地 域 活 動 支 援 セ ンタ ー と まり 木

みんなでつくる優しいまち

特集

サツマイモ堀り体験をしました。初めての経験で苦戦し
ましたが、農家の人に掘り方を丁寧に教えてもらいなが
ら、たくさん収穫できました。収穫後は地域の人と一緒に
大学イモやけんちん汁にしておいしく食べました。

12月3 日〜9 日は障がい者週間 です
障がいのある人の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障がいのある人が社会・経済・文
化・その他あらゆる活動に積極的に参加する意欲
を高めるための週間です。

障がいのある人もない人もお互いに尊重し、支
え合う社会をめざしましょう。
h障がい福祉課（l928‑1062j928‑1730）

ヘルプマークを知っていますか ？
援助が必要な人のためのマークです
義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、妊娠初
期の人など、外見からは援助や配慮を必要としていることが分からな
い人たちがいます。そんな人たちが援助や配慮を必要としていること
を知らせるためのマークです。

障がいのある人と地域との関わり
障がい者福祉施設ではさまざまなイベントを通じて地域と交流を深めています。

!

Check

ヘルプマークを
見かけたら？

これが ク
マー
ヘルプ

みゆき広場

ヘルプカー ド

「ふれあい広場」を開催し、ステージでの
踊りの披露、バザー、模擬店で盛り上がり
ました。地域の人は発表者・スタッフとし
ても参加しており、
「 次は何の模擬店にし
ようか？」と毎年楽しみにしてくれていま
す。

緊急連絡先や必要な援助の内容を記入し、
災害時や日常生活で困ったときに、周囲に援
助や配慮を求めるためのカードです。

ジョイジョイワーク あすか
地域の祭りに参加し、前夜祭で
は「ふるさと」などの歌を披露して
大きな拍手をもらいました。当日
だ

し

は大きな山車とおみこしが施設に
やってきて、
「 ワッショイ！」
と勇まし
くおみこしを担いでいる姿に声援を
送りました。
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障がい者週間
関連行事

12

障がい者週間における作品展

24

防課、松永・北部・東部・神辺保健福
祉課、新市・沼隈支所保健福祉担当
※郵送を希望する場合は、送付先と
名前を記入した返信用封筒と返信
用切手（1個・1枚の場合は120円）を
同封し、障がい福祉課（〒720‑8501
市役所本庁舎内）へ郵送

障がいについての関心や理
解を深めるため︑市内の障が
いのある人の作品を展示しま
す︒
a 月２日㈯〜 日㈪
bまなびの館ローズコム
h障がい福祉課︵l ・１０
６２j ・１７３０︶
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県内に在住の人に無料で配布し
ています。障がい者手帳、受給者証
などを提示したり、書類を記入した
りする必要はありません。
▽配布場所…障がい福祉課、保健予

地域の人と餅つき交流会を開催
しました。臼ときねを使って餅を
つき、雑煮やぜんざいにして食べ
ました。会場はたくさんの笑顔と
おいしい香りに包まれ、楽しい時
間を過ごしました。

あいサポートアート展
︵福山会場︶

30

配布方法

県内の障がいのある人の芸
術活動を応援し︑県民の理解
を深めるため︑アート展を開
催します︒
a 月 日㈫〜 日㈰午前９
時 分〜午後５時 ※日は午
後４時まで
c 市 内 に 在 住・在 勤・在 学・
通所している障がいのある人
の作品を中心に展示
■ギャラリートーク
a 月 日㈫午前 時 分〜︑
日㈰午後２時〜
◇
◇
◇
bふくやま美術館
h 県 障 害 者 支 援 課︵ l ・ ・
３１５５j ・ ・３６１１︶

30

春日寮
久 松 共 働 セ ンター

障がい者就労施設
などで作 つた商品を
販売しています

b市役所本庁舎１階市民ホール

一般社団法人トータルライ
フサポートふくやまでは︑障
がいのある人が作った商品を
販売しています︒会話をしな
がら︑商品を手にとってみて
ください︒
a毎週水曜日
︵閉庁日を除く︶
午前 時 分〜午後１時 分

c弁 当 ︑ パ ン ︑ 菓 子 ︑ 野 菜 ︑
雑貨などの販売

2

11

電車・バス内で席を譲る、困っている
ようであれば声をかけるなど、思いやり
のある行動をお願いします。

▶▶▶
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●お知らせ ピックアップ

年末年始の市役所業務
その他の施設などの休館情報
施設名など

表中の

12/28㈭

29㈮

年末は28日㈭まで
新年は４日㈭から行います

※その他の休館情報は、次の表で確認してください

30㈯

31㈰

１/1㈪

2㈫

3㈬

4㈭

ル

ク

シ

ア

タ

b中央公園・福山駅前広場ほか

あか

今年で６回目を迎える福山の冬を彩る灯りのイベント。今年は「LOVE＆PEACE」をテーマとし、中央公園や福山駅
前広場、福山駅前大通りを会場に中心市街地を盛り上げます。
h福山観光キャンペーン実行委員会事務局（観光課内l928‑1043）

市民病院※２
ふくやま美術館

中 央 公 園

ふくやま文学館
ふくやま書道美術館

イルミネーション

福山城博物館

a12月16日㈯〜25日㈪午後５時〜９時
c特設のデニムテントでサークルをつ
くり、上空をローズピンクのイルミネー
ションで装飾。大輪のばらをイメージし
たサークルに一歩足を踏み入れると、
楽しいナイトマルシェが登場します
※ナイトマルシェは土・日曜日のみ開催

