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さいがい

特集１ 災害に、「今」備える
特集２ イノシシ対策のココロエ

広島市で起こった土砂災害の様子

特集１

災害に、

」備える

身の危険を感じたら避難しまし
ょう。大雨が降り始めてからの避
難は、避難の途中に災害にあう可
能性が高く危険です。早めの避難
を心掛けてください。
もちろん避難勧告や避難指示が
発令された場合も避難しましょう。

今

Q.避難はいつすればいいの？

問い合わせ先 総務課
（☎４３ ７
-２１１）

気象情報や災害情報を入手で
きるようにしておくことです。
気象情報は、ＮＨＫのデータ放
送からの入手がおすすめです。
災害情報は、府中市防災情報
メールからの入手がおすすめです。

防災の基本って…

災害の被害を減らすためには
「自助」「共助」「公助」の３つ
が重要といわれています。中でも、
「自助」は「防災の基本」といわ
れ、とりわけ重要とされています。
なぜ、「自助」が防災の基本と
いわれるのか？それは、自分が助
かれば、家族や友人・知人を助け
ること（共助）ができるからです。
つまり、自分が「救助される人」
ではなく「救助する人」になると
いうことが「自助」であり重要な
のです。そのためには、誰かが声
を掛けてくれる、助けてくれると
待つばかりでなく、自ら行動し情
報を入手できる準備が必要なのです。

Q.災害に備えるのに重要なことって何？

「

東日本大震災、広島市土砂災害、熊本地震。災害はある日突
然起こります。そんな災害から身を守る「防災」にあなたは取
り組んでいますか？何かあれば誰かが教えてくれる、助けてく
れると思っていませんか？
しゅっすい き
これからの出水期、府中市でも土砂災害などの災害発生の危
険性が高まります。
いざという時は、しっかりと備えておかなければ落ち着いた
行動は、決してできるものではありません。

Q.出水期って何ですか？
市役所総務課の粟根です。
災害について質問に答えます。

集中豪雨（梅雨）や台風の発生しや
すい時期のことを言います。
一般的には６月～10月が出水期にあ
たります。この時期は降水量が増加し、
災害が発生しやすい時期であると言わ
れています。

Q.自主避難するときはどうすればいいの？
府中市の指定避難所に避難して
ください。避難する時には、自主
防災組織の役員と市役所に必ず連
絡をしてください。
指定の避難所以外に避難された
場合も、必ず連絡してください。
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する。家具などの倒れそう
なものを壁に固定する。非
常食や飲み水などを３日分、
できれば１週間分は準備し
ておく。防災グッズなどを
準備しておく。これらをし
ておくことで、少しでも被
害を減らせたり、災害が起
こった後の生活を苦しくな
くすことができるなら、ぜ
ひ今からでも準備をしてく
ださい。

3

パソコンで受け取れます。

スマホや携帯電話で受け取れます。

災害情報

災害情報

府中市防災情報メールに登録する
と、避難情報（避難勧告・避難指示
など）や災害による交通規制などが、
Ｅメールで送られてきます。

■登録方法
①登録用のアドレスまたはＱＲコードから、
件名・本文を入力せずメールを送信。
②希望する情報を選択。
③登録完了の表示がでれば、完了。 市役所

熊本派遣職員の声
私が伝えたいこと
熊本の方たちも言ってお
られましたが、災害は、い
つ起こるか分かりません。
明日かもしれないし、明後
日かもしれません。
ある日突然、災害は発生
し、そこからの日常生活を
一変させます。
もしこうしていれば、あ
れをしていたらという後悔
しないためにも、何も起こ
っていない今の準備が大切
です。例えば、家の周りの
倒れそうなものをチェック

熊本地震で起こった土砂すべりの様子

主事 長谷 洋
人事秘書課勤務

５月４日～ 日ま で 避 難
所の運営や物資の仕 分 け な
どのため、避難所で 支 援 を
手伝いました。
避難所へ避難して い る 人
は、「自宅は無事だ が 、 裏
山が崩れそうで危険 だ か ら
帰られない。」とい う 方 や 、
「自宅に帰っても、 断 水 し
ているから、自宅で 生 活 で
きない。」という方 か ら 話
を聞きました。
私が支援をしてい た 期 間
は、直後ということ も あ り 、
食事も人手も十分と は 言 え
ず、余震も続いてい る 中 で
の避難生活は体だけ で は な
く、心にも余裕がな く な っ
ていくようでした。 ま た 、
断水も復旧の目処が た っ て
おらず、いつまで避 難 生 活
が続くのか先行きの 見 え な
い不安を抱えながら の 生 活
をされていました。
10

災害から一つでも多くのことを学び取り、
今後起きるかもしれない災害からの被害を
少しでも減らすよう努力することが、
私たちのすべきことではないのかと思います。

府中市防災情報メールに登録しよう

■登録用アドレス

fuchu@xpressmail.jp

■ＱＲコード

と

き

内

６月９日（木）
10：00～
６月10日（金）
10：00～

一般質問

本会議

議案の提案説明
公 明 党
市民クラブ
創 生 会
無所属議員

90分
110分
330分
40分

６月13日（月）
10：00～

総務文教委員会
（議案の審査）

６月14日（火）
委員会
10：00～

厚 生 委 員 会
（議案の審査）

本会議

６月15日（水）
10：00～

建 設 委 員 会
（議案の審査）

６月17日（金）
10：00～

議案などの採決

16

■本会議・委員会の生中継と録画
中継を視聴できます
６月定例会の本会議・委員会の
生中継と、過去に行った中継の一
部をインターネットでご覧いただ
くことができます。
広島県府中市 議会の日程と中継

検索

問い合わせ 先 議 会 事 務 局 （ ☎ ４ ３ ７
-１７２）

６月６日（月）
10：00～

容

新たな議長のもとスタート

分

市議会６月定例会

区

◎本会議・委員会を 傍 聴 す
場合は、事前に連絡してく
ることができます
ださい。
５月 日（月）に臨時会が
開催され、正副議長 選 挙 の
結果、議長に丸山茂 美 議 員 、
副議長に棗田澄子議 員 が 当
選されました。
新議長のもと、二 度 目 の
市議会が開催され、 議 案 に
ついての採決や、議 員 が 市
政全般について質問 す る 一
般質問などが行われ ま す 。
団体での傍聴を希 望 す る

本会議および委員会開催日程（予定）

‼

※議事の都合で開始時間を変更する場合があります。

■各委員会の主な審査案件（予定）
総務文教委員会 ○府中市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について
…市長、副市長および教育長の給料月額を改正します。
厚 生 委 員 会 ○府中市こどもの国条例の一部改正について
…平成29年度からの指定管理期間を、新児童会館のオープン前までに短縮でき
るよう改正します。
建 設 委 員 会 ○府中市水道条例・下水道条例の一部改正について
…水の安定的な供給と下水道事業の経営状況の改善のため、水道料金および下水
道使用料を改定します。

消防局からのお知らせ

６月５日（日）～11日（土）は危険物安全週間
ガソリンなどの危険物は、取り扱いを間違え
ると大事故につながります。危険物に対する正
しい知識と理解を深め、事故をなくしましょう。
◎危険物安全推進セミナー
とき ６月９日（木）14時～16時
ところ リーデンローズ
演題① 石油コンビナート等の防災対策について
講師 総務省特殊災害室 課長補佐 菊池勝治さん
演題② 最近の危険物行政の動向について
講師 総務省危険物保安室 パイプライン係長
松坂竜男さん
受講料 無料

