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新春特集

ちょーどイイね府中市！

市長の
福笑い付き

ちょーどイイね

小野 明けましておめでと
うございます。今年もよろ
しくお願いいたします。
一同 明けましておめでと
うございます。よろしくお
願いします。
小野 昨年７月には、府中
では近年経験のない災害が
起きてしまいましたが、今
年はイイ年にしたいですね。
早速ですが、今日集まって
いただいた方々の共通項と
いえば、コミュニティ・ス
クールですね。立石さんは、
府中明郷学園学校運営協議
会の会長をされています。
松尾さんは、南小学校ＰＴ
Ａ会長で、昨年 月末まで、
学校運営協議会委員も務め
ていただいていました。
平谷 まず、コミュニティ
・スクールを一言で言えば、
学校と保護者と地域が一緒
になって子どもたちを育て
ようという取り組みです。
地域は、学校教育に対しい
ろいろな支援をしたり、実
際に学校に行ったりします。
学校は、授業だけではでき
ない生きた教育ができる。
取り組み内容は地域によっ
てさまざまです。
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小野 府中明郷学園が市内
で一番最初に取り組みをは
じめ、立ち上げのときから
立石さんにはご協力いただ
きました。地域から見たコ
ミュニティ・スクールはい
かがですか？
立石 今は立ち上がって５
年経ちます。私も教育委員

会から言われたときは、「何

をやるんじゃろうか」とい
う思いで、よく分かってい
ませんでした。視察にも行
ったんですが、これがいま
いちピンとこず、それがさ
らに不安に拍車をかけてし
まっていたときに、町内会
長さんを呼んで説明会があ

りました。会長さんは、「も

うこれ以上役を入れてくれ
るな」「学校には関わっと
るからこらえてくれ」とい
う意見がほとんどでしたよ。
そこで、当時の教育委員
会の課長は「行事を増やす
のではなく、今ある行事に
子どもたちが出て行って、
地域の行事を活発化する、
地域づくりなんですよ。学
校へ地域の人たちも入って、
子どもたちを一緒になって
育てていきましょう」と言
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われた。ここで初めて、「今

の行事を増やさなくていい
ならできそうかな」ってい
う雰囲気になりました、そ
れから、まず最初の行事を
やろうというときに、府中
明郷学園学区では、小学校
が４校と中学校が２校、統
合しているので、子どもた
ちが地域に帰り、各地域で
行事をやりました。
ある地域では、子どもた
ちがバスから降りたら、「こ

んなに地域に子どもがおっ
たんか」と声が聞こえて、
みんなが拍手をしながら、
「おかえり」と迎えてくれ
た。という話を聞いて、地
域に学校がなくなっている
ということは、本当に大き
な穴があいたような寂しい
思いをしておられると知り
ました。
小野 今はどんなことに取
り組んでいってますか？
立石 今までは子どもたち
に地域の行事に来てねと言
っていたところを、子ども
自身が企画を立てています。
例えば、地元のお祭りでバ
ザーとか、敬老会の司会を
するなど子どもたちが決め

て、子どもたちが地域の行
事に積極的に参画できるよ
うにしています。そうして
いたら、町内会の役員会に
出させてと言って来た子た
ちもいた。自分から積極的
に地域に関わろうとする気
持ちが出てきた成果だと思
っています。
小野 地域の行事を子ども
たちが主体的に企画という
のは非常に素晴らしい！
立石 それを実現するには、
お金も必要で、町内会長さ
んにお願いに行って、そう
すると、もう出す気満々な
んですよ。もちろん、子ど
もたちがお願いするんです
から、断ろうとする人なん
かいませんよ。かなり協力
的で、基本的に地域の人は、
何でも善意でやってあげよ
う精神なんですね。
小野 なるほど。松尾さん
は、ＰＴＡ会長を長くされ
て、会長として、保護者と
して今、どんな活動があり
ますか？
松尾 私も最初は、行事が
増えるのではないかと悩み
ました。ＰＴＡ役員も、働
いている人が多い中、これ

以上の時間を作るのは難し
いと思っていたんですが、
今ある行事を地域の方が関
わる方向を考えることでい
いんじゃないかというとこ
ろから、「大人から学ぶ」
「大人と学ぶ」「大人も学
ぶ」というテーマが決まり
ました。その中で、土井木
工さんやニチマンさんへ工
場見学に行ったときに、保
護者だけだと自分の子ども
ばっかり見たりするんです
けど、地域の人たちは、保
護者が来ていない子を気に
掛けてくださったり、みん
なに気を配ってくださって
いることに気が付きました。
また、恋しきを散策しに行
ったとき、私たち保護者や
先生方より、地域の方の説
明が詳しいんです。説明が
あると散策の面白さが違い
ますよ。「どうなるんだろ
うか」という不安は、杞憂
だったなと思っています。
小野 南っこフレンドフェ
スタは地域の方もおられま
したよね。
松尾 はい。前半は、学年
ごとに地域の方をゲストテ
ィーチャーとしてお招きし、
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多くのことを教わります。
後半のすもう大会は、お孫
さんがおられる方はもちろ
ん、おられない方も応援に
来ていただいています。そ
ういった方々のために、子
どもたちの発案で、見学者
用のソファーを地域の方に
寄贈していただき、置くよ
うになりました。本来なら
ＰＴＡがすることを手伝っ
ていただいたことで、より
良い活動ができています。
小野 最近、他所では、Ｐ
ＴＡの会員が共働きなんか
で減ってきていて、関わり
も少なくなってきていると
いう話も聞きます。
松尾 活動する時間が限ら
れてしまうんです。育児は
もちろん、仕事もあるし、
ＰＴＡの活動もあるしでど
れを優先させるかとか…。
毎年の環境整備も以前は１
日仕事でした。しかし、今
は地域の方たちの参加もあ
り、短時間で終わったりす
るんです。短時間だったら
協力できるという人が増え
ています。無理のない形で
あれば、協力したいと思っ
ている人ばかりだと感じて

います。
小野 教育現場の方はどう
ですかね、教育長。先生の
働き方というのがいろいろ
と話題になっていますが。
平谷 そうですね。当初は、
行事に子どもたちを参画さ
せるということで、授業も
ある、また参画の仕方も考
えないといけないと、負担
感はあったと思います。で
すが、一方では地域の方が、
学校に関わって、ゲストテ
ィーチャーとして子どもた
ちにいろんな話をしていた
だいたり、家庭科の時間に
教えてもらったり、自分た
ちと同じ目線で子どもたち
を育ててもらっている。ま
た、地域のことなど先生た
ちが分からないところも、
地域の方から教えてもらっ
たりもしています。その他
にも、コミュニティ・スク
ールの中で、「先生はあれ
これ忙しいと聞くけども、
子どもたちの教育に専念し
て、子どもに学力を付けて
くれたらいいんだよ」と言
っていただいて、その言葉
に先生たちが元気付けられ
たとも聞いています。学校

にとったら、とても心強い
と思います。
小野 まさに、コミュニテ
ィ・スクールが浸透してい
る証拠ですね。
立石 当初はね、「なんに
ゃー、そりゃ」って、まし
てや学校運営協議会という
呼び方もあるでしょう。も
う、おじいちゃん、おばあ
ちゃんは混乱しますよ。そ
こで、地域の人たちに分か
りやすい言葉がないかなと
一生懸命考えて、「地域の
中に、学校を！学校の中に、
地域を！」というキャッチ
フレーズを作りました。こ
れを配布するプリントに必
ず書いてもらったりして広
めました。道徳の授業では、
「最後の年越しそば」とい
がん
う題材で、癌宣告をされた
人が、最後になるであろう
年越しそばを作ってあげる
という学習をした後に、実
際に癌で奥様を亡くされた
地域の方が自分の実体験を
お話されるという授業があ
りました。その実体験を子
どもたちは、涙を流しなが
ら聞いていましたよ。これ
が生きた教育・授業なんで
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す。こういうことが で き る
ことで、地域と学校 が 相 互
に関わるようになっ て い ま
す。この成果が、学 校 へ の
クレームもほとんど な く な
り、不登校もここ何 年 か ほ
ぼ０になっています 。
小野 なるほど！南 小 学 校
は地域の人と関わり が 増 え
て、子どもたちの変 化 と い
うのはありますか？
松尾 子どもたちは 、 地 域
の人がいることをあ っ と い
う間にあたり前に感 じ て ま
すね。それこそ私の 娘 も 、
スーパーで娘が地域 の 人 に
気付いて、挨拶して 、 地 域
の人も娘の名前を覚 え て い
ただいていて、そこ か ら 私
も「いつもお世話に な っ て
います」とお話でき た り し
ています。
立石 私はここが地 元 で 、
府中明郷学園へ通っ て い た
ので、大切な学び家 で ふ る
さとです。私も地元 か ら 一
旦出てから帰ってき た ん で
すが、勉強に出て行 っ て も
帰ってきてくれる子 ど も た
ちを増やしていかな い と 、
出っ放しで帰ってこ な い 子
どもたちばかりの地 域 を 作
っていてはいかんなと思っ
ています。これは私の持論
ですが、「故郷に錦を飾る
人も素晴らしいですが、故
郷で錦を織り続ける人を作
っていかにゃーいかん！」
そうしないと、地域はどん
どん疲弊していくばかりと
思うんですよ。
今年、コミュニティ・ス
クールの一環として、府中
明郷学園で模擬会社を作っ
て、子どもたちに起業家精
神（アントレプレナーシッ
プ）の芽を出してもらおう
としています。自分たちで
製品を開発し、製品化し売
るところまでもっていこう
としています。子どもたち
が地域の企業に行き、職場
体験し、製品開発の案を発
表してくれました。まあ本
当に自由でユニークな発想
をするわけですよ。この取
り組みの核は、地域にある
企業を子どもたちが知るこ
とです。そして、先生や親
も知っているのは、あそこ
に会社があるなくらいです
よ。どんな会社かも分から
ない、作っているものも知
らない場合、子どもがもし
就職するとなったら「やめ
ときなさい。もっといいと
ころがあるでしょ。」とこ
ういうふうになるわけです。
実態を知って、こんなこと
を無くしていきたいんです
よ。そのために企業さんに
もどんどん協力してもらっ
ています。
小野 府中明郷学園の取り
組みは新しいステップに進
んでいますよね。南小学校
も、社会見学や職場体験で
も保護者だけでなく、地域
の方も行くことで、一緒に
普段見ることのできない会
社の内部や作っている製品
を知り、企業を知るという
点では同じなのかもしれな
いですね。
立石 南小学校の取り組み
は府中明郷学園ではやって
いないので、今度やってみ
ましょう。
平谷 こうやって相互に新
しい取り組みが増えるのも
いいですねー。
小野 府中明郷学園の模擬
会社の取り組みで、会社を
作るのが最終目的じゃなく
て、物を売るためには説明
するのでコミュニケーショ

