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楽しみ方まだまだたくさん！
府中の夏を満喫しよう

オリジナルグッズプレゼント！

新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更・中止することがあります。

i-coreFUCHUは７月21日でオープンから１周
年を迎えました。感謝の気持ちを込めて、次の
イベントでオリジナルグッズを配布します！
一緒に１周年をお祝いしましょう。
問い合わせ先 i-coreFUCHU推進課
（☎４３−７２２１）
イベント情報などは、
こちらから！

１周年KS
サンクス

THANペーン
キャン

86

86

i-coreFUCHU

（土）
10時～17時

初出店

（土）18時～20時

ひまわりマルシェ

Instagram

ヘルス・アロマ・占いなどに加え、豪華なモデ
ルが出演予定のファッションショーも！
オリジナルグッズ配布場所 芝生広場

89

i-coreFUCHU

（火）
10時～15時

道の駅びんご府中

ワーク
子ども
夏休み
併設!!
ブース
ショップ

第３回i-coreおひさまマルシェ

waiwai party

i-coreFUCHU
1周年協賛
イベント！

初のビアガーデン開催！
みんなでわいわい、夏を楽しみましょう。
オリジナルグッズ配布場所・問い合わせ先
道の駅びんご府中（☎５４−２３００）
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i-coreFUCHU

（日）10時～17時

府中ふれあいマーケット

Instagram

昨年開催し大好評だった
「i-coreおひさまマルシェ」
が３回目の開催！今回は初めての平日開催です。
ハンドメイド雑貨などの販売や子どもと一緒に
楽しめるワークショップもあります。
オリジナルグッズ配布場所 芝生広場

マルシェやワークショップ、ラジコンカーの
ショー、メダカすくいなど楽しみがいっぱい！
オリジナルグッズ配布場所 芝生広場
グッズの種類はイベントによって異なり、数に限りがあり
ます。たくさんの人の手元に届くように、グッズの受け取
りは一人一つまででお願いします。

Information
こども防災マップづくり

親子で防災について考えながら、地図を作る体験プロ
グラムです。自分だけの地図を印刷して持ち帰れる！
あわせてローリングストックの展示紹介も行います。
とき ８月20日（土）・21日（日）
ところ i-coreFUCHU芝生広場
対象 府中市在住の親子
※子どもは就学前～小学校・義務教育学校低学年まで。
定員 20日…24組、21日…16組
※１組２人～４人。
申し込み方法 申込フォームから申し込んで
ください。定員になり次第、締切ります。
主催・問い合わせ先 ㈱まちケア、（一社）デー 申し込みは
タクレイドル（☎０８６－４２７－０８８５） こちらから

いこーれわいわいサー

クル夏休み企画

海のカーテンを作ろう！
高校生・大学生のお兄さん、お姉さんと一
緒に海の生き物を工作して、いこーれに海
のカーテンを作ろう！
とき ８月11日
（木）
10時～12時
ところ i-coreFUCHU芝生広場
対象 小学校・義務教育学校２年
生まで
定員 20人
※事前に予約が必要です。
参加料 無料
問い合わせ先 i-coreFUCHU推進課 申し込み・詳細
はこちらから
（☎４３−７２２１）
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楽しみ方まだまだたくさん！

府中の夏を
満喫しよう
問い合わせ先
観光課（☎４３－７１４１）
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歴史好きにはたまらない！
や の

神山の郷

の

しょう

矢野荘

矢野荘…かつて矢野に存在した荘園の名前

上下町の矢野地域には、悠久の歴史を今に感じることができ
るスポットが多く残っています。キャンプやワーケーション、
周辺でのサイクリングなどとあわせて、矢野荘の時代から続
く歴史と豊かな自然を楽しんでみてください。

ぜひ訪れたい！パワースポット

その他にも歴史を感じる
スポットがたくさん！

エネルギーを
チャージ！

かどうかくれきがん

かきのもとのひとまろ

日掛城址 柿本人麻呂歌碑
矢野温泉西の小丘にあり、柿本人麻
呂が奈良時代に詠んだ歌碑がありま
す。近くの黄金神社には黄金の蛇を
ご う し
弁財天の使いとして合祀されています。

雨乞いの岩
国指定天然記念物の矢野岩海入口か
ら30分程登ると出逢う大きな岩。岩
の突端には30センチの穴があり、た
かね
き火をして鉦や太鼓を打ち鳴らし、
雨雲を呼び起こしたと言われています。

には
矢野荘を満喫する
すめ！
散策コースがおす
柿本人麻呂・須佐之男命の
縁を巡るコースや、自然を
満喫できるハイキングコー
スなら、おすすめスポット
を順番に周ることができま
す。パンフレットは観光課、
府中市観光協会、矢野温泉
公園四季の里にあります。
中は天然冷房！心身ともにリフレッシュ

