
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくやま子どもフェスティバルで
かつやくしよう！ 

まなびっこアカデミー２０１９ 

おもちゃ病院ドクターに 
弟子入りコース 

 

１０月１２日（土）１０時～１２時 

 「おもちゃ病院のお仕事を知ろう！」 
 

   １９日（土）１０時～１２時 

 「ふくやまおもちゃ病院深津へ行ってみよう！」 

 

当日，おもちゃ病院のコーナーでドクターの補助

をするよ！こわれたおもちゃを治してみよう！ 

定員：５人 

手話で伝えようコース 
 

１０月 ５日（土）１０時～１２時 

 「手話ってなあに？」 
 

    １２日（土）１０時～１２時 

 「手話で歌おう！」① 
 

    １９日（土）１０時～１２時 

 「手話で歌おう！」② 

 

当日，ステージで手話の自己紹介や手話歌

を発表するよ！手話を使って表現しよう！ 

「まなびっこアカデミー」の各コースで学

んだことを活かして，11 月 3 日（日）

に開催する「ふくやま子どもフェスティバ

ル２０１９」で活躍してくれる人を募集し

ます。 まなびっこアカデミー 

アナウンサーコース 
 

１０月１２日（土）１５時３０分～１７時３０分 

 「アナウンサーのお仕事を知ろう！」 

 

    ２６日（土）１０時～１２時 

 「アナウンスの練習をしよう！」 

  

当日，ステージで司会をするよ！アナウンスのコツ

を教わろう！ 
定員：５人 

定員：１０人 

★会場 まなびの館ローズコム   ★対象 小学４～６年生 
※手話で伝えようコース         （１１月３日(日)ふくやま子どもフェスティバル 

10/12(土)は盈進中高校        ２０１９に参加できる人） 

 ※おもちゃ病院ドクターコース 

  10/19(土)は深津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

★申込みは，電話かファックスで ９月１０日（火）８時３０分から 

希望のコース，名前，連絡先，学校，学年   ※先着順です 

 

 

申込み先 

中部生涯学習センター 

TEL０８４－９３２－７２６５ 

Fax０８４－９２８－８６０９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主催 福山市中部生涯学習センター 

電話 084-932－7265  fax084-928－8609 

共催 光学区まちづくり推進委員会 

   光学区住みよいまちづくり協議会 

   光公民館 電話 084－925－4258 

★参加無料 

★手話・要約筆記あります。 

★駐車場は，光小学校グランドをご利用

ください。 

當山
とうやま

 敦
あつ

己
き

さん 
沖縄県出身。性同一性障害当事者であ

り，2016 年に性別適合手術を受け，

2017 年 1 月に戸籍上の性別を女性から

男性へと変更。2 月に広島県に移住し，自

身の体験をもとに講演会や当事者サポー

トなどの活動をスタート。2018 年 2月，

ここいろ hiroshima を立ち上げ，さーち

ゃんと共に『誰もが自分らしさを表現でき

る世界』をめざして活動中。 

 

 

 
高畑
こうはた

 桜
さくら

さん 
広島県出身。セクシュアリティはレズビ

アン（Ｘジェンダー傾向あり）３年間の小

学校教員を経験した後退職，2018 年５

月から神石高原町地域おこし協力隊へ就

任。ここいろ hiroshima をあっきーと立

ち上げ，地域おこし協力隊と２足のわらじ

で活動中。 

 

 

 



 
 
◆団体別学習会   
『芦田川が氾濫したとき， 

私たちはどう対処すればいいのか』 
と き ９月２８日（土）１０：００～１２：００ 

ところ 川口公民館 会議室   

講 師 佐藤 千代子さん（防災士） 

内 容 受講後，災害時に役立つ「パラコードブレスレ

ット」を作ります。 

対象者 成人 定員 ４０人  
参加費・材料費・持参物・申込み なし         
◆問合せ  川口公民館（９５３－２３９３） 

 
 