ン能力を高めて、調べ物を
して、計算もするので算数
・数学も国語も実体験をと
おして学べるところも面白
い取り組みですよね。
立石 これを仕掛けた校長
の一番の目的は、これから
第４次産業革命が起こり職
業の半分がなくなっていく
であろうと言われている中
で、子どもたちはそんな時
代に生きていくわけです。
そこで覚えるだけの教育だ
けでなく、自分の力で対処
していく力を身に付けてほ
しいということです。そこ
に私は、地域づくりも合わ
せて捉えていきたいと思っ
ているわけです。
小野 課題発見と課題解決
をどう身に付けていくかと
いうのはよく言われていま
すが、それを実体験で学べ
る場所はいいですねー。
平谷 実はこれは文部科学
省の取り組みの一環ですが、
これからの世の中を生きて
いく子どもたちが、どんな
力を付けなければいけない
か、それを学校教育の教育
課程の中でどう仕組んでい
けるのかという中で、府中

明郷学園がアントレプレナ
ーシップ開発カリキュラム
の事業に取り組んで、先日
も国の研究者の方が来られ
て、これは面白いものにな
るのではないか！と関心を
高めておられました。
立石 そりゃー、大変なこ
とだ！私たちも手探りのと
ころがあって、子どもたち
がそこまで出来るのかとい
うところもあるし、１つは
失敗をして、そんな簡単に
は成功しないというのも知
ることも勉強なんでね。
小野 そうそう。
立石 あまり肩肘はらずに
やろうと思っています。模
擬会社は、義務教育学校７
年生・８年生が２年間で取
り組むんです。子どもたち
は楽しんでやっていますよ。
小野 私たちのころには考
えられないことですよ。
立石 会社を作ってお金の
話を子どもがするっていう
のは、考えられないですよ。
子どもたちが、製品の値段
で、「いくらで売るんです
か？」「それで合うんです
か？」「安すぎませんか？」
とか出ていましたよ。
（笑）
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小野 立石さんは、 も っ と
企業を知ってほしい と 言 わ
れていましたが、企 業 家 と
してもっとこうした ら い い
ということはありま す か 。
立石 人口を増やす と い う
ことはそんなに簡単 で は な
いですが、目指すと こ ろ は
Ｉターン者、つまり よ そ か
ら府中市に移住して 来 て も
らうことだと思いま す 。 そ
こで、府中のうりは な ん な
んだと考えると、１ つ は 企
業ですよ！４万人弱 の 府 中
市に、世界的な大企 業 か ら
小さな会社、そして 年 以
上続く企業までたく さ ん あ
るんですよ。まずこ れ が 素
晴らしい。次に教育 だ と 思
っています。コミュ ニ テ ィ
・スクールに携わら せ て い
100

ただいて、これをうらない
手はないだろうと思ってい
ます。この前も、東京にあ
るＮＥＫＩで府中市教育の
ＰＲをしてきましたけども、
リアクションは大きかった
ですね。教育と企業、働く
場があり、そして子育てす
る環境があり、自然がある。
まあ自然はどこでも言って
いますが、なんといっても
働く場所と教育があるとい
う２つをもっと発信してい
ってほしいと思いますよ。
小野 分かりました。さら
に、これからは、保育所と
小学校の連携もとりつつ一
緒にやっていこうとしてい
ます。府中明郷学園はその
点、保育所も近くにありま
すよね。
立石 ほんと府中明郷学園
は、環境がいいと思います。
保・小・中との連携モデル
となりそうですね。それで、
高校もコミュニティ・スク
ールを進めていくと聞きま
して、私が思っているのは、
高校まで子どもはつながっ
ていくので、そこまで連携
を進めていかないといけな
いと感じましたね。

びんご府中」

開催日

８月２日（金）

まず、府中市のことを知っ
小野 実は中・高連携も取
り組みが始まったんですよ。 ていないと帰ってくるとい
う選択肢も生まれないわけ
保育所の所長も高校へ来て
ですよね。だから、まず知
もらって、どういう取り組
ってもらうことですよ！
みをやっているのか見ても
最後にコミュニティ・ス
らったりしています。言っ
クールの課題とすれば、ま
てみれば、保・幼・小・中
だまだ名前や考え方が市民
・高連携ですね。０歳～
の方に浸透していないとい
歳まで府中市でカバーして
うことです。今回も広報で
いこうという取り組みが始
出るというのは、広めるチ
まっていますので、立石さ
ャンスにはなりますが、５
ん、松尾さんにもお世話 に
なることがあると思います。
年やっていても府中明郷学
園地区で知らない人も多い
です。一部の人だけが知っ
ているだけではダメだと思
います。本当に市民の方に
浸透するようにしていかな
いといかんなと思っている
わけですよ。８月の全国大
会に向けて、全国から来て
もらうのに、府中市民がコ
ミュニティ・スクールって
なんじゃろって言ようるよ
うではいかんなと思うし、
広める努力はしていきたい
と思っています。
平谷 私は、コミュニティ
・スクールの全国大会を開
催して、府中市に来られた
人が、自分たちのコミュニ
ティがこんなに変化したよ
18

立石 それはいいことを聞
きました。ぜひお力になり
ます！
松尾 私も協力します。
小野 そうやって、保護者、
地域の方、学校と府中市全
体で子どもたちを育ててい
かないといけないですよね。
言われていたように、府中
の良さというのも知っても
らいたいですしね。
立石 良さを知って、府中
から出て行って、グローバ
ルに働く人もいれば、府中
に帰ってきて自分の道をが
んばるという人もいる。多
様な環境を与えて、後は子
どもたちが選択をしていけ
ばいいんですよ。ですけど、

「全国コミュニティ・スクール研究大会

in

とか、新たな発想が出てき
たよとか、逆に府中の人も、
全国の取り組みを聞いて、
もっとこういうふうにして
いこうとか、こんなヒント
をもらったとか、そんな会
になればと思います。
立石 全国から千人くらい
来られる予定ですよね。
平谷 そうですね。教育関
係者が多いですが、ぜひ子
どもたちや、地域の人が前
面に出て取り組んでいるこ
との成果発表という形で発
表していけるようにしたい
ですね。学校の先生だけで
なく、地域の方、保護者、
そしてそこで育つ子どもた
ちみんなが主役ですからね。
小野 先日出来上がった教
育大綱にも、「可能性とチ
ャンスを活かす教育」がテ
ーマになっていますので、
まさに学校、地域、保護者、
企業、オール府中で、大事
な府中の子どもたちを育て
ていきたいと思っています。
この広報を読んでおられる
方々のお力もぜひお借りし
ながら、刻苦精励していき
ますので、今年１年よろし
くお願いいたします。
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▽

入を含めた議論を進めてい
く必要があると考えていま
す。こうした中にあって、
現在、議会改革特別委員会
を設置し、議員定数・報酬
・政務活動費のあり方の議
論と議員のなり手不足の解
消にもつながる議会改革の
推進について議論している
ところです。今後も市民の
皆さまのご意見をいただき
ながら進めてまいります。
また、委員会活動として
総務文教・厚生・建設の３
委員会では、委員会ごとに
各事業に対する調査研究を
積極的に進めるとともに、
事務事業評価を行い、費用
対効果や事業目標の達成度
など市政に対するチェック
機能を発揮しながら、市議
会と行政が一体となったま
ちづくりを進めていきます。
今後も、府中市の発展のた
めに議会改革とあわせて取
り組んでいきたいと考えて
います。
終わりに、今年１年が平
穏でありますよう、また市
民の皆さまのご健勝とご多
幸を祈念し、新年のあいさ
つといたします。

▽

20

して提言を行いました。今
後も行政と議会が一体とな
り復興に向けて尽力してい
く決意です。
さて、府中市議会は昨年
４月の市議会議員一般選挙
において、無投票になりま
したが、新たに 人の議員
でスタートしました。地方
議会の今後のあるべき姿を
模索していくためには、民
主制の理念に立ち返り、議
会の存在意義を再確認する
ことが求められています。
国において検討されてい
る、少数で専門的議員を想
定した集中専門型議会、あ
るいは多数の非専業的議員
による多数参画型議会の導

