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フィールドワーク（松永会場） 

ふくやま 
人財大学 

と き １０月２日（日） １０時から１２時 
 

ところ 福山市松永はきもの資料館（現地集合） 

（福山市松永町四丁目１６番２７号） 
 

定 員 ３０人 
 

日 程 １０時から「はきもの資料館」を協働で運営 
～松永地区まちづくり推進委員会連絡協議会の取組～ 

    １１時から 施設見学・あしあとマーケットへの参加 

申込み・問合せ 松永生涯学習センター（電話 084-934-5443） 

 当日は，毎月第１日曜日に 

行われているイベント 

「あしあとマーケット」が 

開催されています。 

この度のフィールドワーク

では，松永地域の産業と文化を

次世代に伝える拠点施設とし

て持続していけるように，９学

区（町）が協働で行っている取

組を知ると共に，リニューアル

オープンから１年を経過して

の課題や今後の方向性につい

てお話を聞きます。 

公開講座① (開講式あり) 

実践に学ぼう！ 

これからの地域づくりへのヒント 

日時 ９月２９日（木）１３時３０分から１５時３０分            

場所 市民参画センター  

定員 １００人 

申込み・問合せ 協働のまちづくり課 

電話:０８４－９２８－１０５１   

  

 

公開講座②  

地域安全マップは愉しい! 

～笑顔で広がるまちづくり・ひとづくり～ 

日時 １０月８日（土）１０時から１２時            

場所 まなびの館ローズコム 

定員 ８０人 

申込み・問合せ 中部生涯学習センター 

電話:０８４－９３２－７２６５   
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【問合せ】 松永生涯学習センター  （電話 084-934－5443） 

 

【パネル展示】 
 

「松永のあの頃・あの場所・あの人たち」 
松永の懐かしい場所や人たちについての展示をおこ

ないます。ぜひご覧ください。 

（協力：福山市西部市民大学 備後の歴史講座） 
 

展示期間 ９月１２日（月）～９月２１日（水） 

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 

作品を展示します。 
 
場所 西部市民センター１階サロン 
 

◆９月 １日（木）～ ９月１５日（木） 

◆９月２０日（火）～９月３０日（金） 

柳津小学校 

生涯学習への誘い 
 協働企画 ふくやま文学館 松永図書館 松永生涯学習センター 

<だるまちゃん>シリーズ，<からすのパンやさん>シリーズな

どのおはなしの本，『はははのはなし』などの科学絵本，『伝

承遊び考』などの遊びの本……。 

９０歳を迎えた現在も新作を発表し続けている，かこさとし

さんの心豊かな世界についてお話していただきます。 

絵：「からすのパンやさん」 

（偕成社）より 

絵：「だるまちゃんとかみなりちゃん」 

（副音館書店）より 

 

と き （平成２８年）

２０１６年９月３０日(金)10 時 30 分～12 時 
 
 

ところ  松永図書館 集会室 

講 師 ふくやま文学館 学芸担当 小川
お が わ

由美
ゆ み

さん 
 

問合せ   松永図書館（電話 933-3770） 

       松永生涯学習センター（電話 934-5443） 

 



   