大切な命を守るために！
住宅用火災警報器の設置・維持管理のお願い

住宅に設置の義務がある住宅用火災警報器は、火
災の煙や熱などを感知し、音声や警報音で火災を知
らせてくれるので、火災の早期発見に大変有効です。
「いざ」という時に正しく作動するよう点検や清
掃を定期的に行ってください。また、設置していな
いご家庭は早急に設置してください。
点検の方法
ひもを引っ張るものやボタンを押すものがありま
す。取扱説明書をご確認ください。
清掃の方法
ほこりなどが付くと、感知しにくくなります。乾
いた布で拭くなどしてください。シンナーなどの
有機溶剤は絶対に使わないでください。

■問い合わせ先 福山地区消防局予防課（☎０８４-９２８-１１９２）
広報ふちゅう
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道の駅

びんご府中
道の駅に、登録！
５月10日付けで、府中天満屋隣に建設中の「道
の駅 びんご府中」が、広島県で19駅目、中国地
方では101駅目の道の駅として登録されました。
今回の登録で、全国には道の駅が新たに14駅増
え、合計で1,093駅になりました。
「道の駅 びんご府中」は、今年10月のオープ
ン予定です。
問い合わせ先

産業振興課（☎４３-７１９１）

このデザインは、びんご
の「び」をモチーフに、人
々の明るい笑顔と両手で青
果（緑）と食品（赤）を天
高く持ち上げている様子を
イメージし、地域の活性化
が表現されています。

中の
府
ご
ん
び
道の駅
定
決
ン
イ
ザ
デ
シンボル

道の駅びんご府中の主な特徴

▽市街
 地という立地で、バ
スターミナルの整備や観
光情報の発信などを行う
ことにより、まちの玄関
口として、便利で賑わい
のある中心市街地を創出
します。
▽市内
 生産者からの農産物
・特産品などを取り扱い、
地産地消を推進すること
で、雇用の創出や後継者
不足の解消、生産者の収
益向上を図ります。

完成予想図

バスターミナル
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▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

道路利用者への安全で快適な道路交通環境の
提供のほか、次の機能を整備することにより、
地域振興を図ります。
道の駅 びんご府中にある地域振興施設
ご当地の食材を使ったレストラン
特産
産直市
情報提供スペース
品売場
授乳室・キッズスペース併設の交流スペース
短期貸店舗
屋外出店スペース

水道メーターの検針
水道メーターは、８年に
１回無料で取り換えていま
す。該当する家庭には、証
明書を持った指定給水装置
工事事業者が伺いますので、
ご協力をお願いします。
取り換え期間
７月１日（金）～ 日（日）

水道メーターの取り換え

・９月１日
（ 木）～ 日
（ 金）

精神保健福祉講演会
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ご覧いただけます

備後圏都市計画公園の変
更案について、次のとおり
縦覧を行います。
◎ 縦覧する都市計画の変更案
▽府中市決定の公園
▽こどもの国公園
縦覧期間 ６月１日
（水）
～
日
（水）
※この変更案について、縦
覧期間満了の日までに、府
中市に意見書を提出するこ
とができます。
縦覧場所・問い合わせ先
まちづくり課（☎４３ ７１５９）

6
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漏水にご注意！
水道メーター検針の際、
漏水の疑いがある場合には、
お知らせしていますが、漏
水はいつ起こるか分かりま
せん。日頃からの確認をお
願いします。

30

とき ６月 日
（火） 時
分～ 時
ところ リ・フレ
演題 一人で悩まないで！
～うつ病の人を支える～
講師 光の丘病院 医師
大加茂俊一郎さん
受講料 無料
問い合わせ先 健康医療課
元気づくり係（リ・フレ
内・☎４７ １
-３１０）

28

都市計画公園の変更案が

15

６月１日～７日は水道週間です

偶数月に、水道メ ー タ ー
の検針を行っていま す 。 次
のことにご協力をお 願 い し
ます。
▽メーターの上に物を置か
ないでください。
▽飼い犬はメーターから離
してつないでくだ さ い 。

蛇口パッキンの無料配布

簡単にできる漏水確認
①家の蛇口を全て閉める。
②水道メーターの銀色のパイロットマークが回転してい
たら、漏水の可能性があります。
※漏水の可能性のある場合は、市役所上水下水道課また
は府中市指定給水工事業者へご連絡ください。

水道メーターの
検針などにご協力を

ビル・マンションなどの
貯水槽は清潔に

対象 市内の上水道・簡易
水道利用者
配布期間 ６月１日（水）～
７日（火）
※土・日曜日を除く。
配布場所 上水下水道課ま
たは上下支所建設係

水道メーター
メーターボックス

問い合わせ先 上水下水道課
（☎４３ ７-１６８）

貯水槽の設置者は 、 次 の
ことを行ってくださ い 。
▽年１回以上定期的に貯水
槽の掃除
▽水の色、濁り、におい、
味、残留塩素など の 水 質
検査を年１回

15

30 31

パイロットマーク

７月から実施します

府中市ボランティア
連絡協議会主催

ボランティア
フェスティバル

成人用肺炎球菌ワクチンの
予防接種

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

年齢
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

生年月日
昭和26年４月２日生～昭和27年４月１日生
昭和21年４月２日生～昭和22年４月１日生
昭和16年４月２日生～昭和17年４月１日生
昭和11年４月２日生～昭和12年４月１日生
昭和６年４月２日生～昭和７年４月１日生
大正15年４月２日生～昭和２年４月１日生
大正10年４月２日生～大正11年４月１日生
大正５年４月２日生～大正６年４月１日生

対象② 平成 年３月 日
時点で、年齢が 歳以上
歳未満であって、心臓、
腎臓、呼吸器の機能に、
自己の身辺の日常生活活
動が極度に制限される程
度の障害や、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の
機能に、日常生活がほと
んど不可能な程度の障害
がある人
接種回数 １回
接種期限 平成 年３月 日
※既に 価肺炎球菌ワクチ
ンの接種を受けたことがあ
る人は、対象外となります。

府中のボランティア活動が分
かる、楽しいイベントです。
ボランティアについて、「知
りたい」、「体験したい」、「何
か始めてみたい」皆さん、ぜひ
お越しください。
とき ６月５日（日）９時30分～
14時30分
ところ リ・フレ
内容
ステージイベント
ボランティア紹介・体験コー
ナー
バザー
福引
お茶席
フリーマーケット
ミニ盛花作り体験など
入場料 無料

年齢表

健康づくり講演会

65

６月27日(月)
13時30分～15時

７月13日(水)
13時30分～15時

７月15日(金)
13時30分～15時

95

60

31

31

～知って防ごう脂質異常症～

7

上下保健センター

府中市生涯学習センター

75

29 100 80

29

ところ

クルトピア栗生

90

23

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂
質が、一定の基準以上になることを言います。血液がドロドロの
状態は、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなってしまいます。
とき

対象者には、７月初旬に、 れかに当てはまる人です。
予診票、接種実施医療機関
対象① 平成 年３月 日
一覧表などを郵送します。
時点で、年齢が 歳・
対象は、市内に住民票が
歳・ 歳・ 歳・ 歳・
歳・ 歳・ 歳になる人
ある人で、次の要件のいず

