
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
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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） 
★あゆみ作業所へ
● 松本重工業株式会社より 
 厚くお礼申し上げます。

と　き　11 月10日（火）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　

と　き   11 月11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

本誌に掲載の各催しについては，新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止する場合が
ありますので，あらかじめご了承ください。重要

　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。
　11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。
１０日㈫　感覚遊び
　　　　　�様々な素材を使って、いろんな感触を楽

しんで遊びましょう。
１７日㈫　おしゃべりデー
　　　　　�子どもさんたちと遊びながら、皆さんで

楽しくお話しましょう。発育測定もしま
す。

２４日㈫　つくってあそぼう
　　　　　�身近な材料を使って、いっしょにおも

ちゃを作りましょう。
☆�月曜～金曜は、10時～12時，13時～15時で園
庭開放も行っておりますので、ご利用ください。

キラキラスマイル

問い合わせ：きらきら音戸保育園　☎52-2610

10：00～15：00

イベントは10：３０に始めます。

〜土曜の朝市〜音戸の瀬戸
ふれあい広場

　11月から朝市を再開します。
　新鮮な野菜類の販売，飲食コーナーのほか，お楽
しみ抽選会も開催!
　多くの皆様のご来場をお待ちしています。
※ コロナウイルス感染症拡大防止のため，マスク着用で

のご来場をお願いします。当日は発熱等の体調不良の
方はご遠慮ください。

音戸の瀬戸ふれあい広場
 (旧音戸支所跡地)

◦場　所

11月7日㈯◦日　時 10：00〜
（売り切れ次第終了）

エコバックをご持参ください。

●場所：総合ケアセンターさざなみ ２階研修室
●日程：11月11日㈬13：30～15：00
� （1人30分程度）
●申込：�11月６日㈮15:00までに電話で予約（℡25－

3149）※先着２名まで

※問い合わせ：高齢者支援課　☎25－3149

認知症・
若年性認知症の相談会
　認知症かも…など，不安を感じていませんか。
　皆様からの相談を，認知症の専門職がうかがい
ます。

社会福祉法人�おんど福祉会

令和3年度園児募集
令和2年11月2日月受付開始

※入園願書は園で配布中です。

呉市音戸町波多見2丁目27番１号�☎0823-52-2610
きらきら音戸保育園



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

最新情報はうずしおHPよりご確認いただけます。

スマホは
コチラから

https://ondo-uzusio.jp/

毎週水・金・日朝9：45～うずしおラジオ体操

「第４回 歌わない喫茶～時々歌いマスク」
日時▶11/12木11:00～12：00
場所▶３F しおさいホール お電話にて要予約

ソーシャルディスタンスへのご協力をお願いします

　9月12日 ㈯ か ら14日 ㈪
まで，音戸まちづくりセン
ターホールにおいて「第
13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518点，絵の部が64
点，計582点でした。
　審査後，審査員の先生方から，書の部では「小学校低
学年の硬筆は一生懸命に描いている姿が目に浮かびまし
た。
    中・高学年の毛筆は，一画一画丁寧に描いている作
品が多くみられました。」，また，絵の部では「来年はコ
ロナが収束し，例年のようにたくさんの応募作品が集ま
ることを祈っています。」などのコメントをいただきま
した。
　３日間の来場者は，324名で盛会裏に終えることがで
きました。
　ご協力をいただきました児童生徒，保護者の皆さん，
ご多忙の中ご尽力賜りました教職員の皆さまに対しまし
て厚くお礼を申し上げます。
　これからも，子どもたちには作品づくりを通して，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。

　立体感のあるブドウミニパネル、針金の使い方次第で
スワッグやリース型にアレンジできるオリーブリース
　…館内に見本を展示して
いたのですが、たくさんの
方が立ち止まって見て「い
いね！」と言ってくれまし
た。受講生の方には受付時
にどちらを作るか選択して
もらったのですが「どっち
もいいわ〜」と悩んでいる
方もいました。みなさんと
ても素敵な作品が完成しま
した。長時間お疲れ様でし
た(*^o^*)

作ろう！
ステンドグラスdeブドウorオリーブ?!講座

◎�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（12月15日）
　　親子でクリスマスケーキ（12月20日）
　　クリスマスケーキを作ろう（12月24日）

★基礎から学ぶマネー～失敗をしない初めての投資～講座★
▪日　時：11月24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：マスク
▪申し込み：10月20日㈫～
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。

「将来不安」から「安心できる」に変える!