科　　目 開講日 授業時間 開講場所

いきいき健康体操 10月　３日（月） 10:00～11:30
松永コミュニティセ
ンター　　集会場

 ヨガ教室 10月　３日（月） 13:30～15:00
西部市民センター
５階・多目的室

★スマートライフ＆
健康料理教室

★体験講座（要申込み）
10月　４日（火）   9:30～12:30

西部市民センター
４階・創作室

中学英語で英会話 10月　５日（水） 13:30～15:00
西部市民センター
４階・第1セミナー

きりえ 10月　７日（金） 13:30～15:30
西部市民センター
４階・第3学習室

俳句入門 10月１１日（火） 10:30～12:00
西部市民センター
４階・第1セミナー

古文書入門 10月１２日（水）  9:30～11:30
西部市民センター
４階・第1セミナー

朗読を楽しむ 10月１３日（木） 13:30～15:00
西部市民センター
５階・第2セミナ－

★篆　  刻 ★体験講座（要申込み）
10月１４日・28日（金） ★13:00～15:00

西部市民センター
４階・第３学習室

シニアパソコン 10月１７日（月）
入門 10:00～11:30
研究 13:30～15:00

西部市民センター
４階・第２学習室

 陶　　芸 10月１８日（火）  9:30～11:30
西部市民センター
４階・創作室

韓国語会話 10月１８日（火） 13:30～15:00
西部市民センター
５階・第2セミナ－

短編小説を読む 10月２０日（木） 13:30～15:30
西部市民センター
４階・第1セミナー

デジタル写真教室 10月２０日（木）
基礎10:00～12:00
応用13:30～15:30

西部市民センター
４階・第2学習室

版　　画 10月２２日（土）  9:30～11:30
西部市民センター
４階・第２学習室

絵 　 画 10月２２日（土）   9:30～11:30
西部市民センター
４階・創作室

気　　功 10月２４日（月） 13:30～15:00
西部市民センター
２階・ホール

ヘルスアップトレーニング 10月２４日（月） 10:０0～11:30
松永健康スポーツ
センター

備後の歴史 10月２６日（水）  9:30～11:30
西部市民センター
５階・多目的室

男性の料理教室 10月２８日（金）  9:30～12:30
西部市民センター
４階・創作室

コ　ー　ラ ス 11月１４日（月） 10:00～12:00
西部市民センター
２階・ホール

　※問合せ先　福山市西部市民大学事務局（松永生涯学習センター内　☎０８４－９３４－５４４３）　

 ※急な日程変更や中止となる場合がありますのでご了承ください。

　　福山市西部市民大学では，次年度（２０１7年度）募集に向けてオープンスクール（通常授業の見学会）

 (開催会場) ： 松永健康スポーツセンター （福山市松永町四丁目１４番１号）

　 　　　　　　　　　 ： 西部市民センター  　　　 　（福山市松永町三丁目1番２９号 ）

　　を行います。見学を希望される方は，科目の【開講日時・場所】を確認して直接参加をして下さい。

　　（注）「篆刻」・「スマートライフ＆健康料理」講座は，体験講座ですので申込みが必要です。

　　　　　詳しくは裏面を参照の上，事務局に問合せください。

 　　　　　　       　： 松永コミュニティセンター    （  　同  上　　＊入口東側　　　）

福山市 
 



～体験講座のご案内～ 

《申込方法》 

✿ ９月５日（月）より申込受付開始 

✿事務局へ直接申し込みをしてください。 

福山市西部市民大学事務局 ☎ ０８４－９３４－５４４３ 

※先着順です。但し，はじめて受講される方を優先させて 

頂きますのでご了承ください。 

不明な点は，事務局にお尋ねください。 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 ２０１６年度 福山市西部市民大学特別講座 

「安心安全を創る，スマートシステムとは？」 

講 師 香川 直己さん 
（福山大学工学部スマートシステム学科教授） 

と き ９月３０日（金） １３時３０分～１５時００分 

ところ 西部市民センター ５階 多目的室 
定 員 １００人（申込不要・一般の方も参加できます） 

 

  「スマートライフ＆健康料理講座」 

★食生活のためのミニ講座と「秋のバランス弁当」調理実習 
・日 時：１０月 ４日（火）   ９:３0～1２:３0 

  ・会 場：西部市民センター ４階（創作室）  

  ・講 師：ヘルスプランニング福山 

  ・参加費：７00 円（材料代） 

  ・持ってくる物：・エプロン・頭巾・食器用布巾 2 枚・手拭き 1 枚 

  ・定 員：２０人（先着順） 
 

  「篆刻
て ん こ く

講座」 

★名前や好きな言葉の印を全 2 回で 1 個作成します。 
  ・日 時：１回目  １０月 14 日（金） 13:00～15:00 

２回目   １０月 28 日（金）  13:00～15:00  

※２回とも参加できる方 

  ・会 場：西部市民センター 4 階（第３学習室） 

  ・講 師：野毛 保先生 

  ・参加費：５００円（材料代） 

  ・持ってくる物：・鏡（小） ・ブラシ（小） ・小筆 2 本 

・サンドペーパー（400 号と 800 号） 

  ・定 員：１０人（先着順） 
 



 

 
   
社会教育活動事業 

★「健やかに，和やかに」講座 

 ～心も身体も健康に過ごすために～ 

●と き ９月７日（水） 

１０時～１１時３０分 

●ところ 高西公民館 

●内 容 ひざ痛・腰痛の改善法  

●講 師 堀川 昭三さん（歩行改善指導士） 

●対象者 成人，高齢者 

●定 員 なし    

●申込み 必要 

●持参物 動きやすい服装・タオル 

●その他 講座終了後，げんきサロンがありま 

     す。みんなで健康について語りなが 

     ら会食をします。 

     会食の参加には，申込み，別途材料 

     費１００円が必要です。 

●問合せ・申込み 高西
たかにし

公民館 

 

 

 
 
 

