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リーデンローズでの上演の様子（2014年 11月 2日） 

主催／フレンドリーピックまつながカープヂェー実行委員会 （事務局 松永生涯学習センター 電話０８４-９３４-５４４３） 
 
協賛／福山商工会議所  福山松永ライオンズクラブ  松永ロータリークラブ 

福山商工会議所松永地区議員懇話会 松永親交会 

 

福山市市制施行 100周年 松永合併 50周年 記念事業 

※遠方の方は電話にてお問い合わせください。 

※未就学児の入場はご遠慮ください。 

原作 中島京子（直木賞作家） 

「ハブテトル ハブテトラン」（ポプラ社） 

福山ゆかりの声楽家や演奏家のみなさん， 
そして地元 松永地域のみなさんも合唱団として参加！ 
さらにヴァイオリンやフルート演奏はＮＨＫ交響楽団奏者！  

「ハブテトル ハブテトラン」原作者 

中島京子さんによる記念講演 
 

日時 ８月２６日(金) １８:００～ 
場所 西部市民センター２階ホール 
 

♪タコ公園に 船公園 ♪プリントップに 貯木場 ♪ゲタリンピックに だんじりも 

みんなの知ってる    がいっぱい！！ 
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【折りばらサロン】 
はじめての方も大歓迎です！みんなで 

折りばらを折ってみませんか？ 

日時 ７月１５日（金）13 時 30 分～15 時  

場所 西部市民センター１階サロン 

 

【問合せ】 松永生涯学習センター 

       （電話 084-934－5443） 

 

【パネル展示】 
「そもそも『憲法』ってなあに？」 

 

憲法と私たちとの関わりなど，Ｑ＆Ａ形式で

わかりやすく紹介します。ぜひご覧ください。 

（協力：高西・本郷・神村コミュニティセンター） 
 

展示期間 7 月 19 日(火)～7 月 29 日(金) 

展示場所 西部市民センター  １階エントランス 

「５０年後の松永」作品展示 
松永管内の小学生に描いてもらった「５０ 

年後の松永」の作品を展示します。 
 

展示期間 7 月 11 日(月)～7 月 29 日(金) 

展示場所 西部市民センター １階サロン 
 

今回は，金江小学校の児童のみなさんの 

絵を展示します 

【夏休み平和映画会】 
日時 ７月２６日(火)13 時 30 分～15 時 

場所 西部市民センター １階サロン 

内容  

①「おこりじぞう」（２８分） 

広島に住むひろちゃんと「わらいじぞう」 

と呼ばれる笑い顔のお地蔵さんの 

お話です。 

②「つるにのって」（３０分） 

広島の原爆資料館を訪れた小学６年生の元

気な少女 とも子，そこで出会ったふしぎな少

女 サダコの案内で，とも子の不思議な冒険が

始まります。 

※上映後，みんなで折り鶴を折ります。 

★利用時間 

 ○午前の部… ９時３０分～１２時３０分 

 ○午後の部…１３時３０分～１６時３０分 

 

★利用料金 

  中学生以上２００円 小学生１００円 

 

★管理・運営 

  公益財団法人 福山市体育振興事業団 

  松永健康スポーツセンター 

  電話 ０８４－９３４－７７１７ 

開場日 

７月は２日，３日，９日， 

１０日，１６日，１７日，１８日の 

土・日・祝日と 

７月２１日（木）～８月３１日（水） 

夏休み期間は休まずオープン！ 

 

☆一般プール６コース 
（水深８０ｃｍ～１３５ｃｍ） 

☆幼児用（水深６０ｃｍ） 

 



 

 
 
交流促講座開催事業 高齢者交流事業 

★ドクター・薬局との上手なかかわりかた 

～的確な診断・治療を受けるポイントを学ぼう～ 

●とき  ７月１３日（水）１３時 30 分～ 

●講師 村上 美也子さん（薬剤師） 

●ところ 神村コミュニティセンター 

●内容 普段服用している薬について個別に質

問できます。おくすり手帳など持参して

ください。 

●申込み・問合せ 神村
か む ら

コミュニティセンターへ 
 

 

 

 
       
交流促進講座開催事業 地域交流事業 

★料理教室①体にいいこといっぱい！旬の食材を上

手にとろう～夏をのりきる！おうちごはん～ 

●とき  ７月２０日（水）１０時～ 

●ところ 高西コミュニティセンター 

●講師 地域活動栄養士 蔵本博美さん 

●メニュー 麦ごはん・冷や汁・ニラともやしの

さっぱりあえ・片栗粉わらびもち 

●材料費 300 円 

●申込み 7 月 16 日午前中まで 

●持参物 エプロン・三角巾 ●定員 15 人 

●問合せ 高西
たかにし

コミュニティセンターへ 

 

 

 

