■主な内容

№1212―2

受け取りに持参するもの
交付通知書（はがき）、
通知カード、本人確認書
類、住民基本台帳カード
※住民基本台帳カードは、
お持ちの人のみ。

受取専用臨時窓口の開設

自動車税の納期のお知らせ

自動車税は、軽自動車を
除く自動車を、４月１日時
点に所有している人に課税
されます。
納期限 ５月 日
（火）
問い合わせ先 東部県税事
務所課税第二課（☎０８
４ ９
-２１ １-３１１）

６月１日～７日はＨＩＶ検
査普及週間です

30

問い合わせ先 市民課（☎４３-７１２７）
または上下支所市民生活係（☎６２-２１１４）

30

エイズ相談・ＨＩＶ
抗体検査のお知らせ

17

受け取り時間
月～金曜日９時～16時

※木曜日のみ18時まで延長します。カードの
受け取りには、ご本人がお越しください。

とき ５月 日
（日）
９時
分～ 時 分
ところ 府中市役所
※ご不明な点は、事前にお
問い合わせください。
◎ 上下町内にお住まいの人へ
原則、上下支所で受け取
ってください。府中市役所
で受け取りをする場合は、
事前に、上下支所へ連絡を
してください。
30 29

31

相談・抗体検査ともに匿
名で、当日に検査結果が分
かる検査も行っています。
とき 毎月第１月曜日９時
～ 時 分
※６月６日
（月）
は、 時
分～ 時も実施します。
ところ 広島県福山庁舎
相談・検査料 無料
※予約が必要です。
申し込み・問い合わせ先
広島県東部保健所福山支
所保健課（☎０８４ ９-２
１ １
-３１１）

30

マイナンバーカード（個人番号カード）の申
請をした人には、順次、受け取りの案内文書
を送付しています。
15

マイナンバーカードの
受け取りが
始まっています
受け取り案内の文書が届
いた人で、マイナンバーカ
ードを受け取っていない人
はご利用ください。

1

15

19

●芦田川 川の健康診断……………Ｐ２
●桜が丘モデル住宅見学会…………Ｐ３
●資料館フェスタ……………………Ｐ４
public relations FUCHU

編集発行：府中市人事秘書課
〒726―8601 広島県府中市府川町 315
☎０８４７―４３―７１１１（代表）
☎０８４７―４３―７１９４（広報担当）
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/
《携帯版》
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※右のＱＲコードからアドレスを読み取ることができます。
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▽
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けし・大麻栽培に注意しましょう！

しかし麻薬成分を含むため
一般には栽培が禁止されて
います。
植えてはいけないけしや
大麻を栽培することのない
ように十分注意しましょう。
見かけたときは、ご連絡く
ださい。

問い合わせ先 東部保健所福山支所衛生環境課
（☎０８４ ９
-２１ １-３１１）または広島県
健康福祉局薬務課（☎０８２ ５-１３ ３-２２１）

◎植えてはいけないけし
毛がほとんどなく、葉や
茎は白っぽい緑色で茎が太
く、葉が茎を巻き込むよう
についている。
◎ 「あさ」の栽培は禁止です
大麻は昔から「あさ」と
呼ばれ繊維や種子を採るた

問い合わせ先 芦田川環境マネジメントセンター事務局
（☎０８４ ９-２０ ８
-７７７）

館（福山市御幸町）
定員 先着 人
申し込み方法 郵便番号、
住所、参加者全員の名前
・年齢・職業・電話番号
を記入し、はがき、ファ
クス、Ｅメールのいずれ
かで申し込んでください。

▽

問い合わせ先 生涯学習課
（☎４３ ７
-１８１）
５月、６月は不正大麻・
けし撲滅運動月間です。
庭先などで美しい花を咲
かせるけしには、植えては
いけない種類があります。
◎植えてよいけし
「ひなげし」、「おにげ
し」、「あざみげし」など

全体に毛が多く生えています。 めに栽培されていました。

17

芦田川 川の健康診断の参加者募集

12

開 設 希 望 者募集

500

広報ふちゅう

第 回府中市美術展

とき ▽前期展 ５ 月 日
（金）～ 日（火）…書 ▽
後期展 ６月３日（金）～
７日（火）…日本画、洋画、
彫刻、工芸、写真 、 デ ザ
イン
ところ 府中市文化センター
※時間は 時～ 時 。 前 期
・ 後期とも最終日は 時まで。
27