福寿会館
鞆の浦歴史民俗資料館
しんいち歴史民俗博物館
ぬまくま文化館
（枝広邸）
神辺文化会館

クラフトマンシップ
アップサイクルツリー

a12月16日㈯〜25日㈪午後５時〜９時
c木の端材を使った巨大なクリスマス
ツリーが登場。制作は市内の職人を中
心とする団体（クラフトマンシップ）が
手がけます

a12月16日㈯・17日㈰・23日㈯・24日
㈰午後5時〜９時
c特設のデニムテント内で、企業から
出る端材や廃材をアップサイクル＊し
てクリスマスツリーのオーナメントを作
るワークショップなどを開催。その他、
厳選した商品の販売や一息つける飲
食販売などあり
f一部有料

神辺歴史民俗資料館
人権平和資料館
松永はきもの資料館
リーデンローズ
市立動物園
遊園地
アイススケート場

休まず営業

※１ 年末年始の戸籍に関する届け出や埋火葬の許可、斎場使用の申請などは、市役所本庁舎警備員室、松永・北部・
東部・神辺・内海・新市・沼隈支所で手続きができます
※２ 重症の救急患者は救命救急センターで診察します

年末年始のごみの収集
「家庭ご
年末は29日㈮まで、新年は4日㈭から行います。
み収集日程表」
で確認してください。
h南部（l954‑2125）･西部（l930‑0411）･北部（l976‑
8809）･東部（l940‑2573）環境センター、北部環境セン
ター
（新市業務担当）
（l0847‑52‑5544）
■し尿くみとり
この期間のく
年末30日㈯から新年3日㈬まで休みます。
みとり予定地域は、
日程を調整して行います。
h廃棄物対策課
（l928‑1074）
■ごみ処理施設での受け入れ
年末は30日㈯まで、新年は3日㈬から行います。
12月30日㈯・1月3日㈬は、ごみ固形燃料工場と
クリーンセンター
（リサイクル工場）のみで受け入
れます。自分でごみを搬入する場合は、ごみの種
類により搬入先が異なります。
h各施設
広報ふくやま 2017年１２月号

ごみの種類

・燃やせるごみ

受け入れ施設

ごみ固形燃料工場
（箕沖町l957‑4866）
西部清掃工場
（赤坂町l951‑3406）
新市クリーンセンター
（新市町l0847‑52‑5544）
深品クリーンセンター
（神辺町l966‑2882）

・容器包装プラスチックごみ
クリーンセンター
・不燃（破砕）ごみ
（リサイクル工場）
・燃やせる粗大ごみ
（箕沖町l954‑4170）
・蛍光灯、使用済み乾電池、ビデオ
慶応浜埋立地
テープ類、ライター類
（柳津町l934‑3247）
・資源ごみ※慶応浜埋立地のみ

【受け入れ時間】午前8時45分〜午後4時45分

※イメージ写真

新作のデニム商品を毎年800点から1,000
点作っています。生産機械も自社生産なんで
す。
こだわりのデニムで作られたオリジナルテ
ントの仕上がりが楽しみです。
カイハラ株式会社代表取締役会長 貝原良治さん
遊びと感動がタカオのものづくりの基本。
イ
ンパクトがあるタカオならではのイルミネー
ションオブジェが駅前に登場します。皆さんの
笑顔を想像して世界に一つのオブジェを制作し
ました。
タカオ株式会社代表取締役社長 髙尾典秀さん

繊維産地継承プロジェクト委員会 大江俊輔さん

a12月16日㈯〜25日㈪午後５時〜９時
c特設のデニムテント内で、音楽の日
や映画の日、演劇の日など日替わりで
エンターテインメントショーが楽しめ
ます

学区イルミネーション

３Dホログラムワークショップ

協力企業

デニムテントの縫製を行いました。
トップブ
ランドを支えているからこそ可能な巻縫い技
術はこの地域の専売特許なんですよ。デニム
テントの縫製技術もご覧ください。

エンタメショー

a12月16日㈯〜25日㈪午後５時〜９時
cまちづくり団体による市民参加のイ
ルミネーション

話題のアップサイクルマーケット

菅茶山記念館
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ピックアップ●

12/16㈯
▼
12/25㈪

箇所が休みとなります。

市民課※１

福山メモリ
アルパーク

お知らせ

a とき b ところ c 内容 d 対象 e 定員
f 料金 g 申し込み h 問い合わせ i ホームページ

a12月24日㈰午後５時〜９時
c福山大学の学生がデザインした
「ば
らの３Dホログラム」
をスマートフォン
で簡単にダウンロードして体感できる
ワークショップ。みんなで100万本のば
らを灯そう

福山駅前広場

ac12月16日㈯〜25日㈪午後５時〜10時・コンテナを
アップサイクル＊したイルミネーションオブジェは、ロン
ドンのボックスパークをイメージした外装。日中はクー
ルでシック、夜間は驚きのイルミネーションに様変わり
します

福 山 駅 前 大 通り

ac12月25日㈪まで午後５時〜10時・企業の協賛によ
り、アイネスフクヤマ前の樹木や街路灯にイルミネー
ションを施します

オープニングセレモニー

福山駅前広場
ac12月16日㈯午後５時〜・チアダンス披露、コーラ
ス隊による合唱、駅前オブジェの点灯式など
中央公園
ac12月16日㈯午後５時30分〜・イルミネーションの点灯式
＊アップサイクルとは、端材や使わなくなったものをデザインなどの力
を借りて新しい素材やより良い製品に変換し、価値を高め循環させる
こと。
リサイクルやリユースの先を行く、世界で注目されている手法です
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