▽

新年明けましてお め で と
うございます。市民 の 皆 さ
まにおかれましては 、 健 や
かな初春をお迎えの こ と と
謹んでお喜び申しあ げ ま す 。
はじめに、昨年７ 月 豪 雨
災害では、ここ府中 市 で も
尊い命が失われる未 曾 有 の
大災害が発生し、お 亡 く な
りになられました方 に 対 し
て謹んでお悔やみを 申 し 上
げますとともに、被 災 さ れ
た皆さまにお見舞い 申 し 上
げます。
府中市議会は、こ の 度 の
災害を教訓に、災害 に 強 い
安全・安心なまちづ く り を
進めるため、地域・ 市 民 の
声を届けるよう、行 政 に 対

国民年金は、日本に住む 歳か
ら 歳までの全ての人に加入が義
務付けられています。
厚生年金に加入している人は、
手続きの必要はありません。学生
などは 歳になったら、国民年金
への加入手続きが必要です。

国民年金保険料が納められな
いときは相談してください

60

②備後府中年金事務所、市役所市
民課または上下支所市民生活係に
提出する。

加入していても保険料を納付し
ていないと、事故や病気で障害が
残ったとき、障害年金などを受け
取れないことがあります。
今すぐ保険料を納めることが難
しい場合には、保険料の納付が猶
予される制度があります。

7

年 金

20

④金融機関やコンビニエンススト
アで保険料を納付してください。
※口座振替やクレジットカードも
利用できます。

20歳の義務です

①年金事務所から国民年金資格取
得届が自宅に郵送される。

加藤吉秀
府中市議会議長

20

③手続き後、約１か月で国民年金
保険料納付書が自宅に届く。

国 民

問い合わせ先
備後府中年金事務所
（☎４１-７４２１）
市役所市民課
（☎４３-７１２９）
市役所上下支所市民生活係
（☎６２-２１１４）

初めての国民年金納付までの流れ

市議会と行政が一体と
なったまちづくりを

府中市消防団員、 府 中 消 防 署 員
の行進・式典、一斉 放 水 や 府 中 消
防署員による救急救 助 訓 練 を 行 い
ます。
また、広島県防災 ヘ リ コ プ タ ー
が飛来して、救出訓 練 を 実 施 す る
予定です。
雨天の場合は、府 中 学 園 体 育 館
で式典のみを行い、 一 斉 放 水 ・ 救
急救助訓練・救出訓練は中止します。
問い合わせ先 総務 課
（☎４３ ７-２１１）

府中市消防出初式

とき １月13日（日）９時～
ところ 芦田川土生地区「河川ひろば」
消防訓練場（土生町）

ヘリコプターでの救出訓練による通行止め

▽ ▽ ▽

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
とき １月13日（日）10時55分～11時20分
通行止め区間
府中大橋と府中大橋～府中新橋の左岸および右岸道路
府中大橋～府川新橋の右岸側道路
府中大橋～横井新橋の左岸側道路

未然に防止
しましょう

放火火災

消防組合管内の９つの幼年消防クラブが参
加して、日ごろから火災予防のために取り組
んでいる鼓笛・和太鼓などの演奏や演技を披
露し、住民に火の用心を呼びかけます。
とき １月20日（日）13時～15時30分
※開場は、12時30分～。
ところ リーデンローズ
入場料 無料

広報ふちゅう

平成31年1月1日
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放火火災防止のポイント

防火フェスティバル

▽家の周りに燃えやすいものを放
置しない
▽ゴミは収集日まで屋内で保管し、
決められた日の朝に出す
▽夜間、建物の周囲や駐車場は、
照明を点灯して明るくする
▽洗濯物を忘れず取り込む
▽ 地域で夜間パトロールを実施する
▽家を空けるときは、隣近所に伝
えておく
▽物置、車庫にも鍵をかける
▽車やバイクなどのボディカバー
は、燃えにくい防炎品を使う

第19回幼年消防クラブ

問い合わせ先 消防局予防課
（☎０８４-９２８-１１９２）

8

最大10万円を助成します

まちなかチャレンジ事業を募集

申し込み・問い合わせ先
府中商工会議所
（☎４５-８２００）

府中市の中心市街地で行
う、まちを元気にする事業
やイベントなどに助成する
平成 年度前期のまちなか
チャレンジ事業の募集をし
ています。
対象 府中商工会議所の会
員事業所役員や社員が１
人以上所属する府中市の
地域住民団体やまちおこ
し団体
対象事業 認定後から９月
日までに、府中市中心
市街地で実施されるイベ
ント・勉強会など
助成額 １団体につき、最
大 万円を上限に助成
※参加負担金などの収入が
ある場合は、対象経費から
差し引いた残りの金額を限
度とします。
申し込み方法 府中商工会
議所のホームページにあ
る所定の応募用紙に必要
事項を記入し、府中商工
会議所へ直接または郵送
で申し込んでください。
※３月中に審査し、助成団
体の決定・発表を行います。
申し込み期限 ２月 日（木）
※郵送の場合は、２月 日
（木）の消印有効。
10

30

31

28

28

精神保健福祉講演会

最近よく聞く、発達障害ってなんだろう
問い合わせ先

健康医療課元気づくり係（リ・フレ内・☎４７-１３１０）

発達障害は、その障害特性から、 とき １月25日
（金）
地域で暮らす中で困難を抱えてい
13時30分～15時
ることがあります。
ところ リ・フレ
地域の皆さんも、発達障害につ
演題 最近よく聞く、発達障害
いて理解を深め、誰もが住みやす
い府中市にしていきましょう。
ってなんだろう
受講料 無料
申し込み不要で受講できます。

講師 広島県発達障害者支
援センター 山田愛子さん

上下歴史文化資料館のエントランス展示

問い合わせ先 上下歴史文化資料館
（☎６２-３９９９）

9

◎日本百名山達成記念スマホ写真展～山・
人・花と出会いに感謝して
上下町在住の秋山敦信さんによる日本百
名山踏破を記念した写真展です。山の絶景
や高山植物などの写真を展示します。
期間中の週末は、秋山さんが来場予定で
す。花や山が好きな人、共に語り合いませ
んか。
とき １月31日
（木）
まで・10時～17時
※最終日は12時まで。
入場料 無料
休館日 祝日を除く月曜日

１月１日～２月 日は
はたちの献血キャンペーン

第1244号 10
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平成 年７月豪雨で被災された国民健康保険・
後期高齢者医療・介護保険の加入者の

近年、若年層の献血者数が減少
傾向にあります。今後、さらなる
少子高齢化によって献血を担う世
代が減少し、救急医療に支障を来
す恐れがあります。
今、若い世代の皆さんの献血へ
の協力が求められています。

毎日、一人でも多くの人から
血液を集める以外にいい方法
がありません。なぜなら…

▽１日に約 人の患者さんが輸血
を受けているから。
▽輸血の多くは、事故に伴うもの
ではなく、日常的にがんの患者
さんの治療に使われているから。
▽栄養や酸素の運搬、免疫など生
命を維持する血液は人工的に造
れないから。
▽血液は長期間保存できないから。
※保存期間は、赤血球 日間、血
小板４日間。
▽短期間に何度も同じ人に献血を
してもらうことはできないから。

問い合わせ先 市民課
（☎４３ ７
-２０７）

3,000

献血にご協力を
お願いします
献血ルーム「ばら」（福山市三之丸町９-16山陽
第２ビル４階・☎０１２０-８０２-４５３）では
全血献血のほか、成分献血も受け付けています。
受け付け時間 10時～12時30分、14時～17時30分
※成分献血は17時まで。木曜日・金曜日は定休日。

医療費・介護サービス費を免除

若い世代の皆さん
献血ルーム「ばら」

免除証明書が送付されていない
人は申請手続きが必要です

12

平成 年１月から 、 昨 年 ７ 月 の
豪雨により被災した 国 民 健 康 保 険
・後期高齢者医療・ 介 護 保 険 の 加
入者は、医療機関な ど の 窓 口 で 免
除証明書を提示する こ と で 、 医 療
費・介護サービス費 の 一 部 負 担 金
が免除されます。

30

28

21

医療機関などでの口頭による被
災の申告のみでは、医療費・介護
サービス費は免除されません。
申請先 ▽国民健康保険・後期高
齢者医療…健康医療課・上下支
所市民生活係 ▽介護保険…長
寿支援課・上下支所市民生活係
持参するもの 被保険者証、印鑑、
り災証明書など
※後期高齢者医療の加入者で、後
期高齢者医療保険料の減免が決定
した人には、免除証明書の申請用
書類を送付しています。

11

申請手続きが不要な人
次の人には、平成 年 月に免
除証明書を送付しています。
▽国民健康保険の加入者で、住家
が床上浸水以上の被害を受け、
り災証明書の交付を受けた人。
▽介護保険の加入者で、平成 年
月末までにこの制度による免
除を受けている人。

30

30

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の加入者で
次のいずれかに該当する人
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる
被災をした人
②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止または休止した人
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人

31

免除の対象

問い合わせ先 健康医療課医療保険係（市役所内・☎４３-７１４２）
、長寿支援課（☎４０-０２２２）

当日、会場で受け 付 け を 行 い ま
すので、早めにお越 し く だ さ い 。
とき １月 日（日） 時 分～
※受け付けは、 時 ～ 。
ところ 府中市文化 セ ン タ ー
対象 平成 年４月２日～平成
年４月１日に生ま れ た 人
※平成 年 月１日 時 点 で 、 府 中
市に住民登録してい る 対 象 者 に は 、
案内状を郵送してい ま す 。 市 外 へ
住民票を異動してい る 人 は 、 案 内
状がなくても府中市 の 成 人 式 に 参
加できます。
内容 ▽第１部「式典」…新成人
代表「誓いのこと ば 」 な ど ▽
第２部「ステージ ア ト ラ ク シ
ョン」… 時～太鼓ユニット「我
龍」のステージ、 抽 選 会 な ど