◆社会教育活動事業  
『アートワークでコミュニケーション』  

と き ９月１７日（火）１３：３０～ 
ところ 南公民館 会議室 
講 師 倉橋 ゆかりさん（アドラー心理学カウンセラー）  
内 容 アートを通じて自分への気づきやコミュニケ

ーションを楽しむものです。アート（絵）に苦
手意識を持っている方でも安心して参加でき
ます。絵の得意・不得意は関係ありません。 

対象者 成人 定員 １０人 参加費・材料費 なし 
持参物 オイルクレヨン１２色   ※申込み必要！  
◆問合せ・申込み  南公民館（９３２－０３７４） 

 
 
 
◆うたごえ広場 
～合言葉は『みんなで歌えば怖くない』～ 

と き １０月７日，２１日，２８日， 

    １１月１１日，１８日まで（全５回） 

毎回月曜日 １０：００～１１：３０まで 

ところ 本庄コミュニティセンター  

講 師 徳毛 陽子さん・畑久美子さん（音楽講師） 

内 容 歌うことが好きな方，歌いたいけど楽譜を読む

のが苦手な方など初心者大歓迎！どなたでも

参加できます！ 

対象者 高齢者 定員 １５人 参加費・材料費 なし 

◆問合せ・申込み          ※申込み必要！ 
本庄コミュニティセンター（９２３－８４７５） 

 

 
      

◆みよしコミュキッズチャレンジ 

『手品にチャレンジしよう！』 
と き ９月１９日（木） １５：００～ 

ところ 三吉コミュニティセンター １階 第２会議室  

講 師 平櫛 善己さん 

内 容 手軽な材料（新聞紙など）で手品の道具を作って 

    みんなを驚かそう！ 

対 象 小学生  定員 １６人 参加費・材料費 なし 

持参物 飲み物 筆記用具 まちパスポイントシール帳 
 
◆問合せ・申込み ※申込み必要！ ９月１７日まで受付 

三吉コミュニティセンター（９２３－８８６５） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
  

◆西深津学区人権講座（人権啓発講座） 
  

第１講座『情報社会の機器が危機を生む』 
～差別書き込みの規制を～ 

と き ９月１１日（水）１９：００～２０：３０ 

講 師 川﨑 正明さん（全国隣保館連絡協議会顧問） 

内 容 私たちの暮らしを便利にするインターネット。 

しかし一方では悪質で差別的にばらまかれる個人 

情報によって人権が侵害されています。差別をな 

くすために私たちにできることを考えましょう。 
 

第２講座『瞳の奥にあるもの』 
～素顔の子どもたち～ 

と き ９月２５日（水）１９：００～２０：３０ 

講 師 木村 素子さん 

（特定非営利活動法人「学習支援ヴァパウス」代表） 

内 容 社会問題となっている「子どもの貧困」問題に 

日々取り組まれています。子どもたちとの関わり     

の中から見えてくるもの，子どもの「瞳の奥にあ 

るもの」をテーマにお話をしていただきます。 

   

  会 場 深津コミュニティセンター ２階 大会議室 

対象者 成人（一般）どなたでも 

  定員・参加費・材料費・持参物・申込み なし 

  その他 要約筆記あり 駐車場 中溝公園 

 ◆問合せ 深津コミュニティセンター（９２３－８１０３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

まちパス 

２５Ｐ 

“芦田川 きれい☆きれいプロジェクト” 

2019年度 芦田川 水辺の学び舎 

スジシマドジョウ 

 参加者募集 

コウライニゴイ 

芦田川で魚しらべなどの体験学習会を行います。みんなで芦田川の生き物をさがそう！ 

日   時 ： ９月 29日（日）9：30～15:00(小雨決行) 
集合場所 ： 府中消防署 3 階（9：15集合） 
体験場所 ： ①芦田川（府中市大渡橋付近）、 