十輪院の洞窟

珀明洞

鵜飼町の十輪院にある珀明洞は、全長
約100メートルの曲がりくねった洞窟で、
中には33体の観音菩薩が安置されていま
す。魔尼殿と呼ばれる中央の広場には、
等身大の地蔵菩薩も。さらに進んで行く
と広間があり、写経も体験できます。
珀明洞入場料 250円

火道角礫岩
【府中市指定天然記念物】
約800万年前に地中から
噴出したマグマの通り道。

祗園水
すさのおのみこと
須佐之男命が旅の途中で
飲んだとされる聖水。

大自然の中で自由で贅沢な時間も
矢野温泉公園四季の里キャン
プ場には、オートキャンプサ
イト、フリーキャンプサイト
のほか、子ども向けのアスレ
チック広場も。豊かな自然の
中で、キャンプや森林浴など
に加えて、トレーラーハウス
でのワーケーションも楽しめます。

レンタサイクルで
御朱印巡りも！
御朱印がいただける市内
の寺社８か所をぐるりと
巡る「びんご府中御朱印
巡り」もおすすめ。ルー
ト上の景色や風を楽しみ
ながら、ゆったりとした
時間を過ごしてみては。
びんご府中
サイクルート
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特 集 楽しみ方まだまだたくさん！府中の夏を満喫しよう

第31回

諸田のベジタブルなコンサート
和太鼓を中心に、
さまざまなジャンルの音楽グルー
プが参加します。府中市の山の上にある羽高湖畔
のさわやかな風と緑につつまれて、勇壮でダイナ
ミックな和太鼓演奏などでゆったりとした時間を
楽しんでください。
とき ８月６日（土）
入場
▷開場…15時30分 ▷開演…17時30分 無料
ところ サン・ステージ羽高湖（諸毛町）
出演 太鼓ユニット我龍－garyu－、ふくやま和
太鼓教室、bounce、マリィ凜、十五鼓乃会
問い合わせ先 ＪＡ福山市下川辺支店
（☎４１－２３７６）

きてつかあさい♡上下夏まつり
パレードや夜店、キッチンカーなどの催し物に加
えて、打ち上げ花火75発も見られます。
とき ８月15日（月）15時30分～20時30分
※パレードは15時50分、打ち上げ花火は20時から。
ところ 上下町商店街一帯（翁座から上下両備自
動車まで）
問い合わせ先 上下町商工会（☎６２－３５０４）

NEW!

いながのなばやま

アスパラschool

定員10人！

法界山直販センターでのアスパラ収穫イベント！
とき ８月24日（水）10時～
※受け付けは９時30分～。
ところ 法界山マルシェ（上下町井永132−１）
内容 アスパラ家庭菜園のレクチャー、アスパラ
収穫体験、採れたてのアスパラの試食
など。お土産は収穫したアスパラ15本！
参加料 1,800円
申し込み・問い合わせ先 観光課
（☎４３－７１４１）

ポムポムに

土日祝日！

キッチンカーがやって来る！
キッチンカーなどの情報
は、ポムポムのインスタ
グラムでチェック！
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大好評

この夏はイベントも盛りだくさん！
カブト虫と遊ぼう！

カブト採集体験 in府中第６弾

カブト採集体験を開催！ 13日は夜の採集、14日
は昼の採集と、ヘラクレスのくじ引きや幼虫つか
みどり、クワガタバトルトーナメントがあります。
とき ▷８月13日
（土）
19時30分〜21時
▷８月14日
（日）
10時～15時
予約不要
※雨天中止・小雨決行。
13日…先着250人
ところ 古府の森グラウンド 14日…先着600人
入場者プレゼント ▷子ども…カブト♂♀ペア、
▷大人…昆虫用ゼリー
参加料 １人1,000円
問い合わせ先 カブト採集実行委員会
（☎４３－７１３５）

府中市ドローンフェス2022

入場
無料

府中市は現在、ドローンの産業、人材、研究機関
などが集まる「ドローンのまち」を目指していま
す。こうした取り組みを広く市内外に知ってもら
うため、また、市民の皆さんにドローンをもっと
身近に感じてその可能性を実感してもらうため、
ドローンフェスを開催します。
今年度は２回に分けて開催。その第１弾として全
国からレーサーが集まるレースを開催します。全
国トップレベルのレーサーによる熱戦をご覧ください。
イベント名 JDL 2022 Round5 in 府中市
～府中市ドローンレース全国大会2022～
とき ８月21日
（日）
８時30分～17時
ところ 府中市立第一中学校
内容 一般社団法人ジャパンドローンリーグが主
催する年間ツアーレースの一戦が、中四国地方
では初めて開催されます。時速150kmを超える
スピードで立体的な軌道を
描きながら飛び回るドロー
ンは迫力満点です。
問い合わせ先 政策企画課
（☎４３－７２３９）