★親子クッキング講座★
▪日　時：12月5日㈯　10時～13時
▪対　象：小学生と保護者
▪定　員：10組　
▪参加費：受講料 400円・
　　　　　材料費 500円・
　　　　　保険代 170円
▪用意する物：エプロン・筆記用具・マスク
▪申し込み：10月20日㈫～

音戸体育協会より
「音戸一周駅伝大会」中止のお知らせ
　毎年２月に音戸まちづくりセンターをスタート・
ゴールとして開催される「音戸一周駅伝大会」は,
冬の風物詩として長年市民に親しまれてきました。
しかし,本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため,やむをえず中止とすることとなりました。
　感染が一日も早く収束することを願うとともに，
来年度大会が再開された折りには，参加・応援をよ
ろしくお願いいたします。

音戸町文化講演会中止のお知らせ
　毎年11月23日に音戸まちづくりセンターホール
において「音戸町文化講演会」を開催してきました。
　しかし,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から,本年度はやむなく開催を中止いたします。
　来年度の講演会を御期待下さい。

ピザをメインに、クリスマスお楽しみ
メニュー作り

音戸町文化団体連合会

短期講座受講生募集＆終了講座レポ・文化講演会及び音戸一周駅伝大会中止のお知らせ・児童生徒作品展開催報告

☆「第13回児童生徒作品展」の開催報告☆



アルコールと健康 ～適正な飲酒をこころがけましょう～

　「百薬の長」と言われるアルコールですが，飲みすぎると多くの病気の引き
金となってしまいます。まずは，自分の飲酒習慣を見直してみましょう。

●適正飲酒とは？
　「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」を超えないことをいい，1日あたり純アルコール量が男性は，
1 日あたり40g以下 女性は，20g以下となります。

①適量を守りましょう。
②栄養バランスの良いつまみと一緒に摂取
　しましょう。
③週に２日間の休肝日をもうけましょう。
⑤ストレス解消のための深酒や，寝酒は逆
　効果！

純アルコール（20g）の目安
お酒の種類と量

ビール
中びん

（500㎖）

日本酒
1合弱

（160㎖）

ワイン
グラス2杯
（200㎖）

焼酎（25度）
半合強

（100㎖）

ウイスキー
ダブル1杯
（60㎖）

音戸保健出張所だより

お問い合わせは　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：11月4日（水）10時～11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
伺います。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，タオルを持
ってお越しください。 新型コロナウイルス感染症予防のため，自由遊びはありません。

●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

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
★★★★★★★

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

★★★★★★★

●問い合わせ先：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

｢あなたと本の
� 出合い｣コーナー

ももちゃんのポケットの
えほんかい

10月～12月のえほんかいは
中止します。

音戸図書館からのお知らせ
　10月のテーマは「星座」です。時に星空を眺めてみる
のもいいですね。音戸図書館では「星座」に関わる本の
貸出・展示を予定しています。どうぞご利用ください。

○きらきら音戸保育園　10月21日，11月4日㈬� 10:00～10:15
○明 徳 保 育 所　10月21日，11月4日㈬� 10:35～10:50
○音 戸 保 育 所　10月23日，11月6日㈮��14:30～14:45

自動車
図書館



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

西消防署音戸分署　☎26-0343

呉警察署 ☎0823−29−0110

大丈夫ですか？住宅用火災警報器の維持・管理
　住宅用火災警報器は，古くなると電子部品の寿命や故障，電池切れなどで火災を感知しなくなるお
それがあります。万が一，火災が発生した場合，きちんと住宅用火災警報器が作動できるよう日頃か
らお手入れと作動確認をしておきましょう。

★点検方法
○ボタンを押す又はひもを引いて作動を確認。
○定期的に作動を確認し，家族で警報音を聞�いてみましょう。

★音が鳴らない場合は？
○電池はセットされているか確認する。
○それでも鳴らない場合は，「電池切れ」か「機器本体の故障」
ですので，取扱説明書　をご覧ください。

※�住宅用火災警報器本体は，１０年を目安に交換をおすすめしています。また，
電池の寿命は　種類によって違いますが，概ね１０年です。
　�　機器に異常がある場合は，取扱説明書を確認し，必要に応じて機器本体を
交換しましょう。

10月11日は「減らそう犯罪の日」
令和２年全国地域安全運動の実施（10月11日～20日まで）

★☆モシカからのお願い☆★
● 「キャッシュカード」を他人にわたさないで
● 外出時は玄関・窓に鍵を掛けてね！！
● 夜は街灯のある明るい道を歩こう！！

特殊詐欺多発中！
こんな電話は
すべて詐欺！