福山市コミュニティセンター事業 

★行政書士等による 

 相続・遺言手続きに関する無料相談会 

 ・死後，自分の遺産がどうなるのかわからない 

 ・遺言の書き方がわからない…など 

 ただし，税に関するご相談は，ご遠慮ください。 

秘密は厳守いたしますので，安心してご相談く

ださい。 

●と き ９月２４日（土） 

      １３時 30 分～１６時３０分 

●ところ 神村コミュニティセンター 

●申込み 事前に予約をお願いします。 

●問合せ・申込み 神村
か む ら

コミュニティセンターへ 
    

人権啓発講座 

★理解しよう発達障がい「どんな社会が生きやすい？」 

～発達障がい者にとってのバリアフリーを考える～ 

●と き ９月２８日（水）１８時３０分～２０時  

●ところ 西部市民センター ２階ホール 

●講 師 いたしいおせさん 

●参加費 無料  ●申込み 必要 

●問合せ・申込み 神村
か む ら

コミュニティセンターへ 

 

 

 

 
  
☆ゲタリンピックのおはなし会 

●とき ９月１８日（日） 

１５時～１５時４０分 

●内容 エプロンシアター「３びきのこぶた」， 

    大型絵本「せんろはつづく」等を使った

おはなし会 

☆布えほんのおはなし会 

●とき ９月２４日（土） 

１５時～１５時５０分 

●内容 手づくり布えほん「よぞら」，「なにして

あそぼ」等を使ったおはなし会 

●出演 グループつくしんぼ 

〈９月の定例行事> 

☆あかちゃんといっしょのおはなし会 

●とき ９月１２日（月）・１３日（火） 

１１時～１１時３０分 

●内容 乳幼児とその保護者を対象にしたおはなし会  

☆松永読書会 

●とき ９月１９日（月） 

１０時～１２時 

●読本 「カラフル」 

森 絵都／著 文藝春秋 

☆さくらんぼの会（こどもの本を楽しむ会） 

●とき ９月２６日(月) 

１０時３０分～１２時 

●読本 「フラワー・ベイビー」   

    アン・ファイン／著 評論社 

＜＜図書館のお休み＞＞  

９月２０日（火） 

          
社会教育活動事業  

★イキイキ！プラチナライフ２０１６ 

 運動習慣で健康に！ 

～腰痛・膝痛に効く簡単エクササイズ～ 

●と き ９月２８日（水） 

１０時～１１時３０分 

●ところ 東村公民館 ２階会議室 

●内 容 多くの人が悩んでいる腰痛・膝痛を改

善するため，また生活習慣病を予防す

るため，日常でできる簡単な運動につ

いて。 

●講 師 堀川 昭三さん（歩行改善指導士） 

●定 員 ２０人 

●参加費 無料 

●申込み ９月２２日（木）までにお願いします。 

●問合せ・申込み 東村
ひがしむら

公民館 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ゲタリンピックに合わせて， にて 

を行います。 

折りばらを一緒に折りませんか。 

（問合せ：松永生涯学習センター ℡084-934-5443） 

◆ばら苗配布（２００鉢 先着順）１０時～  １３時～ 

◆郷土玩具遊びコーナー（無料） 

◆多国籍料理出店ブース（ケニア・ブラジル・台湾ほか） 

その他にもいろんな展示があります。 

場所・問合せ 松永はきもの資料館（あしあとスクエア）（福山市松永町四丁目 16-27）（℡084-934-7286） 

  視覚障
しかくしょう

がい等
など

の理由
り ゆ う

がある人
ひと

のために，営利
え い り

目的
もくてき

を除
のぞ

き「録音
ろくおん

」「点字
て ん じ

」「拡大
かくだい

」などを認
みと

めます 

 

チャレンジ！１００周年 
ふくやま人材育成ネットワーク事業 

「青年のまちづくり参画推進講座」 

 福山市市制施行１００周年 松永合併５０周年 記念事業として 

「備後弁創作合唱オペラ ハブテトル ハブテトラン」を８月２７ 

日（土）２８日（日）に行いました。まつなが colorsとしてこの 

記念事業を盛りあげようと，小説「ハブテトル ハブテトラン」に 

でてくるまつながの場所を訪ね歩き，マップにまとめていきました。 

公園で童心にかえって遊んだり，おいしいものを食べたりしてワイ 

ワイとさんぽをし，どんなふうに地図にまとめていくか話し合い， 

マップづくりを行いました。 配布用のもの，掲示用のものと２種 

類のマップができあがりました。このマップが物語に思いをめぐら 

せながら，まつながの街並みを見て回るきっかけになればと思って 

います。 

小説「ハブテトル ハブテトラン」に
登場する各所を訪ね歩きました。 

いつも子どもたちでにぎやかな
たこ公園 

マップづくりの様子 

まつながと言えば 
「げた」です。 

まつながのうまい
もんです。 

松永湾の貯木場です。天気のい
い日は海がキラキラ・・・ 

 
９月１８日は入館料無料 

（１０時～１６時） 