問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７-１２９４）

問い合わせ先 健康医療課元気づくり係
（リ・フレ内・☎４７-１３１０）

85

29

65
70

31

参加無料
申し込み不要

問い合わせ先 健康医療課元気づくり係
（リ・フレ内・☎４７-１３１０）

演題

講師

知って防ごう脂質異常症
～さらさら流れる血液に～

府中北市民病院
こ さかよしひで
小坂義秀さん

内科医長

知って防ごう脂質異常症
～野菜のパワーを知ろう！～

府中市健康医療課
藤村恵美子栄養士

知って防ごう脂質異常症
～さらさら流れる血液に～

佐野内科医院 院長
さ の としあき
佐野敏明さん

知って防ごう脂質異常症
～野菜のパワーを知ろう！～

地域活動栄養士
信岡マユミさん

知って防ごう脂質異常症
～さらさら流れる血液に～

谷医院 院長
たに
ひで き
谷 秀樹さん

知って防ごう脂質異常症
～野菜のパワーを知ろう！～

地域活動栄養士
信岡マユミさん

備後国府まつり
-人に自分に誇れるまつり-

開催日

７月23日（土）
花火大会

24日（日）

イベント参加者募集
タンスリレーや各イベントを始め、
パレード・おどりカーニバルで、個
性あふれるパフォーマンスを披露し
たり、ふれあい広場などで地域活動
のＰＲをしたりして、府中の祭りを
盛り上げてください。

パレード・おどりカーニバル

タンスリレー

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
とき 16時～17時30分
ところ お祭り通り
参加料 2,500円
競技内容 競技内容が一新！４人１チームは変
わりません。タンス本来の運び方、竿に掛け
たタンスを２人で担ぎ、行きと帰りのリレー
形式でタイムを競います。
▽

審査あり

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
市役所産業振興課（☎４３-７１４１）
職場やサークル、町内会などの仲間で参加し
てください。
とき 18時～21時
コース 府中学園スタート、ニチマン付近まで
の直線コース、約500ｍ
参加料 無料
※パレード・おどりカーニバルの順にスタート
します。
▽

▽

賞金あり
上位チームに

ステージイベント
▽

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
職場やサークルなどの仲間で参加してください。
とき 16時～18時
ところ お祭り広場
参加料 無料

広報ふちゅう

平成28年6月1日

第1213号

8

申し込み方法
６月15日（水）までに所定の申込書で申し込
んでください。詳しくは、ホームページにあ
る募集要綱をご覧ください。
定員になり次第締め切ります。
備後国府まつり

４回目を迎えた備後国府まつり。
今年は、ビアガーデン、スイーツフェスタ
など飲食販売が充実するイベントになるよう
に計画しています。
今年も花火をゆっくりご覧いただけるよう、
２日目に花火大会を行ないます。

検索

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
府中商工会議所（☎４５-８２００）
商店街で、物販･飲食･ゲームなどで出店され
る団体などを募集します。
とき 16時～21時
ところ 各商店街
出店料 出店方法・場所により異なります。詳
しくはお問い合わせください。
※電源・電気設備は出店者で用意してください。
重複するイベントや企画内容などによっては、
お断りする場合があります。

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８)
府中商工会議所（☎４５-８２００）
地ビールスクエアに出店される団体などを募
集します。
とき 15時～21時
ところ お祭り広場
貸し出し区画 22区画
※貸し出しは１団体２区画まで。１区画の広さ
は間口2.7ｍ×奥行3.6ｍです。
出店料 １区画20,000円
※電気設備は出店者で用意してください。申込
多数の場合、過去３年内に出店実績がある人ま
たは、市内の団体を優先します。
▽

▽

▽

地ビールスクエア（お祭り広場）

▽

ふれあい広場（商店街）

キッチンカー・屋台出店（お祭り通り）

備後国府まつりへの募金の
ご協力をお願いします

▽

▽

備後国府まつりの運営資金の一部にあてる
とともに、市民の皆さん一人一人から備後国
府まつりを盛り上げていただくため、広く募
金をお願いしています。
皆さんのご協力をお願い致します。
申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
市役所総務課（☎４３-７１１５）
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▽

※写真は、昨年の備後国府まつりの様子です。

▽

▽

▽

申し込み・問い合わせ先
備後国府まつり実行委員会事務局
（☎４５-０６７８）
府中商工会議所（☎４５-８２００）
キッチンカーおよびテント内ブースに出店さ
れる団体などを募集します。
とき 15時～21時
ところ お祭り通り
貸し出し区画 キッチンカー…17区画、テント
…４区画
※貸し出しは１団体１区画まで。１区画の広さ
は、キッチンカー間口５ｍ×奥行３ｍ、テント
間口３ｍ×奥行３ｍです。
出店料
キッチンカー…5,000円
テント…
20,000円
※電気設備は出店者で用意してください。申込
多数の場合、過去３年内に出店実績がある人ま
たは、市内の団体を優先します。

ココロエ

問い合わせ先
産業振興課（☎４３-７１３１）

まずは、イノシシを知ること
性

格

・臆病で注意深く、なかなか人前
に姿を現さない
・パニックになって逆上すると、
身を守るため突進してくる
・いったん慣れると大胆になる

「猪突猛進」？イノシシの生態をご紹介します。

運動能力
・助走なしで１ｍの高さを乗り越
える
・20㎝の隙間をくぐり抜ける
・最高時速45㎞

パワー
・70㎏を鼻で持ち上げる

食べ物

臭

・芋やタケノコ、栗、柿、稲、昆
虫、ネズミ、ヘビ、ミミズなど
何でも食べる雑食性

・犬に匹敵する

生

防御力

態

・通常は子どもを１年に一度平
均４～５頭産むため、いった
ん増えだすとなかなか減らない
・寿命は長くて10年

・体を覆う剛毛は電気を通さない
（電気柵は鼻に当てないと効果
がない）

視

覚

力

・0.1前後だが動体視力は人間以上
・色は青系統のみ識別可能（電気柵のコードは青系が有効）

イノシシが近づきにくい環境を

出没原因を突き止め、対策を講じましょう。

エサを放置しない

隠れ場所をなくす

収穫されない果実や生ゴミの放置、お墓
のお供えやペットへのエサもイノシシの
エサに。

警戒心が強いイノシシは、草むらややぶ
が大好きで、開けた場所が嫌いです。

刈り払うと…

※野菜くずや生ゴミを放置しない、食べ
ない果実を収穫する、田んぼに２番穂を
残さないなどの環境をつくりましょう。

※早めに草を刈り払ってイノシシの隠れ
場をなくしましょう。
広報ふちゅう
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特集２

没！！
出
も
で
に
どこ
にも？！
く
近
の
た
あな

イノシシ対策の

集落での対策が重要です

集落ぐるみで環境をつくることが効果的です。

柵の設置と点検

住宅街で出没したら

イノシシの特性を考慮して柵を設置しましょう。
柵を設置したら、集落で点検を行うことが大切で
す。点検を行うことができない場所への柵の設置
は逆効果です。
トタン柵

大抵は何もせずに通り過ぎていきます。決して慌
てず、刺激しないようにし、警察または市役所へ
連絡してください。
イノシシが興奮状態のときは、人間に攻撃してく
るので、速やかに避難してください。

隙間を作らない

ワイヤーメッシュ柵

1.2ｍ以上

30度折り曲げる
１ｍ以上

杭はしっかりと打つ

ネット柵

地中に埋め、杭で固定

去年の秋に、栗柄町の住宅街でイノシシが出没し、
警察と共に現場に向かいました。
イノシシは、興奮していて、とても危険な状態で
した。
民家の周辺などに出没させないためには、その周
りにある田畑が、エサ場とならないよう防護柵を
設置するなどの対策をすることが大切です。

