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港輝祭

港輝祭i

11/11㈯・12㈰10：00〜18：30
市立大学港町キャンパス ※雨天決行

サークル・学生による発表

見どころ１

開学７年目になり、にぎやかなキャンパスとなりま
した。今年は「虹」をテーマに、３つのステージでサーク
ル・学生による発表や毎年好評のビンゴ大会など子ど
もも楽しめる多くのイベントを準備しています。
※大学の駐車場には限りがあるので、公共交通機関を
利用してください
h市立大学学務課（☎999‑1113）

ラバーガールによるスペシャルイベント

吹奏楽部による演奏
などを行います。

展示・販売
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ab○11月10日㈮〜16日㈭・福山すこやかセンター
○11月7日㈫まで・西部市民センター
○11月17日㈮〜23日㈭・東部市民センター

cスニーカー ︑オ リ ジナル 着
物 ︑ベッド・デスクのほか 小 物
品の展示販売
▽実 演 ⁝ハン ダ ゴテ ︑未 来 の
車いすなど ▽体験⁝表装裏
え と
打ち︑干支瓦など
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アルコールに関するパネルやポスター展示

大学・研究機関

a11月15日㈬・17日㈮午後１時30分〜３時
b福山すこやかセンター
gh11月10日㈮までに、健康推進課へ

適切なサポートを受けることが回復につながりま
す。一人で悩まず家族や医師、保健師などに相談してく
ださい。

c研 究 の 紹 介 ︑ ３ Ｄプ リ ン
ター・ハンドスピナー製作
体験

アルコール相談会

依存症って治るの？

チャレンジ・研究開発

アルコールは、寝付きを良くする働きはありますが、
睡眠が浅くなりやすいため睡眠の質が低下します。さ
らに、お酒には依存性があり、飲みすぎることでアルコー
ル依存症になる可能性があります。

Q

c創 業 者 が 開 発 し た 新 商 品
や企業研究成果の発表

飲むとよく眠れるの？

アルコール依存症は、飲酒のコントロールができな
くなる病気で、飲酒をしていれば誰でもなる可能性が
あります。近年、女性や高齢者のアルコール依存症が増
加しています。

ものづくり実演体験

アルコールは、憂うつな気持ちを一時的に和らげま
すが、酔うと思考の幅を狭め、自暴自棄な結論を導きや
すくなります。
また、飲酒量が増加するとうつ病の誘因と
なったり、
うつ病を悪化させたりし、自殺の危険性を高め
ることにもなりかねません。

Q アルコール依存症って？

c藍 染 ︑ 染 料 を 使 っ た 入 浴
剤︑げたの鼻緒立て︑ばら
グッズ︑マイ箸など

Q ストレス解消になるの？

験の ほか 、地域 の企 業や 大学・
地場 産業 の実 演や もの づく り体
ステージなど盛りだくさん。
飲食、
研究機関の展示、全国物産の販売、

全国特産品の販売

11月10日〜16日は
アルコール関連問題啓発週間です

アルコールには食欲を増進させたり、血行を良く
したりする効果があります。しかし、多量飲酒などの
不適切な飲酒は本人の健康を害するだけでなく、重
大な社会問題を起こす恐れがあります。アルコール
について正しい知識をもちましょう。
h健康推進課（☎928‑3421）

c青森から鹿児島までの全国
特産品販売

アルコールについて
正しく知りましょう

‑地 場 産 業 を 体 感しよう‑
屋上飲食

おも

あなたの想い
をキャンドル
とも
と共に灯しま
せんか…？

今年入学した７期生の５人に１人が大学祭実
行委員会に加入し、港輝祭を盛り上げようと頑張っ
ています。また、地域の人とも協力して、楽しんで
もらえるイベントを準備して
いるので、お越しください！