新成人の皆さん、
おめでとうございます！
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14

12

10

13

府中市成人式

13

13
30

問い合わせ先 生涯学習課
（☎４３-７１８１）

11

一緒に働きませんか

採用

募集要項は、府中市立湯が
丘病院および府中市ホームペ
ージにあります。
申し込み・問い合わせ先
府中市立湯が丘病院（〒729-3423府中市上
下町矢野100番地・☎６２-２２３８）

府中市立湯が丘病院
職員を募集
募集内容
職種

受け付け期間

試験日

募集人数

１月４日（金）～18日（金）
看護師 ※郵送の場合は、１ ２月７日（木） 若干名
月18日（金）必着。

受験資格

試験内容

昭和49年４月２日以降に生ま
れた人で、看護師免許を取得
面接・作文
している人、または平成31年
中に取得見込みの人

※募集人数に満たない場合は、受け付け期間後も応募を受け付けますので、問い合わせてください。
土・日曜日、祝日は除きます。

一般・社会人入学試験を実施します

採用

試験内容
回次
推薦

受け付け期間

試験日

試験会場

受験料

終了しました。

第一次試験 １月23日（水)まで

31

１月27日（日)

第二次試験

１月28日（月)～
２月20日（水)

府中地区
２月24日（日) 医師会准
看護学院

第三次試験

２月25日（月)～
３月６日（水)

３月10日（日)

11

定員

地域の医療機関などで活躍する
准看護師を養成している准看護学
院では、平成 年度入学生を募集
しています。
問い合わせ先 府中地区医師会准
看護学院（☎４５ ７
-９７８）

府中地区医師会准看護学院
平成31年度入学生を募集

50人

20,000円

キラリ

府中☆産業博
出展企業・団体を
募集中

府中市内・市外の人に府中の商工業、企
業を知ってもらうため、産業博を開催します。
「見て、買って、食べて、体験して１日
楽しんでもらう！」をコンセプトに府中市
最大の産業イベントとして、商品・サービ
スなどのＰＲ、販売に利用していただけます。

申し込み期限 ２月28日（木）

とき ５月11日（土）・12日（日）
10時～17時
※５月12日（日）は16時まで。
ところ 府中市文化センター、道
の駅びんご府中、府中天満屋

※企業や商店は先着順となりますので、早めに申し
込んでください。

申し込み・問い合わせ先
府中商工会議所（☎４５-８２００）

◎３月中旬に説明会を開催します。

出展区分

スペース

出展料（税込）

▽均等割…１団体12,000円
１小間…2.7ｍ×2.7ｍ
一般産品の展示とメーカー商
※２小間以上の使用もできま ▽小間割…１小間12,000円
品の販売（文化センター屋内）
すが、調整することがあります。※物販も行う場合は、１小間17,000円。
製造業者による商品の直売や 横幕付きテントスペース…テ
テント１張り…20,000円
府中産品即売、飲食物販売など ント１張り5.4ｍ×3.6ｍ
屋外自動車ギャラリー

出展台数により調整

１区画…12,000円

※出展は、府中商工会議所と上下町商工会の市内会員事業所を優先します。空きがある場合に限り、
一般の人の申し込みも受け付けます。

46
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体験する

25

プロの技を学ぶ

府中まちなか繁盛隊と市
内の各商店は、第９回府中
まちなかお店ゼミナールを
開催します。「まちゼミ」
は、全国 か所以上で開催
されており、講師となった
店主やスタッフから、プロ
の技を無料または材料費の
みで学ぶことができます。
第９回目となる今回は、
皆さんからの拡大の声にお
応えし、前回よりも多い
店舗で開催します（ 講座）
。
各店とも参加者に満足して
いただけるよう、準備を整
えています。この機会に、
お気に入りのお店を発見し
てみませんか。
詳細は、１月 日
（金）
の
折り込みチラシ、またはＱ
Ｒコードから府中商工会議
所のホームページを確認し
てください。
360

第９回

申し込み方法 開催するお店に希望する講座を電話また
は直接申し込んでください。
※各講座の定員になり次第、受け付けを締め切ります。
問い合わせ先 府中商工会議所（☎４５-８２００）

府中まちなか
お店ゼミナール

府中商工会議所
ホームページ

とき ２月１日（金）～28日（木）
ところ 市内38店舗
申し込み期間 １月26日（土）～

!!
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春

市

長

新

福笑

い
福笑いパーツ部分

13

福笑い正解

府中市長

小野申人

切り取り線
※点線にそって切り取りご利用ください。

年始の各種業務
該当地域

容器包装
プラスチ
ックごみ

埋立ごみ

１月４日
（金）
まで
ごみの収集をお休みします。

ペットボ
トル

矢野、矢多田、松崎、井永、佐倉、水永、岡屋、
１月１日（火）
－
階見、二森、小堀、小塚
栗柄町
１月２日（水）１月７日（月）
元町、桜が丘
１月２日（水）１月８日（火）
河南町、三郎丸町、篠根町、河面町、僧殿町、目
崎町、父石町、上山町、河佐町、久佐町、諸毛町、１月２日（水）１月10日（木）
小国町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町
新町、大黒町、胡町、川上町
１月３日（木）１月９日（水）
荒谷町
１月３日（木）１月10日（木）
川原町
１月４日（金）１月９日（水）
永井町、朝日町、飛屋町、西町
１月４日（金）１月11日（金）
東町、老松町
１月１日（火）１月８日（火）
階見、二森、小堀、小塚
１月２日（水）
－
（びん、かん、金属類・小型家電、乾電池）
高木町
１月２日（水）１月11日（金）
上下、深江、国留、有福（雑誌・ダンボール）
１月３日（木）１月10日（木）
河佐町、久佐町、諸毛町永野
１月３日（木）１月14日（月）
矢野、矢多田、松崎、井永、佐倉、水永、岡屋、
１月４日（金）１月11日（金）
階見、二森、小堀、小塚（雑誌・ダンボール）
府川町
１月４日（金）１月15日（火）
飛屋町、西町
１月１日（火）１月８日（火）
元町、桜が丘
１月１日（火）１月11日（金）
河南町、三郎丸町、篠根町、僧殿町、父石僧殿
１月３日（木）１月７日（月）
目崎町
１月３日（木）１月14日（月）
川原町
１月２日（水）
－
永井町、朝日町、飛屋町、西町
１月２日（水）
－
鵜飼町
１月２日（水）１月11日（金）
土生町、緑ケ丘町
１月３日（木）
－
用土町
１月３日（木）１月14日（月）
本町、上辻町、下辻町、老松町
１月４日（金）
－
東町
１月４日（金）１月９日（水）

問い合わせ先 環境整備課（☎４３ ７-１４４）

資源ごみ

ごみ
可燃ごみのみ、金曜に回収する地域は、１月４日
（金）
のステーション収集を行います。

可燃ごみ 全地域

収集休業日
代替収集日
１月１日（火） 代替収集は
１月３日（木） 行いません

収集・持ち込みの休業

分類

※ごみは、収集日の８時までにごみステーションに出してください。通常の収集日に当たる地域のごみとあわせて
収集を行っていますので、収集業務が通常より時間が掛かりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

クリーンセンター・埋立センターへのごみの持ち込み
施設名
休業日
府中市クリーンセンター（本山工業団地内・☎４３-７１４４）
持ち込みできるごみ…可燃ごみ・粗大ごみ
１月３日（木）
まで
府中市埋立センター（諸毛町・☎４９-０７０５）
持ち込みできるごみ…埋立ごみ
※ごみの持ち込みには、10㎏につき155円の手数料が必要です。受け付け時間は、
土・日曜日、祝日を除く９時～12時、13時～16時です。

水道

年末年始工事当番業者

月 日
当番業者
１月１日（火） ㈱フォンス真田
１月２日（水） ㈱芦田水道工業所
１月３日（木） カネサ住設㈱

毎月最終木曜日は、19時
までクリーンセンターの受
付窓口を延長しています。

１月の延長日は31日（木）

問い合わせ先 上水下水道課（☎４３-７１６９）

所在地
電話番号
当番業者
所在地
電話番号
高木町 ☎４５-２５３１ ㈲赤木プロパン商会 上下町上下 ☎６２-２２４０
高木町 ☎４５-７５７２ 重森鉄工㈲
上下町上下 ☎６２-２００５
中須町 ☎５２-５３６５ ㈱有伸
上下町深江 ☎６２-２３５５
広報ふちゅう
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歯科

休日当番医

月 日
１月１日（火）
１月２日（水）
１月３日（木）

診療時間

実施歯科医療機関
てらおか歯科クリニック
細川歯科
たがみ歯科医院

９時～12時

所在地
福山市新市町
鵜飼町
福山市新市町

電話番号
☎５２-５１１８
☎４０-０１４５
☎５２-５６７８

※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。

市役所・各施設

施

休業・休館
休業期間中でも、出生・死
亡・婚姻といった戸籍の届け
出などは、市役所休日夜間受
付と上下支所防災センター
（宿直室）で受け付けます。

臨時休館
府中市歴史民俗資料館は、建物
調査作業のため、１月７日（月）～
14日（月）まで休館します。
問い合わせ先 教育委員会総務課
（☎４３-７１８０）
は休業・休館日

