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桜が丘サンキューフェスタ２０１７
と き ３月26日（日）10：00～15：00

アンケートプレゼント

ところ 桜が丘団地「ふれあい公園」
わくわくステージ

①10：00～ 太鼓演奏

問い合わせ先
監理課（☎４３-７２００）

先着100組へ、なかやま牧場ハンバーグ３個
セット（冷凍）をプレゼント！
さらに、ふわふわドーム
の参加券もプレゼントし
ます。

フードコーナー

出演 国府子ども太鼓

▽

桜が丘肉まつり
なかやま牛鉄板焼き ◎一店逸品コーナー
中林鶏肉専門店
焼き鳥
▽

出演 奥伸流清風拳

出演 Mr．アッキー

④11：30～ バルーン
アートショー
出演 ライム・ミント

中華料理 きし浦
揚げ三宝

備後府中焼き

▽

③11：00～ 手品ショー

▽

②10：30～ 空手演武

⑤13：00～ 太鼓演奏

出演 備後總社太鼓の会

ちびっ子遊びコーナー

ビンゴ抽選会 13：00～

▽

うどん

▽

モンキーターゲット
参加料
200円
▽

射的

バルーンアートコーナー
風船を使ったパフォーマ
ンスを披露します。
作品は無料でプレゼント。

ふわふわドーム
アンケートにお
答えいただくと、
参加券をプレゼン
ト！！

▽

輪投げ

協力
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１枚300円で、先着150人のみ。１人
につき１枚のみの購入となります。豪
華景品!?をゲットしよう。

ライム・ミント

ＴＡＭスクエア
３階フリースポーツ広場で自由に遊べる

ＴＡＭ子どもクラブを利用しませんか

からのお知らせ

とき 月・火・木・金曜日15時30分～18時、水曜日15時～18
時、土曜日13時～15時
※季節や行事などにより変更になることがあります。時間内
は、自由に出入りできます。
ところ 府中市生涯学習センター
対象 市内在住・在学の小学生・中学生・高校生
※高校生は利用制限する場合があります。
内容 用意してあるボールなどで
自由に遊べ、指導員もいます。
料金 無料
利用方法 府中市生涯学習センタ
剣道ジュニアコース
ーもしくは市のホームページに
とき 毎週月曜日19時～21時
ある申込書に、保護者が記入・
対象 市内在住の小・中学生
押印をし、フリースポーツ広場
定員 50人
にいる指導員へ提出ください。
バレーボールジュニアコース
その日から遊べます。
とき 毎週火曜日18時30分～20時30分
対象 市内在住の小学校３年生～中学生
定員 30人
フットサル女子ジュニアコース
とき 毎週水曜日18時～20時30分
「創る、遊ぶ、学ぶ」ＴＡＭ 対象 市内在住の小学校３年生～中学生
定員 40人
フェスタを開催します
フットサルシニアコース
とき 毎週木曜日18時30分～21時
対象 市内在住・在学・在勤の40歳以上の男性、16歳以上の女性
とき ３月26日
（日）
10時～14時30分
定員 30人
ところ 府中市生涯学習センター
登録料 小・中学生…900円、高校生・一般（64歳以下）…1,950
内容
円、一般（65歳以上）…1,300円
備後神楽の公演と神楽教室…
※保険料を含みます。別途費用が発生する場合があります。
10時10分～
複数のクラブに所属しても、登録料の支払いは一度です。
ＤＩＹ教室…10時10分～
申し込み方法 生涯学習課または府中市生涯学習センターに
パラリンピック種目に挑戦し
ある申込書で申し込んでください。
よう！パラリンピック正式種

４月からのＴＡＭスポーツクラブの
参加者を募集します

▽ ▽

▽

ＴＡＭフェスタ

い

す

▽ ▽

▽

▽

目のボッチャと車椅子バスケ
ットボール体験…10時30分～
ステージ発表 国府こども太鼓、ＴＡＭ活動サークルに
よる発表など…11時30分～
体験コーナー 備後国府の体験、茶道、クッキング、絵
手紙など
展示コーナー ミニ備後国府パネル展など
飲食物の販売 うどんなど
※体験コーナーでは、材料代などの参加料が必要な場合があります。

