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ずっと一緒にいてくれるよね？
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犬を飼うとき
地域猫活動を知っていますか？

動物♥愛護のつどい

猫を飼うとき

共通マナー

●21世紀の朝鮮通信使
●日韓トップ囲碁対局・鞆

トップ棋士紹介

韓国棋士出迎え

関連行事対

　犬や猫は私たちに最も身近で、心豊かな生活に欠かせない存在です。
しかし、飼い主になるということは命を預かる責任や社会に対する責
任が伴います。飼う前に家族みんなで話し合い、大切なパートナーが周
りに迷惑をかけないようにしましょう。また、飼い方をもう一度見直
し、愛情をもって最後まで飼いましょう。

　地域住民が主体となり、野良猫に不妊・去勢手術を
し、餌やりやふん尿の管理などを適切に行うことで、野
良猫の数を少しずつ減らすとともに、ふん尿被害など
を減らし、「住みよい地域」をつくるための活動です。

　９月20日から26日までは動物
愛護週間です。動物を巡る現状を
知り、動物とふれあいませんか。
a９月23日㈯午前10時～午後３時
b動物愛護センター
c動物ふれあい教室や長寿犬の
表彰、犬のしつけ相談、動物クイ
ズ、ワークショップなど※雨天の
場合は一部変更

○ふんは持って帰る
○登録し、狂犬病予防注射を毎年受ける
○放し飼いにせず、リードを付ける
○他人の家の塀や門などに、おしっこをさせない
○鳴き声・悪臭で近所に迷惑をかけない

○首輪・名札を付ける  
○室内で飼う
○公共の場所や他人の土地などをふん・おしっこで汚
　さないように、トイレのしつけをする

○最後まで愛情をもって飼う
○不妊・去勢手術をする
○動物の遺棄・虐待は犯罪です！
○飼い主のいない犬や猫に、無責任に
　餌だけを与える行為はやめましょう

　朝鮮通信使と縁の深い対潮楼などを舞台に、日本と
韓国の囲碁トップ棋士による対局を行います。

　皆さんで盛大に歓
迎しましょう。※小雨
実施。悪天候の場合
は対潮楼で開催
a10月7日㈯正午～
b常夜灯前

10月７日㈯･８日㈰ in 鞆の浦
※見学やイベントの申し込み方法などは、
広報「ふくやま」８月号に掲載
h文化振興課（l928-1117）

■囲碁関係図書の紹介展
a９月26日㈫～10月９日㈪
b中央・松永・北部・東部・沼隈・新市・かん
なべ図書館
■朝鮮通信使船運航
a10月7日㈯～22日㈰
bf市営渡船場↔仙酔島（渡船場）※天候などにより運航
しない場合あり・おとな240円、子ども120円

日本側　青木喜久代八段（写真左）
公益財団法人日本棋院東京本院所属、1991年に女流
棋士史上１位となる18連勝を記録。2006年女流名
人通算５期は史上最多記録。

韓国側　李英信五段（写真右）
財団法人韓国棋院所属、1995年連勝囲碁最強戦で女
性初の本戦出場となり囲碁文化賞を受賞。2003年正
官庄杯ベスト４。

h動物愛護センター（l970-1201）

イ ヨンシン

お知らせ ピックアップ●
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女が得か？男が得か？？
おばちゃん目線でツッコミます！

女が得か？男が得か？？

男女共同参画フォーラム2017 ふくやまワーク・ライフ・バランス
認定制度 申請受け付け中

　ふくやまワーク・ライフ・バ
ランス認定事業者の中で、
特に優れた取り組みを行っ
ている事業者を表彰します。

男女共同参画推進表彰

　大阪のおばちゃん目線で現代社会に愛とシャレでツッ
コミを入れながら、年齢や性別に関わらず、全ての人が
生きやすい社会について講演します。
▽講師…谷口真由美さん（大阪国際大学准教授・全日
本おばちゃん党代表代行）　※講演会の前に、男女共
同参画推進表彰式を行います。ばら苗配布あり（抽選
300人）。手話通訳・要約筆記あり
b県民文化センターふくやま※公共交通機関を利用し
てください