名

１/１ １/２ １/３ １/４
（火） （水） （木） （金）

-４℃

対応方法
保温チューブ・タオルなどを巻く。
配管がむき出しの状態
保温ヒーターなどを設置する。
保温チューブ・タオルなどを巻き、その
屋外にある
上から段ボールケースなどをかぶせる。
※特に北向きの日陰、
風当たりが強いところ。 隙間に保温材、タオルなどをかぶせる。
▽

▽ ▽▽

凍りやすい状態

凍ってしまう前に
保温対策を！

市役所
上下支所
リ・フレ
上下保健センター
教育センター
府中市生涯学習センター
公民館・クルトピア
ＴＴＣアリーナ
府中市文化センター
上下町民会館
図書館本館・上下分室
府中市歴史民俗資料館
上下歴史文化資料館
府中市こどもの国ポムポム
キッズランドＭＯＭＯ
１/５も休業
子育て支援センター（国府）
子育て支援センター（府中・上下）
１/２、１/３はあわけんのみ営業
キテラスふちゅう
１/４、１/５はアンテナショップのみ開業
道の駅びんご府中
羽高湖サン･スポーツランド
矢野温泉公園四季の里
キャンプ in ふちゅう（勤労青少年ホーム）
Ｂ＆Ｇ海洋センター
斎場（やすらぎ苑・翁苑）

外気温がマイナス４度以下にな
ったり、風当たりの強いところで、
マイナス１度～マイナス２度にな
ると水道管が凍ったり、破裂した
りすることがあります。
凍結防止の点検と対策を行うこ
とで、破裂事故防止に効果があり
ます。

15

もしも、破裂してしまったら

止水できない場合は、破裂した
部分にタオルやビニールテープを
巻き付けて、応急手当をしてくだ
さい。修理は、府中市指定給水装
置工事事業者に依頼してください。

問い合わせ先 上水下水道課
（☎４３ ７-１６９）

水道器具の例
温水器・給湯器の配管、受
水槽や高架水槽周りの配管
散水栓・給水栓、ベランダ
などの洗濯水栓
水道メーターボックスなど

設

元気な活動をご紹介
しよう！」と、来た人
がとにかく楽しめるよ
うに、お互いを認め合
い、支え合えるような
雰囲気づくりをみんな
で心掛けています。
とき 毎週火曜日９時
分～ 時
ところ 府川町老人集
会所

第1244号 16
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なふちゅう
教室を立ち上げてから４年目を
迎え、 人の会員と７人のサポー
ターで運営しています。
元気な体を作るために、元気も
りもり体操だけでなく、歯科衛生
士の講演、書道、歌、上山もりも
り教室で習ったグーチョキパー体
操やふちゅう夢体操、脳トレやゲ
ームなど盛りだくさん！のいいこ
とを取り入れて楽しんでいます。

長寿支

元気もりもり体操交流会の様子

13

参加者の声
・高い所へ手が届くようになった。
・山登りをして、息切れをしなか
ったので、体力がついたと気付
いた。
・便通が良くなった。
・参加した日は体調が良く、よく
眠れる。

11

問い合わせ先

30

援課（☎４０ ０-２２３）

利用点検するＪＲ駅駐輪場
府中・鵜飼・高木・下川辺・河佐・備後矢野
・上下
◎１月９日
（水）
に白色の点検カード！
駐輪場にある全ての自転車・バイクに利用を
点検するための白色のカードを取り付けます。
自転車・バイクの所有者は、利用するときにこ
のカードを取り外してください。
２月に黄色の警告カード、３月に２回目の赤
色の警告カードを取り付けます。その後、赤色
の警告カードが残ったままの自転車・バイクは、
３月中旬に別の場所へ移動します。
問い合わせ先 総務課（☎４３-７２１１）

任期 ４月１日～平成32年３月31日まで
目的 意見や要望を聞き、国有林野行政に反映
させるため
対象 広島県内に在住で、森林・林業および国
有林に関心のある20歳以上の人
※国会、地方議会の議員、地方公共団体の長、
常勤の国家公務員、平成28～30年度の３年間連
続して国有林モニターになった人は除きます。
応募期限 １月31日（木）
※募集の詳細は、近畿中国森林管理局ホームペ
ージをご覧ください。
問い合わせ先 近畿中国森林管理局企画調整課
（☎０６-６８８１-３４０６）

ＪＲ駅駐輪場の自転車・バイクの利用点検
平成31年度国有林モニター募集
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代表から一言
寝たきりや認知症にならないよ
うにしようと、みんなに声を掛け
ながら楽しくやっています。また、
他の地域のもりもり教室へ見学に
行って、新しいことを取り入れて
います。
代の方も来ています。「休む
ことはあっても、やめないように
90

元気

28

31

元気もりもりレ ポ ー ト

いっぱつ体操を会場の参加者と行う
府川教室のメンバー

元気もりもり体操 は 、 ス ト レ ッ
チと筋トレを中心と し た 介 護 予 防
の体操です。現在、 市 内 で は 、 自
主的な活動として広 が り を み せ て
おり、 か所で活発 に 取 り 組 ま れ
ています。今回の紹 介 は 、 府 川 元
気もりもり教室です 。
月 日（水）にＴＴＣアリーナ
で行われた元気もり も り 体 操 交 流
会で、自主グループ の 活 動 紹 介 が
ありました。今回紹 介 す る 元 気 も
りもり府川教室も、 本 か ら 選 ん だ
いっぱつ体操を披露 し ま し た 。
11

ひとり親家庭の皆さんへ

母子・父子・寡婦福祉資金
の貸し付け申請の受け付け
申請期限
２月
日（金）

15

就学支度資金

修学資金（月額）

20

26

問い合わせ先 教育委員会

平成31年２月定期募集

県営住宅の
入居者募集

清瀧神社本殿は、県内で
も数が限られる17世紀中頃
の建造物で、府中市内では
南宮神社本殿とほぼ同時期
に建立された、市内最古級
の神社本殿です。平成30年
２月に市指定重要文化財に
なりました。

26

日は文化財防火デー

24

１月

26

総務課（☎４３ ７-１８０）

とき １月３日（木）９
時～15時
ところ くるみふれあ
いプラザ
入場料 無料
問い合わせ先 （一社）
神石高原町観光協会
（☎０８４７-８５２２０１）

昭和 年１月 日、現存
する世界最古の木造建築で
ある奈良県の法隆寺金堂で
火災が発生し、貴重な壁画
などが焼損しました。
この火災を教訓として、
１月 日が文化財防火デー
と定められ、毎年この日を
中心に、全国で文化財の防
火運動が行われています。
府中市では、鵜飼町の清
瀧神社で消防訓練を行いま
す。皆さんの参加をお待ち
しています。
とき １月 日
（日）
９時～
※悪天候の場合は中止。
ところ 清瀧神社境内
内容 消防車による放水訓
練、消火器の使用方法説
明と地域住民の初期消火
訓練など

新春
子供神楽共演会

修学資金貸付限度額（自宅通学の場合）
国公立
27,000円
高等学校
私立
45,000円
国公立
31,500円
高等専門学校
私立
48,000円
国公立
67,500円
短大・専修学校
私立
79,500円
国公立
67,500円
大学
私立
81,000円
修士課程 132,000円
大学院
博士課程 183,000円

清瀧神社で消防訓練を行います

就学支度資金貸付限度額（抜粋）
自宅
150,000円
国公立
高等学校
自宅外 160,000円
※高等専門学
自宅
410,000円
校を含む。
私立
自宅外 420,000円
自宅
370,000円
国公立
自宅外 380,000円
大学
※短大を含む。
自宅
580,000円
私立
自宅外 590,000円
国公立
380,000円
大学院
私立
590,000円

おでかけください !
広域へ

17

平成30年４月から、大学院も対象になりました。
申請書類 個人番号を確認できる書類、戸籍謄本など
※原則１人の連帯保証人が必要です。
申し込み先 女性こども課または上下支所市民生活係
問い合わせ先 女性こども課（☎４３-７１３９）

申込みのしおり配布開始日 １月24日
（木）
配布場所 市役所整備保全課
募集内容 募集住宅、申し込み方法・申し込み資格などは、配
布資料をご覧ください。
受け付け期間 １月31日
（木）
～２月４日
（月）
８時30分～17時
※郵送の場合は、２月４日
（月）
消印有効。
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）

府中の子どもは
宝じゃけぇ

平成31年度

受け付け期間
１月４日（金）
～18日（金）

対象

保育所入所の
申し込み受け付けを
始めます

府中市に居住している世帯の児童

受け付け場所・期間
◎女性こども課・上下支所市民生活係
受け付け時間 ８時30分～17時15分
※土・日曜日、祝日は除く。期間中の木曜日
は、女性こども課で19時まで受け付けます。