土・日曜日、祝日にキッチンカーが出店！
大型遊具で遊んだあとは、美味しいもので一息つきませんか？
雨天など天候により中止になる場合もあります。
問い合わせ先 府中市こどもの国ポムポム
（☎４１－４１４５）

ご存じ
ですか？

びんご府中おもてなしトイレ
432

府中市では、訪れる観光客が快適にトイレを利用できるよう、観光
施設やその周辺に「おもてなしトイレ」を設けています。また、快
適なだけではなく、全国でも他に類を見ないユニークなトイレもあ
り、トイレとその周辺の観光スポットを巡る「トイレツーリズム」
をぜひ楽しんでください。
問い合わせ先 観光課（☎４３−７１４１）

おもてなしトイレマップ

上下駅

！
きれいでユニーク
トイレ５選
目的地になる観光

上下町・白壁の町並みによく似合うデザイン
①上下町商工会観光トイレ S

⑤

備後矢野駅
24

備後三川駅

⑦
⑧
河佐駅

⑨
⑩
⑪ ⑫府中駅
⑬
⑮⑭
⑰⑯
486
下川辺駅 ⑱

トイレだけでなく、直販セ
ンター店舗も段差を減らす
などの工夫をし、車いすを
使っている人にも配慮した
レイアウトに。「井永のホ
タル米」や新鮮な地元野菜
を購入できます。

透明トイレ？驚きの仕掛けが満載！
⑨府中八幡もみじの森トイレ S

壁から地面にかけて描
かれた龍の絵は、地元
の絵師・小川洋洋さん
による渾身の作品。ト
イレそばの観光案内板
にも注目！

個室間の仕切りに調光
ガラスを採用。入室す
るまでは透明でも、鍵
をかけるとスモークが
掛かり、外からは見え
なくなります。

夜は灯りでステンドグラスが浮かび上がり幻想的
⑱あじさいトイレ S

S：男性用サニタリーボックス設置場所

男性トイレにも、尿漏れパッド、大人
おむつ用のサニタリーボックスを新た
に設置しました。
② 上下駅トイレ
③ 上下歴史文化資料館トイレ
④ 上下地域共生交流センタートイレ S
⑥ 矢野温泉公園四季の里トイレ S
⑧ 河佐峡トイレ S
⑩ 首無地蔵トイレ
⑪ 夢ほたる公園トイレ S
⑫ 髙橋佛檀店トイレ
⑬ 府中市地域交流センター北館トイレ S
⑭ i-coreFUCHUトイレ S
⑮ 道の駅びんご府中トイレ S
⑯ 府中市Ｂ＆Ｇ海洋センタートイレ
⑰ 府中市歴史民俗資料館トイレ
その他のサニタリーボックス設置場所
恋しきトイレ、市役所庁舎トイレ、
リ・フレトイレ

⑥

地元の新鮮な農産物と快適なトイレでお出迎え
⑤法界山マルシェトイレ S

段差をなくした安全・
安心なトイレにリニュー
アル。夜は格子の間か
らのびた光が町並みを
照らします。

迫力満点！龍の絵が飛び出る映えスポット
⑦協和地区観光トイレ S

①③
② ④

おもてなし
トイレ
ロゴマーク
名前募集

神宮寺に向かう際、ま
ず目に入るトイレ壁面
の大きなあじさいの絵
は、栗生小学校児童た
ちの絵画を組み合わせ
たモザイクアート。

応募資格 誰でも応募できます
募集期間 ８月31日
（水） 必着
応募方法 所定の応募用紙に名前と必要
事項を記入し、観光課へ郵送または持参
※詳しい応募方法などは、
市のホームページを確認し
てください。
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ごみの収集休業日と代替収集
分類
可燃ごみ
資源ごみ

該当地域
全地域
土生町、緑ケ丘町

容器包装プラスチックごみ

ごみ収集休業日
８月15日
（月）

収集休業日
８月15日（月）
８月15日（月）

問い合わせ先 環境整備課
（☎４３−９２２２）

代替収集日
代替収集は行いません
８月18日（木）
８月18日（木）

上下町のうち、上下、国留、
８月15日（月） ※新聞・古着・紙パックと重複しますが、そ
深江、有福
れぞれ分別して一緒に出してください。

※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かかりますが、理解をお願いします。

クリーンセンター・北部クリーンステーション・埋立センターへのごみの持ち込み

施設名
府中市クリーンセンター（本山
工業団地内・☎４３－７１４４）

とき
8月13日（土）
8月14日（日）
8月15日（月）
8月11日
（木）・第２木曜日
府中市北部クリーンステーショ
8月13日（土）
ン（上下町水永・☎６２－４４０
8月14日（日）
９）
8月15日（月）
8月13日（土）
府中市埋立センター（諸毛町・
8月14日（日）
☎４９－０７０５）
8月15日（月）
※ごみの持ち込みには、10㎏につき160円の手数料が必要です。

