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日   時   １１月１２日（土）１０：００～（２時間程度） 

集合場所    福山市園芸センター 駐車場（福山市金江町藁江６０９番地） 

講   師   田口 義之さん（備陽史探訪の会 会長） 

対   象   ２０代・３０代の方はどなたでも 

参加費無料・要申込み 

※歩きやすい服装，飲み物持参でご参加ください。 

申込み先  松永生涯学習センター 

電話 084-934-5443   FAX 084-934-8251 

Mail：matunaga-shougai-gakushuu@city.fkuyama.hiroshima.jp 

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」 

 まつなが応援隊「まつなが colors（カラーズ）」で自分たちの住む地域のことを知り，共感しあえる

仲間たちと，新しい活動をつくっていきませんか。楽しく活動しながら，松永地域を盛りあげてくださ

る青年の方を随時募集しています。今回の活動はこちら！！ 

 

 

【パネル展示】 

「村上宏治 東日本大震災写真展②」   

（協力：村上アーカイブス） 
 

東日本大地震から５年。あの日あの時，そして今，

被災地が教えてくれることとは…。 

支援活動を続けている写真家，村上宏治さんが今の

被災地を伝えてくれます。ぜひご覧ください。 
 

 

展示期間 11 月７日(月)～11 月 14 日(月) 

展示場所 西部市民センター １階エントランス 

【折りばらサロン】 
 

はじめての方も大歓迎です！ 

みんなで折りばらを折ってみませんか？ 

日時 11 月 15 日(火)13 時 30 分～15 時  

場所 西部市民センター１階サロン 

 

【問合せ】 松永生涯学習センター  （電話 084-934-5443） 

【「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。今回は今津小学校を展示します。 
 
期間 １１月２４日(木)～１２月９日(金) 

場所 西部市民センター１階サロン 
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日時：１１月１９日（土）１０：３０～１２：００ 

講座名：英国中世詩人チョーサーの人と文学 

    －曖昧性（ambiguity）の観点から― 

講師：中尾佳行先生 

（福山大学 大学教育センター教授） 
 

日時：１１月１９日（土）１３：００～１４：３０ 

講座名：睡眠科学への招待：その後半 

講師：廣重佳治先生（福山市立大学 教育学部教授） 

放送大学 
公開特別講座のご案内 

受講料無料！ 

【開催場所】まなびの館ローズコム 

【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 

 

【パソコンからの参加方法】 

検索キーワード「河川浄

化チャレンジ」からホー

ムページへアクセスし，

参加者登録 

《参加方法》 

《お問合せ》 
◎芦田川環境マネジメント 
センター事務局 

■TEL：090-2381-6619  
■E-mail：aemc@fm777.co.jp  

◆ QRコード ◆ 

 
◆ URL ◆ 

http://goo.gl/N9Ze7 

参加者募集 

河川浄化チャレンジ月間 
11月の1ヶ月間，家庭でできる水質浄化の取り組みによる水質改

善効果を調べるイベントを開催します。きれいな芦田川を目指して，
みんなで水質浄化に取り組もう！抽選で川をきれいにするグッズ等が
当たります。奮ってご参加ください！ 

“芦田川 きれい☆きれいプロジェクト” 

《取り組み内容》H28.11.1～11.30 の 1 ヵ月間に以下の 5 つの取り組みを実践！  

① 排水口にネットをかけて，調理くずや食べ残しを流さない 
② 汚れのひどい鍋，食器類は，ふき取ってから洗う 
③ 食用油は直接流さず，紙にしみ込ませたり，固めたりしごみとして出す 
④ 食器類を洗う時に，洗剤の使用量を減らす 
⑤ 洗濯の時に，洗剤の適量使用を心がける 

【携帯・スマートフォンから

の参加方法】 

ＱＲコードの読み取り，

またはＵＲＬからホーム

ページへアクセスし， 

参加者登録 

11 月 

【はがきによる参加方法】 

詳しくは，ホームページ

（http://fm777.co.jp/pc/

aemc/）をご覧下さい。 

福山市西部市民大学 講座のおしらせ 

教養講座（講演） 

 

