安浦地区の公衆衛生活動をお知らせします
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安浦町の情報
「安浦新ええとこ
安浦新ええとこ祭り」
新ええとこ祭り」の実行委員会が発足しました
祭り」の実行委員会が発足しました
昨年まで安浦夏まつ
まつりとええとこ祭りを町内で行っていましたが
りとええとこ祭りを町内で行っていましたが，
昨年まで安浦夏
まつ
りとええとこ祭りを町内で行っていましたが
，呉市からの
合併町に対する補助金の継続が今後見通せなくなるので，
合併町に対する補助金の継続が今後見通せなくなるので
，町内の諸団体で話し

安登地区及び
安登地区及び内海・
及び内海・三津口地区の各自治会
内海・三津口地区の各自治会合同で清掃
三津口地区の各自治会合同で清掃活動する計画です。
合同で清掃活動する計画です。
安登公園・安登駅・安登小
・安登小の清掃活動
安登公園・安登駅
・安登小
の清掃活動 日時 8 月 2 日(日
日) 午前 8 時より
集合場所 安登駅（草刈機のある人） 安登公園（清掃用具持参の人）
安登公園（清掃用具持参の人）
安浦駅跨線橋清掃
日時 7 月 25 日(土
土) ７時 30 分より
内海地区自治会と三津口地区自治会が合同で清掃活動します。

呉市行政の情報
呉市行政の情報
農地所有状況及び耕作状況調査を実施します

合った結果，
合った結果，住民参加型の「
住民参加型の「新ええとこまつり」
新ええとこまつり」の開催を決定しました。
開催日 11 月 15 日(日)
場所 安浦まちづくりセンター全域

10ａ以上の農地を耕作している人の状況調査を行います。
ａ以上の農地を耕作している人の状況調査を行います。
月下旬に郵送しますので，
該当者には調査票を 8 月下旬に郵送しますので
，9 月 18 日(金
金)までに確認して
までに確認して

内容については，
内容については，新ええとこ祭り
新ええとこ祭り実行委員会で検討中です。
祭り実行委員会で検討中です。

返送して下さい。詳細は呉市農業委員会事務局
－3481
返送して下さい。詳細は呉市農業委員会事務局へ ℡25－

安浦地区の総合健診のご案内

空き家実態調査を実施します

健診日程 9 月 24 日(木
木)・
・25 日(金
金)・
・28 日(月
月) ～10 月 1 日(木
木)
場所 安浦保健出張所
受付時間 午前 8 時 30 分 ～10 時
受診対象 呉市国保
呉市国保被保険者・後期高齢医療被保険者など
国保被保険者・後期高齢医療被保険者など
申込期間 7 月 21 日(火
火) ～8 月 11 日(火
火) 電話か来所で申し込んで下さい。

呉市内全域
呉市内全域で空き家の状
空き家の状態
の状態を把握するため実
把握するため実施
するため実施します。(外観
します。 外観調査のみ
外観調査のみ)
調査のみ
日～3 月 25 日 調査業者 アジア航測
アジア航測(株
期間 8 月 17 日～
株)広島支店
広島支店

申込内容 住所・氏名・生年月日・希望日・希望健診項目
－6061 申込者に検診の 4～
～5 日前までに問診票等を送付します。
電話予約 70－
前までに問診票等を送付します。
1 年に 1 度は健康診断を受けて自分の身体の状態を知っておきましょう。

開催日 10 月 3 日(土
土) 13 時 30 分～
定員 150 名 経験不問です。
経験不問です。
申込は，
金)までに電話で
までに電話で。
申込は
，8 月 7 日(金
までに電話で。

呉市記念日式典での「呉音頭総踊り」の参加者を募集します

練習会
土) 9 時 30 分～
練習会 9 月 5 日(土
夏休み映画上映会を開催します
怪盗グルーのミニオン危機一発」
題名 「怪盗グルーのミニオン危機一発
」
全席自由で入場無料です
日時 7 月 30 日(木
木)18 時 30 分～ 場所 安浦まちづくりセンター
主催 安浦地区人権教育・啓発推進協議会

場所 呉市文化ホ
呉市文化ホ～ル
呉市秘書広報課
－3233
呉市秘書広報課 ℡25－
呉市文化ホ
呉市文化
ホール

第９回わたしの“いのち”メッセージの絵手紙を募集します
募集テーマ「いのち
いのち(
日～8 月 21 日
(命)」 募集期間 7 月 21 日～
絵手紙の
ポスターの
ターの掲
示をお願いします。(8 月 21 日まで
日まで)
絵手紙
の募集ポス
ターの
掲示をお願いします。
応募・問合せは人権センターへ
－3465
応募・問合せは人権センターへ ℡25－

地区社協主催「安浦町敬老会」の自治会の対応
日時 平成 27 年 9 月 20 日(日
安浦まちづくりセンター
日) 午後 1 時より 場所 安浦
まちづくりセンター
★各自治会は，
安浦町敬老参加
参加者
のとりまとめにご協力をお願いします。
★各自治会は
，安浦町敬老
参加
者のとりまとめに
ご協力をお願いします。
第 66 回安浦町文化祭の出展・出演を募集しています
場所 安浦まちづくりセンター 日程 10 月 3１日
１日(土
日)
１日 土) ～11 月 1 日(日
展示発表
日程 第 1 日 展示
発表
第 2 日 展示発表・芸能発表・お茶席
出展･
出展･出演の申し込みは，
出演の申し込みは，7
日～ 月 22 日までに安浦町づくりセンターへ
は， 月 31 日～8
主催 安浦町文化団体連絡協議会
問合せ先 文化祭係 84－
－3636

自治会役員などのスキルアップ研修を実施します
まちづくりにパソコ
まちづくりにパソコンの活用をしてみませんか。
パソコンの活用をしてみませんか。
ド講座・
エクセル
セル講座
講座（
名）を実
を実施
ワード講座
・エク
セル
講座
（募集定員 各 16 名）
を実
施します。
申込締切
金)
申込締切 8 月 21 日(金

問合せ先 地域協働課 ℡25－
－3223

次回の定例会 9 月 8 日(火)18 時より （正副会長会議
正副会長会議 17 時 15 分より）
（会長が出席でき
（会長が出席できない地区は代理
ない地区は代理出席をお願いします。
）
代理出席をお願いします。
呉市・安浦町の最
呉市・安浦町の最新情報が議題です。町民の
情報が議題です。町民の皆様方
が議題です。町民の皆様方の
皆様方の傍聴を
傍聴を歓迎します。
歓迎します。