　仕事と家庭の両立支援や
女性の採用・能力発揮・職
域の拡大など男女共同参画
の推進に取り組む事業者を
認定します。認定事業者に
なると事業者のイメージアッ
プや幅広い人材の確保・定
着につながるだけでなく、さ
まざまな特典を受けること
ができます。※詳しくは市i
に掲載

f無料※整理券が必要　▽整理券配布場所…男女共同参画センター、市民相談
課、各支所、県民文化センターふくやま　▽託児…２歳～就学前※要予約（９月２２
日㈮まで）。親子で聴講できる「親子ルーム」も利用可
h男女共同参画センター（エフピコＲｉＭ地下２階☎９７３-８８９５）※９月６日㈬は休館

9/30㈯14：00～16：00

など

いろんな国があつまった！
国際色ゆたかな
「いろいろワールド
マーケット」

音楽ライブ

など

子どもたちによる
ステージ

和菓子創作体験
ふくやまヒーロー
ショー
ミニ白バイに
またがろう！

など

・GAIA EXPO 第3章
・ロボット
　プログラミング
　体験

ものづくり大学inふくフェス！

エフピコRiMの4周年を記念して行われる「ふくフェス！」。
「夢」をテーマにさまざまなイベントを行います。

問い合わせ
詳しくは市iに掲載

産業振興課（l928-1037）
ふくフェス！2017 検索

・宇宙白熱教室
a午前10時30分～　e150人※先着

aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ

●お知らせ ピックアップ
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国民健康保険被保険者証
○年○月○日交付

　2022年に福山城は築城400年を迎えます。福山城築城400年記念事業を盛
り上げるキャッチフレーズを募集します。
▽募集内容…福山城築城400年記念事業基本方針の目的に沿った、福山らし
　　　　　　さが感じられるシンプルで分かりやすいもの
▽募集条件…自作で未発表のものに限る
▽応募用紙配布場所…文化振興課、福山城博物館などの文化施設、各支所、
　　　　　　　　　　各公民館※市iにも掲載
▽決定方法…応募されたキャッチフレーズを基に、市民投票で決定
gh９月19日㈫（必着）までに、所定の応募用紙を、文化振興課（l928-1117）へ

　更新後の新しい保険証や資格証明書を９月中旬に郵送し
ます。
　10月からは必ず新しい保険証で受診してください。
※保険証などは世帯ごとにまとめて、世帯主に郵送
※新しい保険証の有効期限は原則、来年の７月31日㈫
（保険税の納付状況・後期高齢者医療制度への移行・保険種
別の変更によって、期限が異なる場合があります）
　新しく会社などの健康保険に加入したときは、市役所と治
療中の医療機関に必ず届け出てください。
h国保年金課（資格賦課担当l928-1055）、松永（l930-
0402）・北部（l976-8802）・東部（l940-2576）・神辺（l962-
5011）市民課、内海支所（l986-3111）、沼隈（l980-7703）・
新市（l0847-52-5514）支所保険年金担当

　口座振替は支払いの手間がかからず、納め忘れ
を防ぐこともできます。また、口座振替の前納・早
割（当月末振替）を利用すると、国民年金保険料が
割引されます。
　年金手帳・預金通帳・預金通帳届け出印を持参
して、後記へ申し込んでください。
gh福山年金事務所（l924-2181）、国保年金課
（年金担当l928-1052）

　国民健康保険が負担する医療費の主な財源
は、皆さんからの保険税です。医療費が増える
と、保険税の引き上げにつながってしまいます。かかりつけ医を
もち重複受診を控えるなど、適正受診に努めましょう。
h国保年金課（庶務担当l928-1155）

国民健康保険
被保険者証
を郵送します

国民年金保険料の
納付は口座振替で

　日本年金機構から黄色の封筒に入った年金請
求書（年金を受け取るためのお知らせ）が届いた
人は、年金を受け取ることができます。年金請求
書が届いていたら、添付書類と一緒に、年金事務
所または街角の年金相談センター 福山の窓口へ
持参してください。
※加入履歴が国民年金第一号被保険者期間だけ
の人は、市役所国保年金課でも受け付けます
h福山年金事務所（l924-2181）、国保年金課（年
金担当l928-1052）