◎各保育所（園）
受け付け時間 13時～16時45分
※日曜日、祝日は除く。

■公・私立保育所・園の一覧
名称

対象年齢

開所時間

土生保育所

３～５歳

７：30～18：00

栗生保育所

３～５歳

７：30～18：00

下川辺保育所

２～５歳

７：00～19：00

協和保育所

３～５歳

７：30～18：00

上下保育所

満６か月～５歳

７：00～19：00

広谷保育所

満６か月～５歳

７：00～20：00

国府保育所

生後８週～５歳

７：00～19：00

和光園保育所

生後８週～５歳

７：00～19：00

リョービ保育園

満９か月～５歳

７：30～19：00

たんぽぽ園保育所

生後８週～５歳

７：00～18：30

たま保育園

生後８週～５歳

７：00～19：00

中須保育所

生後８週～５歳

７：30～19：00

■事業所内保育所・園の一覧
従業員以外の人も、入所を申し込むことができます。
名称

所在地

対象年齢

開所時間

ゆりかご保育園

土生町1636-1

満６か月
～２歳

７：00～19：00

あいあい保育園
桜が丘

桜が丘３丁目
２-３

満６か月
～２歳

７：00～19：30

あいあい保育園
三郎丸

三郎丸町137

満６か月
～２歳

７：00～19：30

おひさま保育所

鵜飼町555-３

満６か月
～２歳

７：30～19：30

入所予約ができる場合があります
産後休暇および育児休業明けに限
り、年度途中の入所の予約を受け付
けます。2020年３月までに職場復帰
を考えている人は、予約申し込みを
してください。
※保育料など詳しくは、保育所入所
の案内をご覧ください。
問い合わせ先
女性こども課
（☎４３-７２６５）
上下支所市民生活係
（☎６２-２１１４）

広報ふちゅう
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リ・フレ

19

30 4か月児健診 31

対 H30.9月生まれ
受付 13:00～13:40

9:30～11:00

リ・フレ

身体計測、離乳食の進め
方、育児相談など

:00

28 母子健康相談 29

リ・フレ

26

27

23 10か月児健診 24

25

20

対 H30.3月生まれ
受付 13:00～13:40

22

受付 13:00～13:40

上下保健センター

19

21

リ・フレ

リ・フレ

リ・フレ

17 10か月児健診 18

4か月児健診

対 H30.2月･3月生まれ

16

15

14

対 H28. 9月生まれの子と保護者

身体計測、離乳食の進め
方、育児相談など

歯 科 健 診

9:30～11:00

対 H27.11月生まれ
受付 13:00～13:40

対 H29.6月生まれ
受付 13:00～13:40

6
5
4
3
2
1

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）

１月 こども健康カレンダー

13
8 1歳6か月児健診 9 3歳児健診 10 母子健康相談 11 2歳児･保護者 12

7

平成 年度『腹の底から笑い


は
よく分かりませんでした。
あった家族エピソード』大笑
でも、くわしく聞いてみると、お
ねえちゃんは音がくでならった「シ
【優秀賞】
ャープ（♯）」と「フラット（♭）」
シャープとフラット
がごちゃまぜになっていたようです。
府中明郷学園 二年
いみが分かって、わたしも大ばくし
石井 小百合
ょうしました。

今年の夏、大分にすんでいるいと
このいえに行くことになりました。
そのけいかくを立てていた時のこと
です。
平成 年度 『少しのがまん』
わたしと、とうさん、かあさん、 川柳大賞
おにいちゃんで、新かん線で行くか
車で行くかの話をしていました。新 【優秀賞】
かん線だと早くつくけれどお金が高
いので、車で行くことにきめました。 弟 よ
そこで、きゅうにおねえちゃんが、
もう少し静かに
「車はシャープにしてね。」
しておくれ
と、言いました。わたしたちは、い
みが分かりませんでした。だから、
府中学園八年 西村 志愛

「シャープという車はないよ。」
と、言いました。おねえちゃんは、
ふしぎそうなかおをしています。そ
（自作の解説）
して、
弟はいつもわがままを言ってうる
「よこにねころがれるように、車の
うしろのせきをたおしてほしいの。」 さく、勉強がやりにくいので、もう
少し静かにしてほしい。
と、言うのです。そのとき、とうさ
（家族の一言）
んが、つっこみました。
元気いっぱいにぎやかな弟が三人
「それは、『フラットにし
てほしい』と言うんだよ。」 いて、勉強に集中できにくい我が家。
母も同じ気持ちです…。母がいそが
と。かぞくは、みんな大ばく
しい時には弟たちの面倒をみてくれ
しょう。わたしもつられてわ
て助かっています。
らいました。だけど、本とう
ときめく
府中の
子どもたち！

30

30

対 H30.8月･9月生まれ
受付 13:00～13:40 上下保健センター

１月の図書館「おはなし会」 ４月からあかちゃんのおはな

図書館
だより

ブックン

新着図書＆イベント情報

図書館へ行こう！

7
14
21
28

②
9
16
23
30

③
10
17
24
31

④
11
18
25

5
12
19
26

■府中市立図書館

１

月の休館日

6
13
⑳
27

①
⑧
⑮



○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
10日
（木）
10：30～10：50
おはなし会
12日
（土）
、26日
（土）

14：00～14：30

新
 春

府中シティオーケストラ団員５
人による、子どもから大人まで楽
しめるコンサートです。
絵本と音楽の協演もあります。
とき １月19日
（土）
14：00～15：00
ところ 図書館本館
入場料 無料

新春シネマ特集

観るのもええが、
読むのも映画

◇◇電子図書紹介◇◇


芥川 龍之介

映画にまつわる本を集めました。素
敵な映画に出会ってください。
とき １月５日
（土）
～２月４日
（月）
ところ 図書館本館

むら た

村田

き

よ

いすちゃんです。

こ

喜代子

とも き

友樹

 とよた

室
教
ー
キ
ス
中市親子

府

ところ

対

かずひこ

いすちゃんがかたか
たこんこん、音をた
てています。すると…。

申し込み方法 各開催日の５日前まで
に、電話で㈱ユアーズエージェント
（☎４１-２０００）に申し込んでく
ださい。
最小催行人員 13人
※参加者が12人以下の場合は中止。
問い合わせ先 府中市スキー連盟・松
岡（☎０９０-３３７９-４８５８）

子どもとその保護者を
対象にした、親子スキー
教室の参加者を募集中！

とき

大日学園の入所施設利用
者の皆さんが、日々の活動
の中で創った絵や織り、造
形の展示です。
とき １月24日
（木）
～２月
11日
（月）
ところ 図書館本館
入場料 無料

夕方になると、どこ
かへ帰ろうとする母。
宝石のように眠る記
憶とは。

・読めばわかる！四字熟語
た なか

きらめき展

エリザベスの友達

りゅう の すけ

監修 田中

■図書館 上下分室
おひざにだっこのおはなし会
18日
（金）
10：30～11：30
おはなしのへや
19日
（土）
14：00～15：00

◇◇ 新着図書紹介 ◇◇

・蜘蛛の糸
あくたがわ

ファミリー
コンサート

し会は11：00～11：20！

象

参加料

▽

▽

子どもとその保護者
10時～12時、
幼児、小学生・義務教育学
※中学生・義務教育学校
13時～15時
校６年生以下…7,500円
※バスは、７ 琴引フォレス ７～９年生と高校生は、
大人…8,300円
２月３日（日） 時30分頃に出 トパークスキ 保護者の同意があれば一 ※バス代・リフト券代・講習
人での参加もできます。 料・保険料を含みます。スキ
発し、17時40 ー場
参加料は大人料金となり ーウェア・スキー用具は別料
分頃に帰着の
２月24日（日）
ます。
予定です。
金でレンタルできます。

１月20日（日）

※催行決定後、参加料の支払い時に、停車希望のバス停を伝えてください。
広報ふちゅう

平成31年1月1日

第1244号 20

FUN

FUN FACTORY

7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

⑩ 11 12
⑰ 18 19
 25 26


参加無料

福笑い

府中市土生町1581-7☎41-4145
【開館時間 9：00～18：00】
https://kodomo-fuchu.com/

羽根つき

ポムポムのイベント予約は
Ｗｅｂから！

正月遊び体験
～昔ながらの遊びを体験しよう～
とき １月27日
（日）
10時～16時
ところ ラスカルジム

ポムポム主催のイベントへの申し
込みがホームページから簡単にでき
るようになりました。定員の残数も
一目で分かります。この機会にイベ
ントに参加してみよう！
イベント時だけでなく、いろんな
木のおもちゃがあるポムポムに遊び
においでよ。
ポムポム 府中市

13日はスイーツデコ
19日はネイチャー
クラフト教室
※事前に予約が必要。

月の休館日

6
13
20
27

○印がお休みです

とき
１月４日
（金）
・５日
（土）
・
６日（日）
・12日
（土）
・13日
（日）
・
考え、学び、感じて、
遊ぶ場所。たのしく、心はずむ
14日（月）
・19日
（土）
・20日
（日）
・
館内は土足禁止です。スリッパ、
26日（土）
・27日
（日）
シューズなどを持参してください。
10：00～11：00、13：00～14：00
日 月 火 水 木 金 土
１ 定員 各先着10人程度
参加料 50円～
①②③ 4 5

けん玉

こま回し
など

１月27日（日）～２月８日（金）は、
自由に遊ぼう！ラスカルジム開放ウィーク！
※その他にもたくさんのイベントがあります。詳細
は、ポムポムのホームページで確認してください。

検索

フットサル初心者や中級
者など、だれでも参加でき
るフットサル教室を開催し
ています。スポーツ保険料
のみで参加できるので、楽
しくフットサルを練習しま
しょう。
申し込み方法 府中市生涯
学習センターまたは生涯
学習課にある申込書に必
要事項を記入して、参加
料を添えて申し込んでく
ださい。
※保護者の同意が必要です。
問い合わせ先 生涯学習課
（☎４３ ７-１８１）

