
 ３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 8 日

8:00
～

12:00
（小雨決行）

ふれあい朝市
元町公園
(旧本通第３公園)

【目玉イベント】
◆きねつき餅（実演），販売
◆清水谷名水コーヒー販売
◆子どもゲームコーナー
【出店】
たこ焼き,コロッケ,とり飯,牡蠣飯,うどん,おでん,
たらい寿司,焼きそば,清水谷名水コーヒー,新鮮野
菜,柑橘類,惣菜，干物,豆腐,甘酒及びバザーなど，
また，健康相談コーナーでは，呉市の保健師・栄養
士による健康相談及び減塩豚汁の炊き出し(無料)も
あります。

第２地区まちづくり委員会
城会長
℡(0823)21-4639

21 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）

22 日 9:00～ みんなで歩こう会
スポーツ会館 東側
（集合場所）

恒例のウオーキング会を開催します。

第６地区運動普及推進協議会
第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

29 日

受付
9:30～

イベント
10:00～
12:00

「里山　春の感謝祭！2020」
荘山田村自然公園
（集合場所・会場）

地域のみんなで育てている桜約１３０本の花見・公
園整備・桜の木のまわりの世話などを行う。
○参加費　大人200円，小学生以下100円（予定）
　　　　　　（豚汁・おむすび・お茶代）
○持参物　軍手，お椀，箸，手帳

第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

7
～
8

土
～
日

10:00～15:00
・

10:00～14:30

吉浦地区文化祭
（春・芸能祭）

吉浦まちづくりセンター
芸能祭（まちづくりセンター講座などの発表会・カ
ラオケ大会・社交ダンス・バザーほか）

吉浦まちづくりセンター
TEL(0823)31-7540

18 水
9:00～
12:00

ウォーキング大会
吉浦市民センター
（集合場所）

呉ポートピアパークまでの片道コースをウォーキン
グします。

吉浦地区健康づくり運動普及推進
協議会
奈良原さん
TEL(0823)31-1488

警固屋 29 日 10:00～14:00 警固屋さくら祭
警固屋まちづくりセンター
駐車場

ステージイベントや各種売店，警固屋中学校生徒が
おもてなしする「さくら茶屋」など様々な催しが行
われる警固屋の一大イベントです。

警固屋地区まちづくり協議会℡
(0823)28-0406

問　　合　　先地区名
開催日

イベント名 内　　　容場　　　所

第6

吉浦

中止

中止

中止

中止

市民部地域協働課



 ３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
問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 内　　　容場　　　所

21 土 9:00～
第132回歩こう会
（戸田コース）

仁方市民センター～仁方町
内

ストレッチやウォーキングで健康づくりを行い，親
睦を深めます。

仁方健康友の会
佐藤 ℡(0823)79-5260

26 木 13:30～ 健康教室
仁方まちづくりセンター３
階ホール

体力測定，身体測定を行い，保健師が健康について
のアドバイスを行います。

仁方健康友の会
佐藤 ℡(0823)79-5260

宮原 8 日
13:00

～16:00
宮原老連芸能大会

宮原まちづくりセンター
３階ホール

老人クラブの会員が日頃から練習しているカラオケ，舞
踊などを披露し，交流と親睦を深める。

宮原地区老人クラブ連合会
事務局（宮原支所）
℡(0823)24-2235

天応 19 木 10：00～
天応地区
ふれあい・いきいきサロン

天応まちづくりセンター
３Fホール

天応地区内の75歳以上の高齢者を対象に実施。体操
をしたり，声を合わせての合唱などで楽しく過ごし
ます。

天応地区社会福祉協議会事務局
天応市民センター内
℡(0823)38-7543

7 土
9:00
～

11:00
健康づくり教室 郷原まちづくりセンター

内容：ヘルスアップ教室
   ～音楽に合わせて身体を動かしてみましょう～

講師：蛭田 孝江 さん

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

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５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

26 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

昭和まちづくりセンター
℡(0823)34-1200

昭和市民センター
３階ホール

呉市内外で活動する民謡愛好家が，昭和地区出身の
作曲家　藤井清水の作曲した民謡「呉小唄」などを
うたいます。

8

仁方

昭和 藤井清水民謡大会日 13:00～

郷原

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

市民部地域協働課



 ３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
問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 内　　　容場　　　所