☆展示「おはなし きかせて」 

●とき ７月２０日（水）～８月３１日（水） 

●内容 ブックリスト「おはなし きかせて」の

紹介と掲載された本の展示・貸出 

☆ブックトーク「どの本読もうかな？」 

●とき ７月２６日（火）14 時～14 時 40 分 

●内容 「からだ」をテーマにブックトークとス

トーリーテリング 

●対象 小学生 

●定員 50 人（先着） 

●申込み 7 月 5 日（火）来館または電話にて 

<７月の定例行事> 

☆あかちゃんといっしょのおはなし会 

●とき ７月１１日（月）・１２日（火） 

１１時～１１時３０分 

●対象 乳幼児とその保護者 

☆松永読書会 

●とき ７月１８日（月）１０時～１２時 

●読本 「エロ事師たち」 

野坂 昭如／著 新潮社 

☆さくらんぼの会（こどもの本を楽しむ会） 

●とき ７月２５日（月）１０時３０分～１２時 

●読本 「モグラ原っぱのなかまたち」   

    古田 足日／著 田畑 精一／絵 

あかね書房 

＜＜図書館のお休み＞＞  

７月１９日（火） 

 
 
 
社会教育活動事業   

★高齢者の循環器疾患Ｑ＆A 方式で 

●とき ７月１５日（金）１３時３０分～１５時 

●ところ 本郷公民館 会議室 

●講師 石井 芳樹さん（石井内科医院医師） 

●内容 健康について 

●定員 なし ●申込み なし 

●問合せ 本郷
ほんごう

公民館へ 

 
 

 

 
  
社会教育活動事業  ★生活力・地域力アップ 

のために「心と体の健康づくり」 

●とき ７月１６日（土）１９時３０分～２１時 
●講師 沖田 光昭さん 

（公立みつぎ総合病院副院長） 
●ところ 神村公民館 会議室 
●内容 一人ひとりが健康で生き生きとした暮

らし，潤いのある生活をしていくために
「笑い」を通した健康づくりについて。 

●定員 なし  

●問合せ 神村
か む ら

公民館へ 

神村学区まちづくり推進委員会  
★いきいき共学教室 ヒネロー陶芸教室 
●とき 7 月 12 日（火）13 時 30 分～ 
●ところ 神村公民館 実習室 
●講師 風越窯 三島 博さん 
●定員 15 人（定員になり次第締め切り） 
●材料費 500 円 
●申込み 7 月 5 日まで 
●持参物 タオル・汚れてもいい服装 

●問合せ 神村
か む ら

公民館へ 

 



２０１２年に結成した「まつなが・げんきづくりボランティア」の活動は今年 

で５年目を迎えました。最初の参加は５人からのスタートでしたが，新しい仲間 

を少しずつ増やしながら，現在は大学のボランティア部や地元企業などの団体も 

活動に加わってくださっています。    

６月１１日（土）に今年度最初の会議を持ち，改めて参加のきっかけについて 

話を聞かせてもらうと「東日本大震災の時，何かしたい思いはあったが現地にまで

は行けなくて，何か地域でできないかなと思っている時にこの募集があったので。」「まつながカープヂェーに参

加してすごく楽しかったので。」「企業として地域への貢献が必要だと思ったので。」などの思いが語られました。 

その後，７月３日（日）開催の「ビッグサマーストーリー」でのコーナー企画について意見を出し合い決定し

ていきました。さらに「ものづくり」の試作もおこない，みんなで盛りあがりました。 

これまでも，ボランティアの方の思いや特技などを活動につなげること，ボランティア間の交流を図りながら

つながりを深めること，楽しみながら活動してもらえることを大切にすすめて 

きました。今後の活動もボランティアのみなさんが輝くことはもちろんですが， 

子どもの家庭教育支援や青少年の健全育成，多文化共生のまちづくりにつながっ 

ていくよう取り組んでいきます。 

メンバーは随時募集していますので，興味のある方はぜひご連絡ください。 
 

【問合せ】松永生涯学習センター ℡０８４－９３４－５４４３）  
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■日にち：２０１６年７月９日（土） 

■時 間：１３時３０分～  （開場１２時３０分） 
◇１３時３５分～韓国舞踊・歌曲◇１４時１０分～映画上映 

■ところ：西部市民センター ２階ホール 
     （福山市松永町３丁目１番２９号） 

■上映作品「国際市場で逢いましょう」 
     釜山の国際市場を舞台に激動の時代を家族のために必死に 

生き抜き，いつも笑っていた父の姿。 

家族団らんの風景や私たちが忘れかけていた絆が，心に優 

しい感動を吹き込んでくれる。 

■入場料：無料     

■定 員：２００人（＊先着）    

■主 催：駐広島大韓民国総領事館   

福山市松永生涯学習センター 

韓国国際交流財団（Korea Foundation）  

ＮＧＯひろしま 
     

■協  力：フレンドリーピックまつながカープヂェー実行委員会 
 
■問合せ：松永生涯学習センター【電話０８４－９３４－５４４３】 

福山市市制施行 100 周年  松永合併 50 周年記念ト 

歌曲出演者：車景實 

(チャ･キョンシル) 

舞踊出演者：朴美咲希(パク･ミサキ) 

柴田真友子 

李潤姫(イ･ユニ) 

 

（（（日日日本本本語語語字字字幕幕幕    １１１２２２７７７分分分）））    


