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日

13日

二上り
おどり大会
１８：００〜２１：15

公式iＱＲコード

今年で連続出場50回目の団体も出場するほどの歴史があ
る伝統行事「二上りおどり」大会。初心者や個人でも参加でき
る飛び入り連や二上りおどり体験コーナーも設置している
ので、誰でも気軽に参加できます。※雨天中止
b○メイン会場…中央公園 ○演舞コース…ひさまつどお
り、宮通り、きたはま通り

飛び入り
当日の 歓迎！
参加大

Day 2

１6：００〜２１：００

17歳から70年間、
二上り
おどりを踊っています。
二上りの魅力は何と言っ
てもゆっくりとしたテン
ポで無我の境地で踊れる
ところです。一緒に踊っ
てみませんか。

福山市古典芸能保存会
会長 星野由幸さん

名前の由来でもある坂本龍馬ゆかりの「いろは丸事件」が
今年で150年の節目を迎えます。
「150年の時をこえて」をサ
ブタイトルに鞆龍馬おもてなし隊が登場するステージなどで
盛り上げます。※小雨決行
b○メイン会場…中央公園 ○商店街会場…宮通り、きたは
ま通り、
とうろうまつり会場（霞三丁目駐車場）、
とおり町交流館

いろは丸
今年は 年推し
事件150
いろは丸事件150年 検 索

！
ぞ
い
ご
今年もす
り
つ
ま
福山の夏
Day 3
15日

あしだ川
花火大会

火

月

14日

いろは丸
YOSAKOI

今年も大迫力の
花火大会です。花
火大会会場には、
た
！ くさんの露店も出
！
なんと 一の長さ！
店しますよ♪楽し
西日本 ０mの
！ みですね。
４０
！
ン
約１，
イ
マ

口上に合わせて、演舞
場の皆さんと踊り子が心
一つになって夏まつりを
盛り上げ楽しむのがいろ
は丸YOSAKOIです。

！
・
たる！
・・・
別席が当
・・・
特
会
大
火
抽選で花ラリー！
プ
ン
タ
ス

二上りおどり大会、いろは丸ＹＯＳＡＫＯＩの演舞を楽しみ
ながらオススメスポットや見どころなどを巡るスタンプラリー
を実施します。市観光アプリ「びんGO！福山」で、福山夏まつり
を思いっきり楽しもう！
※詳しいコースやクリア特典などは、アプリや公式iに掲載
▽実施日…○13日㈰二上りおどり大会コース
○14日㈪いろは丸YOSAKOIコース
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中四国一の打ち上げ数約16,000発というスケールのあし
だ川花火大会。全プログラムを音楽に合わせた演出で行い、大
迫力の花火大会が体感できます。※悪天候時は８月16日㈬順延
b芦田川大橋上流

１９：３０〜２０：４５

ター
水上ス

ローズ福山
田中美奈穂さん
（左）
、
木村麻希さん
（右）

備後しんいち踊り隊
青木正子さん

びんGO！福山で
夏まつりを満喫しよう！

ピックアップ●

いよいよ夏本番。福山夏まつりについて
紹介します！ ※交通規制や駐車場情報
など詳しくは公 式iまたは８月４日㈮の
新聞折り込みチラシに掲載
h福山祭委員会実施本部（l944‑5515）
※夏まつり期間（８月13日
〜15日）の開催状況は
音声ガイド（l0180‑
99‑1305）
へ

８月13日㈰〜15日㈫
Day 1
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アプリの
インストールは
こちら

Android版

iOS版

夏まつり協賛事業
◇さよなら夜店
a８月13日㈰・14日㈪午後６時〜９時
b中心部商店街一帯
（寺岡l090‑3889‑6843）
h福山毎土夜店実行委員会
◇霞本通とうろうまつり
a８月14日㈪午後５時〜８時30分
b霞三丁目商店街、霞町二丁目商栄会路上、霞パー
キング内特設会場 ※雨天時は霞小学校体育館
h神野（l922‑1420）

つな

◇2017みんなで日本のうたを歌い繋ごう市民音楽祭
(夏季大会)
a８月12日㈯午後１時30分〜
b東部市民センター
h清水（l941‑7369）
◇アンコール夜店
a８月19日㈯午後６時〜９時
b中心部商店街一帯
h福山毎土夜店実行委員会（寺岡l090‑3889‑6843）
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福 山 の 未 来 づくりを 応 援してくだ さい
地方創生応援税制

企業版ふるさと納税スタート！
フレフレ！フクヤマ！
（寄附の要件）
①本社が本市に所在しないこと
②1回あたり10万円以上の寄附であること

今年度から、下記掲載の事業など
「夢・希望の実現による福
山未来づくりプロジェクト」
を寄附を通じて応援できる、
「企業版
ふるさと納税」
の募集を始めました。本社所在地以外の地方公
共団体で取り組んでいる地方創生事業に対し、企業が寄附を
行うと、寄附額に応じた税額控除が受けられる制度です。※返
礼品はありません
「夢・希望の実現による福山未来づくりプロジェクト」
とは、本
市の将来を担い、未来を創っていく人材の育成につなげていく
プロジェクトです。
この取り組みに賛同し、寄附を検討する企業
からの支援を待っています。※下記掲載事業は寄附対象事業
の一部です
h経済総務課（l928‑1215）※詳しくは市iに掲載

夢・未来プロジェクト2017

語ろう！夢を未来を！
プレゼン大会
８月19日㈯午後1時〜
県民文化センターふくやま

入場
無料

○夢の発表
（プレゼンテーション）

１次審査を通過した中学生によるプレゼンテーション。
（個人：5件 グループ：５件）

○夢・未来トーク

募集!

