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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様 より
   　 匿名の方 様より
厚くお礼申し上げます。

と　き   令和4年1月12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

★�1月のうた★�1月のうた『コンコンクシャンのうた』『ゆきだ『コンコンクシャンのうた』『ゆきだ
るまのチャチャチャ』など楽しく歌いましょう。るまのチャチャチャ』など楽しく歌いましょう。
★�つくってあそぼうウイーク★�つくってあそぼうウイーク（1/11〜1/21）（1/11〜1/21）
　身近なものでできるこまを作って遊びましょう。　身近なものでできるこまを作って遊びましょう。
★�発育測定ウィーク★�発育測定ウィーク（1/24〜1/31）です。大きく （1/24〜1/31）です。大きく 

なったかな！なったかな！
★�オンライン「おしゃべり広場」★�オンライン「おしゃべり広場」は1/20  10:30〜は1/20  10:30〜

11:00です。今回のテーマは「2022年の目標」11:00です。今回のテーマは「2022年の目標」
　 今年はこうしたい！あれができるようになりた　 今年はこうしたい！あれができるようになりた

い！など楽しく話しましょう。い！など楽しく話しましょう。
★�1月生まれのお友だちはお知らせください。カー★�1月生まれのお友だちはお知らせください。カー
ドのプレゼントがあります。ドのプレゼントがあります。
◎�キラキラスマイルは，月～金曜日　10:00～◎�キラキラスマイルは，月～金曜日　10:00～
12:00　13:00～15:00です。12:00　13:00～15:00です。

参加者が多い場合は調整させていただく場合があります。参加者が多い場合は調整させていただく場合があります。
＊初めて利用される方は，保育園にお問い合わせください。＊初めて利用される方は，保育園にお問い合わせください。

キラキラスマイルキラキラスマイル

お問い合わせ：きらきら音戸保育園　☎52-2610

年末野菜市

土曜の朝市

　地元産の新鮮な野菜や，正月用のお米，お餅の販
売を行います。
　多くの方のご来場をお待ちしております。

　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!
多くの方のご来場をお待ちしております。

●日　時　令和3年12月25日土　9：30～
（売り切れ次第終了）

●場　所　音戸の瀬戸ふれあい広場（旧音戸支所跡地）

●日　時　令和4年1月8日土　10：00～
（売り切れ次第終了）

●場　所　音戸の瀬戸ふれあい広場（旧音戸支所跡地）

エコバックをご持参ください。

音戸の瀬戸 ふれあい広場音戸の瀬戸 ふれあい広場
〜地域で心を込めて新成人をお祝いします〜

※※問い合わせ：音戸地区社会福祉協議会事務局問い合わせ：音戸地区社会福祉協議会事務局
　　　　　　　音戸市民センター内　☎52－1111　　　　　　　音戸市民センター内　☎52－1111

新成人新成人をを祝祝うう会会
●対　象　音戸町在住又は音戸町出身の新成人
　　　　　（平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ）
●日　時　令和4年1月10日(祝日)
　　　　　受�付　10：00～　開�会　10：30～
●場　所　音戸市民センター　2階ホール
※�既に名簿対照用に案内ハガキを発送していますが，町
外に住民票を置かれている方などで，参加を希望され
る場合は，新成人氏名・生年月日・案内ハガキの発送
先をご連絡ください。
　今後も可能な限りご案内いたします。
※駐車場は音戸小学校グラウンドをご利用ください。
※参加にあたっては，新型コロナウイルス感染症の予防
　をお願いします。

場所：老人保健施設　さざなみ苑　２階研修室
日程：2月2日㈬　10：00〜12：00（１人30分）
申込： 1月28日㈮15：00までに電話で（☎25－5694）

※先着２名まで
問　高齢者支援課　☎25－5694

認知症・若年性認知症の認知症・若年性認知症の
相談会相談会

認知症かも…など，不安を
感じていませんか。
皆さまからの相談を，認知症
の専門職が伺います。

と　き　令和4年1月11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　



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

●問合せ先：●問合せ先：呉市音戸図書館呉市音戸図書館    ☎ 50-0020☎ 50-0020

音戸図書館音戸図書館からのからのお知らせお知らせ
ももちゃんのポケットのえほんかいももちゃんのポケットのえほんかい

自動車自動車
図書館図書館

○きらきら音戸保育園 12月22日,1月5日㈬  10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 12月22日,1月5日㈬  10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 12月24日,1日7日㈮  14:30～14:45