１ｍ
ネットの端は杭などで固定

電気柵

40㎝

担当者の声

20㎝

産業振興課農政係
伊達主任主事

※柵の設置には、補助金の制度があります。事前
申請となり、条件などもありますので、希望する
人は産業振興課へご相談ください。

※他にも市内の住宅地や、小学校のグラウンド、
通学路などにも出没しています。

イノシシの捕獲の状況は？

免許を取得し、自分の田畑を守ろう。

捕獲の効率を上げるために

捕獲には免許が必要

わなの捕獲効率を上げるためには、
畑などがエサ場とならないように
侵入防止対策を行い、周りにエサ
のない環境をつくることが
必要です。

有害鳥獣駆除は、イノシシだけでも年間300頭以上
を捕獲しています。しかし、年々高齢化により捕
獲の担い手が不足しています。
市では、狩猟免許の取得に対しての補助などをし
ています。
※詳しくは12ページをご覧ください。

■府中市では…
集落ぐるみで取り組む鳥獣被害対策への支援や、リーダー育成などを実施し、効果的な対策
を進める事業を推進していきます。
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手数料 5,200円
※免許取得者が、他の種類の免許を受験する場合は、種類ごとに3,900円。
対象 広島県内に住所があり、銃猟は満20歳以上、わな猟・網猟は満18
歳以上の人
試験日

ところ

種類

狩猟 免 許 試 験 ・
初心 者 講 習 会

問い合わ せ 先 産 業 振 興 課
（☎４ ３ ７
- １３１）

イノシシ・カラス な ど の
鳥獣は、狩猟鳥獣に 定 め ら
れており、捕獲する た め に
は、狩猟免許が必要 で す 。
イノシシ被害など で お 困
りの人は、自分の農 地 は 自
分で守るという意識 で 、 こ
の機会にぜひ狩猟免 許 を 取
得しましょう。

免許取得に補助金があります

府中市では、狩猟 免 許 の
取得に要する経費に つ い て 、
補助金を交付してい ま す 。
対象 初めて狩猟免 許 を 取
得した人
補助額 広島県が実 施 す る
狩猟免許試験手数 料 の ２
分の１

狩猟免許試験

申し込み期限

定員
50人

６月16日（木）13：00～

広島県三次庁舎

わな猟

６月６日（月）

６月26日（日）９：00～

広島県福山庁舎

わな猟・銃猟

６月16日（木） 100人

７月５日（火）９：00～

庄原市ふれあいセンター

わな猟・銃猟

６月24日（金）

80人

７月15日（金）13：00～

三原市久井公民館

わな猟

７月５日（火）

50人

７月24日（日）９：00～

広島県庁本館

網猟・わな猟・銃猟

７月14日（木） 120人

８月１日（月）13：00～

広島県呉庁舎

わな猟

７月22日（金）

８月10日（水）９：00～

広島県庁本館

網猟・わな猟・銃猟

７月29日（金） 120人

８月24日（水）10：00～

東広島市勤労福祉センター

わな猟・銃猟

８月12日（金） 100人

９月４日（日）９：00～

広島県庁本館

網猟・わな猟・銃猟

８月25日（木） 120人

50人

広島県自然環境課（☎０８２-２２８-２１１１）

免許試験に関する問い合わせ先

狩猟免許初心者講習会
申し込み期限 各受講日のおおむね１週間前。ただし、定員になり次第、締め切ります。
受講料 7,000円（午後のみは3,500円）
※申込書は、市役所産業振興課にあります。
とき

ところ

講習内容

定員

６月５日（日）９：30～14：30 広島県立みよし公園カルチャーセンター

わな猟

40人

６月12日（日）９：30～15：30 広島県福山庁舎

わな猟、銃猟 40人

６月18日（土）９：00～12：30 世羅町甲山農村環境改善センター

わな猟

６月19日（日）９：30～15：30 庄原市ふれあいセンター

わな猟、銃猟 60人

７月３日（日）９：30～12：30 三原市久井公民館

わな猟

40人

７月16日（土）９：30～14：30 呉市総合体育館

わな猟

40人

７月17日（日）９：30～15：30 海田町ひまわりプラザ

わな猟、銃猟 60人

８月７日（日）９：30～15：30 東広島市勤労福祉センター

わな猟、銃猟 60人

８月20日（土）９：30～15：30 広島市安佐北区民文化センター

わな猟、銃猟 60人

８月28日（日）９：30～15：30 広島市安佐南区民文化センター

わな猟、銃猟 60人

40人

皆さまの狩猟免許取
得をサポートするため、
初心者講習会を開催し
ています。狩猟免許試
験の合格を目指す人に、
この講習会の受講をお
勧めします。

※わな猟と銃猟で、午後から会場が分かれるため、わな猟と銃猟を同じ日に受講することはできません。

狩猟免許講習会に関する問い合わせ先

（一社）広島県猟友会（☎０８２-２２７-７８９０）
広報ふちゅう
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府中市の公用原付２台を競売

▽ ▽

競売① ホンダスーパーカブ
走行距離は約７千キロ・50㏄・昭和60
年式です。
競売② ホンダスーパーカブ
走行距離は約１万３千キロ・50㏄・昭
和61年式です。
公開査定日 ６月22日（水）14時～16時
ところ 城山浄水場（用土町440-1）
入札日 ６月23日（木）
競売①…11時
競売②…11時10分
ところ 城山浄水場（用土町440-1）
注意事項
公開査定日に、競売の説明を行い、入
札書などの書類を渡します。競売参加
希望者は、必ず公開査定日にお越しく
ださい。
問い合わせ先
会計課（☎４３-７１６６）

児童手当を支払います
２月から５月分の児童手当を６月９日（木）に支払いま
す。振込通知はしませんので、預金通帳で確認してくだ
さい。

◎児童手当の現況届を提出してください
児童手当を受け取っている人は、６月１日現在の状況
を記載した現況届の提出が必要です。提出が必要な人に
は通知をしますので、詳しくはそちらをご覧ください。
現況届の提出がない場合、６月分以降の児童手当が受
けられなくなります。
提出期限 ６月30日（木）
問い合わせ先 女性こども課（☎４３-７１３９）

慰霊巡拝の参加者を募集
海外などで戦死または抑留中に死亡した人の遺族を対
象に、慰霊巡拝を行います。
日程や参加料などは、巡拝場所で異なります。詳しく
は、お問い合わせください。
とき ８月中旬～平成29年２月
ところ 旧ソ連、中国、南方諸島（フィリピン、硫黄島
など）
申し込み・問い合わせ先 地域福祉課（☎４３-７１４８）

平成28年度 障害者委託訓練生募集
対象 公共職業安定所に求職登録している人
※在職者訓練コース除く。
知識・技能習得訓練コース
コース名

ＰＣ初級スキル習得科
ＰＣ初級スキル
習得科３

福山・尾道

介護初任者研修科

地区

対象者

定員

す
受講料は無料で

申し込み・問い合わせ先
府中公共職業安定所（☎４３-８６０９）
広島障害者職業能力開発校（☎０８２-２５４-１７６６）
訓練場所

申込期間

訓練期間
７月６日～
10人
陽気株式会社
６月16日まで
10月５日
８月３日～
精神（身体） 12人 株式会社 尾道キャリアスクール ７月19日まで
11月２日
障害者など
10月21日～
７月1日～
12人
学校法人 福山医療学園
平成29年１
10月3日まで
月20日

ｅ-ラーニングコース（インターネットを活用した自宅での通信訓練）
コース名

対象者

定員

Ｗｅｂ制作在宅ワークコース 重度障害者など 14人

在職者訓練コース
コース名
ｅ－ラーニングコース
ビジネスマインド
スキルアップコース
13

訓練場所
㈱ＮＴＴデータだいち

申込期間

訓練期間
９・12月開始
11月11日まで
（３か月間）

※申し込みは、広島障害者職業能力開発校になります。
対象者 定員
訓練場所
申込期間
訓練期間
随時開始
在職中 15人 富士通エフ・オー・エム㈱中四国支社 平成29年１月
31日まで
（１か月間）
（休職中
を含む）
10月15日・
株式会社 パルウェーブ
10月５日まで
の障害者 15人
16日