水道工事当番業者

受け付け時間

持ち込みできるごみ

休 業

休 業

9時～12時、13時～16時
13時～15時

可燃ごみと粗大ごみ
粗大ごみ

休 業

休 業

9時～12時、13時～16時

埋立ごみ

８月13日
（土）
から15日
（月）
まで、次の水道工事当番業者が水道
修理に対応します。

府中地区
上下地区
当番業者
所在地
電話番号
当番業者
所在地
電話番号
８月13日（土）栗 万 水 道 ㈱ 府川町 ☎４５－４０４５ 重 森 鉄 工 ㈲ 上下町上下 ☎６２－２００５
８月14日（日）藤 岡 設 備 工 業 ㈱ 中須町 ☎５２－２１１２ ㈲ 赤 木 プ ロ パ ン 商 会 上下町上下 ☎６２－２２４０
８月15日（月）㈱ 芦 田 水 道 工 業 所 高木町 ☎４５－７５７２ ㈱
有
伸 上下町深江 ☎６２－２３５５
とき

対

象

窓口負担

申請・問い合わせ先

▷福 祉課（☎４３－７１
身体障害者手帳１級～３級また 医療機関ご
重度心身
４８）
は療育手帳Ⓐ、Ａ、Ⓑを持って とに１日あ
障害者医療
▷上下支所市民生活係
たり200円まで
いる人
（☎６２－２１１４）

医療機関ご ▷健康推進課（リ・フレ
精神障害者保健福祉手帳１級所
とに１日あた
内・☎４７－１３１０）
精神障害
持者（自立支援医療受給者証［精
り200円まで ▷上下地域共生交流セン
者医療
神通院］所持者に限る）
※通院のみ。
ター
（☎６２－２２３１）

医療機関ご
乳幼児等 15歳に到達した年度末までの子
とに１日あ
医療
ども
たり500円まで

し、所得などによる制限が
あります。
重度心身障害者医療、精
入している健康保険な
神障害者医療、ひとり親家
ど、申請時と現在の状
庭等医療は、受給者資格を
況に変更があったら、
必ず届け出てください。 ８月に更新し、引き続き受
給資格のある人には新しい
新たに福祉医療の対
受給者証を郵送しました。
象になる人は、申請手
乳幼児等医療の更新は誕生
続きが必要です。ただ
日の翌月、誕生日が１日の
場合は誕生月です。ひとり
親家庭等医療受給者で婚姻
した人、事実上婚姻関係の
ある人は受給資格の喪失と
なるので、必ず女性こども
課に連絡してください。

▷18歳に到達した年度末までの
子どもを養育している、ひと
り親家庭の父または母（１年
医療機関ご
以上行方不明または拘禁、一
ひとり親
とに１日あ ▷女性こども課（☎４３－
家庭等医療
定の障害がある場合を含む）
たり500円まで
７１３９）
とその子ども
▷上下支所市民生活係
▷父母のいない18歳（18歳に到
（☎６２－２１１４）
達した年度末）までの子ども

※保険適用外のものは自己負担となります。医療機関ごとの受診が通院で月４日、入
院で月14日を超えるとそれ以降は食費・容器代などを除く窓口負担が無料となります。
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受給者証を医療機関
で提示すると、医療費
の一部を市が助成する
ため、窓口負担が軽減
されます。
原則として申請日か
ら対象となります。加

助成制度

上水下水道課（☎４３－７１６９）

福祉医療の受給者証を更新

問い合わせ先

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を支給します。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費などの物価高騰に直面する低所得の子
育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
●ひとり親世帯
対象
①
②
③

手続き

令和４年４月分の児童扶養手当が支給された人

支給時期
6月29日に支払い
済み

不要

公的年金などの受給により、令和４年４月分児童扶養手当が支給
必要
されていない人
※必要書類など
申請書を提出した
※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限る。
の詳細は問い合 月の翌月末頃
新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が児童扶養 わせてください。
手当受給者と同じ水準になっている人

●ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分（ひとり親世帯分の給付金を受け取った人は除く。）
対象
①

要件

手続き

令和４年４月分の児童手当または特別
児童扶養手当受給者

②

令和４年５月分から令和５年３月分ま 令和４年度分の住民税均等割
での児童手当または特別児童扶養手当 が非課税の人
※公務員を除く。
の新規受給者
※令和４年４月１日から令和５年２月
28日までに生まれた新生児も対象。