新型コロナ感染
拡大防止対策のた
め中止となること
もあります。

音戸図書館「貸出ベスト１」上半期（4～9月）音戸図書館「貸出ベスト１」上半期（4～9月）

日時 12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

【絵　本】「モリくんのいちごカー」かんべ　あやこ【絵　本】「モリくんのいちごカー」かんべ　あやこ
【児童書】「サンドイッチクラブ」長江　優子【児童書】「サンドイッチクラブ」長江　優子
　　　　　　　　　　「正しく書ける正しく使える中学漢字1130」「正しく書ける正しく使える中学漢字1130」
　　　　　　　　　　学研教育出版学研教育出版

【一般書】「白鳥とコウモリ」東野　圭吾【一般書】「白鳥とコウモリ」東野　圭吾

短期講座受講生募集・文化講演会及び短期講座終了講座レポート短期講座受講生募集・文化講演会及び短期講座終了講座レポート

★楽しくクッキング（全３回）講座★ ★音戸町文化講演会《 神楽公演 》★

コロナの影響で日頃残念な思いをしている子どもたちの
ために「楽しめる機会を」との思いから未就園児を対象
とした２講座を実施しました。

▪日　時：1月13日・2月10日・3月10日㈭　
　　　　　10時～13時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：12名
▪参加費：受講料 1,200円・別途材料費
▪用意する物：米0.5合・エプロン・マスク・筆記用具・フキン
▪申し込み：12月20日㈪～

音戸町で公演するのは今回で３回目となり，町民にもすっかりおなじみ
となりました。　
　「鈴鹿山」は，その山に住む鬼を坂上田村麻呂が退治する話です。鬼
や田村麻呂達がくるくるとコマのように回転しながら戦う様子の見事さ
に，観客は息をのみました。　また，「八岐大蛇」では，須佐之男命が
何重にも巻き付かれ苦戦しますが，最後には大蛇の首を切り落とします。
襲いかかる大蛇の荒波のような動きは迫力満点でした。
　この日，290人の観客は神楽の素晴らしさを十分に感じとり，笑顔で
ホールを後にしました。

感染予防対策にご理解ご協力いただいた参加者の方々、内容をかえたり
工夫をしたりしてくださった講師の先生方、皆様のおかげで実施するこ
とができました。
本当にありがとうございました。

　11月23日，音戸まちづくりセンターホールにおいて桑田天使神楽団
による神楽が上演されました。
　桑田天使神楽団は安芸高田市を拠点とし，昭和29年には，紙祇舞の「紙
降ろし」が広島県無形民俗文化財としていち早く指定されるなど歴史の
深い神楽団です。

１月：冬のメニュー
２月：お祝いメニュー
３月：春のメニュー

◎�受付時間：毎日（ただし12月29日～1月3日を除く）
　�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：
　・基礎から学ぶ「お金の学校」（２月１６日）
　・スイーツ（３月１日）

★基礎から学ぶ「お金の学校」講座　～賢いお金の管理方法とは？～★
▪日　時：1月19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・筆記用具
▪申し込み：12月20日㈪～

コア・サテライト戦略と準備
出来ている応援制度について
学びましょう。

10月の講座は、遊び心たっぷりのかわいいハロウィンメニューでした。
🎃チキンバターカレーの
　にんじんごはん添え
🎃おばけの揚げワンタン
🎃かぼちゃプリン

きりっとしたお顔のジャコランタンにつぶらな瞳がかわいいお
ばけ・・・どれから、どこから食べたらいいのでしょうか？ (^0^;)

おいしそうおいしそう
食べたいよ～(T_T)食べたいよ～(T_T)

カメさんにカメさんに
なれたよなれたよ🐢🐢 ピアノ楽しい＼(^O^)／ピアノ楽しい＼(^O^)／

♫大人のスイーツ講座♫大人のスイーツ講座
３種類のりんごのを使ってクランブル３種類のりんごのを使ってクランブル
クーヘンを１ホール作り、持ち帰ってクーヘンを１ホール作り、持ち帰って
もらいました。もらいました。
後日「ちょうどいい甘みでとてもおいしかったよ」後日「ちょうどいい甘みでとてもおいしかったよ」

「今まで食べたことないりんごのケーキでよかったよ～」「今まで食べたことないりんごのケーキでよかったよ～」
など食べた感想を教えてくれました(*^o^*)など食べた感想を教えてくれました(*^o^*)

♫1歳からのわくわくパン作り講座♫1歳からのわくわくパン作り講座 ♫リトミック講座♫リトミック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。