府中の子どもは
宝じゃけぇ
『ひろば』にあそびに来てね
上下地域子育て支援センター
上下地域子育て支援センターでは、月３回『ひ
ろば』の中でいろいろな遊びを計画しています。
体を動かしたり、おもちゃを作ったりなど楽し
い内容が盛りだくさん。子育ての話をしたり、情
報交換などもしませんか。初めての人も大歓迎♪
お気軽にお越しくださいね。

６月 ひろばの予定

10：00～11：30

■６日（月）作ってあそぼう
廃材を使って「かたつむり」を作ろう
■13日（月）絵本の玉手箱
読書ボランティア☆メイのともだち☆
■27日（月）体を動かしてあそぼう
巧技台であそぼう

と

《問い合わせ先》
上下地域子育て支援センター
（上下保育所内・☎６２-４４
３７）

今月の１冊
『ちょっとだけ』
たきむらゆう こ

作：瀧村有子
すず き なが こ
絵：鈴木永子
出版社：福音館書店

親子で楽しめる絵本
～和光園保育所 年少組のこぼれ話～
参観日にこの絵本を読みました。絵本を読み終わる
ころには、多くのお母さんの目には涙が。
なっちゃんのお母さんを大切に思う気持ち、甘えた
いけど一人で頑張ろうと思う子どもの気持ちを知り、
「我が子の姿と重なり、子どもとしっかり関わってい
きたい」、スキンシップの大切さをあらためて感じ、
「帰ったらギュ～ッと抱きしめてあげたい」というお
母さんたちの声がありました。絵本を通して親子の絆
が深まるような時間でした。
テレビをちょっとの時間消して、スマホをおいて、
絵本のある子育てを始めませんか？

あらすじ
赤ちゃんが生まれて、お母さ
んは忙しいので、なっちゃんは
いろんなことを自分一人でやっ
てみます。お姉さんになったか
らと頑張るなっちゃんですが、
眠くなった時だけは、どうして
もお母さんに甘えたくなります。
お姉さんになったことで感じ
る切なさ、それを乗り越えるこ
とで成長していく子どもの姿を、
母親の深い愛情とともに描いて
います。
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平成 年度『腹の底から笑い 【優秀賞】
あった家族エピソード』大笑

29 4か月児健診 30

やってきた子ネコ
旭小学校
さいとう
み ゆ
三年 齊藤 心結

28



27

歯科健診・ブラッシン
17
グ指導・助産師のお話

【市長賞】

26

22

私のおじいちゃんは、一人ぐらしです。

25

24

23

21

対 H28.2月生まれ
受付 13:00～14:00

リ・フレ

19

持 母子健康手帳・筆記用具
※託児が必要な場合は
事前にご連絡ください。
予約は不要です。

18

20

いいまちがい

私も兄もうれしくなってわらいました。

15

府中明郷小学校
私はよくおじいちゃんの家に遊び
かたやま
はる と
一年 片山 陽翔 に行きます。

ある日、母のお仕事がいっしょの
ほいくしょのときのことです。ほ
いくしょに、しょうぼうしゃがきた 人に子ネコをもらってくれる人をさ
ときに、だんなさんがしょうぼうし がしていると聞いて、おじいちゃん
に相談をしました。
をしているせんせいに、
「ぼくはおおきくなったら、せんせ
おじいちゃんは、ネコが大好きです。
いのだんなさんみたいに、しょう
やって来たネコは、黒ネコで私と
ぼうしになりたい。」
兄は、ま女のたっきゅうびんに出て
といおうとしたら
くるネコ、
『ジジ』と名前をつけました。
「ぼくはおおきくなったら、せんせ
名前が決まって新しいおうちにも
いのだんなさんになりたい。」
なれたころに、私たちはまた、会い
といってしまい、ともだちとせんせ に行きました。
いとおおわらいしました。そのこと
そこで、こまったことに気付きま
をむかえにきたおとうさんに、せん した。私たちはおじいちゃんのこと
せいがはなしたので、おとうさんも を『じいじ』とよんでいます。
おおわらいしました。
「ジジー、おいで」
いえにかえって、おとうさんがか と、よぶと『じいじ』が来てしまう
ぞくみんなにはなしたので、かぞく のです。私が、「ジジをよんだよ」
みんなおおわらいしました。
と言うと、じいじが、
「そのときせんせいは、どういったの。
」 「もう」
とおこりました。でも、じいじはす
ぐに笑ってうれしそうに、
「これからも『ジジ』と『じいじ』
といっしょに遊んでよ」
と言いました。
ときかれたので、
「おことわりします。」
といわれたというと、ま
たみんなでおおわらいし
ました。

リ・フレ

16

15

14

13

府中市子育て
支援センター

リ・フレ

12
13:30～15:00

対 H27.8月生まれ
受付 13:00～14:00

対 H26.11月生まれ
受付 13:00～14:00

受付 13:00～14:00

上下保健センター

対 H25.4月生まれ
受付 13:00～14:00

10 マタニティクラス 11

7 1歳6か月児健診 8 10か月児健診 9

6

リ・フレ

リ・フレ

身体計測、離乳食の進め
方、育児相談など

対 H26. 2月生まれの子と保護者

9:30～11:00

歯 科 健 診

5
1 3歳児健診 2 母子健康相談 3 2歳児･保護者 4

日
土
金
木
水
火
月

健康医療課元気づくり係
（リ・フレ内・☎47-1310）
健康づくり係（上下保健セン
ター内・☎62-2231）

６月 こども健康カレンダー

27

ときめく
府中の
子どもたち！

図書館
だより

６月の図書館「おはなし会」毎月、定期的に開催しています。

ブックン

新着図書＆イベント情報

図書館へ行こう！

6
13
20
27

⑦
⑭



2
9
16
23
30

3
10
17
24

■府中市立図書館

4
11
18
25

６

月の休館日

5
12
⑲
26

1
8
15
22
29

○印がお休みです

日 月 火 水 木 金 土

本館

府中市府中町43
☎43 ― 4343
【開館時間 9：30 ～ 19：00】

■府中市立図書館 上下分室
府中市上下町上下 861―3
（上下町民会館内） ☎62 ― 8805
【開館時間 10：00 ～ 18：30】
http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp/toshow/

■図書館 本館
あかちゃんのおはなし会
９日
（木）
10：30～10：50
おはなし会
11日
（土）
・25日
（土）
14：00～14：30

■図書館 上下分室
おひざにだっこのおはなし会
17日
（金）
10：30～11：30
おはなしのへや
18日
（土）
14：00～15：00

サイエンスショー

人！
初めて参加する
親子で参加！

とき ６月26日
（日）
14：00～15：30
ところ 図書館本館
対象 小学１年～６年生と保護者
内容 親子でサイエンスショー
を見学した後、ワークショッ
プを行います。
定員 先着18組（36人）
参加料 １組50円
申し込み方法 来館または電話
で申し込んでください。