③

▷令 和４年度分住民税均等割
が非課税の人
①②以外の人で、令和４年３月31日時 ※高校生のみを養育している
点で18歳未満の子（障害児は20歳未満） 人、公務員など。
の養育者で、右記の要件のいずれかに ▷新 型コロナウイルスの影響
該当する人
で家計が急変し、令和４年
※令和５年２月28日までに生まれた新
１月１日以降、収入が令和
生児も対象。
４年度分の住民税均等割非
課税の人と同じ水準になっ
ている人

支給時期

不要

7月28日に支払
い済み

不要

随時支払い予定

必要
※必要書類な
申請書を提出し
どの詳細は問
た月の翌月末頃
い合わせてく
ださい。

※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分対象者①②の児童手当を受給している人で、平成16年４月２日か
ら平成19年４月１日までに生まれた児童（高校生など）を養育している人は、当該児童分もあわせて７月下旬
から随時支払い予定です。
住民税均等割の非課税相当収入限度額

給付額

児童１人あたり一律５万円
申請期間

８月29日（月）～令和５年２月28日
（火）
申請・問い合わせ先 女性こども課（☎４３－７１３９）

世帯の人数

非課税相当収入限度額（非課
税限度額＋給与所得控除額）

２人

1,469,000円

３人

1,877,000円

４人

2,327,000円

５人

2,777,000円

６人

3,227,000円

７人

3,668,000円

※世帯人数は、申請者本人、収入金額103万
円以下の同一生計配偶者、16歳未満の人も
含む扶養親族の合計人数。
広報ふちゅう

令和4年8月1日

第1287号
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申請期限までに必要書類を提出してください

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
の申請を受け付けています

支給額 １世帯あたり10万円
申請期限 10月31日（月）
申請先 福祉課、上下支所市民生活係

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
さまざまな困難に直面した人への生活・暮らしの
支援として、住民税均等割非課税世帯や新型コロ
ナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯
を支援する給付金を支給します。

住民税非課税世帯
基準日の令和４年６月１日において世帯全員
の令和４年度の住民税均等割が非課税である
世帯
※支給対象と思われる世帯には確認書を送付し
ていますので、必要事項を記入し返送してくだ
さい。課税されている人の扶養親族となってい
る場合は、支給対象となりません。
令和３年度の住民税均等割が非課税（家計急変
を含む）で、すでに臨時特別給付金を支給され
た世帯は対象外です。

家計急変世帯
令和４年１月以降に新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて家計が急変し、世帯全体が
住民税非課税相当にあると認められる世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞ
れの年収見込額が市町村民税均等割非課税水準
以下であること。申請が必要のため、該当する
と思われる人は相談してください。
臨時特別給付金をよそおった「振り込
め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意
してください。

問い合わせ先
備後圏域情報

福山城400年博

オープニングイベント

福祉課（☎４３－７１４８）

開幕祭

福山藩初代藩主・水野勝成が幕府に築城を報告
した８月28日の福山城築城400年記念日を祝い、
27日・28日の２日間でオープニングイベント
「開
幕祭」を開催します。
27日は福山城天守北側鉄板張りの完成セレモニー
や応援サポーターの春風亭昇太さんトークショー、
福山城ライトアップ点灯式などを開催。28日は
福山城博物館リニューアルオープン記念式典や
田村淳さんが出演するＲＣＣテレビ公開生放送
やトークショーなどを開催。両日にかけて城に
ちなんだ飲食やワークショップ、マルシェなど
で築城400年を盛大に祝います。
とき ８月27日（土）・28日（日）
ところ 福山城
問い合わせ先 福山城築城400年
福山城築城400
記念事業実行委員会
年記念事業公式
（☎０８４－９２８－１１１７）ホームページ
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！

求む！

『しあわせ実感！”力強さ”と“やさし
さ”のある未来を創造するまち 府中市』
を実現できる人材！
令和５年４月１日採用予定

府中市職員採用試験

今年度募集予定職種
▷一般事務 ▷保健師 ほか
一次試験（予定） 10月22日
（土）
・23日
（日）
※一般事務は、社会人採用などを含む幅広い年
代から募集する予定です。新型コロナウイルス
感染拡大の状況により、日程などが変更になる
可能性があります。
募集予定職種、日程、試験内容など詳
細は、広報ふちゅう９月１日号や市の
ホームページに掲載します。

問い合わせ先

人事課（☎４３－７１０５）

市公式アプリ「My府中」
お悔やみ情報の配信方法を変更します
市内の人が亡くなった際、ご家族から希望
があった場合に、市公式アプリ「My府中」
で配信している葬儀などのお悔やみ情報の配
信方法を８月１日から変更します。
現行の、本アプリのデジタル掲示板内「お
悔やみ掲示板」への掲載を取りやめ、
「お知
らせ」へお悔やみ情報を配信します。配信の