中高生に大人気のラジオ番組「９ジラジ」
でお馴染みの
大窪シゲキさんと昨年度のプレゼン大会出場者が、体験
したことや感じたことを語り合います。

チャレンジを応援する企業・団体・市民の皆さんを大募集します。
皆さんのスキル・ノウハウが中学生の夢を後押しします。
中学生の熱い思いをぜひプレゼン大会で！
〜応援例〜
●歌手になりたい × ライブコンサートでのゲストボーカル出演
●自動車の設計をしたい × 自動車の動く仕組みについての講
義と実習

子ども議会

開催します！

10月22日㈰午後１時30分〜
１
２
３
４
５

パティシエになりたい
イラストレーターになりたい

福山ネウボラがスタート

岡﨑 美空さん

書道で人の心を動かすような作品を書きたい
酒見 知花さん
延近 優さん

新体操の技術を磨き、
実力をつけたい

6月14日、福山ネウボラが市内12カ
称は「あなたのネウボラ＝あのね」。エ

千月新体操クラブ

フピコRiMで行われた開設式には、湯

スケートボードの悪いイメージを無くしたい
FT skater

﨑知事も駆け付け、会場は多くの子ど

東北の復興への頑張りをより多くの人に伝えたい
銀河学院中学校３年生
サッカーを頑張りトレセンに選ばれたい
盈進中学校女子サッカー部
もっとバドミントンが強くなりたい 後輩にも強くなっ
てもらいたい
東中学校女子バドミントン部

hまちづくり総務課（☎928‑1217）

高校生議会

10月29日㈰午後１時30分〜

福山城築城400年

安心・安全な暮らし

築城400年事業の事業期間を2022

昨年6月の大雨で発生した瀬戸川

年度までの6年間とし、2019年度を

などの浸水被害の再発防止に向けた

「入封400年」の節目の年とすること

計画的な浸水対策として、瀬戸川の河

を決定。事業のキャッチフレーズを市

床掘削工事が完了しました。土木施設

民投票で選びます。

などの災害復旧事業についても計画

事業の方向性を示す基本方針は7

所でスタートしました。相談窓口の愛

グループの部

❻つ

今回のトピックスは

枝広市長は、当面の市政の状況を6月19日の定例市議会で説明しました。全文は、
市i「ようこそ市長室へ」
に掲載しています。
h企画政策課
（l928‑1012）

外谷 遥さん

産婦人科・NICUで働きたい

ピックアップ●

知ってほしい 最近の福山

空手でJAPANナショナルチームに入る オリンピック
をめざす
今谷 太輝さん

中心市街地の活性化と都市の魅力向上
希望の子育て、安心の医療・福祉とまちの活力の創出
まちの成長をけん引する産業づくり・防災
夢・希望あふれる未来を創る人材の育成
文化・スポーツの振興
市内在住または在学の小学５・６年生と中学生、高校生がそれぞれ
本物の議場で市長・教育長を前に議会を開催します。議会では ５つ
の挑戦 に沿い、市政の現状や課題を調べて新たな施策を提案します。
地域や社会への関心を深め、主体性と福山への愛着を育み、将来ま
ちづくりに積極的に参画する若者を育てます。
h青少年課（☎928‑1046）
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市長が
お知らせします

個人の部

〜５つの挑戦〜 で未来の福山と新しい自分に挑戦するんだっ！
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月に決定。8月をめどに実行委員会を
発足し、事業実施について検討してい
きます。

品の原料となるローズオイルなどの

の重要性を感じたため、医療機関や地
ト体制について検討を始めました。

ふくやま未来づくり100人委員会

こども発達支援センターなど他市

7月16日に開催する4回目には、12

感してもらえる福山ネウボラを構築
していきます。

福山駅前の再生
今年3月にたたき台を示した「（仮
称）福山駅前再生ビジョン」。現在、ビ
ジネス拠点など、再生の軸として駅前
に必要な機能について議論を深めて
います。駅前の再生を早期に実現する
ため、まずはリノベーションによるま
ちづくりの手法を導入します。
駅周辺にある歴史・文化資源を生か
し、都市の顔にふさわしい魅力づくり

より、災害時に迅速かつ適切に対応で

5月に訪問したブルガリアでは、商

ボラと医療機関などとの密接な連携

深めることで、子育てをする幸せを実

また、防災訓練の実施や情報収集・
パトロール体制の見直し・強化などに

ばらのまちづくり

5月のフィンランド視察では、ネウ

にない特色ある子育て支援と連携を

しています。

きるよう取り組んでいます。

も連れの家族でにぎわいました。

域の子育て支援団体と連携したサポー

的に進め、現在9割程度の工事が完了

の部会がそれぞれ描いている福山の
未来像について中間発表を行う予定
です。ふくやま未来づくり応援団も現

分析・証明を行う国立バラ研究所を視
察。今後同研究所とばらに関する情報
交換を行うことについて合意しまし
た。ばらの一大産地であるカザンラク
市も訪問し、都市間連携を深めていく
ことについて合意しました。

在12人で、回を重ねるごとに増えて
います。
今後は部会の議論に関連がある団
体や企業にも参加を呼びかけるなど、
来年3月に完成予定の未来図の実現
に向けた環境づくりにも取り組んで
いきます。

今後は2022年｢世界バラ会議｣地域
大会の誘致やばら栽培の充実、健康・
食などさまざまな分野へのばらの活
用方法の研究を通して、福山のばらの
新しい魅力を創造していきます。

にも取り組みます。
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