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いつまでも働きたいシニアの皆さんを応援します！
～生涯現役促進地域連携事業～

　労働人口の減少により市内の
企業の多くで人材確保が課題と
なっている一方、シニア世代の
働く意欲は高くなっています。
　就労意欲がある高年齢者の皆
さんが豊富な知識や経験を生か
し、年齢にかかわりなく活躍す
ることができる環境づくりを進
める「生涯現役促進地域連携事
業」を本格的にスタートします。

●実施事業メニュー
個人向け
 ・ ニーズ調査
 ・ ライフプラン
　セミナー
 ・ スキル習得講座　など

企業向け
 ・ ニーズ調査
 ・ 雇用促進セミナー
 ・ ワークシェア支援　など

個人と企業のマッチング
 ・ 相談窓口、求人開拓活動
 ・ 合同企業説明会
 ・ シニアインターンシップ　など

● 高年齢者雇用促進セミナー
（企業向け）

あ9月27日㈭午後1時30分～3時30分
いものづくり交流館（エフピコRiM7階）
う高年齢者雇用に関する制度紹介、
　高年齢者雇用アドバイザーによる
　講演
え企業経営者、人事労務担当者
お50人程度※先着

● 生涯現役促進ライフプラン
セミナー（個人向け）

あ9月30日㈰午後1時～4時30分
いものづくり交流館（エフピコRiM7階）
うシニア就労に関する制度紹介、生
涯設計に関する講座

え55歳以上で就労に関心がある人
お60人程度※先着

◇　　　 ◇ 　　　◇
きＥメールまたはＦＡＸで、同協議会へ
　※詳しくは市けに掲載

　働くことを通してやりがいや生きがいを得たい高年齢者や高年齢
者に活躍の場を提供したい企業を応援します。気軽に問い合わせて
ください。また、この事業を推進する協議会事務局員を募集します。
く福山市生涯現役地域連携協議会（産業振興課内☎928－1040こ928－
1733）

敬老会を開催します
　9月17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
を祝うとともに、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
団体との共催で敬老会を実施します。
　地域の皆さんと一緒に長寿のお祝いをしましょう。

敬老会の対象者
　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68,105人（男性26,834人、女性
41,271人）です（7月31日現在）。前年度（66,140人）と比較
して1,965人増えています。
○市内女性最高齢者　
　三好　 枝さん（宝町、108歳）
○市内男性最高齢者
　藤井　穰太郎さん（地吹町、107歳）
○100歳以上高齢者411人
　（男性57人、女性354人）
※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

く高齢者支援課（☎928－1064）

いつまでもお元気で
～ご長寿おめでとうございます～
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９月は 健康増進普及月間です
標語：　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～

国民年金についてのお知らせ

　病気やけがなどにより介護が必要な状態になると日常生活にも制限がかかります。
健康寿命とは、健康面で日常生活に制限なく自立して過ごせる期間のことです。健康
寿命が長ければ、それだけ自分らしい生活を楽しむことができます。そのためには
日頃から適度な運動、バランスの良い食事、そして禁煙などに取り組むことで生活習
慣病を予防することが大切です。この機会にできることから改善してみませんか。