忘れていませんか？
年金請求の手続き

城があるまち福山
福山城築城400年キャッチフレーズ

【福山城築城400年記念事業基本方針の主な内容】

適正受診を心がけましょう

9月中旬

黄色い封筒

便
利
で　

　
お
得

大
募
集

1619（元和5）年に水野勝成初代藩主が
入封し、1622（元和8）年に福山城が築城
されました。2019年の「入封400年」、
2022年の「福山城築城400年」に向けて
記念事業を実施します。

○目的
　福山城築城400年を契機として、先人の歩みや大切にしてきた思いをあらた
めて振り返り、市民の心を一つにする機会とします。 
　さらに、福山城をはじめ、市全体の歴史・文化資源などの価値を再認識し、磨
き上げ、その魅力を市内外に発信することで、「城があるまち福山」を市民全体
の誇りとします。 
○事業推進期間：2017年度～2022年度
○事業構成：福山城顕彰事業、歴史・文化事業、交流事業、市民企画事業

にゅうほう

お知らせ ピックアップ●
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　１９２３年９月1日に発生した関東大震災の教訓を忘れないよう、また、この時期に多い台風に備えるた
め、１９６０年に｢防災の日｣が制定されました。

9月1日は防災の日　8月30日～9月5日は防災週間

h危機管理防災課（l928-1228）

●家族や地域で防災について話し合いましょう
　阪神淡路大震災以降、日本は地震の活動期に入ったと
いわれており、南海トラフ地震は過去の発生状況から30
年以内に70％程度の確率で発生するといわれています。
また、台風や集中豪雨の被害が全国で毎年のように発生
しており、今年は福岡県や大分県でも多くの人が犠牲に
なりました。

　自然災害を防ぐことはできませんが、事前に対策するこ
とで被害を最小限に抑えることができます。災害が起きた
ときの家族の連絡方法や集合場所、たんすの固定やガラス
の飛散防止などについて、家庭で話し合いましょう。また、
最寄りの避難場所や避難ルートなどを地域で取り決め、訓
練などを通じて地域全体で共有しておきましょう。

●土砂災害など風水害の被害に遭わないために
・土砂災害ハザードマップや洪水ハザードマップで地域の危険な場所などを事前に確認して
おきましょう
・実際に風雨が強まってきたときは、テレビやラジオ、インターネットなどから気象情報を収集
し、無理な外出は控え、危険な場所に近づかないようにしましょう
・本市が発令する避難情報に注意しましょう。たとえ発令していなくても、危険と感じたら安全な場所に自主避難しましょう
・屋外に出ること（水平避難）が危ないと判断したら、建物の2階以上に移動（垂直避難）し、山の斜面と反対側の部屋に避難
するなど命を守るための最善の行動をとりましょう

　近年、全国的に救急車の出場件数が増加しており、本市でも同様に増加しています。
　救急車は、緊急に医療機関へ搬送しなければならない病気やけがの場合に利用するためのものです。安易な利用は、
受け入れ先の医療機関などの負担になり、本当に救急車を必要とする人への対応が遅れてしまう恐れがあります。
救急車の適正利用を心がけ、地域医療を守りましょう。

9月9日は救急の日　9月9日～15日は救急医療週間

h保健所総務課（l928-1164）

●こんな理由で救急車を呼んでいませんか？

●この機会に心肺蘇生法などを学んでみませんか？
　医師による急病時の対策などの講
演や心肺蘇生法に関する実技指導な
どを、市民を対象に次の場所で行いま
す。その他にも、介護従事者などを対象
とした講習会を福山市医師会などが行
います。

松永沼隈地区医師会
保健福祉センター
a9月7日㈭午後1時30分～
3時30分
h松永沼隈地区医師会事務
局（l933-6299）

神辺文化会館
a9月7日㈭午後2時～4時
h深安地区医師会事務局（l972-2814）
府中市保健福祉総合センター「リ・フレ」
a9月7日㈭午後1時30分～4時
h府中地区医師会事務局（l0847-45-3505）