「健康のために、趣味の講座」 水環境改善を考える

17

問い合わせ先 府中市文化センター
（☎４５ ６-０００）
開催場所 府中市文化セン
ター
開催条件 １か月２回開催
し、１回当たり 円の受
講料で実施できる講座
受講人数 １講座５人以上
受講対象
歳以上の人
50

参加無料
芦田川とその支流 地点
で、川の景観や水質などを
調査して、川について楽し
く学べます。
とき ６月５日
（日）
９時
分～ 時
※小雨決行。
集合場所 芦田川見る視る

申し込み先
芦田川環境マネジメン
トセンター事務局（〒
720-8555・エフエムふ
くやま「川の健康診断」
係） ☎０８４-９２０８７７７
０８４９２０-８７７８
aemc@fm777.co.jp

10

元気な高齢者の増 加 と 明
るい府中市の創造の た め 、
文化センター内で実 施 す る
趣味の講座の開設希 望 者 を
募集します。
折り紙講座、一輪 挿 し 講
座など、音の出ない 内 容 に
限ります。

20

18

59

31

入場無料

桜が丘

モデル住宅見学会

完成したばかりのモデル住宅を

見学しよう。

とき ５月21日（土）・22日（日）
10：00～17：00
ところ 桜が丘二丁目
㈱ウェルホーム
桜マルシェで遊んじゃおう！

※販売・体験などは有料になります。

・花澤家族農園
大三島で栽培した無農薬野菜を使った
スイーツ
日
を販売。

21

サラサホーム福
山㈱アペル

問い合わせ先

監理課（☎４３-７２００）

・キモノとハンドメイド 22日
チロル

22日

㈱道下工務店

・小さなパン店 おがわ屋
口コミで話題のパン屋さん。

キュートな雑貨や
子ども服がいっぱい。

・シュガーポット
焼菓子や素材にこだわった
ケーキ。
日

22

・ミルキーコットン

21 日

手作りアクセ
サリーや雑貨
を販売。

・オリーブハウス

22日

親子で楽しめるさくらキ
ャンドルづくりを体験。

21 日・
22日

・YAEZOU似顔絵
会話しながら15分ほど
で似顔絵を描きます。

・アウトドア「燻製教室」 22日

・YUKITON

燻製の実演や、無料で試食ができます。

プラバン作品の展示・
販売。

・カントリーバーン
人気のカントリー

21 日・ 雑貨や木工講座。
22日

21 日・
22日

・工房 蔵nola

・革小物
アンヴロップ

21 日・
22日

尾道市向島にある手作り
グラノーラ工房。

オリジナルレザー
クラフトを販売。
ブックカバーを作る
体験教室も。

21 日・
22日

-遺跡から見つかった
中世まじないの世界-

290

府中市
ぼうさこ
坊迫Ｃ遺跡出土
おにがわら
「鬼瓦」も展示中

28 100

16

17

27

13

27

29

府中市さつき山野草盆栽展

展示「願いをかなえ
災いをはらう」

◎お菓子のすくい取り
さらに、先着50組にはプレゼントも！
各日先着50組様に、カラフル保冷温大き
なトートバックをプレゼント！

市民の花「さつき」や山
野草など約三十点を展示。
とき ５月 日
（金）
～ 日
（日）
９時～ 時
※最終日は 時まで。 日
９時から先着 人に草花苗
を無料配布。 日 時から
講習会を開催。
ところ 府中市文化センター
入場料 無料
問い合わせ先 産業振興課
（☎４３ ７
-１３１）

とき ６月５日
（日）
まで
※月曜日は休館。
ところ ふくやま草戸千軒
ミュージアム
入場料 ▽一般 円
▽大学生 円
※高校生以下は無料です。
問い合わせ先 広島県立歴
史博物館（☎０８４ ９-３
１ ２
-５１３）
210

3

アンケートにお答えいただくと、無料
で遊べちゃう！
◎ふわふわドーム
◎バランスバイク

古代体験をしよう！

資料館フェスタ

▽国府衣装の体験…無料
▽国府ぬりえ…無料
国府キャラクターのぬり
えで、絵はがきになります。
▽国府絵手紙体験…無料
国府の出土品を題材にし
た絵手紙を作ります。

国府衣装の展示
く げ

ひとえ

府中ハンドレッドクラブとは

府中商工会議所の呼び掛
けにより、創業 年を超え
る企業で組織されました。
経験やノウハウを伝承する
ことにより、地域経済の活
性化に資することを目的と
し活動しています。
中ハンドレッドクラブ」の
シンボルマークを公募して