10：00〜16：00

c府中焼き︑ラーメン︑
鶏 唐 揚 げ ︑ネ ブト 唐 揚
げ︑干しちいちいいか︑
手 作 り 豆 腐 ︑生 のりつ
くだ煮など

a11月12日㈰
午後５時30分〜６時

〜実行委員会から〜

11/11㈯
・12㈰

屋上ステージ

見どころ３

ものづくり交流館（エフピコＲ
ｉＭ7・9階）に行こう！

cダ ン ス グ ル ー プ な
どの実演発表ほか

キャンドルナイト

イベント
盛りだくさん！

見どころ２

皆さんに
最高の笑い
をお届け
します！

ピックアップ●

地場産品が
もらえる抽選会も
あるよ！
（数量限定）

a11月12日㈰
午後１時〜１時30分

学生気分で
我を忘れて
楽しもう！

Q
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h備後地域地場産業振興センター（☎924‑4510）、
ものづくり交流館（☎923‑1191）

ふ れ愛
ランドまつり

11/5㈰

午前９時30分
〜午後３時

ンド（l952‑1177）

bhふくやまふれ愛ラ

主なコーナーと時間
地域や世代を超えた「ふれあい」の場となる祭りです。
巨大ダンボール迷路やオリジナル手
作りゲームコーナー、工作教室、
ミニ新
幹線乗車体験など盛りだくさん。ふれ
愛ランドまつりで、秋の一日を家族や
グループで楽しみませんか。
f無料※コーナーにより材料費など実費負担あり

○ばら苗配布：午前９時30分〜
○宝探し：午前10時〜
○プラネタリウム上映：午前10時30分〜、午前
11時30分〜、午後１時30分〜
○市立福山高等学校吹奏楽部による演奏：午前
11時〜
○ぜんざい配布：午後１時〜
○ビンゴゲーム大会：午後２時〜
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備中備後デニムコンテスト

ここはひとつ、
「デニム」
を主役で…。

応募ジャンル

動画部門

来年4月から保育所（園）等に入所を希望する場合は申
し込み手続きが必要です。各保育所（園）等の開所時間な
どは｢保育所（園）等入所のご案内｣や市iで確認してく
ださい。全施設で障がい児保育を実施しています。

h産業振興課（l928‑1039）
※応募方法などについては
必ずiを確認してください

私たちの郷土が誇るデニム産業。ここで生み出されるデニムはさまざまにカタチを変え
て生活に溶け込んでいます。そのひとコマを切り取ったデニムの良さを伝える作品を募集
します。
あなたの感性やアイデアで
「デニムっていいな」
を表現してください。

イラスト部門

デニムを着用した人物、デ
ニムがある風景、小物などを
撮影した写真を募集します。

検索

受賞者には賞金や
副賞を用意してい
ます。気軽に応募
してください

デニムの写真（主催者提供
のものに限る）を参考または
活用したオリジナルイラスト
を募集します。

ロゴマーク部門

デニムを着ている日常やダ
ンスなどのデニムを題材にし
たアニメーションや映像を募
集します。

備中備後ジャパンデニムプ
ロジェクトのロゴマークを募
集します。

里山里地を守り、
伝える手伝いをしませんか
gh農林水産課
（l928‑1031j927‑7021）
市では、里山里地を守り、後世に残していくために里山里地
地域を指定し、里山里地再生・保全事業に取り組んでいます。そ
の一環として、ボランティアである里山里地協力隊を組織し、
協働で地域活性化への活動を進めています。

■どんな活動をしてるの？

里山里地地域（赤坂町、山手町・
津之郷町、山野町、内海町田島東、
熊野町、田尻町）で主に土・日曜日
に草刈り、農作物の収穫など地域
のサポートをしています。

協力隊では地域の魅力発信や都市部との交流を
目的とした実行委員会を立ち上げ、
イベントの企画
や運営も行っています。
昨年度は地域の資源を生か
してシイタケの駒打ち体験や竹を使った流しそう
めんなどを実施しました。

■登録要件はあるの？

■申し込み方法は？

経験や資格は問いませんが、原
則として市内に在住しているこ
と、１年に50回程度行う活動に２
回以上参加する見込みがあること
が要件です。※18歳未満の場合は
保護者の同意が必要

6

■草刈り以外の活動はないの？
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市iに掲載の申込書
や各支所・公民館に設置
のチラシに必要事項を
記入し、郵送、FAX、E
メールで申し込みができ
ます。

