第3回福山ブランド決定

Whatʼs FUKUYAMA BRAND?

福山ブランドって何？ 福山で生み出される商品やまちづく

他にはどんなものが認 認定・登録数は第3回までの合計
定・登録されているの？ で32件。地域の資源を活用した商

り活動の中から「キラリ」
と輝くも
のを認定・登録。福山の魅力として
市内外のイベントや展示会など、
あ
らゆる場面で発信していきます！

日本のものづくりを支える福山の技術…

宇宙から海、そしてファッションまでさまざまな
分野で高く評価されている金属の製造・加工技術。
特殊素材と最先端の技術を駆使し、製品１つ当た
りの低コスト化や工期の短縮を可能にする。

精密金属部品の製造・加工

㈱キャステム
御幸町大字中津原1808‑1 l955‑2221

紙ヒコーキ博物館

コマ大戦

紙ヒコーキやコマを通じて
「ものづくり」の楽しさも
伝えています。

ミニチュア工具セット

中四国・九州で最
大規模の古墳群
「御領古墳群」など、
御領山一帯の見学
道整備とPR活動を
展開。家族向けの
フィールドワーク
やガイド、講演会
も行っている。

子どもたちが主体となり活動の内容
を企画。学区の清掃活動や夏祭り、
ふれあい祭りなどに参加。地域課題
にも取り組み、子どもとおとなの「連
携」
モデルとして注目されている。

かす

「保命酒の花（味付けみりん粕）」
を原材料にした、お湯で溶いて作
しょうが

る甘酒。生姜と黒糖をきかせた健
康志向のスパイシーな味。
㈲入江豊三郎本店
鞆町鞆600‑1 l982‑2013
販売場所：入江豊三郎本店・各店、
天満屋福山店、アンクル（さんすて
福山内）、道の駅（みはら神明の里
（三原市）、さんわ182ステーション
（神石高原町）、ゆめランド布野（三
次市）、クロスロードみつぎ（尾道
市））

1袋にコラーゲン
200mg配合！

産品・サービス部門

※3年以内に開発・改良したものが対象
臨済宗の僧堂で修行僧が食している
形式を体験できる。通常のうどんの
2倍の太さとコシがある麺を使用。

この活動を通じて福山が
もっと大好きになりました。

川口東学区子どもまちづくり委員会
主な活動場所：川口東学区内

l953‑5049（川口東公民館）

…
古代ロマンを
体感しに来てください。

非日常を
体感してください。

「食べる力」
は
「生きる力」
に
つながっています。
よみがえ

御領の古代ロマンを蘇らせる会
主な活動場所：神辺町御領一帯
l090‑2003‑8201（担当：端本）
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1,000円（税込み）※別途拝観料必要
神勝寺 禅と庭のミュージアム
沼隈町大字上山南91 l988‑1111

主な活動場所：市内各所
l090‑9109‑7653（担当：山根）

h福山市都市ブランド戦略推進協議会事務局（情報発信課内l928‑1135）
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神勝寺うどん

たんぽぽごはんの会

福山ブランド認定・登録

検索

瀬戸牧場で育てた
メス豚。
あっさりとし
ながら甘みをもつ
脂肪と臭みがない
赤身が特徴。

こうじ きん

瀬戸のもち豚せと姫

飼料に麹菌を
使うことで、肉の
うまみがUP ！

日本畜産㈱
瀬戸町大字地頭分540 l946‑6800
販売場所：日本畜産わくわく市場店、
フレスタ（北吉津・多治米・三原店）、
ネット販売（自社i、Amazon)

…

旬の野菜たっぷりなたんぽぽ保育園の
給食が話題となり、保護者がレシピ本
の発行や料理教室を開催。食の大切さ
や旬のおいしさを伝えている。

福山の資源を
クリエイティブに表現した商品

福山の魅力を
さらに高めるまちづくり活動

登録活動部門

第3回
福山ブランド
決定

20g 4袋入り／380円（税込み）

クリエイティブで福山らしい商品やまちづ
くり活動を認定・登録する﹁福山ブランド﹂︒
福山の魅力が詰まった﹁福山ブランド﹂を
皆さんも体感してください︒

素材・技術部門

品や福山ならではのまちづくり活
動が選ばれています。詳しくは「福
山ブランド」iに掲載しています。

入江の甘酒

特集

自社栽培の食用ばらの花びらやバラジャム、バラエキスをたっぷり
使用したラクトアイス。

バラアイス（赤・ピンク）

ばらの食感も
・赤100ml／380円（税込み）
楽しんでください！
・ピンク100ml／400円（税込み）
マチモト㈱
芦田町下有地307 l958‑5511
販売場所：天満屋福山店、
自社オンラインショップ
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子育ての相談窓口

あのね

男女共同参画週間記念講演会
（エフピコＲ
ｉＭ９階）
ab７月１日㈯午後２時〜３時３０分※午後１時３０分開場・スカイホール
c演題
「めざせ！自活男女〜仕事×自分×未来〜」
▽講師…白河桃子さん
（作家・少子化ジャーナリスト） ※手話通訳あり
ef ２００人※先着・無料 ▽託児…２歳〜就学前※予約が必要
gh電話・FAXまたは直接、男女共同参画センター（エフピコＲ
ｉＭ地下２階l973‑８８９５
j927‑9121）
へ※受付時間は午前１０時〜午後８時

男女共同参画週間６月23日〜29日

ピックアップ●

はじまる。

今年度男女共同参画週間キャッチフレーズ
まる
まる
にじゅうまる

「男で○、女で○、共同作業で◎」

!?