②出口川（府中 POM付近）のいずれか 
内   容 ： 芦田川に実際に入って、生き物を探す、調べる、 

観察する体験学習会 
対   象 ： 小中学生、保護者他 
参加費用 ： 無料 
 

応募方法 ： 郵便番号・住所・氏名・年齢・学年・電話番号・バス利用の有無を
記入し、下記のいずれかの方法で申込受付。※当日福山駅から
無料送迎バスが出ます。 

       ■はがき：〒720-8555 
（住所不要）エフエムふくやま「水辺の学び舎」係 

       ■FAX：084-920-8778 
       ■mail：aemc@ｆm777.co.jp 
       ※お問合せ先 芦田川環境マネジメントセンター事務局 

 TEL：090-2381-6619 

 
みんなでお魚さがし 

に挑戦しよう！ 

ギンブナ 



 

 

 

 

 

 

日 時 講座名 講 師 

９月７日（土） 

10：３0～ 
キャリア心理学の理論 

髙澤 健司 先生 

（福山市立大学教育学部准教授） 

※受講前には放送大学広島学習センターホームページで日程変更等について必ず確認をお願いします。 

【開講場所】まなびの館ローズコム 

【お問い合わせ先】放送大学福山サテライトスペース 福山市霞町１－１０－１（まなびの館ローズコム３階） 

TEL：０８４－９９１－２０１１ FAX：０８４－９９１－２０１２ 

 

 

 

 残暑が残る９月ですが，台風が通り過ぎてからは少し暑さがやわらいだ気がします。台風や津

波，地震など，近年は自然災害が多く，防災について考える機会が増えてきています。９月１日

は「防災の日」，毎年８月３０日から９月５日は「防災週間」と定められています。このことから

も９月は台風，津波，地震など，災害について認識を深め，防災意識を高める良い機会ではと思

います。「防災」とは「災害を防ぐこと」です。災害とは，自然災害のみならず人為的災害も含ま

れます。過去の災害から一人ひとりが「防災」について考えて，学び，知識を深めていけば，自

分の命を守るだけでなく，大切な人の命を守り，被害を最小限に抑えることができるのではない

でしょうか。福山市 HPにもハザードマップ，避難場所など，防災に関する情報も多数掲載され

ていますので，ご活用いただければと思います。 

 
 

視覚障がい等の理由がある人のために，営利目的を除き「録音」「点字」「拡大」などを認めます。 

日 時 行 事 内 容 場 所 

９月１１日（水）～ 

１０月７日（月）まで 

開館時間中 

展示「手話をはじめてみませんか？」 
９月２３日の「手話言語の国際デー」にちなみ，「福山市こころをつなぐ手話言

語条例」や学校での取組，簡単な手話などを紹介。あわせて関連本の展示・貸出。 

１階  

展示コーナー 

９月 1３日（金） 

13：30～1５：30 

          読 書 会 
主催／読書グループ「あしの会」 読本『にんじん』 

ジュール・ルナール／著 高野 優／訳  新潮文庫 

３階 集会室 

９月 1４日（土） 
13：30～16：30 

外国人ビザ無料相談会 

※申込み：９月１２日（木）までに来館または電話で。 

２階  

グループ学習室 

９月１８日（水） 

11：00～11：30 

あかちゃんといっしょのおはなし会 

※９月１９日（木）も行っています。  
３階 集会室 

９月２８日（土） 

13：00～18：00 

ビジネス相談会 

中小企業診断士による起業・経営相談会 

※申込み：９月２１日（土）までに来館または電話で。 

２階  

グループ学習室 

毎週水曜日 

13：00～16：00 

ボランティアによるビジネス相談会 

※予約がある場合に行っています。（前日までに来館または電話で申込み） 

２階  

グループ学習室 

＝人権は 一人ひとりの 宝物＝ 

放送大学 

『防災』とは…？ 

 