受け取りを希望する人は、本アプリ左上の
「≡」→「設定」→「通知設定」から、関心
のあるキーワード「お悔やみ情報」にチェッ
クを入れると、スマートフォンへプッシュ通
知が届きます。
配信された内容は、
通知をタッ
プしアプリを起動するか、ホーム画面の「お
知らせ」から確認できます。

プッシュ通知の画面イメージ

お悔やみ情報掲載画面イメージ

府中市公式アプリ「My府中」好評配信中！

App Store版（iOS用） Google Play版（Android用）

～暮らしの情報をあなたのポケットに～
スマートフォンやタブレットで使える総
合機能型アプリ「My府中」で、
暮らしに
役立つ情報をスマートにGETしよう！

ダウンロード無料
※通信料は発生します。

または、各アプリストアにて『Ｍｙ府中』で検索

問い合わせ先

情報政策課（☎４３−７２４２）

広報ふちゅう

令和4年8月1日

第1287号 10

原油価格・物価高騰などの影響を受けた事業者に

府中市中小事業者等事業継続応援金を給付
コロナ禍で、原油価格・物価高騰等に起因する仕入価格の上昇などに伴う利益減少に
直面する個人事業主も含む中小法人などに、応援金を給付します。詳細は市のホーム
ページを確認してください。
申請・問い合わせ先 商工労働課（☎43−7190）
対象 次の全てにあてはまること。
▷市内に本店および事業所を有する個人事業主を
含む中小法人。
※ただし、農業者は除く。
▷令和３年11月から令和４年６月までの任意の連
続する３か月間を基準期間とし、平成30年11月
から令和３年６月までの同期比と比較し、売上
が20％以上減少していること。
▷令和３年11月から令和４年６月までの任意の月
に購入した事業活動の原材料・資材などの単価
が、前年同月比で増加していること。
▷コロナ前決算期の令和２年１月29日以前の直近
年度の売上の合計額が240万円以上であること。
▷市税などの滞納がないこと。
▷申請日以後も事業を継続する意思があること。
▷令和３年10月31日までに事業を開始していること。

地元の『公民館』
元気プロジェクト
◎「睡眠」と「健康」の知恵袋講座
とき ８月23日（火）14時～15時
ところ 旭公民館
◎あなたは大丈夫？フレイル予防講座
とき ８月31日（水）14時～15時
ところ 諸田公民館
講師 明治安田生命保険相互会社福山支社
定員 先着15人
参加料 無料
申し込み方法 電話または直接申し込んで
ください。
申し込み・問い合わせ先
▷旭公民館（☎45−5903）
▷諸田公民館（☎49−0801）
▷教育政策課（☎43−7176）
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▷国の事業復活支援金の交付を受けていないこと。
▷府中市営農継続支援金の交付を受けていないこと。
提出書類
▷申請書
▷事業所の所在地と開業日が分かる書類
▷直近の確定申告書など営業実態が確認できる書類
▷売上が分かる書類
▷原材料・資材などの単価が増加していることが
分かる領収書・請求書などの書類
▷コロナ前決算期の売上合計が分かる書類
▷市税完納証明書
▷振込口座が確認できる書類
※追加書類が必要となる場合があります。
交付額 中小法人20万円、個人事業主10万円
申請方法 ９月30日
（金）
までに、必要書類を提出
してください。

地元の『公民館』元気プロジェクトとは、全
国１万4000の公民館で、「地域コミュニティ
の持続的な発展」をテーマに、府中市が包
括連携協定を結んでいる明治安田生命が共
同で活動を展開するプロジェクトです。

サマージャンボ7億円

（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

サマージャンボミニ3千万円

（1等3千万円）

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

各1枚 300円

火 2種類同時発売!
7月5日●

発売期間

7/5（火）〜8/5（金）

公益財団法人広島県市町村振興協会

上下歴史文化資料館

「上下中学校の学び」
～地域の中で育つ～

上下中学校生徒の作品や学校活動の
写真などを展示します。
とき ８月31日
（水）
まで・10時～18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

問い合わせ先 上下歴史文化資料館
（☎６２－３９９９）

ンジ
夏のチャレ

藍の生葉染め体験
藍の葉で、絹のハンカチやストールを青色に染めます。
とき ８月28日
（日）
▷午前の部「ハンカチを染めよう！」…10時～12時
▷午後の部「ストールを染めよう！」…14時～16時
ところ 府中市生涯学習センター
対象 誰でも参加できます
定員 午前・午後先着10人ずつ
材料費 ハンカチ…350円
ストール…1,500円
持参するもの
飲み物、タオル、エプロン
※マスクの着用をお願いします。
申し込み方法 電話で申し込んでください。
申し込み開始日時 ８月８日
（月）
８時30分～
注意事項
▷新型コロナ感染症拡大防止対策を実施した上で開催
します。
▷当日体調のすぐれない人は参加をご遠慮ください。
▷気象状況（警報発令）や新型コロナ感染症拡大の状
況により、開催を中止する場合があります。
申し込み・問い合わせ先