男女が互いに人権を尊重し、仕事や家庭、地域など、
いろいろな場面でそれぞれの個性と能力を十分に生かし、一人ひと
りが自分らしく生きられる社会はすてきですね。
現在、
「働き方改革」が注目されています。仕事と家庭の両立の実現は、若者や女性が活躍できるだけではなく、男性も生
きやすい社会となり、
まちも活気づきます。
そのためには男女の協力が不可欠です。
この機会に男女のパートナーシップに
ついて考えてみませんか。

!?

国民年金・国民健康保険のお知らせ
■年金を受け取るために必要な資格期間が10年に短縮

■非自発的失業者への国民健康保険税の軽減制度

新たに年金受給対象となる人に、
日本年金機構から年金
請求書を送付します。今までは、受給対象となるために必要
８月１日からは10
な資格期間が25年でしたが、
年に短縮されます。
○年金請求書が届いたら
・年金請求書は、添付書類とともに年金事務所
や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1号被保険者期間だ
けの人は、国保年金課でも年金請求書を受け付けます
・年金記録を確認することで年金を受け取れる場合があり
ます。年金事務所や年金相談センター福山の窓口へ相談
してください
※年金事務所の相談窓口は混雑が予想されるため、事前
に予約して相談をしてください
h福山年金事務所
（☎924‑2181）

倒産や解雇・雇い止めなどで職を失った65歳未満の失
業者には、国民健康保険税の軽減を受けられる制度があり
ます。
▽軽減内容…前年中の給与所得を100分の30と見なして
保険税を計算します
▽軽減期間…離職の翌日から翌年度末まで
▽持参物…保険証・雇用保険受給資格者証・印鑑
※この制度の対象とならない失業者（雇用保険がない人や
65歳以上の人）
は、市の失業減免制度に該当する場合が
あるので相談してください
h国保年金課（資格賦課担当l928‑1055）

■国民年金の保険料納付に困ったときは
失業や所得の減少などで保険料を納めることが困難な
場合、申請により承認されると保険料の納付が免除または
猶予される制度があります。※詳しくは市iまたは日本年
金機構iに掲載
h国保年金課
（年金担当l928‑1052）

４
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震災や風水害などで重大な損害を受け、生活が一時的
に著しく困難となった場合などは、申請をすると一部負担
金が免除または徴収猶予される場合があるので相談してく
ださい。
h国保年金課（給付担当l928‑1054）

■整骨院・接骨院の受診について
整骨院・接骨院で国民健康保険が使えるのは次の場合
です。負傷原因をきちんと伝え、正しくかかりましょう。
○医師や柔道整復師に骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れなど
と診断され、施術を受けたとき※骨折・脱臼については
応急手当てをする場合を除き、医師の同意が必要
○骨・筋肉・関節のけがや痛みで、
その負傷の原因がはっき
りしているとき
主な負傷例
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひ
ねったりして急に痛みがでたとき
h国保年金課（給付担当l928‑1054）

フィンランド語で
「助言の場」を意味する総合的な子育て支援制度です。
妊娠・出産・子育てまでを切れ目なくサポートします。
６月14日から、子育てに関する総合相談窓口をオープン。

あのね。子育てで困ったときは、市内12カ所のあのねで相談！

愛称は

＊

＊正式名称は「子育て世代包括支援センター」

あのねって
どこにあるの
！？

①ふくやま子育て応援センター
（l923‑4352）
⑦蔵王保育所
（エフピコRiM６階l932‑7233）
⑧水呑立正保育所（l956‑1630）
（l928‑1357）
②健康推進課
（l925‑2621）
⑨西保育所
（l930‑0422）
③松永保健福祉課
（l933‑4224）
⑩柳津保育所
（l976‑1218）
④北部保健福祉課
（l0847‑52-5580）
⑪新市保育所
（l940‑2583）
⑤東部保健福祉課
（l963‑0093）
⑫神辺保育所
（l962‑5056）
⑥神辺保健福祉課
▽休館日…①は月曜日
（祝日の場合は翌日）
、
②〜⑥は土・日・祝日、
⑦〜⑫は日・祝日

里帰り出産がしたいけど
どうすればいいの！？

保育所に預けられる！？
保育所や幼稚園について
知りたい

赤ちゃんの体重が
増えているか心配…
妊娠中の
過ごし方は！？

子育てやしつけに
ついて相談したい
発達も心配…

とにかくまずは

・

・・

あなたのネウボラ

あのね
に相談!

もちろんパ
！
パも

国民年金保険料の免除また
は猶予は、申請時点から２年
１カ月前までさかのぼって申
請ができます。納付が困難
な人は相談してください。

■一部負担金の免除・徴収猶予について

ネウボラって
何！？

hネウボラ推進課
（l928 1053） ※詳しくは市iに掲載
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