男子

フットサル教室
参加者を募集！

開催日などの案内
１月４日（金）
・18日（金）・
府中市
２月１日（金）
生涯学
・15日（金）・
習セン
３月１日（金）
ター
・15日（金）
19時～20時30分

21

対象
小学校６年生
・中学生・義
務教育学校６
～９年生の男
子

定員

参加料

持参するもの

申し込み先

生涯学習課
先着30人程度
運動できる服
８時30分～17時15分
※定員になり 800円
装、タオル、
府中市生涯学習センター
次第締め切り ※保険料。飲料水、体育
８時30分～21時00分
ます。
館シューズ
※１月１日～３日・第
３日曜日休館
▽

ところ

▽

とき

し

府中市文化センター

催

１月の納税など
◎月いち演奏ライブ
とき １月 日（日） 時～
10

時 分
出演 ▽落語…うちみ家ね
んざ ▽津軽三味線…赤
松伸昭 ▽アンサンブル

転倒しないための筋力をつ
けるトレーニングなどを行
います。
申し込み不要で参加でき
ます。
とき １月 日
（水） 時～
時
ところ リ・フレ
対象
歳以上の人で、医
師から運動制限を受けて
いない人
参加料 無料
持参するもの 水分補給の
ための飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越し
ください。
問い合わせ先 長寿支援課
（☎４０ ０
-２２３）

募

65

集

16

10

県立福山高等技術専門校
４月入校生募集（第２期）

電気設備科
溶接加工科
建築科
募集期間 １月７日
（月）
～
２月 日
（木）
選考日 ２月 日
（水）
問い合わせ先 広島県立福
山高等技術専門校（☎０
８４ ９
-５１ ０
-２６０）

県立三次高等技術専門校 
４ 月 入 校 生 募 集

27

４月入校生を募集します。
見学は、いつでもできます
ので、事前に連絡をお願い
します。
募集訓練科 ▽自動車整備
科 ▽溶接加工科 ▽建
築科 ▽介護サービス科
応募期間 １月７日
（月）
～
２月 日
（木）
※郵送の場合は、２月 日
（木）
必着。
特典 雇用保険受給者で、
ハローワークの指示によ
り入校した人は、訓練の
終了日まで受給期間が延
長されるほか、諸手当も
支給されます。
問い合わせ先 三次高等技
術専門校（０８２４ ６-２ ３４３９）

第1244号 22

平成31年1月1日

広報ふちゅう

…府中シティオーケストラ

入場料 無料
問い合わせ先
府中市文化センター
（☎４５ ６-０００）

ク ル ト ピ ア 栗 生
◎ 版画教室「干支年賀状」展
とき １月 日（木）～ 日
（火） 時～ 時
※日・月曜、祝日は休館。
入場料 無料
◎ママとベビーのヨガ体験
とき １月 日（火） 時
分～
定員 先着 組
※事前の申し込みが必要。
参加料 無料
持参するもの バスタオル

12

申し込み・問い合わせ先
県立福山高等技術専門校
クルトピア栗生
では、４月入校生を募集し
（☎４５ ３７０１）
ます。
募集訓練科
動いて脳トレ！脳活教室
▽２年課程
認知症予防と健康増進を
自動車整備科
兼ねた運動教室です。
▽１年課程
脳を活性化させる運動や、
機械システム科

14

11

・フェイスタオル・飲み物

30

22

10

10

17

29

10

14

14

30

13

長寿支援課納付相談窓口延長日
１月24日
（木）
・19時まで
問い合わせ先
長寿支援課（☎４０-０２２２）
■市・県民税…………………第４期分
■国民健康保険税……………第７期分
■後期高齢者医療保険料……第７期分
※納期限は１月31日
（木）
です。
税務課証明発行・納付相談窓口延長日
毎週木曜日・19時まで（３日・祝日を除く）
問い合わせ先 税務課（☎４３-７１２２）
20

暮らしの情報

Information

▽▽

18人
50人
87人
89人

出生
死亡
転入
転出

実在する宅配業者を装ったメールに注意！

府中市の人口（ 1 2月１日現在）

「不在の為、荷物を持ち帰った。配送は下記ＵＲＬに接続し確認
してください。」などのメール配信が増加しています。
接続した場合、偽サイトに誘導され、不正アプリをインストール
させられる場合があります。
心当たりのないメールは開かず削除する。
不用意にリンク先を開いたり、アプリをインストールしない。
ことを徹底し、被害に遭わないよう気を付けましょう。

なくそう特殊詐欺被害！府中警察署

人 口 39,640人（－34）

男性 19,095人（ －6）
女性 20,545人（－28）

世帯数 17,446世帯
（ 3）

※（ ）は前月比。

24

100

78

12

38

360

相談・抗体検査とも匿名
で、当日に検査結果が分か
る検査も行っています。
とき ２月４日（月）９時～
15時30分
※１月31日（木）までに予
約が必要。
ところ 広島県福山庁舎
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（☎０８４-９２
１-１３１１）

11

15

350

30

18

エイズ相談・
ＨＩＶ抗体検査

45

32

お知らせ

ビダイヤル）
調停が有効です。民事調停
◎不合理な待遇差の改善
は、お互いが納得するまで
正規雇用労働者とパート
働き方が変わります！
話し合うことが基本です。
タイム労働者や有期雇用労
労働者がそれぞれの事情
民事調停の特徴 手続きが
働者、派遣労働者の非正規
子どもの教育資金をサポー
に応じた多様で、柔軟な働
簡単、早く解決できる、
雇用労働者の間の不合理な
ト！ 国 の 教 育 ロ ー ン
き方を自分で選択できる社
判決と同じ効果、費用が
待遇差が禁止されます。
日本政策金融公庫 が 取 り
会を実現する働き方改革を
安い、秘密が守られる
施行日 平成 年４月１日
扱う国の教育ローン は 、 高
推進するため、働き方改革
問い合わせ先 広島地方裁
※中小企業は平成 年４月
校、短大、大学、専修学校、 関連法が順次施行されます。 １日。
判所（☎０８２ ２
-２８ ０４２１）
各種学校などに入学 ・ 在 学
主な改正内容
問い合わせ先 広島労働局
◎家庭裁判所誕生 周年
する子どもがいる家 庭 を 対
◎時間外労働の上限を規制
雇用環境・均等室（☎０
象とした公的な融資制度です。
家庭裁判所は、昭和 年
原則として月 時間、年
８２ ２２１ ９２４７）
融資額 子ども１人 に つ き
時間とし、臨時的な特別
１月１日、家事審判所と少
蜜蜂を飼育される皆さんへ 
万円以内
な事情がなければこれを超
年審判所を統合する形で誕
飼育届の提出をお願いします
金利 年１・ ％
えることはできません。
生しました。法律的な枠組
平成 年に蜜蜂を飼育す
※ 母子家庭などは年１・ ％
施行日 ４月１日（月）
みを前提としつつ、家庭内
平成 年 月 日現 在 。
る予定のある人は、飼育届
※中小企業は平成 年４月
の問題の解決や少年の立ち
返済期間
年以内
の提出が必要です。提出様
１日。
直りのため、科学的な調査
※母子家庭などは返 済 期 間
式など詳細は、東部畜産事
◎年次有給休暇の取得
などに基づき裁判官が適正
が 年以内。
務所へ問い合わせください。 な解決をしています。
１人１年あたり５日間の
問い合わせ先 教育 ロ ー ン
提出期限 １月 日
（木）
年次有給休暇の確実な取得
子どもの親権をめぐる事
コールセンター（ ☎ ０ ５
申請・問い合わせ先 広島
を企業に義務付けます。
件など、家庭裁判所が扱う
７０ ００８６５６）（ナ
県東部畜産事務所（☎０
施行日 ４月１日（月）
家事事件の件数は年々増加
８４ ９-２１ １-３１１）
し、平成 年には初めて
万件を突破しました。
民事調停で円満解決
家庭裁判所は、これから
も国民の生活と深くかかわ
りながら、その役割を誠実
に果たします。
問い合わせ先 広島家庭裁
判所（☎０８２ ２
-２８ ０４９４）
31

32

33

31

「敷金が戻ってこない」、
「バイト代を払ってもらえ
ない」、「自転車同士ぶつ
かった」など、日常生活で
起こるさまざまな困りごと
の解決には、裁判所の民事

23

暮らしの情報

Information

29

70

暮らしの情報

Information

講

演

予約方法 年金手帳か年金
証書を準備し、年金事務
所へ電話してください。
その後は、自動音声に従
って予約してください。
問い合わせ先 備後府中年
金事務所（☎４１ ７-４２１）

こころの健康相談

ひきこもり、お酒などの依
存、大切な人を亡くした悲
しみなどで悩んでいません
か。医師や専門の相談員な
どが無料で相談に応じます。
全ての相談は、前日の 時
までに予約が必要です。
◎府中市こころの相談
とき １月 日
（木）
・ 日
（木） 時 分～ 時 分
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）
◎ひきこもり・うつなど専
門相談
とき １月８日
（火） 時～
時
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）

身体障害者福祉相談会

13

とき １月 日
（土） 時～
時
ところ リ・フレ
相談料 無料
問い合わせ先 府中市身体
障害者相談員協議会・広
畑（☎４５ ５-４２０）

今月の表紙

新春対談での一枚で
す。府中明郷学園校区
から立石会長、南小学
校区から松尾ＰＴＡ会
長に参加していただき
ました。これからを担
う府中の子どもたちが、
どのような学びをして
いるのかが少しは分
かっていただけたと思
います。あなたもＣＳ
に参加しませんか。

