
〜土曜の朝市〜音戸の瀬戸
ふれあい広場

　地元産新鮮な野菜の販売，飲食コーナーのほか，お
楽しみ抽選会も開催 !
  今回は，音戸小学校６年生による和太鼓の演奏で会
場を盛り上げてくれます。
　当日は節分イベントも行います。多くの皆様のご来
場をお待ちしております。

野菜市野菜市
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潮風の中を駆け抜けるランナーたちに熱き声援を！
●日　　時　令和2年２月２日（日）
●スタート　音戸市民センター　10：30
●先頭通過予定時刻

●主催
　音戸体育協会（音戸まちづくりセンター内）☎ 51-3322
　音戸町陸上競技協会

　旧日附環境美化センター　10：40 頃
　旧 音 戸 西 中 学 校　10：47 頃
　旧 早 瀬 小 学 校　10：59 頃
　呉信用金庫倉橋支店　11：07 頃
　旧 奥 内 小 学 校　11：14 頃
　波 多 見 小 学 校　11：26 頃
　音 戸 市 民 セ ン タ ー　11：38 頃

「船頭可哀や音戸の瀬戸で～」の名文句で始まる日本三大舟唄のひとつ「音戸の舟唄」の全国大会を開催します。
同時に物産展も開催し大会を盛り上げます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

日 時　令和2年１月26日（日）９時30分～
会 場　音戸まちづくりセンターホール（音戸市民センター）

音戸の瀬戸ふれあい広場 (旧音戸支所跡地）◦場 所
※エコバックをご持参ください。

令和2年２月１日㈯◦日 時
10：00〜（売り切れ次第終了）

２月15日㈯
9：00〜

第13回 音戸の舟唄全国大会

♬

●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

日時 1月15日 ㈬　10:30〜11:00
場所 音戸まちづくりセンター
　　 ３階 音楽室

○きらきら音戸保育園 2月12日㈬　10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 2月12日㈬　10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 2月14日㈮　14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
１月のテーマは「着物」です。図書館では，テーマに関
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。

自動車
図書館

ももちゃんのポケットのえほんかい

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

　４日(火)　小麦粉粘土であそびましょう。
１８日(火)　 つくってあそぼう＆おしゃべりデー
　　　　　　雛飾りをつくりましょう。発育測定もします。
２５日(火)　 1.2.3月生まれのお友だちをお祝いしましょう。
　　　　　　給食の試食もあります。
※１１日(火)は、祝日のためお休みです。

イベントは

10時30分に始めます。

10:00〜15:00キラキラスマイル
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。
２月の子育て支援キラキラスマイルのイベントについてお知らせします。

以上です。よろしくお願いします。

寒い季節、家にひきこもりがちです。
イベントデー以外でもぜひ、あたたかい保育園の支援室に遊びに来て
くださいね。

2月のイベントデー予定
楽しいお話いっぱいの

えほんかいです。
聞きにきてね♪
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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 様より(坪井区)
厚くお礼申し上げます。

と　き   令和2年2月12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

【お問い合わせ】音戸の舟唄全国大会実行委員会事務局（呉市文化振興課内）☎0823−25−3463

と　き　令和2年2月11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　



♪クリスマススワッグとお正月飾り作り講座
 （中村 和美 先生）

♪元気になれる絵てがみ講座（松本 叔子 先生） 
♪クリスマスケーキを作ろう講座

　　　　　　　　　　　（上田 弥生 先生） 

年末の忙しい中、たくさんの方に参加して
いただき、ありがとうございました。

♪ポーセラーツｄｅクリスマス講座
（吉尾 雪 先生）

作り出したら楽しくて…数種類作った人も
たくさんいました(*^o^*)

今年も力作揃い！
素敵な年賀状が
完成しました。

リースの形の
かわいいケーキが
できました！

我が家のクリスマスと正
月飾りはこれで決まり！

♪親子でクリスマスケーキ講座（上田 弥生 先生） 
サンタ、トナカイ、
ツリーなどクリスマス
　　　　　　の仲間が
　　　　　　勢揃い♡

〒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 
TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

お気軽にご参加ください。
毎週 水・金・日曜日 朝9：45～ うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操

《趣味の作品　１点から飾ってみよう！》

1月20日月まで2Fギャラリー開放中！

1月のうたごえ喫茶はお休みです。次回は2月13日木です。

自慢の１点をお持ち込み下さい。

★基礎から学ぶマネー
～人生100年時代に向けた資産形成～講座★

▪日　時：2月16日㈰　9時30分～11時30分　
▪対　象：18歳以上　▪定　員：20名　▪参加費：無料
▪用意する物：筆記用具　▪申し込み：1月20日㈪～

◎受付時間
毎日（ただし年末年始を除く）
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）

◎次回の講座の予定
　基礎から学ぶマネー～資産運用～（3月17日）

◎人生100年時代におけるお金の寿命について
◎優遇制度を活用した賢いお金のため方

フレジェとは日本でいういちごのショートケーキのよ
うなもので、旬のいちごをたっぷり使った冷たくてお
いしいケーキです。

▪日　時：3月10日㈫　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：1月20日㈪～

★スイーツ（いちごのフレジェ）講座★

呉信用金庫の方を講師に招き、基礎からわかり易い講座内
容で情報提供をしていきます。

短期講座受講生募集及び終了講座フォト
音戸まちづくりセンターにて受付



★感染経路を絶つ★

音戸保健出張所だより●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

　冬はインフルエンザをはじめ，風邪や感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症，ロタウイルス下
痢症など）の感染症が流行します。
　特に乳幼児や高齢者など体力が弱い人がかかると重症化する場合もあり，感染症を「予防」
していくことが大切です。

