 9:10 9:40 10:00 10:20 11:15 11:35 12:25 13:05 13:25 14:15 14:40 14:50
田原 8:36 8:56 9:16 9:46 10:06 10:26 11:21 11:41 12:31

藤脇経由（会場行き乗車不可）回送
↓

雇用促進住宅前 8:40 9:00 9:20 9:50 10:10 10:30 11:25 11:45 12:35
渡子 8:42 9:02 9:22 9:52 10:12 10:32 11:27 11:47 12:37
坪井 8:46 9:06 9:26 9:56 10:16 10:36 11:31 11:51 12:41
清盛塚 8:50 9:10 9:30 10:00 10:20 10:40 11:35 11:55 12:45
高須 8:54 9:14 9:34 10:04 10:24 10:44 11:39 11:59 12:49
外双見 8:58 9:18 9:38 10:08 10:28 10:48 11:43 12:03 12:53
大浦崎着 9:05 9:25 9:45 10:15 10:35 10:55 11:50 12:10 13:00 13:40 14:00 14:50 15:05 15:15
大浦崎発 -　（乗車不可） 10:25 10:45 11:05 12:00 12:20 13:10 13:50 14:10 15:10 15:10 15:20

■藤脇　→　大浦崎公園（会場）　＊マイクロバス２台　（奥の内・波多見経由）

■波多見小学校臨時駐車場　⇔　大浦崎公園　＊マイクロバス2台で随時運行（基本的に20～30分毎出発）　＊9:50～15：20頃まで　
＊乗降はバス停のみです。

停留所 ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ①
藤脇 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45
奥の内 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 13:06 13:36 14:06 14:36

↓畑 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 13:39 14:09 14:39
請石 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 13:43 14:13 14:43
波多見 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 14:46
大浦崎着 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:05
大浦崎発 乗車無し 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 15:10 15:20





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。
　　　　　母子健康手帳の交付，ご相談などで来所される際は，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：11月5日（火）10時～12時
今月は火曜日開催です。お間違えのないようお越しください。

　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。
　気軽にお立ち寄りください。身体計測も行っています。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)  正規職員登用あり
★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

過ごしやすい季節となってきました。
身体を動かして，健康づくりをしましょう。

おんどフェスティバル　～第20回ウオーキング大会～
日　　時：令和元年11月１0日㈰　　　
集合場所：大浦崎スポーツセンター入口
受　　付：9時〜（会場入口の「総合案内」で，ウオーキング受付が必要です）
出　　発：9時30分頃（開会式終了後）
主　　催：音戸健康づくり推進協議会（地域に根ざす健康づくり事業）

ウオーキング会　イベントと同時開催！

育児中もリフレッシュ！
♪少しの運動と姿勢の意識で体を調整。自分を癒してあげよう♪
日　　時：令和元年11月19日㈫　10時30分〜11時30分
会　　場：きらきら音戸保育園（キラキラスマイル）呉市音戸町波多見２-２７-１
講　　師：株式会社ケアウイング（ウイング呉）
　　　　　　健康運動指導士　 蛭田 孝江　さん
内　　容：講話と実技（キラキラスマイルのイベントデーと共催）
　　　　　♪すきま時間で「+１０（プラステン）」♪
　　　　　　ロコモティブシンドローム予防
持ってくる物：飲み物（お茶など）・運動できる服装・薄手のスポーツタオル　

子育て中の方対象の運動教室

子どもさんも一緒に
お越しください

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

◆ 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

呉警察署 ☎0823−29−0110

☆☆ 10月11日は「減らそう犯罪の日」です ☆☆

令和元年10月11日～10月20日  全国地域安全運動の実施

救命リレー「スタートは少しの勇気」

犯罪被害防止に努めましょう

詐欺の電話にご注意ください！

★　自転車は少しの間でも「ツーロック！」
★　自転車の防犯登録をしましょう
★　 出かける際は必ず家の出入口，窓の鍵を

かけましょう
★　子ども女性の犯罪被害防止

➡ ➡
★　暗い夜道の一人歩きは危険です
★　夜間帰宅する際は，街灯のある
　　大通りを歩きましょう。　
★　「いかのおすし」を守りましょう
　　知らない人について　いか　ない
　　知らない人の車に　　 の　 らない　
　　何かあったら　お　おきな声を出す
　　何かあったら　す　ぐ逃げる
　　おとなの人に　し　らせる

防犯のこと
もっと
しっかり
かんがえよう

これからは，行楽シーズンとなりスポーツ大会やレクリエーションが盛んに行われます。
しかし，私たちは「いつ・どこかで」突然に「けが」や「病気」におそわれるか分かりません。
特に心臓や呼吸が急に止まってしまったら？�＃少しの勇気で救える命があります。
１１９番通報と AED（心臓マッサージ）これが少しの勇気です。
救命リレーとは，命をつなぎ，救命のゴールを目指すことです。

１１９番通報 ⇒AED（心臓マッサージ）⇒救急隊 ⇒医者

主なAEDの設置場所
◦病院などの医療機関
◦主要な駅など
◦ 学校，官公庁，スポーツ

センターなど
◦デパート，コンビニなど

AEDの設置例

画像サンプル

日本全国のAED位置情報を
取得できるアプリを活用す
ることで旅行先でも「AED」
の場所がわかります。

家族の絆で被害防止！

現金送れは
全て詐欺！！

即断より相談！
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心臓と呼吸が止まってからの時間経過

居合わせた人が救命処置をした場合
救急車が来るまで何もしなかった場合


