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問合せ：松永生涯学習センター 

西部市民センター２階 

電話 ０８４-９３４-５４４３ 

 

定員：２５０人（先着 整理券必要） 

主催：松永生涯学習センター 

共催：NGO ひろしま 

協力：駐広島大韓民国総領事館 

フレンドリーピックまつなが

カープヂェー実行委員会 

整理券配布場所 

７月３日(水)８時３０分より  

松永生涯学習センター 

（西部市民センター２階） 



― 認
みと

め合
あ

おう みんな違
ちが

って あたりまえ ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 6 月２日（日）13：00～ 

講座名 

 

Toby  the  Tram  Engine

（1952）と Percy the Small 

Engine（1956）の一部 

講師 今林 修 先生 

広島大学大学院文学研究科教授 

 

日時 場所 問合せ先 

7／20 , 10／19 , 1／18 高西コミュニティセンター 084‐934‐2329 

6／15 , 9／21 , 3／21 本郷コミュニティセンター 084‐936‐2312 
申込みはどちらも 

本郷コミュニティセンターへ 12／7 松永コミュニティセンター 

8／17 , 11／16 , 2／15 神村コミュニティセンター 084‐934‐3445 

  

放送大学 公開特別講座のご案内 受講料無料 

【開講場所】 まなびの館ローズコム 

※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 

必ず確認をお願いいたします。 

 
【お問合せ先】 

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 

【おりばらサロン】 
どなたでもご参加いただけます。はじめての方も

大歓迎です。みんなでお話しながら，おりばらを折

ってみませんか。 

日時：６月１４日（金）１３時３０分～１５時 

場所：西部市民センター４階 学習支援室 

西部市民センター１階サロンにておこなっていたお

りばらサロンですが，今年度は，学習支援室にて，

ボランティアさんと一緒におりばらを，楽しみなが

ら折ってみませんか？ 

【松永発見かわら版】柳津学区 

「昭和２０年～３０年代の 

柳津のお店やさん」 
 柳津町の旧県道沿いにあった商店を地図に

残し，「昭和レトロを楽しみましょう！」をテ

ーマに昔を懐かしむ展示です。 

期間：６月１８日（火）～6 月 27 日（木） 

場所：西部市民センター １階エントランス 

【問合せ】松永生涯学習センター 

（電話 084-934-5443） 



 

―高めあう 人権感覚 豊かな未来― 

     
☆社会教育活動事業 

～足腰つよく～筋力アップ体操 

●と き ６月１０日（月） 

     １３時３０分～１４時３０分 

●ところ 藤江公民館 ２階大会議室 

●内 容 講義と実技 

●講 師 石川 ちあきさん 

（オフィスプロスタジオ インストラクター）  

●申込み 必要（人数把握のため） 

●参加費 無料  

●持参物 室内シューズ，タオル，飲み物 

●問合せ 藤江
ふ じ え

公民館へ 

 

 

 

 

 

      

〈６月の行事〉 

☆展示「くつろぐ空間づくり」 

●とき ６月１日（土）～６月３０日（日） 

●内容 香りやインテリアなど空間作りに関す

る本の展示と貸出 

☆展示「ボトルディキング」 

●とき ６月５日（水）～７月１５日（月） 

●内容 ボトルディキングとは，古いボトルを

掘り起こし集めることを言います。 

    現在では見かけることのないレトロな

びんを展示し，様々な趣味を紹介する

本の展示と貸出 

〈定例行事〉 

☆あかちゃんといっしょのおはなし会 

●とき ６月１２日（水）１３日（木）  

１１時～１１時３０分 

●対象 乳幼児とその保護者 

☆松永読書会 

●とき ６月１７日（月）１０時～１２時 

●読本 「この愛のゆくえ」岩波書店 

☆さくらんぼの会（こどもの本を楽しむ会） 

●とき ６月２４日(月)１０時３０分～１２時 

●内容 「未定」 

＜＜図書館のお休み＞＞ ６月１８日（火） 

 

☆社会教育活動事業『予防接種の大切さ』 

●と き ６月２１日(金) 