前回のＴＡＭフェスタの様子

問い合わせ先 生涯学習課（☎４３-７１８１）
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スポーツ教室の
少年少女バレーボール教室

剣道教室

とき 毎月第２・４土曜日９時30分～11時30分
※初回は４月22日（土）。
ところ ウッドアリーナ
対象 市内の小学校４年生～中学生
受講料 年額2,000円
申し込み期限 ４月15日（土）
申し込み・問い合わせ先
ウッドアリーナ（☎４１-８５００）

◎府中剣道教室

柔道教室

◎協和剣道教室

カヌー教室
▽

▽

▽

ところ キャンプinふちゅう前の芦田川（右岸）
定員
小学校１～４年生…10人
小学校５・
６年生…５人
中学生・高校生…５人
申し込み・問い合わせ先
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎４３-４８３１）

水泳教室
運動不足の人、ダイエット希望の人、泳法を
マスターしたい人など、水泳教室の受講生を広
く募集します。短期教室もあります。
ところ Ｂ＆Ｇ海洋センター
申し込み・問い合わせ先
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎４３-４８３１）

Ｂ！ＮＧＯ元気もりもり体操
今話題の脳科学を使って元気もりもり体操を
より効果的に行います。
とき 毎週水曜日10時～12時
※第５水曜日は休みです。事前に直接または電
話で申し込みが必要です。
ところ Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象 65歳以上の人
定員 30人
申し込み・問い合わせ先
Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎４３-４８３１）

とき 毎週水曜日19時～20時30分
ところ 南小学校体育館

◎明郷剣道教室
とき 毎週火・木曜日19時～21時
ところ 府中明郷小学校体育館

とき 毎週火・金曜日18時30分～20時
ところ 協和スポーツグラウンド体育館

◎上下剣道教室

ソフトテニス教室
◎ジュニアソフトテニス教室
とき ４月12日
（水）
～平成30年３月31日
（土）
の
水曜日18時～20時・土曜日９時～11時
ところ 中須グラウンドテニスコート
対象 小学校３～６年生
定員 各学年男女６人ずつ
受講料 月額2,000円
※４月のみ保険料・ボール代などを含むため5,000円。

◎ソフトテニス教室（初級）
とき ４月11日
（火）
～６月27日
（火）
の火曜日19
時30分～21時（全12回）
ところ 中須グラウンドテニスコート
対象 高校生以上
定員 10人
受講料 5,000円（12回分）
申し込み期限 ４月４日
（火）
申し込み・問い合わせ先
府中市体育協会（Ｂ＆Ｇ海洋センター内・☎
４３-４８３１）

※各教室の詳しい内容は、直接お問い合わせください。
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▽

とき
毎週木曜日19時30分～20時30分
毎
週土曜日18時30分～20時
ところ 上下格技場
※対象は各教室とも小学生以上です。
問い合わせ先
府中市剣道連盟 山路（☎４５-４０７３）ま
たは各教室の練習会場へ
▽

とき 毎週金曜日18時～20時
ところ 府中市武道場
対象 小学校３年生以上
申し込み・問い合わせ先
府中柔道教室 近藤（☎４１-９１６８）

受講生を募集

キラリ

府中で生まれた赤ちゃんに、
すくすく木育バッグをプレゼント

府中市の商工業、企業を知っても
らおうと、昭和59年から始まった府
中産業メッセをリニューアルし、場
所も変更して開催します。
とき ４月22日（土）・23日（日）
ところ 道の駅びんご府中・府中天
満屋・府中市文化センター
※イベント内容については、広報ふ
ちゅう４月１日号でお知らせします。