第12回
今回の
テーマ

教育政策課（☎４３－７１８０）

府中学びフェスタを開催します

つなごう

つながろう

府中の和

昨年度開催時の様子

～学校・家庭・地域で共に育てよう!! ～

子どもから大人まで、さまざまな年代が楽しみながら学べる
プログラムを予定しています。
詳しくは、広報ふちゅう９月１日号や、ホームページなどで
順次お知らせしていきます。

とき

古代体験

第一中学校での書道パフォーマンス

10月22日（土）

とこ ろ i-coreFUCHU、第一中学校体育館、上下中学
校体育館、府中明郷学園第一体育館、府中学園体育館
問い合わせ先 府中学びフェスタ実行委員会
（教育政策課内・☎４３－７１７６）

ビブリオバトル
広報ふちゅう
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ひとり親家庭のためのエクセル準２級検定講座

介護保険負担割合証を更新しました

申し込み用紙は、女性こども課窓口にあります。
とき ９～12月までの日曜日９時～12時（全11回）
ところ まなびの館ローズコム
対象 ひとり親家庭の母、父、寡婦、ひとり親家庭の18
歳以上20歳未満の子
定員 10人
※応募者多数の場合は抽選となります。
受講料 無料
※テキスト代3,630円および検定料2,600円は自己負担。
募集期限 ８月31日（水）
申し込み・問い合わせ先 福山市ひとり親家庭等就業自
立・支援センター（☎・ FAX ０８４－９２１－５５４６）

要介護認定または要支援認定を受け
ている人には、新しい介護保険負担割
合証を郵送しています。
介護保険負担割合証は、介護保険サー
ビスを受けるときの自己負担割合の証
明になります。この介護保険負担割合
証を介護保険被保険者証と一緒に保管
し、介護保険サービスを利用するとき
は、必ず２枚一緒にサービス事業者や
施設に提出してください。
問い合わせ先 介護保険課
（☎４０－０２２２）

FMふくやまでも
（77.7MHz）

情報発信中
スマホで聴ける▶
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▷広報ふちゅう情報サラダ ▷こちら情報アンテナ 府中市政いきいきトーク
毎週火曜日17時30分頃～ 第２火曜日８時30分頃～
▷イブ火掲示板
▷スマイルストリート
第１火曜日９時17分頃～ 第４火曜日18時26分頃～

新型コロナワクチン接種のお知らせ
４回目のワクチン接種

■接種券を発送します
▷60歳以上の人…３回目接種から５か月経過した人から順次接種券を送付します。
３回目接種日

4回目接種券発送予定日

３月１日～３月15日

8月１日（月）

３月16日～３月31日

8月29日（月）

４月１日～４月15日

9月13日（火）

コロナワクチンナビ
▷18歳～59歳の基礎疾患を有する人で接種を希望する人
…コールセンターまたはコロナワクチンナビで申請後に接種券を発行します。
■接種会場・日程
▷集団接種…府中市文化センター、府中北市民病院で実施中
▷個別接種…８月23日（火）から市内の医療機関で実施予定
※個別接種の予約開始は、８月９日（火）
9：00～。詳しくは、接種券に同封
する案内で確認してください。最新の情報は、市のホームページ、メール
市のホームページ
配信サービス、ＬＩＮＥなどでお知らせします。

３回目までの接種を受けていない人は接種を検討ください
武田社ワクチン（ノババックス）の接種ができます
接種後の副反応が少ないとされるワクチンの接種ができます。ワクチンの供給量に限りがあ
るため、希望する人は早めに予約してください。
とき ８月７日（日）・28日（日）
ところ 府中市文化センター
対象 18歳以上で１回目～３回目の接種を受けていない人
府中市民病院で１回目～３回目の接種を行います
とき ８月９日（火）・30日（火）14：30～16：00
使用するワクチン ファイザー社製

マイナンバーカードでコロナワクチンの接種証明書の交付ができます！
接種済証を紛失した場合や旅行などで証明書が必要な場合など、
マイナンバーカードがあればスムーズに取得できます。
コンビニ端末から接種証明書を印刷
取得可能時間 ６：30～23：00
発行手数料 コンビニ手数料として120円
スマホがなくてもOK ！
交付開始時期 ８月17日（水）予定
取得方法 コンビニの端末を操作して取得。
近隣ではセブンイレブンのみ対応。今後拡大予定。
スマホでダウンロード
デジタル庁の公式アプリから、マイナンバーカードで
電子申請をして証明書をダウンロードできます。
取得可能時間 24時間
発行手数料 無料
※通信料はかかります。