１３時３０分～１５時 

●ところ 本郷公民館 

●内 容 予防接種をすることで身体に何が起

こるのか。どう作用するのか。 

身近な予防接種について学習しましょう。 

●講 師 石井芳樹さん（石井内科医師） 

●参加費 無料  

●持参物 筆記用具 

●問合せ・申込み 本郷
ほんごう

公民館へ 

 
☆社会教育活動事業「終活セミナー」part１ 

第１回 エンディングノートを書く 

第２回 相続基礎知識 

第３回 身辺整理術 

●と き 第１回 ６月 ４日(火) 

     第２回 ６月１１日(火) 

     第３回 ６月１９日(水) 

１３時３０分～１５時３０分 

●ところ 今津公民館 １階会議室 

●内 容 人生のエンディングを考える 

●講 師 第１・２回 小田 宏治さん 

（相続手続支援センター） 

     第３回 崎谷 裕恵さん 

      （くらしカイゼンアドバイザー） 

●申込み 必要  

●問合せ・申込み 今津
い ま づ

公民館へ 

 
 
☆社会教育活動事業  

いきいきまちづくり  

終活講座 活動寿命を延ばすために 

～おとなの美文字脳活講座～ 

●と き ６月１２日(水) 

１３時３０分～１５時 

●ところ 柳津公民館 ２階会議室 

●内 容 講義 

●講 師 岡本真由さん 

（日本筆跡診断士協会 筆跡診断士） 

●参加費 無料 

●申込み 必要（６月１２日（水）まで）  

●問合せ・申込み 柳津
やないづ

公民館へ 



視覚
し か く

障害
しょうがい

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。 

 

東京オリンピック・パラリンピック 

 メキシコ選手団が  

 福山で合宿を実施  
東京オリンピック・パラリンピックを来年に

控え，全国各地で各国選手団の合宿受け入れが

始まりました。広島県はメキシコ選手団を受け

入れており，福山市はフェンシングやバトミン

トンなど計８種目のチームが合宿を行います。 

各地で交流会，ばら祭りにブース 
５月１８日から１９日にかけて開催された

福山ばら祭りにメキシコブースが設けられま

した。会場にはバトミントンチームの選手も来

場。ポンチョやソンブレロを身につけて記念撮

影をするなど，市民との交流が行われました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボートチームが高西町を訪問予定 

メキシコ選手団と地域の交流会が市内各

地で計画されています。その内，松永地域で

は，ボートチームが７月 30日に高西町を訪

問する予定です。これに合わせ，高西公民館

では，選手団へのプレゼント作りや，広島県

国際交流員のロドリゲスホルヘさんを講師

に，メキシコの文化や自然などについて学習

する講座を計画しています。 

チーム来訪の当日は，高西コミュニティセ

ンターを会場に「アミーゴ！ボートのメキシ

コ選手団と友だちになろう」と題した交流会

を開催し，地域の子どもたちがダンスやレク

リエーションなどで選手団をおもてなしす

る予定です。 

どんな街に住みたいですか？ そう聞かれて思い

出すエピソードをひとつ…。財布を落とし，途方に

くれていた高校生と，お金を貸してくれた人の話が

最近話題になりました。高校生は名乗らなかった恩

人にお礼を言うため，マスコミに協力を依頼。つい

に再会を果たしたそうです。電車で見つかった財布

も無事だったとのこと…。 

背景を考えてみると…，困っているであろう第三

者の気持ちに寄り添う想像力が働いたと思います。

他人の財産を侵害しない社会のルールが守られた

と思います。そして，そんな行為を心地よいと思う 

生き方があったと思います。 

これらは，同じ電車に乗り合わせた人，若者の相

談に協力した人，この記事を読んで「いい話だ」と

思った全ての人が共有する価値観かと思います。 

価値観とは，人が成長する過程の中での出会いや

体験などから学び育つもの…。 

どんな街に住みたいですか？ 利便性や自然など

と合わせ，こんな学びのある街に住みたいかと…。

そして，住民の一人として，子どもたちにいい出会

いを提供できる価値観を持っていたいと思います。 

松永公民館でメキシコ料理教室開催 

松永公民館では，５月９日にメキシコ料理

教室が開催されました。学区の食生活改善推

進員さんが講師を務め，アボガドや豆を使っ

てタコスやディプを作りました。初めてメキ

シコ風料理を作る方も多く「めずらしいもん

をよばれました」「おいしかったよ」「盛り付

けを工夫しました」などの感想を話され，料

理を通してメキシコ文化を知るきっかけとな

りました。 

（ポンチョやソンブレロをつけて記念撮影をする

受講者のみなさん） 