府中市で生まれた赤ちゃんに、木工のまち府中市ならでは
の木のおもちゃを贈るウッドスタート事業が始まりました。
２月15日（水）に行われた10か月児健診の会場で、木のおも
ちゃ「ありがとうつみき」と「子育てに木を取り入れるヒン
トの本」を、トートバッグに詰めたすくすく木育バッグをプ
レゼントしました。
健診に訪れた19人に、戸成市長からの「生まれてきてくれ
てありがとう」のメッセージを添えて、手渡しました。
積み木の特徴
無垢の木そのもので、無塗装だから安全・安心
つみきと箱はヒノキ、ちぎりはポプラとパープルハート
赤ちゃんの手にちょうど良いサイズ

～魅力あふれる府中を探せ～

ふるさと大使
アンガールズ
が
やってくる
※23日のみ。

問い合わせ先 府中商工会議所
（☎４５-８２００）

▽ ▽ ▽

府中☆産業博を開催



問い合わせ先 女性こども課（☎４３-７１３９）

長寿支援課が３月21日（火）から市役所本庁に移転します
▽

▽

▽

問い合わせ先
人事秘書課（☎４３-７１０５）
長寿支援課長寿さぽーと係
（☎４０-０２２３）
長寿支援課介護福祉係（☎４０-０２２２）
現在、リ・フレ（府中市
保健福祉総合センター）に
あ る 長 寿 支 援 課（ 長 寿 さ
ぽーと係・介護福祉係）が、
３月 日
（火）
から市役所本
庁の１階に移転します。
介護保険・高齢者福祉・
包括支援センター業務など
の申請場所が変わりますの
で、ご注意ください。電話
番号の変更はありません。

移転後の配置図

21

上へ

健康福祉
部長室

本庁舎 １階
健康
政策室

長寿支援課

市民課
会計課

地域福祉課

フロア
マネージャー

EV

入口

入口

女性こども課
消費生活
センター

駐車場

ＷＣ
正門

南 棟

健康医療課
（医療保険係）

次の部署も移転しました
▽税務課が本庁２階へ
▽監査事務局が本庁３階へ
▽ 健康福祉部長室が本庁１階へ
▽健康政策室が本庁１階へ
これらの部署にお越しに
なる際には、ご注意くださ
い。ご不明な場合は、１階
ロビーのフロアマネージャ
ーか、最寄りの職員にお尋
ねください。

ＷＣ

上へ
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催

談

相談・検査料 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）

お知らせ

集

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 ３月 日
（月） 時
分～ 時
問い合わせ先 長寿支援課
（☎４０ ０-２２２）

募

府中警察署

府中市コミュニティー農園

20代男性がインターネット広告に掲載されていた融資業
者からお金を借りようとしたところ、融資に先立って、保
証金の名目で約15万円を支払わされる詐欺被害が府中市で
発生しました。
お金を借りようとしているのに、保証金や事務手数料と
称してお金を振り込ませるのは、詐欺を疑ってください。
不審な点があれば、すぐに警察に相談しましょう。

の入園者を募集します

300 3,000

宝 く じ 助 成 金 で
コミュニティづくり
（財）
自治総合センターに
よる地域のコミュニティ活
動を支援するための助成金
を、桜が丘集会所の建設費
用の一部に活用しました。

40

４月から広報ふちゅうの発行が
月１回になります

融資保証金詐欺が発生！

17

15

コミュニティー農園で、
家庭菜園を始めませんか。
◎本山コミュニティー農園
募集区画
区画
※１区画 ㎡～ ㎡。
ところ 門田池児童公園北側
◎中須コミュニティー農園
募集区画 ３区画
※１区画 ㎡～ ㎡。
ところ 中須中交差点南側
入園期間 契約した日から
平成 年３月末まで
※以降も契約更新できます。
入園料 １区画年間 円
※中途契約は月割り 円。
申し込み・問い合わせ先
府中市コミュニティー農
園運営委員会（産業振興
課内・☎４３ ７
-１３１）
40
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神石高原の最大の食のイ
ベント！神石高原マルシェ。
町内外の美味しいものが勢
ぞろい！
とき ３月26日（日）９時～
16時
ところ 道の駅さんわ182ス
テーション
問い合わせ先 神石高原町
観光協会（☎０８４７-８
５-２２０１）