います。今後、クラブの活
てください。
動に広く活用されますので、 アドレス
奮ってご応募ください。
info@fuchucci.or.jp
※応募に掛かる費用は、応
応募資格 年齢・性別・プ
募者でご負担ください。
ロ・アマチュアは問いま
審査方法 審査会で厳正に
せん。
審査し、最優秀作品１点
応募方法 府中商工会議所
（採用作品）と優秀賞１
に設置してある所定の用
点を選考します。
紙、またはホームページ
賞品 最優秀賞…賞金３万
からダウンロードした応
円、優秀賞…賞金１万円
募用紙に必要事項を記入
発表
月ごろに府中商工
のうえ、次のいずれかの
会議所のホームページに
方法で応募してください。
掲載する他、採用者本人
①郵送 府中商工会議所へ
に直接通知します。
郵送してください。
応募期限 ７月 日
（日）
※必着です。
応募・問い合わせ先
府中商工会議所
（☎４５ ８
-２００）

（〒
-・府中市元町 １-）
②Ｅメール 件名を「府中
ハンドレッドクラブシン
ボルマーク」とし、次の
メールアドレスまで送っ

4
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広報ふちゅう

大募集

府中商工会議所では、「府

100

726
0003

445

10

どなたでも参加できます。皆さ
んの参加をお待ちしています。
とき ６月２日
（木）
19時～20時40分
ところ リ・フレ
①講演
演題 心肺脳蘇生の基礎と現状
講師 独立行政法人国立病院機構
やつ
福山医療センター診療部長 八
づかひでひこ
塚秀彦さん
②実技指導
内容 ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の使い方
講師 府中消防署職員
受講料 無料
問い合わせ先
府中地区医師会
（☎４５-３５０５）

じゅう

17

「府中ハンド
レッドクラブ」
シンボルマーク
市民のための救急医療講演会

平安時代の公家衣装であ
に
い
る女房装束（十二単）や衣
かん
冠装束も展示中です。

10 28

全国にＰＲ！！
ＡＥＤの実技指導もあります

ありがとうの
ちょっと大きな絵手紙展
とき ５月 日（土）～６月
日（日） 時～ 時
※祝日を除く月曜日は休館。
入場料 無料
26

ところ・問い合わせ先
府中市歴史民俗資料館
（☎４３-４６４６）

チャレンジ古代体験
とき ５月 日（土） 時～
時、 時～ 時
内容
▽まがたま作り体験 … 円
※受け付けは、 時 ～ 時
分、 時～ 時。
▽組ひも作り体験… 円
※受け付けは、 時 ～ 時
分、 時～ 時 分 。
15

10

11 300

100

11

16

15

10

13

10

30

28

13

13

30

12

30

31

講

座

市内に住む女性に対し、府中市役所年金課を名乗る男性から「医療
費の払い戻し金が約３万8,000円ある」と電話があり、スーパーマー
ケットのＡＴＭに行くように指示されました。次に、金融機関の職員
を名乗る男性から電話がかかってきて、携帯電話で説明を受けながら
ＡＴＭを操作し、約40万円を振り込んでしまいしました。
ＡＴＭを操作し、医療費が戻ることはありません！

なくそう特殊詐欺被害・アンダー１作戦推進中
年間被害額目標1000万円以下！
府中警察署

オストメイトのための講習会

３，５００円

※その他の地目の単価、加算措置などの詳細はお問
い合わせください。

交付金の対象となる活動
傾斜があるなど、農業の
生産条件が不利な中山間
地域の農用地（農振農用
区域内に限る）で、水路
の泥上げや農道の草刈り
などの農業生産活動を維
持するための活動や、機
械・農作業の共同化など
の体制整備のための活動

緩傾斜（ 8°以上）

とき ５月 日（日） 時～
ところ 福山市民参画セン
ター（福山市本町１ -）
受講料 無料
問い合わせ先 （社）日本
オストミー協会広島県東
部支部福友会・山本（☎
０９０ ８-０６５ １-４０３）

お知らせ
長寿支援課（リ・フレ内）
の窓口開庁時間を延長

介護保険料の納付および
納付相談のため、次のとお
り窓口開庁時間を延長しま
すのでご利用ください。
とき ５月 日（水） 時
分～ 時
問い合わせ先 長寿支援課
（☎４０ ０
-２２２）
中山間地域等直接支払交付