編集者のつぶやき

明けましておめでと
うございます。今年も
読んでいただける広報
ふちゅうを作っていき
ますので、よろしくお
願いいたします。今回
の広報紙には、おそら
く初の福笑いを掲載し
ています。ぜひ遊んで
も見てください！裏面
は、年始のごみ収集の
日程になっています。
◯
川
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１ 月 の 生 活 相 談
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糖尿病予防講演会
〈リ・フレ会場〉
とき １月 日（木） 時
分～ 時
演題 糖尿病を正し く 知 っ

30

15

13

て、生活習慣を見直そう！

談

分～ 時 分
ところ リ・フレ
◎講演①
演題 府中地区歯科医師会
の訪問歯科診療・口腔ケ
アへの取組み
講師 府中地区歯科医師会
学術部理事・訪問歯科連
携室室長 田上浩三さん
◎講演②
演題 筋力をつけたい：中・
高齢者にベストな方法を
講師 広島大学名誉教授
渡部和彦さん
参加料 無料
※軽い体操のできる服装で
お越しください。
問い合わせ先 府中地区医
師会（☎４５ ３
- ５０５）

相

年 金 相 談 窓 口

各種無料相談の開催日時
◎一般相談
とき １月９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
◎弁護士相談
とき １月 日
（水） 時～
時
※受け付けは、当日９時～
時。直接または電話での
予約が必要。定員（７人）
になり次第締め切ります。
ところ リ・フレ
問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １
-２９４）
13

16

15

13

13

16 23

不眠やイライラ、憂うつ、

30 10

12

講師 ほそや内科ク リ ニ ッ
ク 院長 細谷茂 衛 さ ん 、
健康医療課 栄養 士
受講料 無料
とき １月 日（火） 時
分～ 時
演題 運動を習慣づけよう！
講師 府中市Ｂ＆Ｇ 海 洋 セ
ンター 健康運動 指 導 士
大越利夫さん
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）

府中地区医師会主催
健康づくり講演会

とき １月 日（土）９時
分～ 時
ところ 備後府中年金事務所
相談料 無料
予約で相談がスムーズに！
予約なしでも相談・手続
きができますが、予約の人
が優先になります。

15

16

13

16

13

30

30

30

いつまでもいきい き と 生
活を送るために心身 の 衰 え
の予防について、一 緒 に 学
んでみませんか。
とき １月 日（土） 時

30

13

13

13

30

12

17

29

12

15

16

15

15

府中地区医師会
健 康 コ ラ ム

新年のごあいさつ

明けましておめでとうご
ざいます。平素より府中地
区医師会の諸事業にご理解
とご協力を賜りまして、誠
にありがとうございます。
今年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。
い
今年の干支は亥です。正
つちのとい
確には己亥と呼ぶようです。
今まで行ってきた事を見直
してさらなる充実を図り、
次のステップへの準備をす
る希望いっぱいの年です。
府中地区医師会は、地域
を支えている皆さまが健康
で元気に安心して暮らせる
よう、医療・介護・福祉・
行政などと連携協働してま
いりました。今後、地域包
括ケアを深化させた地域共
生社会を目指していく上で
重要なことは、関連機関が
緊密に連携して「地域で支
え合う人々」を支える仕組
み作りを構築していくこと
かと思います。そのために

府中地区医師会
会長 谷 秀樹

もさまざまな職種の人材養
成育成が喫緊の課題です。

小児科 精神科

全般

夜間・救急医療機関

音声ガイダンスに
よる休日夜間など
の当番医情報提供

医療機関名など
電話番号
福山夜間小児診療所（福山市三吉町南）☎084―922―4999
こどもの救急電話相談
#8000
福山友愛病院（福山市水呑町）
☎084―956―2288
精神科救急情報センター（広島市安芸区） ☎082―892―3600
福山夜間成人診療所（福山市三吉町南） ☎084―982―9946
広島県救急医療情報
県全域
☎0120―16―9901
ネットワーク

地域医療を守るため人材育成

府中地区医師会准看護学
院では、長年、地域医療を
支える優れた人材を輩出し
続けています。卒業生は看
護職として多くの人が府中
地区の地域医療を守ってお
り、今後も看護職の需要は
高く、地域の実情に応じた
人材養成育成が必要です。
当学院は地域医療を守る
ため、社会的責務として看
護職養成を行っていき、よ
り多くの人に看護職に就い
ていただいて、地域医療を
支えていただきたいと思い
ます。最近では、看護職に
なる志を持った社会人も多
く学んでいます。医師会で
は訪問看護、訪問介護事業
も看護職養成と共に、より
充実させ、皆さまにより良
い「支える医療介護」が提
供できるよう、次のステッ
プへ前進してまいります。
亥は無病息災の象徴でも
あるそうです。皆さまが健
やかな一年を過ごされます
ようお祈り申し上げます。
内 容
夜間医療
救急医療電話相談
救急医療
救急医療相談
夜間医療

診療・受付時間
毎日19：00～23：00（受け付けは22：45まで）
毎日19：00～翌8：00
毎日24時間
毎日24時間
毎日19：30～23：00（外科の場合は要事前連絡）
毎日24時間

※救急＆予防サイト《こどもの救急》http://kodomo―qq.jp

１月

外

科

府中・新市・駅家地区の休日当番医
内
科
内

科

上下町の休日当番医

なんば医院
佐野内科医院
寺岡記念病院
府中北市民病院
☎52―3140
☎62―2211
☎43―6336
☎45―5310
（上下町上下）
（土生町）
（鵜飼町）
（福山市新市町）
谷医院
草浦医院
府中北市民病院
☎084―972―8885
☎62―2211
☎45―3300
☎45―1188
2日㊌ 府中市民病院
（上下町上下）
（鵜飼町）
（府川町）
（福山市駅家町）
寺岡記念病院
佐々木内科
瀬尾医院
府中北市民病院
☎52―3140
☎51―2169
☎62―2211
☎52―6555
3日㊍（福山市新市町）
（上下町上下）
（中須町）
（福山市新市町）
唐川医院
小畠病院
府中北市民病院
☎52―3033
☎084―976―1351
☎62―2211
☎45―4030
6日㊐ 中川整形外科医院
（中須町）
（上下町上下）
（中須町）
（福山市駅家町）
内藤クリニック
ほそや内科クリニック
さとうファミリークリニック
府中北市民病院
☎084―977―1070
☎40―0780
☎084―999―3103
☎62―2211
13日㊐（福山市駅家町）
（中須町）
（福山市駅家町）
（上下町上下）
川㟢内科医院
池田医院
府中北市民病院
☎40―0246
☎51―2098
☎62―2211
☎44―6001
14日㊊ せおクリニック
（栗柄町）
（上下町上下）
（高木町）
（福山市新市町）
小畠病院
新市ときながクリニック
南坊井上内科循環器科医院
府中北市民病院
☎084―976―1351
☎51―5007
☎084―976―0013
☎62―2211
20日㊐（福山市駅家町）
（福山市新市町）
（福山市駅家町）
（上下町上下）
有地医院
府中市民病院
佐野内科胃腸科医院
府中北市民病院
☎084―976―1121
☎62―2211
☎41―3670
☎45―3300
27日㊐ （府中町）
（福山市駅家町）
（上下町上下）
（鵜飼町）

1日㊋

※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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旧片野製パン所

11

上下歴史
文化資料館

上下駅

翁座

旧片野
製パン所

はしら

白壁の町並み

ふ ちゅう歴史散歩

モダンな洋風建物
旧片野製パン所

１階ギャラリー

昨年 月２日、上下白壁の町並み
の角地に建つ、旧片野製パン所が国
の登録有形文化財となりました。
ま ぐち
おくゆき
間口８間、奥行１間の細長い造り
のこの建物は、大正末期に流行した
洋風建築のデザインを取り入れて昭
和９年に建築されました。外壁を洗
い出し仕上げとし、１階にアーチ窓、
がた
のき
２階に上げ下げ窓を並べ、柱形や軒
じゃばら
蛇腹、レリーフなどで装飾豊かに仕
上げています。内部は、店舗であっ
た１階は洋風ですが、２階は和風で、
狭いながらも床の間を設けるなど、
外観・内装ともに建築主の強いこだ
わりや思いが感じられます。
その思いは今も受け継がれ、外観
をほぼ変えることなく食堂・製パン
所を経て、現在はギャラリーとして
大切に活用され、
白壁やなまこ壁
の和風建物が建
ち並ぶ中、町並
みのランドマー
ク的な建物の１
つとして存在感
を示しています。

２階床の間

府中

―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！

高校生編 その50
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投稿者（文と写真）
府中東高校２年
荒木彰英くん

光の芸術的なファンタジー

今年も、イルミネーションの季節がやってきました。
第３回目となる「荒木家イルミネーション」も着々と準備を
進め、12月１日（土）に点灯の日を迎えました。
温かみのある白熱灯と、クリアで爽快なLEDとの配置のバラン
スを意識して装飾しました。飾り付けをする上で、簡単なこと
ばかりではありません。しかしながら、電飾を買って、メンテ
ナンスして、飾り付けて、と、いくつかの知識と感性が役立つ
ことにやりがいを感じます。何より見物に来られた方々の楽し
む姿を思い浮かべながら、感動の味わえる作品を創作しています。
今月の14日（月）まで点灯しますので、まだご覧になっていな
い方は、ぜひ一度ご覧頂ければと思います。

平成31年１月１日（1244）号
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（毎月１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

〒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/
公式ＳＮＳ
facebook

府中市メール配信
サービス
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