ピックアップ●

保育所（園）等入所申し込み

締め切り１月11日㈭まで

備中備後デニムコンテスト

写真部門

お知らせ
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申込書交付期間 12月8日㈮〜

各保育所（園）、各認定こども園、

申込書交付場所 各地域型保育事業、児童部庶務課
※申込書の様式は市iにも掲載

第一次申込期間 1月9日㈫〜24日㈬

表の見方

・11月1日現在の状況を掲載
新たな施設
（事業
・０歳以上…生後43日以上の児童
者）
については市
・○○以上…入所日までに○○に
iに随時掲載
達する児童
・おおむね…入所月中に誕生日を迎える児童

P oint1

保育料の年齢
区 分は、入 所 年
度の初日の前日
の年齢で区分し
ます。
（例）3歳…2014
年4月2日〜2015
年4月1日生まれ

P oint2

労働基準法による産後休業や育
児・介護休業法などによる育児休業
を取得して元の職場へ復帰するとき
は、入所の予約ができる場合がありま
す。予約の対象者は、育児休業の最終
日が2018年3月31日〜2019年4月8
日で、入所希望日が2018年度中の人
です。産休・育休からの復帰に伴う入
所申し込みは、
復帰日に関わらず2018
年1月9日から受け付けます。

h児童部庶務課（l928‑1047）

公立保育所
年

齢

0歳以上
おおむね
1歳以上
おおむね
2歳以上

施
設
名
三吉 あけぼの 山手 西山手 西多治米 西
深津 川口 水呑立正 樹徳 柳津 神村
駅家 駅家西 戸手 新市 常金丸 湯田
南部 野上 多治米 引野 蔵王 長和
松永西 金江 高西 東神村 神村北 福田
有磨 服部南 網引 中条 神辺 御野
高屋 津之郷 熊野 藤江 本郷 東村 宮前
ふたば 旭 加茂 広瀬 宜山 法成寺 内海
内浦

※西山手・蔵王・高西・駅家の各保育所とふくやま子育て応
援センター
（エフピコRiM7階）
では、
ことばの相談室を実施

私立保育所
（園）
年

齢

施
設
名
明浄 手城 花園 ゆりかご 福山マリヤ
まつば 御幸南 さくら あんず ももやま
公立認定こども園
（保育部分）
たんぽぽ 坪生 わかば つなぎ なかよし
ひまわり まこと ひよこ あおば 瀬戸
年 齢
施
設
名
0歳以上 東深津 宜山ひかり 港町 紅葉 松永東
0歳以上 大学附属こども園
赤坂 御幸 能登原 常石 白百合 いろは
※東保育所は、2018年4月1日から東幼稚園、大学附属幼
太陽 ひらの かやのみ 道上 竹尋誠和
稚園と統合し、大学附属こども園になります
ひなぎく くるみ※夜間 千代※夜間
※満3歳以上で教育部分の利用を希望する場合、入園手 3カ月以上 草戸
続きについては教育総務課（l928‑1109）、教育内容につ 6カ月以上
川口西
いては指導課（l928‑1183）
に問い合わせ
1歳以上 春日台
戸手南
＊
私立認定こども園
（保育部分）
＊詳しくは｢保育所
（園）
等入所のご案内｣で確認してください。
戸手南保育所は、2018年4月1日から私立保育所になる予定
年 齢
施
設
名
地域型保育事業（満3歳に達する年度の末日まで）
鞆こども園 童心園 ひかりこども園
みどりこども園 ゆめな こどもえんつくし
年 齢
施
設
名
福山あゆみこども園 水呑こども園
やすらぎ保育園 にこにこ保育園
せんにしの丘 せんだの森 てまりこども園
ヤクルト保育園プティットふくやま
0歳以上
春日こども園 ののはまこどもえん
ヤクルト保育園プティットふくやま西
大津野こども園 今津未来園 大門未来園
0歳以上 若竹園 おひさま保育園 はごろも乳児園
こどもえんみどり 富士こども園 若葉園
のっぴーキッズハウス ゆうき保育所
たじりこども園
優保育園 わくわくキッズ南蔵王
8カ月以上 ハイロスハイマ
ちびっこハウスかすが
2歳以上 天使幼稚園
千鶴保育園 神辺千鶴保育園
6カ月以上
りじょうKIDSふくやま
※満3歳以上で教育部分の利用を希望する場合、各施設
1歳以上 あい幼児園
（私立認定こども園）に問い合わせ
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