 「歩く」という運動がコレステロールや中性脂肪など

気になる数値をどう変化させるか，ウォーキングの

楽しみ方などお話していただきます。 
 

日時 １１月１８日（金）１３：３０～１５：００ 

場所 西部市民センター ５階 多目的室 

講師 平松携さん（尾道市立大学名誉教授） 

定員 １００人（申込不要）・無料 

特別セミナー（ワークショップ） 

 

きのうまでのメモ！今日からのメモ！ 

さあ！やってみよう！ 
 

日時 １１月２５日（金）１３：３０～１５:００ 

場所 西部市民センター ５階 多目的室 

講師 倉橋ゆかりさん 

定員 １００人（申込不要）・無料 

うたごえ広場 

 誰もが馴染みのある曲を選曲し，その曲にまつわ

る思い出とともに参加者みんなで歌います。講師の

ソロもご披露いただきます。 
 

日 時 １２月３日（土）１３:３０～１５：３０ 

場 所 西部市民センター ２階 ホール 

講 師 福永真弓さん・藤井恵子さん（ピアノ） 

定 員 ３００人 

参加費 ２００円（歌集代） 

＊歌集の準備の都合の上，申込みが必要で

す。１１月７日（月）から，電話または直接事

務局へ，お申込みください。 

 

問合せ 福山市西部市民大学事務局  

電話 ０８４－９３４－５４４３ 

（松永生涯学習センター内） 

＊どなたでも参加できます。 

＊駐車場については，当日駐車場係の指示

に従い臨時駐車場をご利用ください。 

http://goo.gl/N9Ze7


 

 
 

人権啓発講座 

★理解しよう発達障がい「どうしていうことを聞い

てくれないの？」～発達障がい児の非行を考える～ 

●とき  １１月３０日（水）１８時 30 分～ 

●ところ 西部市民センター ２階ホール 

●講師 永井智樹さん（相談支援専門員） 

●内容 発達障がいについて正しい知識をもち，理

解し学習を深めます。 

●託児あります。 ※申込み必要  

●申込み・問合せ 神村
か む ら

コミュニティセンターへ 
 

 

 

 
   
交流促進講座開催事業 地域交流事業 

★料理教室 季節の食材を上手にとろう！ 

●とき  １１月２２日（火）１０時～12 時 

●ところ 高西コミュニティセンター 

●講師 蔵本博美さん（地域活動栄養士） 

●メニュー えびと豆腐の花しゅうまい 

里芋とじゃがいものポテトサラダ 

根野菜のみそ汁 

●材料費 300 円  

●申込み １１月 1９日（土）午前中まで 

●持参物 エプロン・三角巾・米１合 ●定員 15 人 

●申込み・問合せ 高西
たかにし

コミュニティセンターへ 
 

交流促進講座開催事業 高齢者交流事業 

★憩いの広場 ひまわり茶屋 

●とき １１月２５日（金）９時３０分～１１時 

●ところ 高西コミュニティセンター 

●内容 １００円モーニング 

●材料費 １００円   ●対象者 高齢者 

●申込み １１月２２日（火）まで 

●問合せ・申込み 高西
たかにし

コミュニティセンターへ 

 

 

☆秋のおはなし会 

●とき １１月１２日（土）15 時～15 時 40 分 

●内容 エプロンシアター「おむすびころりん」大

型紙芝居「ごきげんのわるいコックさん」 

    大型絵本「ぽんたのじどうはんばいき」他 

☆聞いて楽しむ宮沢賢治 

●とき １１月１９日（土）14 時～1５時 

●ところ 西部市民センター ５階多目的室 

●内容 花巻市出身の吉田路子さんによる詩の朗

読や作品の読み聞かせなど 

●対象 小学生以上 

●定員 ７0 人（先着） 

●申込み １１月２日（水）10 時～ 

来館または電話 

<１１月の定例行事> 

☆あかちゃんといっしょのおはなし会 

●とき １１月８日（火）・１４日（月） 

１１時～１１時３０分 

●対象 乳幼児とその保護者 

☆松永読書会 

●とき １１月２１日（月）１０時～１２時 

●読本 「呪われた腕」 

トマス・ハーディ／著 河野一郎／訳 新潮社 

☆さくらんぼの会（こどもの本を楽しむ会） 

●とき １１月２９日（火）１０時３０分～１２時 

●読本 「さらわれたデービッド」   

Ｒ・Ｌ・スティーブンソン／著 坂井晴彦／訳 

＜＜図書館のお休み＞＞ １１月１５日（火） 

 
  