救急車は無料だから 夜間・休日の診療時間外だったから 優先的に診てもらえるから 交通手段がないから

aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ

●お知らせ ピックアップ
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　高齢化が進展する中で認知症の高齢者も年々増加しています。認知症はさ
まざまな要因で起こる脳の病気です。中でもアルツハイマー病による認知症が
約50～60％を占めています。本市では、認知症になっても本人の意思が尊重
され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、次の
取り組みを行っています。

担当地域 相談・問い合わせ

　医師・看護師・介護福祉士などの複数の専門職が認知
症が疑われる人や認知症の人の家庭を訪
問し、本人や家族に対する支援を行い、
自立した生活ができるようにサポートし
ます。

中央部
東　部

西南部

北西部

地域包括支援センター三吉町南
（l927‒9039）

西南部地域包括支援センター
（l933‒6272）

広島県認知症疾患医療センター
（医療法人社団緑誠会 光の丘病院内l976‒1412）
北部東地域包括支援サブセンター加茂

（l972‒3124）北東部

※近くの地域包括支援センターでも相談できます

担当地域 相談・問い合わせ

中央部 地域包括支援センター野上
（l921‒0210）

東　部 地域包括支援センター坪生
（l947‒9090）

西南部 西南部地域包括支援センター
（l933‒6272）

北西部 北部地域包括支援センター
（l976‒0071）

北東部 北部東地域包括支援サブセンター加茂
（l972‒3124）

認知症初期集中支援チーム

　地域包括支援センターには認知症の
人と家族、医療、介護をつなぐコーディ
ネーター(調整役)がいます。認知症に関
する相談や介護・医療・地域のサポート
など各サービスとの連携支援を行って
います。

認知症地域支援推進員
　認知症のことを中心にパネル展・相談会を実施しま
す。
a9月13日㈬午後1時～15日㈮※相談会は9月14日㈭・
15日㈮午前10時～午後4時
b市役所本庁舎1階市民ホール

認知症に関するパネル展・相談会

　認知症の人と家族や認知症に関心がある地
域の人などが気軽に集まり、情報交換や活動
をする自由な場です。市内19カ所で実施して
います（2017年7月末現在）。

認知症カフェ

　認知症を正しく理解し、認知症の人
や家族を温かく見守り支援する「応援
者」になりませんか。
a9月22日㈮・11月7日㈫午後1時30分～3時30分　
b福山すこやかセンター　
c認知症の正しい理解と対応方法※両日とも同じ内容
h健康推進課（l928ｰ3421）｠

認知症サポーター養成講座

　地域包括支援センターは認知症や介護に関する相談
窓口です。認知症の人や家族だけでなく、近所に住んで
いる気になる人の相談など幅広く受け付けています。

身近な相談窓口

●福山地区認知症の人と家族の会
　認知症への理解を深め、家族同士が認知症介護の情
報交換を行い、悩みを共有できる場です。
h福山地区認知症の人と家族の会（佐藤l090ｰ5706ｰ
6762）
●陽溜まりの会東部
　若年性認知症の人と家族、医療・介護関係者などが情
報交換や交流を行う場です。
h福山地区認知症の人と家族の会（佐藤l090ｰ5706ｰ
6762）
●男性介護者の集い
　男性介護者が情報交換を行い、
悩みを共有できる場です。
h福山地区認知症の人と家
族の会（服部l080ｰ1928ｰ6837）

認知症の人や家族の交流の場

　認知症の基礎知識や受けられる支援などについて記
載しています。各支所の保健福祉課の窓
口や地域包括支援センター、公民館など
に設置しています。

　ここで紹介した以外にもさまざ
まな取り組みを行っています。詳し
くは高齢者支援課、各地域包括支援
センターまで問い合わせてくださ
い！

早わかり認知症あんしんガイドブック

だ

認知症認知症の支援について知っていますか？
　9月21日㈭は世界アルツハイ
マーデー！認知症への理解をす
すめ、本人や家族への施策を充
実させることを目的に制定され
ました。

h高齢者支援課（l928-1065）

優しいまち　福山市
認知症の人に

お知らせ ピックアップ●

広報ふくやま 2017年９月号10

○市内女性最高齢者　
　三好　　枝さん（宝町・107歳）
○市内男性最高齢者
　藤井　穰太郎さん（地吹町・106歳）
○100歳以上高齢者373人
　（男性46人、女性327人）