1 日

9:30開場
10:00開演

16:00
終演予定

川尻町芸能文化祭2020
川尻まちづくりセンター
ベイノロホール

川尻町文化芸術連盟 芸能部の発表
鑑賞：無料
食券販売有り（2/23日曜日締切）

川尻まちづくりセンター
ＴＥＬ：0823-87-3311

6
～
9

金
～
月

9:00
～

17:00
野呂山芸術村交流展2020

川尻まちづくりセンター
４F　多目的ホール

呉市川尻町在住の作家や川尻まちづくりセンター講座の講
師，そして子供から大人までの絵画愛好家の作品を展示しま
す。

入場：無料

川尻まちづくりセンター
ＴＥＬ：0823-87-3311

7
土

10:00
～

15:00

野呂山芸術村交流展2020
会期中のイベント

川尻まちづくりセンター
４F　ロビー

伝統工芸士による筆づくりの実演
筆職人による筆作り体験：先着50人 、参加費 無料
岩屋工房による絵付け皿体験：先着40人 参加費300円
申込・受付：当日随時

川尻まちづくりセンター
ＴＥＬ：0823-87-3311

7
土

11:00
～

12:00

野呂山芸術村交流展2020
会期中のイベント

川尻まちづくりセンター
4F　多目的ホール

日本画家 福原匠一によるギャラリートーク（作品解説）
参加費：無料 川尻まちづくりセンター

ＴＥＬ：0823-87-3311

８
日

13:00開場
13：30開演

15：30
終了予定

音楽の玉手箱コンサート
「けんばんアンサンブル
Ｋｌｏｖｅｒ　feat.フルート」

川尻まちづくりセンター
3F ベイノロホール

マリンバの魅力とフルートとの共演
演奏者：「けんばんアンサンブルKlover」
　　　 小泉晴香（こいずみはるか）、梶山歩美（かじやまあゆみ）
　　 　川田梨花（かわだりか）、河野文佳（こうのあやか）
　　　 フルート：五十川佳子（いそかわけいこ）
演奏予定曲：魔女の宅急便メドレー、剣の舞、
　　　　　　　　　カルメン組曲（抜粋） 他
鑑賞：無料

川尻まちづくりセンター
ＴＥＬ：0823-87-3311

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
（商品がなくなり次第終了）
空くじなしのお楽しみ抽選会の実施
音戸消防署による救命講習（予定）
ひなあられの配布（先着順，なくなり次第終了）

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

21 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（商品がなくなり次第
終了） 音戸町まちづくり協議会

事務局　℡ ５２－１１１１

29 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　℡（0823）53-
1111）

29 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
（倉橋市民センター内　℡
（0823）53-1111）

川尻

倉橋

音戸

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

市民部地域協働課



 ３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
問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 内　　　容場　　　所

8 日
14:30開場
15:00開演

第19回安浦ミュージカル
「ＯＺ魔法使いにおねがい」

安浦まちづくりセンター
きらめきホール

歌って・踊って・演じる
市民が主役のミュージカル
入場料：1,000円（全席指定）

（公財）安浦町生涯学習振興財団
（安浦まちづくりセンター内）
℡（０８２３）８４－７９８７

22 日
10:40開場
11:00開演 きらめき音楽館

安浦まちづくりセンター
きらめきホール

～愛されポップスをアコースティックで～
懐かしい曲や耳なじみの良い曲を中心に、素敵な演奏をお届け
します♪
出演　Ｓｅａ（ヴォーカル＆ギター）

　折田　新（ドラム）　田中翔太朗（キーボード）

曲目　マイ・ウェイ、セロリ他
（入場無料）

安浦まちづくりセンター
℡（０８２３）８４－３６３６

23
～
29

月
～
日

23日（月）15：00
頃～29日終日

第35回安浦まちづくりセン
ター学習発表会(展示発表の
部）

安浦まちづくりセンター
ロビー

日頃まちづくりセンターを利用の団体の展示発表。
人形劇の作品展示・俳句・短歌・絵手紙・書・囲
碁・子供絵画・硬筆など予定。何か始めて見たい、
そんなあなたもぜひお気軽にお立ち寄りください。

安浦まちづくりセンター
℡（０８２３）８４－３６３６

29 日
9：30開演　15：00

終演（予定）

第35回安浦まちづくりセン
ター学習発表会(舞台発表の
部）

安浦まちづくりセンター
きらめきホール

日頃まちづくりセンターを利用の団体の舞台発表。
日舞・ダンス・フラ・軽音楽・ハンドベル・コーラ
ス・ピアノ・詩吟・民謡・武道・吹き矢など全17
組。多彩なステージをご覧ください。

安浦まちづくりセンター
℡（０８２３）８４－３６３６

29 日 10:00～ ちびっこサッカー教室
（魔法のランプ事業）

豊浜中学校グラウンド
小学生を対象にしたサッカー教室
（講師はサンフレッチェ広島のコーチ等）

豊浜まちづくりセンター
TEL(0823)68-2213

28 土 10:00～ 呉豊島漁協　漁師直売　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

豊浜

安浦

中止

中止

市民部地域協働課