きらきら音戸保育園
（音戸町波多見 2丁目）

認可保育園

TEL.（0823）52-2610

園児募集
★★★★★★★

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

★★★★★★★

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

〜予防のポイント〜

【手洗い】
　外出後，食事の前，トイレの後，おむつ交換や便・嘔吐物の処理した後は，流水と
石鹸による手洗いをしっかりしましょう。

【マスク】
　インフルエンザなどの流行時は人ごみへの外出を控え，外出時にはマスクをしましょう。咳・くしゃみな
どの症状がある場合には，マスクをしてしぶきなどをとばさないことが周囲への感染予防の「咳エチケット」
です。

【嘔吐物や便の適切な処理】
◦汚物の処理，掃除，消毒を行うときは，使い捨ての手袋やマスクを使用する。
◦嘔吐物や便は，布や紙でふき取り，その後，塩素系消毒剤で浸すようにふき取る。
◦使用した布や紙は，ビニール袋に入れ密封して捨てる。
◦汚染された衣服などは，ポリバケツなどに入れて１か所に集め，汚物を落とし，
　塩素系消毒剤に１０分以上浸すか，熱湯消毒（８５℃で１分以上の加熱）後に洗濯する。

【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。
　　　　　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きますようお願いします。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：令和2年２月５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。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。

絵本会さん、
栄養士さんが

来ます。

・バランスの良い食生活で体力をつける
・適度な運動と十分な睡眠
・体を冷やさない

★抵抗力をつける★
「かかりつけ医」とよく相談し，
必要な時期に必要な
予防接種を打ちましょう。

★免疫力をつける★



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

　◎１月17日は，｢防災とボランテイアの日｣，１月15日～１月21日は，｢防災とボランテイア週間｣です。
　　★　身の回りの災害危険箇所などを知りましょう。
　　★　災害発生の危険性をいち早く察知し早めに避難しましょう。
　　★　自ら判断して適切に行動しましょう。
　　★　災害から命を守る方法を学びましょう。
　　★　災害に備えましょう。

呉警察署
 ☎29-0110

音戸消防署
☎26-0343

「１１０番」は，事件・事故や不審者の情報などを警察に知らせていただくための緊急専用電話です。
○事件・事故が発生した場合や目撃した場合は，すぐに１１０番

察官が状況をお聞きしますので，落ち着いて質問に答えてください。
○いたずら１１０番は絶対にしないでください

真に必要な緊急事件・事故の１１０番通報が受理できなくなるなど，業務の妨害になります。
悪質ないたずら１１０番は，検挙されることがあります。

○１１０番は緊急専用電話です
相談・問い合わせ等の電話により，本来の緊急事件・事故の受付ができなくなることが
あります。各種警察相談電話，最寄りの警察署の代表電話を利用してください。

○携帯電話を利用される方へ
運転をしながらの電話は，法律で禁止されています。
１１０番通報する際は安全な場所に車を停めてから通報してください。

県民の 暮らしを守る １１０番

  ※  聴覚障害者の方のための１１０番　・ファックス１１０番　０１２０－１１０－８４２
　   　　　　　　　　　　　　　　　　 ・メール１１０番　hiroshima-police@beetle.ocn.ne.jp

1月10日は「110番の日」

お餅 窒息事故 ご注意お餅などによる窒息事故にご注意を ！ 

　年末年始にはもち等を食べる機会が多くなります。特に高齢者のもち等による窒息事故が多く発生してい
ます。
　小さな子供さんや高齢者の窒息による事故を防ぐために，ご家族の皆さんで次のことに注意しましょう。

★食べ物による窒息事故を予防するポイント
・食べやすい大きさに切る。
・急いでのみ込まず，よく噛み砕いてからのみ込む。 
・お茶や水などを飲んでのどを湿らせる。 
・食べ物を口に入れたまま，喋ったりしない。 
・食事中に歩き回ったり，寝ころばない。 
・誤って気管支に入りやすい豆類は，小さい子供には食べさせない。 
・介護を要する方などに食事を提供する時は，絶対に目を離さない。

★ 119番通報して，救急車を要請する。
★ 咳をすることが可能であれば，咳を続けさる。
★ 手の付け根で肩甲骨の間を力強く，何度もたたく。

 　本人に「詰まったの？」と尋ね，声が出せなかった
り，うなずくようであれば窒息していると判断し，た
だちに次の行動をする。

背中を
たたく

◎喉に物が詰まったと思ったときは！

◆ 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