　令和 2年の 1年間に，日本で新たに報告されたHIV感染者は 750件，
エイズ患者は 345 件で，HIV 感染者と AIDS 患者を合わせた新規報告
者数は 1,095 件でした。過去 20 年間で 16 番目の報告数で減少傾向に
見えますが，検査数も減少しており，コロナの影響も大きいと考えられ
ます。
　エイズは，早期発見早期治療によって，エイズ発症を抑えられたり，
今まで通りの生活を送ることができます。

12月１日 は「世界エイズデー」
令和３年度のテーマ：『レッドリボン 30 周年　～ Think　Together　Again』

日時：毎月第 2火曜日　午前 9時～午前 11時
場所：すこやかセンターくれ　２階（呉市和庄 1丁目２-13）
内容：即日検査，要予約（0823-25-3525），匿名，無料　　梅毒検査も同時実施しています。

令和４年１月２１日（金）9時30分～11時　音戸まちづくりセンター（講座室２）
持参物：健診の結果票，持っている方は健康手帳
予　約：一人２０分の相談時間で予約いただきます。

★定例検査・相談★

★健康相談会（保健師と栄養士による個別相談）★

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

きらきら音戸保育園
呉市音戸町波多見 2丁目 27－１

社会福祉法人　おんど福祉会

TEL.（0823）52-2610

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

〒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/うずしお

毎週水・金・日朝9：45～うずしおラジオ体操
日時▶1月8日㈯10時半～

音戸清盛太鼓の力強い音にのせて、
書道家によるパフォーマンスを開催
音戸清盛太鼓の力強い音にのせて、
書道家によるパフォーマンスを開催
60周年を迎えた音戸大橋の還暦をお祝いします

《年末年始休館のお知らせ》 12月28日火～1月4日火

一緒に体操をしませんか？一緒に体操をしませんか？
講師：健康運動指導士　立花　穂 先生
場所：さざなみ苑

日時：毎週水曜日　13：30～15：30
会費：月1,500円（3か月分前納）

しおかぜトレーニング・グループです。新しい会員様を募集します。
一度無料見学（体験）に一度無料見学（体験）に
来てみてください！来てみてください！

募集
0823-54-15360823-54-1536（荒木）（荒木）
0823-51-32230823-51-3223（大西）（大西）

連絡先連絡先

【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けると助かります。

●日時：令和４年1月5日（水）10時～11時 ●場所：総合ケアセンターさざなみ
　お子さんの成長に関する育児・栄養相談はもちろん，妊娠・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，フェイ
ス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。



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

　年末年始は，この時期特有の気ぜわしさによる交通事故の多発，スリやひったくり，空き巣などの犯罪，
酩酊状態でのトラブルの発生などが懸念されます。
　犯罪被害や事故に遭わないよう，いつも以上に気をつけましょう。

呉警察署　☎0823-29-0110

飲酒運転は飲酒運転は
犯罪です！犯罪です！

音戸分庁舎 「交通安全」
イルミネーションイルミネーション点灯中 点灯中 !!!!

年末年始における犯罪及び交通事故の防止年末年始における犯罪及び交通事故の防止

《高齢歩行者の方》
★道路の横断時は必ず左右の確認
★信号機や横断歩道がある場所を横断
★ 夜間外出時は明るい服装，反射材やＬＥＤ

ライトの活用
《高齢運転者の方》
★速度を控えめに，早めの合図・安全確認
★体調がすぐれない時や長時間運転は控える
★ 運転に不安を感じることがあれば運転免許

証の自主返納を検討

高齢者の方へ

住宅火災から大切な命を守ろう！住宅火災から大切な命を守ろう！

◦ 周囲に燃えやすいものを置かない。
◦ 給油は必ず消してから行う。

◦ 外出時や就寝時は必ず消す。
◦ ストーブの近くで洗濯物を 乾かさない。

 ◎ストーブによる火災 ◎ストーブによる火災

◦ 調理中に離れない。
◦ 防炎品のエプロンやアームカバーを使用する。
◦ 火が鍋底からはみ出さないよう調節する。
◦ 安全機能（Siセンサー）付きこんろを使用する。

◦ 周囲に燃えやすいものを置かない。
 ◎コンロによる火災 ◎コンロによる火災

◦ 寝たばこは絶対にしない。
◦ 吸殻を灰皿にためない。
◦ 火種を落とさないよう安全な場所で喫煙する。

◦ 飲酒→喫煙→うたた寝に注意する。
◦ 吸殻は水で完全に消してから捨てる。

 ◎たばこによる火災 ◎たばこによる火災

★住宅火災の主な出火原因★住宅火災の主な出火原因

飲酒運転をしない・させない・ゆるさない