運 動
運動を続けることは転倒
予防だけでなく、認知症予
防にもつながります。日常
生活の中で、意識して体を
動かしましょう。

食 事
1日3食きちんと食べていま
すか？主食（ご飯など）、主菜

（肉・魚・卵・大豆など）、副菜
（野菜など）をバランス良く
食べる事がポイントです。

禁 煙
禁煙に挑戦してみません
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。

日 時間 と　こ　ろ
9/3㈪ ② 駅家西公民館

4㈫ ②
高島公民館
柳津公民館

5㈬ ③ やまわり会館
6㈭ ③ 千年公民館
11㈫ ③ 松永コミュニティセンター
12㈬ ② 神村公民館

日 時間 と　こ　ろ

13㈭ ③
深津コミュニティセンター

能登原公民館
14㈮ ② 新市公民館

18㈫
① 北部市民センター
② 交流館あびき

19㈬ ③
多治米公民館
本郷公民館

日 時間 と　こ　ろ

20㈭ ② 東公民館
かんなべ市民交流センター

③ 交流館とで
21㈮ ③ 内浦公民館
25㈫ ② 交流館つねかねまる
27㈭ ① 宜山公民館
28㈮ ② 手城公民館

10/3㈬ ② 加茂福祉会館

健康づくりのための教室 開催時間…①9：30～11：00　②10：00～11：30　③13：30～15：00
■健康運動指導士による運動指導　▽持参…屋内シューズ、タオル、運動しやすい服装、飲み物

日 時間 と　こ　ろ
9/3㈪ ② 保健センター（福山すこやかセンター東館）

日 時間 と　こ　ろ
9/13㈭ ② （元）常コミュニティ館

日 時間 と　こ　ろ
9/26㈬ 13：30～15：30 まなびの館ローズコム

■運動普及推進員による運動教室　▽持参…屋内シューズ、タオル、運動しやすい服装、飲み物

■栄養士による栄養教室「中高年の食と健康」 ■保健師による健康教室「睡眠で心と身体の疲れをとる方法」

く健康推進課（☎928－3421）、松永（☎930－0414）・北部（☎976－1231）・神辺（☎962－5055）
　保健福祉課、沼隈支所保健福祉担当（☎980－7704）

国民年金保険料の後納制度が

今月末で終了します
　後納制度を利用すると、過去5年間に納め忘れた国民
年金保険料を納めることができます。後納制度を利用す
ることで将来受け取る年金額を増額できたり、年金の受
給資格を得られたりする場合があります。保険料を後納
制度で納付するためには事前に福山年金事務所に申し
込み、9月末までに納付することが必要です。
き福山年金事務所（☎924－2181）　く福山年金事務所、
国保年金課（年金担当☎928－1052）

年金相談は
電話予約がスムーズ！

　福山年金事務所では年金相談の電話予約を実施
しています。予約をすることで待ち時間が短縮で
き、相談内容に合ったスムーズな対応ができます。
予約は相談希望日の1カ月前から前日まで受け付
けています。電話予約をする場合は、基礎年金番号
が分かる年金手帳や年金証書を準備してください。
▽予約受付専用…☎0570－05－4890
きく福山年金事務所（☎924－2181）
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より読みやすく より便利に　
広報｢ふくやま｣リニューアル
　広報「ふくやま」をより多くの人に読んでもらえるように10月号からリ
ニューアルします。紙面のリニューアルだけでなく、電子版広報や広報ア
プリの導入で、より便利に情報が得られるようになります。
� く情報発信課（☎928－1003）

？

未来づくりミーティング
福山未来共創塾 参加者募集
　昨年度、ふくやま未来づくり100人委員会

 ＊
が「30年後の福山の未

来図」を描きました。今年度は、未来への可能性をさらに広げてアク
ションを起こしていくために「福山未来共創塾」（全4回）を開催します。
　取り組みたいテーマや解決したい課題をもち寄り、学び合いの中
から「未来につなぐシゴト（志事・仕事）」を共に創り出しませんか。
　今回は1回目の募集内容について掲載します。
あ9月15日㈯午後1時30分～5時30分　いまなびの館ローズコム
うオープニングトーク　▽講師…笹谷秀光さん（㈱伊藤園顧問）、
ワークショップによるアイデアの共有とプロジェクト案の創出　
え福山の未来づくりに自ら取り組む意欲がある
人※市外在住の人も可　お100人※先着　き9月
13日㈭までに、専用けから専用の申し込みフォー
ムで　く協働のまちづくり課（☎928-1051）　※詳
しくは市けに掲載

＊ふくやま未来づくり100人委員会は、公募によって選ばれた100人の委
員が自由に夢やアイデアをもち寄り、福山の未来づくりを共に考え、協働
する場として開催されました