◇◇電子図書紹介◇◇
もと じ ろう

梶井 基次郎

・ほめ言葉ハンドブック
ほん ま

映画会『オペラハット』
とき ６月12日
（日）
14：00～16：00（13：30開場）
ところ 図書館本館
定員 先着50人
参加料 無料

◇◇ 新着図書紹介 ◇◇
世界のかっこいい鳥

・檸檬
かじ い

講師 広島市江波山気象館
学芸員

まさ と

本間 正人

うえ だ

ぞうさん

けいすけ



上田 恵介（他）／ 監修
わし

たか

もう

鷲、鷹など世界の猛
きん
かいちょう
禽、怪鳥を雄大な景
色とともに捉えた写
真集。

まど

みちお

象に生まれてよかっ
たという子象のうれ
しさが伝わる楽しい
絵本。

上下あやめまつり

これからが見ごろ！お出かけ情報

※期間中には、さまざまなイベントを行います。
詳しくは、四季の里のホームページをご覧ください。

▽

▽

入園料
大人400円
小・中学生200円
問い合わせ先 矢野温泉公園
四季の里（☎６２-４９９０）
矢野温泉公園

検索

種 万本のあやめをご鑑賞くだ
さい。期間中、野外ステージ、カラ
オケ大会、地元特産品の販売なども
あります。

とき ６月11日（土）～26日（日）
９時～17時
ところ 矢野温泉公園四季の里
あやめ園（上下町）

300
10
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６

月の休館日

5 ⑥
12 ⑬
⑲⑳
26 

○印がお休みです

日 月 火 水 木 金 土
1 ② 3 4

▼

お知らせ

ＰＯＭ観望会「月と木星の観察」
プラネタリウムで夏の
星座を覚えたり、望遠鏡
などで観察をします。
とき ６月11日（土）
19：00～20：15
※曇り雨天の場合は中止です。

●POM府中市こどもの国
府中市土生町1587― 7 ☎41―4145
【開館時間 9：00～17：30】
http://www.ccjnet.ne.jp/̃pom

ＰＯＭでは、次代を担う子ど
もたちが『遊び、楽しみ、考
え、創り、学ぶ』をテーマに
イキイキと活動しています。

歯みがきはいつ頃から始めたらいい。
幼児にはどんな歯みがき粉がいいのか
な。歯についてのいろんな疑問に、歯
科医師の先生がお答えします。
とき ６月４日
（土）
14：00～15：00
対象 小学生以下の児童と保護者
内容 歯についてのお話と歯磨き指導など
講師 府中地区歯科医師会

幼児安全法講習会
突然起こる子どもの事故や病気につ
いての手当ての仕方や予防など、指導
員がお話します。講習会に参加してみ
ませんか。
とき ６月24日
（金）
10：30～11：30
内容 家庭でできる応急手当など
講師 日本赤十字社 幼児安全法指導員

プラネタリウム夏の番組

「夏の夜空の星座博物館」

ＰＯＭのプラネタリウムで
夏の星座を覚えて、
夜空を見上げてみませんか。

投影期間 ６月４日
（土）
～９月４日
（日）
投影時間 30分
夏の夜空は明るい星も多く、神話に彩られた
星座がたくさん登場します。星座の原形はメソ
ポタミアからギリシャに伝わり、神話に登場す
る神の姿や伝説の英雄の姿などが星座となり、
時を越えて語りつがれるようになりました。

80

3,000

17

あじさい祭り

◎イベントスケジュール
福祉バザー…６月11日
（土）
・12日
（日）
・18日
（土）
・19日
（日）
撮影会…６月18日
（土）
10：00～11：50
ミニ盛り花体験…６月18日
（土）
13：00～
苗の無料配布…６月25日
（土）
※車１台につき１株（限定100株）です。

見事に咲き誇った 種 株のあじ
さいをご観賞ください。期間中、撮
影会や苗の無料配布などを行います。

とき
６月４日（土）～７月上旬
ところ
神宮寺（栗柄町）
問い合わせ先
神宮寺（☎４５-５１１８）

参加は無料です。
参加者には、
歯ブラシをプレゼント。

▽

ＰＯＭ（ポム） は、 親子で
楽しめるふれあいスペースです。
イベントも盛りだくさん！
気軽に遊びに来てください！

は・歯・はのピカ☆ピカ

▽ ▽ ▽

ＰＯＭ府中市こどもの国

暮らしの情報



相

問い合わせ先
税務課（☎４３―７１２２）

問い合わせ先 長寿支援課
（リ・フレ内・☎４０-０２２２）

談

■介護保険料……………第２期分
※納期限は６月30日
（木）
です。

こころの健康相談

とき ６月９日（木）・ 日
（木） 時 分～ 時 分
※前日までに予約が必要。
ところ リ・フレ
申し込み・問い合わせ先
健康医療課元気づくり係
（リ・フレ内・☎４７ １３１０）
◎ 心の健康・ひきこもり相談
とき ６月 日（火） 時～
時
※前日までに予約が必要。
ところ 広島県福山庁舎
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）

６ 月 の 生 活 相 談

申し込み期限 ６月 日（木）
※受け付けは 時～ 時。
申し込み・問い合わせ先
〈上下町民会館会場〉
広島県東部保健所福山支
とき ６月 日
（土） 時～
所保健課（☎０８４ ９-２
時
１ １
※社会福祉協議会上下支所
-３１１）
に直接または電話（☎６２ 身体障害者福祉相談
２５６６）で予約が必要。
とき ６月 日
（火） 時～
予約の受け付けは６月６日
時
（月）
～ 日
（金）
の９時～
ところ 上下町民会館
時。定員（８人）になり次
相談料 無料
第締め切ります。
問い合わせ先 府中市身体
◎弁護士相談
障害者相談員協議会 広
とき ６月 日
（水） 時～
畑（☎４５ ５
時
-４２０）
ところ リ・フレ
行政書士による無料相談会
※受け付けは当日の９時～
時。直接または電話で予
約が必要。定員（ 人）に
なり次第締め切ります。
相談料 無料
問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １-２９４）

13

13

子どもと、その家族など
を対象に、保健師が相談に

長期療養児療育相談

相続、成年後見、協議離
婚などの相談に、行政書士
が無料で応じます。
とき ６月 日
（水） 時～
時
※事前に予約が必要です。
ところ 府中市消費生活セ
ンター
申し込み・問い合わせ先
広島県行政書士会福山支
部（☎０８４ ９
-２２ ３
８７６）

21

病

相

応じます。
とき ７月６日
（水） 時～
時
※前日までに予約が必要。
ところ 広島県福山庁舎
相談料 無料
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）

難

談

難病患者とその家族を対
象に、栄養士や保健師が相
談に応じます。
とき ６月 日
（木） 時～
時
※前日までに予約が必要。
ところ 広島県福山庁舎
相談料 無料
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）

年 金 相 談 窓 口

とき ６月 日
（土）
９時
分～ 時
相談料 無料
ところ・問い合わせ先
備後府中年金事務所
（☎４１ ７
-４２１）
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30

15

15

10

小児慢性特定疾患児
ピアカウンセリング

17

17

保護者の相談に、ピアカ
ウンセラーが応じます。
とき ７月 日
（木） 時～
時
ところ リ・フレ
相談料 無料

15

15

13

13

16

16

30 23

各種相談の開催日時
◎一般相談
とき ６月１日（水）・８日
（水）
・ 日
（水）
・ 日
（水）
・ 日（水） 時～ 時
※受け付けは 時～ 時。
電話、ファクス（ ４７ １０５５）でも相談できます。
ところ リ・フレ
◎司法書士相談
〈リ・フレ会場〉
とき ６月１日（水） 時～
時