　生活習慣病を予防して健康で生活するためには、
日頃から適度な運動やバランスの良い食事、禁煙を
することが大切です。この機会に日常生活を見直し、
できることから改善しませんか。

▽持参…屋内シューズ・タオル・運動しやすい服装・飲み物

▽持参…屋内シューズ・タオル・運動しやすい服装・飲み物

９月は健康増進普及月間です９月は健康増進普及月間です
「１に運動　２に食事　しっかり禁煙
　　　　　　　　　　　  最後にクスリ～健康寿命の延伸～」

健康づくりのための教室を開催します（申し込み不要） 

運動

■健康運動指導士による運動指導

■運動普及推進員による運動教室　

食事

禁煙

１日どのくらい運動して
いますか。運動は転倒予防や認知症
予防などにつながります。運動教室
に参加して楽しく身体を動かしま

しょう。
３食きちんと食べて

いますか。元気の源は食事です。肉・
魚・野菜などバランスが良い食事を

心がけましょう。

健康のために禁煙に
挑戦しませんか。サポートしてく
れる医療機関（禁煙外来）や薬局も

あります。

駅家西公民館
高島公民館
柳津公民館
加茂福祉会館
本郷公民館
やまわり会館
沼隈支所
新市公民館
坪生公民館

日 時間 ところ

②
日 時間 ところ

■栄養士による栄養教室
日 時間 ところ

■保健師による健康教室「CKD（慢性腎臓病）について」

交流館つねかねまる

③ 日吉台公民館

日 時間 ところ

③
②
③
③
①
②
③
②

松永コミュニティセンター
今津公民館

深津コミュニティセンター
内浦公民館

駅家コミュ二ティセンター
交流館あびき
東村公民館

かんなべ市民交流
センター

日 時間 ところ
③
②
②
④
③
①
②
③

交流館とで
手城公民館
神村公民館

まなびの館ローズコム
千代田会館
宜山公民館
御野公民館
能登原公民館

日 時間 ところ

※公民館などでも定期的に運動教室を実施

いつまでもお元気で
～ご長寿おめでとうございます～

敬老会を開催します

敬老会の対象者

▽時間…①9：30～11：00　②10：00～11：30　③13：30～15：00　④13：30～15：30

■パネル展開催
a9月1１日㈪～１５日㈮
b北部市民センター
c運動や食事から考える
　健康づくりの展示

h健康推進課（l928-3421）、松永（l930-0414）・北部（976-1231）・東部（l940-2567）・神辺（l962-5055）
保健福祉課、沼隈支所保健福祉担当（l980-7704）

　９月18日㈪は「敬老の日」、今月は「老人保
健福祉月間」です。
　多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬
愛し長寿を祝い、地域社会において敬老の精
神や長寿社会への理解と関心を深めるため、
市と各学区の実施団体が共催して敬老会を
実施します。たくさんの人に参加いただき、地

域の皆さんと一緒に長寿
のお祝いをしましょう。

9/4㈪

5㈫

6㈬

7㈭
8㈮
12㈫

②
②
②

③
③
②
②

9/4㈪

9/19㈫ 10：15～11：45

9/6㈬

12㈫

14㈭
15㈮

19㈫

21㈭

21㈭
22㈮

27㈬

28㈭

　敬老会の対象者は、来年４月１日までに75歳以上になる
人です。今年度の対象者は66,140人（男性２５,860人、女性
４０,280人）です（７月31日現在）。
　前年度（６４,１４１人）と比較して1,999人増えています。

※男女最高齢者の年齢は９月１日現
在の満年齢。100歳以上高齢者は来
年４月１日までに１００歳以上になる人
の数

h高齢者支援課（l928‒１０６４）

保健センター（福山すこやかセンター東館）
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