談

対象集落
集落 件・個別２件
（参加人数６３１人）
対象農地面積
約３５８ヘクタール
問い合わせ先 産業振興課
（☎４３ ７-１３１）

相

特設困りごと相談所

10

35

15

29

６月１日は、「人権擁護
委員の日」です。福山人権
擁護委員協議会では、この
日に合わせて「特設困りご
と相談所」を開設します。
とき ６月１日
（水） 時～
時
ところ ▽府中市文化セン
ター ▽クルトピア明郷
▽上下町民会館
相談料 無料
担当者 人権擁護委員
◎人権擁護委員はあなたの
身近な相談相手です
人権擁護委員は法務大臣
から委嘱され、皆さんの人
権が侵されないよう広く活
動しています。
問い合わせ先 総務課
（☎４３ ７-２１２）
15

13

17

金事業に取り組みませんか

１１，５００円

交付を受けるためには、
集落ごとに活動を行う協定
が必要となります。
◎昨年度の府中市の実績
交付金額
５２０５万５９２３円

催

し

首無地蔵春の大祭

とき ５月 日
（水）
９時～
ところ 首無地蔵
内容 護摩供養など
※また同日に関連行事とし

て、石州街道出口通りで「お

いでゃんせ祭り」が行われ
ます。
問い合わせ先 首無地蔵
（☎４３ ５
-７３２）

5

交付対象の地目と金額（一部）

22

25

中山間地域の田畑は、洪
水防止などの多目的機能を
果たしています。この田畑
を守り、集落営農の活性化
を図るため、「中山間地域
等直接支払交付金」が使わ
れています。

検索

府中市で還付金詐欺被害が発生

直腸やぼうこうな ど を 手
術して、人工肛門や 人 工 ぼ
うこうにしている人 （ オ ス
トメイト）を対象に 、 日 常
生活の質向上のため の 医 師
による講習会を開催 し ま す 。

経済センサス2016

急傾斜（15°以上）

畑

８，０００円
緩傾斜（1/100以上）

２１，０００円
急傾斜（1/20以上）

水田

交付単価
（円/10ａ）
分
区
対象農用
地地目

19

18

調査票は５月末ま
でにお届けします。
ご回答、お願いい
たします。

暮らしの情報

Information

道の駅びんご府中レポート
問い合わせ先

産業振興課（☎４３-７１９１）

レストランで提供するご当地料理を開発中！
月１回、市民の方などでつくるワークショップを
開催し、新たな味を追及しています。
先日は、考案されたアイデアをもとに約20品の料
理が試作され、その試食会が行われました。
この日、出された意
見を参考に、今後、改
良を重ね、道の駅びん
ご府中のレストランの
メニューになります。
ご期待ください！
試食会の様子

ン予定
10月オープ

◎農産物、特産品などの出荷者募集中
道の駅びんご府中の産直市、または売
店への農産物や特産品などの出荷者を募
集しています。

駅舎イメージ図（中庭）

『佐野内科医院』連絡先（☎４５-５３１０）
内科・消化器科・放射線科

佐野内科医院（鵜飼町）の佐野敏明先生からヒトコト
府中市民病院
父（昨年の６月に永眠いたしました）が、
昭和41年に府中農協病院を退職し、翌年に
診療日
月～土曜日
鵜飼町にこの佐野内科医院を開院しました。
府中警察署
9：00～12：30、
平成８年、父の依頼で私が副院長として広
佐野内科医院
15：30～18：00
島記念病院から戻ることになり、現在院長
※水・土曜日午後、日
として日々奮闘しています。
鵜飼駅
高木駅
曜日、祝日は、休診です。
当院の診療方針
職員、小・中学時代の友人、患者さ
んから府中のことをいろいろと教えて
いただき、現在に至っています。
勤務医と違い、開業医には患者さん
の家族背景の理解が大切だと実感して
います。多職種の方々と一緒に尽力し
ますので、よろしくお願いします。

広島テレビで放送中

府中市の人口（ ５月１日現在）
人 口 41,047人（－55）
男性 19,724人（ 4）
女性 21,323人（－59）
（ 6）
世帯数 17,554世帯
※（ ）は前月比。

出生
死亡
転入
転出

21人
56人
145人
165人

毎週月曜日

放送日
５月16日（月）
５月23日（月）

18時55分～

府中市、庄原市、世羅町、神石高原町
の魅力を、ひろ～くご紹介！
府中市についての放送日
内容
府中市のソウルフード「備後府中焼き」
府中市地域おこし協力隊をご紹介

広報ふちゅう

平成28年５月15日
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