30

16

11

■市・県民税……………第１期分
※納期限は６月30日
（木）
です。

医師や専門の相談 員 な ど
が無料で相談に応じ ま す 。
◎府中市こころの相 談

16

12

16

13

13

10

30

14

13 13

25

10

13

15

15

21

15

13

22

15 16

13

13

12

15

29

16

6 月の納税など

Information

お知らせ
市長の資産を公開します

用

50 29

採

防局予防課（☎０８４ ９
２人
２８ １１９２）、府中消
▽調理員…栄養士免許を取
防署（☎４３ ７１８３）
得済みまたは取得見込み
または小塚出張所（☎６
の人・１人
２ ２１１９）
試験日 ６月 日
（土）
採用予定日 平成 年４月
１日
申し込み期限 ６月 日（火）
申し込み・問い合わせ先

府
中静和寮（☎４１ ２-３
７５）または大日学園（☎

16

20

催

し

府中市文化センター

旭

公

民

きょう

館

14

1,000

24

50 28

190

社会福祉法人静和会
職 員 採 用 試 験

◎月いち演奏ライブ
とき ６月 日
（日） 時～
時 分
出演 ▽筝曲…芙蓉会
▽アコースティックギター
…ネムカカ（藤井淳）
▽アンサンブル…府中シテ
ィオーケストラ
入場料 無料
問い合わせ先 府中市文化

10

センター（☎４５ ６-０００）

11

甲種防火管理新規講習

習

29

21

◎第参回旭寄席
とき ６月 日
（日） 時～
※開場 時 分～。
へい
ぶん
出場 笑福亭恭瓶、月亭文
と
さん ぽ
都、桂三歩
※協力金として、一人 円
をお願いします。
◎木版画展
とき ６月３日
（金）
～ 日
（金） 時～ 時
※日・月曜日、祝日は休館。
入場料 無料
問い合わせ先 旭公民館
（☎４５ ５-９０３）

講

４１ ４
-００９）

25

とき ７月 日
（木）
～ 日
（金）
９時 分～ 時 分
ところ まなびの館ローズ
コム
定員 先着 人
申し込み期間 ６月 日（月）
～７月１日
（金）
※申込書は、府中消防署、
小塚出張所にあります。
問い合わせ先 福山地区消
防局予防課（☎０８４ ９２８ １-１９２）、府中消
防署（☎４３ ７-１８３）
または小塚出張所（☎６
２ ２
-１１９）
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府中市長の保有す る 資 産
などについて報告書 の 閲 覧
を行います。
報告書
①資産等補充報告書（本人
名義の土地・建物 ・ 預 貯
金・有価証券・自 動 車 ・
ゴルフ会員権など ）
②所得等報告書
③関連会社等報告書 （ 役 員
・顧問などの役職 を 務 め
る会社や法人の名 称 と そ
の職名）
閲覧開始日 ６月２日（木）
閲覧場所・問い合わ せ 先
応募資格・採用予定人数
▽介護職員…短大・専門学
校卒以上の人・３人
※介護福祉士の資格を取得
済みまたは取得見込みの人
を優遇。
▽生活相談員…４年大卒の
人・１人
※社会福祉主事以上の資格
を取得済みまたは取得見込
みの人を優遇。
▽生活支援員…短大卒以上
または福祉関係の資格を
取得済みの人・２人
▽理学療法士・作業療法士
…理学療法士、作業療法
士の資格を取得済みまた
は取得見込みの人・各１人

▽看護師…看護師または准
看護師の資格を取得済み
または取得見込みの人・

今月の表紙

平穏な日々を奪って
しまった広島市の土砂
災害。これからの時期
は大雨や台風により、
地盤が緩むことがあり
ます。危険を感じたと
きは、避難するという
選択肢もあります。

編集者のつぶやき

●４月に発生した熊本
地震は、記憶が薄れか
けていた東日本大震災
を思い出す、甚大な被
害でした。災害への備
えに十分はありません。
今すぐやりましょう。◯
川

◆道の駅びんご府中が
道の駅として登録され
ました。「び」の文字
をモチーフにしたかわ
いいシンボルデザイン
も決まり、 月のオー
ほ
プンが楽しみです。◯
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総務課（☎４３ ７-１１５）

28

消防設備士資格試験（全種類）

とき ８月 日（日）
申し込み期間
▽電子申請…６月 日（土）
～ 日（月）
▽書面申請…６月 日（火）
～ 日（木）
※願書は府中消防署 、 小 塚
出張所にあります。
問い合わせ先 福山 地 区 消

10

27

30

府中地区歯科医師会

トラブルが起こる前に
歯医者へ

くなってしまうと、歯磨き
では取れませんし、市販の
歯石を取る道具も、歯肉を
痛める場合がありますので
あまりお勧めできません。
チェックも歯石取りも歯科
医師にお任せください。

定期検診を受けましょう

県営住宅の入居者を
募集します

定期検診には、次のよう
なメリットがあります。

フッ素の無料塗布もできます

（平成28年６月定期募集）
募集住宅、申し込み方法およ
び申し込み資格など詳細につい
ては、申込みのしおりをご覧く
ださい。

申込みのしおり配布期間 ６月
14日（火）～23日（木）
配布場所 市役所整備保全課
受付期間 ６月21日（火）～23日
（木）８時30分～17時
受け付け・問い合わせ先 県営
住宅指定管理者 堀田・誠和
共同企業体住宅管理センター
（☎０８４‐９４３‐６６２２）

歯の無料健診
今年も無料の歯科健康診査を行
います。
お口の中のヘルスチェックをし
て、歯の健康を考えましょう。
健診に行かれる人は事前に歯科
医院へお問い合わせください。
とき ６月４日（土）９時～12時
ところ 府中市内・福山市新市町
内の全ての歯科医院
対象 府中市・福山市新市町の市民
内容 歯科健診・ブラッシング指
導・歯ブラシ配布・希望者には
フッ素塗布
問い合わせ先
健康医療課元気
づくり係（リ・フレ内・☎４７‐
１３１０）
健康医療課健康
づくり係（上下保健センター内
・☎６２‐２２３１）

広報ふちゅう

▽

まさあき

佐藤正彰

①歯磨きでは取りきれない
歯垢や歯石を取ることが
できる。
②虫歯や歯周病を防ぐだけ
でなく口臭も減る。
③クリーニングによって黄
ばみを取って、歯本来の
色を取り戻す。
④虫歯などを早期発見でき、
軽い治療で治すことがで
きる。

院長

また、定期検診を受けて
いる人は、そうでない人に
比べ、歯が長持ちするとも
いわれています。
まずは何でも相談できる
かかりつけ歯科医をつくる
ことから始めましょう。
文責 さくら歯科クリニック



放送大学はテレビ、ラジオ、
インターネットを通して学ぶ
通信制の大学です。
幅広い世代、職業の人がさ
まざまな分野を学んでいます。
放送大学では、平成28年度
第２学期（10月入学）の学
生を募集します。
資料請求方法
①放送大学福山サテライト
スペースへ電話請求
②放送大学ホームページよ
り請求
※①、②どちらも無料です。
出願期間 ６月15日（水）～９
月20日（火）
問い合わせ先 放送大学福山
サテライトスペース（☎０
８４‐９９１-２０１１）

皆さんはどんなときに歯
医者に行きますか？日本で
は普通は「歯が痛い」「歯
肉から出血する」といった
歯のトラブルが起きてから
歯医者に行きますが、欧米
では、歯のトラブルがなく
ても定期的に歯医者へ行く
ことがごく一般的です。
痛いなどの自覚症状もな
いのに、歯医者には行きた
くないという人もいると思
いますが、歯医者はそんな
に敷居の高いところではあ
りません。どんどん定期検
診に来てください。定期検
診は、３〜６か月に一度行
くのが理想です。