社会教育活動事業 「地域の魅力再発見」 

●とき １１月２３日（水）９時～１２時 

●ところ 藤江町５番組から６番組 

●講師 杉原 榮さん（元藤江公民館長） 

●内容 名所，史跡めぐり 

●持参物 飲み物，動きやすい服装・靴 

※小学生の参加はおとな同伴 

●問合せ・申込み 藤江
ふ じ え

公民館へ 

団体別等学習事業 「こころ豊かに生きるために 

～みんなでつくる地域の絆～」 
●とき １１月３０日（水）13 時～14 時 30 分 
●ところ 藤江公民館 2 階大会議室 
●講師 藤井 雅子さん（元保育士） 
●対象者 高齢者 

●問合せ 藤江
ふ じ え

公民館へ 

 

 
  
社会教育活動事業 
★野菜とくだものを中心にした食事 

●とき  １１月１２日（土）１０時～1１時３０分 
●ところ 金江公民館 
●講師 うえはら美穂さん（野菜ソムリエ） 
●内容 野菜やくだものの魅力，人間の体にとって 

の効能について 
●申込み １１月 1０日（木）まで 
●定員 ３０人 

●問合せ 金
かな

江
え

公民館へ 
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2016 年(平成 28 年) 

福山市総合防災訓練について（ご案内） 

次のとおり，全市一斉の防災訓練を実施します。 
 

日 時 2016 年(平成 28 年)11 月 27 日(日)午前 9 時から 

想 定 午前９時に『南海トラフ地震』が発生 

（マグニチュード９．１／震度６強） 

内 容 全市民が地震直後の身の安全を守る行動をとる。 

(例)頑丈なテーブルの下に入るなど 

合 図 次の方法により，当日午前 9 時に訓練開始の合図をお知らせします。  
（携帯電話）  

●緊急速報メール（福山市内にいる方） 

●市登録制メールサービス（登録されている方） 

（屋外：沿岸部） 

●防災行政無線による放送 

（その他） 

●自治会への一斉ファックス，車両広報等でお知らせします。 
 

※災害等により訓練を中止する場合は，市登録制メールや防災行政無線等により 

お知らせします。 

松永支所管内は，2017 年(平成 29 年)3 月 5 日(日)に合同防災訓練が 

ありますので，今回は自主訓練を基本とします。各家庭での取組をお願いします。 

 

１０月２日（日），はきもの資料館にて，９学区（町）が協働で行

っている取組を知るとともに，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学ぶ課外活動をおこない，２

７人の参加がありました。 

まず，はきもの玩具館で，「はきもの資料館」の目的や松永の伝統

産業である塩と下駄の深い関わりなどについて，はきもの資料館の

内田事務長からお話していただきました。 

その後，同じ敷地内にある旧丸山商店事務所に行き，はきもの資料館館長であり，松永地区まち

づくり推進委員会連絡協議会の牧平会長から，行政との協働運営についてお話していただきまし

た。運営には，２０１５年７月から延べ１,１００人のボランティアがかかわっており，「これまで

も行政と９学区（町）が協働で事業を行ってきた経験があったからこそ 

組織化することできた」と教えていただきました。 

最後には，館内や同日開催の「あしあとマーケット」を自由に見学 

して楽しんでいただきました。今回のフィールドワークをとおして， 

参加者のみなさんに，松永地域の伝統産業や文化を知っていただくと 

ともに，松永地域の歴史を子どもたちに伝えていくための取組を地域 

全体で行っているということを知っていただくことができました。 

 

フィールドワーク 

（松永会場） 