●全ページをフルカラーにすることで見やすく、読みたくなる
紙面にします
●32ページから24ページにすることで情報が探しやすくなります
●特集の内容を連想させる写真などを使った表紙デザインにし
ます
●市政情報や地域の魅力などを深掘りした特集ページにします
●シニア世代向けのコーナーや企業協賛による懸賞付きアン
ケートなどを新設します
●市民団体のイベントなどを掲載している「みんなの掲示板」は
電子版広報に掲載します
●記事の詳しい内容は電子版広報に誘導します

　広報紙配信アプリ「マチイロ」を10月から導入
します。このアプリをスマートフォンなどでダ
ウンロードして設定すると、毎月スマートフォ
ンやタブレットに最新の広報紙が届き、いつで
もどこでも無料で読むことができます。

　広報「ふくやま」をインターネットで見ること
ができる「電子版広報」を10月から市ホームペー
ジ内に作成します。

●斬新で見やすく読みやすいデザインにします
●パソコンやタブレット、スマートフォンなどの
端末に対応します
●コーナー別検索など、検索機能の充実を図ります
●広報紙に掲載した記事の詳しい内容を掲載します
●多言語翻訳や音声読み上げに対応します

紙面のリニューアル

広報アプリ「マチイロ」

電子版広報

電子版広報トップ画像
（イメージ）

〈福山未来共創塾のイメージ〉

〈30年後の福山の未来図〉
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　認知症とは、いろいろな原因で脳の働きが悪くなったため、生活する上で支障が
出ている状態のことです。認知症者数は現在65歳以上の7人に1人と推計されており、
2025年には65歳以上の5人に1人までに増加するといわれています。

　アルツハイマー病は認知症の一つで、脳に特殊なタンパク
質がたまり、主に頭頂葉と側頭葉の神経細胞が減少することに
よって起こる病気です。認知症の約6割を占めています。認知症
への理解を深め、本人や家族に援助と希望をもたらすことを目
的に9月21日が世界アルツハイマーデーとして制定されました。

相談窓口

記憶の帯

記憶の帯

◆一般的な物忘れ

◆認知症による物忘れ

体験の一部を忘れる

体験そのものを忘れる

認知症について
知っていますか？く高齢者支援課（☎928－1065）

　認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。本市では、認知症になっても本人の意思
が尊重され、住み慣れた地域でできる限り安心して暮らし続けられるよう、次の取り組み
を行っています。気になる症状があれば医療機関や相談窓口に相談してください。

■認知症の人や家族の交流の場
●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。
く福山地区認知症の人と家族の会（佐藤☎090－5706－6762）
●陽

ひ だ
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。
く福山地区認知症の人と家族の会（佐藤☎090－5706－6762）
●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。
く福山地区認知症の人と家族の会（服部☎080－1928－6837）
■認知症サポーター養成講座
　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。
あ9月21日㈮・11月6日㈫午後1時30分～3時30分
い福山すこやかセンター
う認知症の正しい理解と対応方法※いずれも同じ内容
く健康推進課（☎928－3421）

■認知症カフェ
　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22カ所で実施し
ています（2018年7月現在）。

■地域包括支援センター
　介護や認知症に関する身近な相談窓口で、市内24
カ所に設置しています。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。近くの地域包括支援センター
へ気軽に相談してください。
■認知症地域支援推進員
　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医療・介護・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。
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

（☎921－0210）

東　部 地域包括支援センター坪生
（☎947－9090）

西南部 西南部地域包括支援センター
（☎933－6272）

北西部 北部地域包括支援センター
（☎976－0071）

北東部 北部東地域包括支援サブセンター加茂
（☎972－3124） ■パネル展・相談会を開催します

　介護や認知症のことを中心にパ
ネル展・相談会を実施します。
あ9月6日㈭～9日㈰※相談会は8日・
9日午前10時～午後3時に実施
いフジグラン神辺
く高齢者支援課（☎928－1065）