歯石取りは歯医者で

歯石は一度石灰化して硬

放送大学
10月入学生の募集

定期検診のおすすめ

▽

健 康 コ ラ ム

平成28年6月1日

第1213号 20

府中地区医師会

アレルギー性結膜炎について

健 康 コ ラ ム

◎定義 アレルギー性結膜
炎とは、眼球の表面および
まぶたの裏面を覆っている
結膜に、何らかの原因でア
レルギーを起こす炎症性疾
患です。花粉が原因のもの
を花粉性結膜炎といいます。
他にもダニやハウスダスト
や動物の毛などで起こすこ
ともあります。
◎疫学 人口の約 ～ ％
の人が有し、ピークは 代
で加齢に伴い減少します。
◎症状 ①目の充血
②目の痒み
③目やに
④目の異物感など
本来アレルギー性結膜炎
とは、結膜の病気ですが、
症状がひどくなると黒目に
も影響がおよんで角膜上皮
障害を起こし、強い痛みや
視力低下をまねくこともあ
ります。
◎診断法 発症の時期、目
の痒みが主体となる自覚症
状からほぼ診断は可能です
が、目やにや目の分泌物を
採取して診断する方法もあ
ります。
◎治療 治療の基本は点眼
薬です。
15
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①抗アレルギー点眼薬
②ステロイド点眼薬
通常は①の抗アレルギー
剤を使用しますが、症状が
強い場合や、なかなか治癒
しない場合は②のステロイ
ド点眼薬を使用するか、ま
たは①と②を併用します。
ほとんどの場合これで症
状は軽くなりますが、点
眼薬でも治癒しない場合は、
ステロイド剤の結膜下注射
をしたり、ステロイドや抗
アレルギー剤を内服するこ
ともあります。
◎予防法 ①花粉の季節は
外出を控える
② ゴーグル型メガネの着用
③人工涙液による洗眼
④空気清浄
⑤ダニの除去など
◎注意点 ウイルス性、細
菌性結膜炎でも同じように
目の充血、目やになどの症
状はありますし、角膜の傷
や異物、ぶどう膜炎などの
結膜以外の病気でも同じよ
うな充血を起こすことがあ
りますから、必ず眼科を受
診して適切な治療を受ける
小児科 精神科
全般
ようにしましょう。
夜間・救急医療機関
文責 小畠病院 瀧川 泰
内 容

医療機関名など

電話番号

診療・受付時間

夜 間 医 療 福山夜間小児診療所（福山市三吉町南） ☎084―922―4999 毎日19：00～23：00（受け付けは22：45まで）
救急医療電話相談 こどもの救急電話相談

#8000

救 急 医 療 小泉病院（三原市小泉町）

毎日19：00～翌8：00

☎0848―66―3355 毎日24時間

救急医療相談 精神科救急情報センター（広島市安芸区） ☎082―892―3600 毎日24時間

夜 間 医 療 福山夜間成人診療所（福山市三吉町南） ☎084―982―9946 19：30～23：00（外科の場合は要事前連絡）
音声ガイダンスに
よる休日夜間など
の当番医情報提供

広島県救急医療情報
ネットワーク

県全域

☎0120―16―9901 毎日24時間

※救急＆予防サイト《こどもの救急》http://kodomo―qq.jp

６月

外

科

府中・新市・駅家地区の休日当番医
内
科
内

内藤クリニック

5日㊐（福山市駅家町）☎084―977―1070
12日㊐

上下町の休日当番医

黒木整形外科リハビリ
ふれあい診療所
☎084―976―4334 テーションクリニック ☎62―8200
☎45―4030
（福山市駅家町）
（上下町上下）

せおクリニック
ほそや内科クリニック
石川医院
府中北市民病院
☎40―0246
☎40―0780
☎084―958―3931
☎62―2211
（栗柄町）
（中須町）
（上下町上下）
（福山市芦田町）
常金丸診療所

19日㊐（福山市新市町）☎53―8170
26日㊐

唐川医院
（中須町）

科

有地医院
（府中町）

☎41―3670

森信内科医院
草浦医院
府中北市民病院
☎084―972―8885
☎62―2211
☎45―4041
（上下町上下）
（広谷町）
（福山市駅家町）
川㟢内科医院
瀬尾医院
府中北市民病院
☎51―2169
☎62―2211
☎44―6001
（上下町上下）
（高木町）
（福山市新市町）

※変更されることがありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。診療時間は9：00〜17：00。
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府中学園

砂川(音無川)

礎石建物１棟（手前）と石積みの古墓（奥）

坊迫Ｃ遺跡は、中世の寺院跡で、
桜が丘団地の造成に伴う発掘調査に
そ せき
もっかん ぼ
こ ぼ
より、礎石建物跡や木棺墓・古墓な
どが確認されました。
礎石建物は２棟並んで見つかりま
ほうさんげん
えん
した。いずれも方三間で廻縁の付い
た仏堂形式の建物で、平面規模は一
辺約 ｍ、 世紀の鎌倉時代に建て
られたものです。周辺から軒瓦や鬼
瓦を含む瓦類が出土しており、瓦葺
きであったと考えられます。
木棺墓や古墓は、建物の東側で見
つかりました。鎌倉時代に木棺墓が
造られた後に、石積みの古墓が造ら
れ、 世紀の室町時代まで機能した
こつぞう
ようです。古墓からは五輪塔や骨蔵
き
器も出土しました。また、近くの丘
陵上には府中市指定重要文化財の坊
ほうとう
迫宝塔（南北朝時代頃）があり、遺
跡と何らかの関係があると思われます。
遺跡現地は造成によって失われま
したが、中世の府中を語る出土品の
一部は、歴史民俗資料館で見ること
くさ ど せんげん
ができます。また、草戸千軒町遺跡
は じ しつ ど き
と同時期の土師質土器５点が、広島
県立歴史博物館（福山市）の常設展
で、来年３月末まで展示中です。

坊迫宝塔
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まわり

ちょう

―市民レポーターが府中の魅力を投稿します―

ふちゅう S�� 発見！
あやめまつり

市民編 その8

今年「四季の里あやめ園」と「安福寺花菖蒲園」の共催
で、43回目の「あやめまつり」が開催されます。今年は昨
へい け だに
まち
年平家谷より譲り受けた株が、３町分増えて一層賑やかに
なります。６/11～６/26までです。
昭和47年、安福寺住職濱野勝道さんがご自身の田んぼに
移植されたのが始まりで、次の年より元町長山岡さんが転
作奨励金を100万円、次の年より毎年150万の予算を16年間
続けられ、次の梶田町長の時代に現在の公園として上下町
で買い上げられた経緯です。最盛期の昭和62年・63年には
３万人以上のお客さんで賑わいました。
山際には、キャンプ場も整備され、その奥では国指定の
岩海の緑陰にも癒されます。

平成28年６月１日（1213）号



広報ふちゅう

（毎月１・15日発行）
ご意見、ご感想をお寄せください。
編集発行：府中市人事秘書課

ふ ちゅう歴史散歩

栄明寺

ぼうざこ

桜が丘
団地

坊迫Ｃ遺跡

坊迫Ｃ遺跡

～中世の寺院跡

至 本山工業団地

62

Vol.

投稿者（文と写真）
宇野

和孝さん

プロフィール
Photo club写心、芦
品フォートクラブで活
動中。

府中市の「レジェンド」として、この西
日本有数の300種10万株の「あやめ園」の発
展を願っております。
問い合わせ先 「矢野温泉公園四季の里」
あやめ園（☎６２-４９９０）

〒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》http://city-fuchu-m.plimo.jp/
※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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