毎月２回発行している広報を統合し、月１回
（１日号）の発行に変更します。ご理解のほど、
よろしくお願いいたします。
問い合わせ先 人事秘書課（☎４３-７１９４）

なくそう特殊詐欺被害！

10

神石高原マルシェ

30

30

している障害者の皆さんの
日々の活動や生活の中で創
作された作品を紹介します。
とき ３月 日（火）～ 日
ひろしま さとやま未来博
（土） 時～ 時
オープニングフェスタ
ところ 大日学園
県内の中山間地域 へ の 共
入場料 無料
感と誘客促進を目指 す 、 ひ
問い合わせ先 大日学園
ろしま さとやま未 来 博
（☎４１ ４
-００９）
のオープニングフェ ス タ を
開催します。
とき ３月 日（土） 時
分～
エ イ ズ 相 談・ Ｈ Ｉ Ｖ
ところ 三次市民ホ ー ル き
抗体検査ができます
りり
相談・抗体検査とも匿名
入場料 無料
で、当日に検査結果が分か
問い合わせ先 ひろ し ま 里
る検査も行っています。
山交流プロジェク ト 実 行
委員会事務局（☎０８２
とき ４月３日（月）９時～
５１３ ２６３２ ）
時 分
※３月 日（木）までに予約
第１回さくら展を開催
が必要です。
ところ 広島県福山庁舎

おでかけください
広域へ

25

大日学園関係施設 を 利 用

問い合わせ先 監理課
（☎４３ ７-１５２）
長 寿 支 援 課（ 市 役 所 本 庁 舎
１階）の窓口開庁時間を延長

介護保険料の納付および

5

暮らしの情報

Information

最終回

道の駅びんご府中レポート
問い合わせ先

お越しください！道の駅レストラン

３月18日（土）
13：30～

以前に限定販売した市内の小中学生考案メニュー
が追加になりました。

サンフレッチェ広島
アンバサダー
森崎浩司さんトークショー
＆プレゼント抽選会
in道の駅びんご府中
■３月
18日（土） 小倉園によるお茶試飲販売
※彼岸用各種花も取り揃えています！

府中愛菜カレー

府中しょうが焼き定食

府中辛みそつけ麺 新メニュー
具だくさんの味噌汁＆ リニューアル
アバンギャルド味噌汁

▽▽

イベント情報

道の駅びんご府中（☎５４-２３００）

最終回

『府中中央内科病院』連絡先（☎４５-３２００）
ようすけ

府中中央内科病院（高木町）豊田容輔先生からヒトコト
診療日
当院は、祖父が行っていた診療所に、入院ベ
ッドを追加するため、父が移転・開設してでき 月～水、金・土曜日
9：00～12：30、
た病院です。外来・訪問・入院診療に対応し、
16：00～18：00
生活習慣病などの内科日常診療を主に行ってお
木曜日
ります。
9：00～12：30
当院の診療方針
※木曜日午後、日曜日、
祝日は休診です。
今後はＣＯＰＤや喘息などの呼
吸器疾患、糖尿病診療にも力を入
れていく予定です。私は、この1
月から当院での診療に加わったば
かりですが、院長と同様に「いつ
でも相談できる地域密着型の病院」
を目指しておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

府中市の人口（ ３月１日現在）
人 口 40,668人（－37）
男性 19,514人（－32）
女性 21,154人（ －5）
（ 6）

世帯数 17,493世帯
※（ ）は前月比。

出生
死亡
転入
転出

20人
45人
73人
85人

府中
警察署
鵜飼駅
砂川
486

府中中央内科病院

広島テレビで放送中
毎週月曜日

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
放送日
内容
３月20日(月) 木工のまちの子育て支援「ウッドスタート」とは？
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