府中市ワクチン接種コールセンター
☎０８４７- ５４- ２５７１

接種証明書について
厚生労働省の
ホームページ

（9：00～17：00、土・日曜日、祝日も開設）

FAX ０８４７- ５４- ２５７３【聴覚障害者専用】
広報ふちゅう
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マイナンバーカードの
申請サポート隊が、 会場に
行くだけ！
府中市内23か所を 手ぶらでもＯＫ！
写真撮影無料！
巡回します！
STEP1
とき

まずは会場で申請！

８月２日（火）
８月５日（金）
８月９日（火）
８月10日（水）
８月16日（火）
８月17日（水）

STEP2

時間

ところ

10：00～11：30

吉野集会所

15：00～16：30

階見集会所

10：00～11：30

南公民館

15：00～16：30

クルトピア栗生

10：00～11：30

広谷町コミュニティ
センター

15：00～16：30

鵜飼公会堂

10：00～11：30

父石つばき館

15：00～16：30

河佐公民館

10：00～11：30

龍王会館

15：00～16：30

クルトピア明郷

10：00～11：30

府中市

15：00～16：30

８月24日（水）

時間

ところ

10：00～11：30

見晴会館

15：00～16：30

広谷公民館

８月26日（金） 15：00～16：30
８月31日（水）
９月２日（金）
９月７日（水）
９月９日（金）

武道場

旭公民館

上下町民会館

10：00～11：30

清岳集会所

15：00～16：30

矢野文化会館

10：00～11：30

阿字コミュニティ
ホーム

15：00～16：30

協和公民館

10：00～11：30

クルトピア岩谷

15：00～16：30

出口公民館

10：00～11：30

諸毛本郷農地集会所

15：00～16：30

久佐公民館

※悪天候の場合は日程を変更することがあります。
どの会場でも申請できます。

できたカードを受け取り！週末もOK ！

市民課または上下支所で次のとおり
交付します。待ち時間を短くするた
めに、土・日曜は予約をしてください。
持参するものなどは、申請後に届く
交付通知はがきで確認してください。

さらに便利
自宅でも
カードが
受け取れる！

ところ
市民課

とき

時間

月・火・水・金

8：30～17：00

木

8：30～18：45

８月13日（土）、
14日（日）

9：00～17：00

上下支所 平日

予約
不要
必要
８月10日（水）まで

8：30～17：00 不要

できたカードの郵送を希望する人は次のものを会場に持参してください。

通知カード、個人番号通知書を持っている人

通知カード、個人番号通知書を持っていない人

▷通知カードまたは個人番号通知書

▷本人確認書類としてA２点またはA１点＋B１点

▷本人確認書類としてA１点またはB２点

できたカードで
生活を便利に！

A

運転免許証、平成24年４月以降の運転経歴証明書、パスポートなど

B

健康保険証、介護保険証、年金手帳、公的年金証書、社員証、学生証など
▷各種証明書をコンビニ発行
▷確定申告のスムーズ化

臨時申請サポート窓口も開設します！
待ち時間短縮のため、予約してください。
とき ８月13日（土）・14日（日）９:00～17:00
ところ 市民課
15

とき

９月末までの申請で最大
20,000円分のマイナポイ
ントがもらえる！
まずはカードの申請を！

▷カードを健康保険証として利用
▷コロナワクチン接種証明書発行

▷年金情報の確認

予約・問い合わせ先
市民課（☎４３－７１２７）
、
上下支所（☎６２－２１１４）
広島県府中市

マイナンバーカード

検索

検診は３種類セットで行いますので、検査
項目を選ぶ必要はありません。

なかった事により誤認し契約。

③表示された手続きを申し

込みではないと誤認し契約。

健康推進課（リ・フレ内・☎４７－１

問い合わせ先
３１０）

④申し込み時の内容表示で
不正確な項目（商品の総
分量、価格総額が無いな
ど）が表示されたことで
誤認し契約。

出典：人口動態調査2017
ここでいう「治る」とは、診断時からの５年相対生存率です。
相対生存率は、がん以外の原因で亡くなる人の影響を除いた
数値です。出典：全がん協加盟施設における５年生存率（2008
～2010診断例）
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消 費 生 活 情 報

トラブル回避の注意点
▽通販はクーリング・オフ
制度が無いので、注文前
に法令で通販画面に表示
が定められた「特定商取
引法に基づく表示」のタ
ブを開き、事業者名、所
在地、電話番号などの確
認と返品特約に関する事
項に必ず目を通す。
▽日本語表現が不自然な場
合は、海外業者に注意。
▽ブランド品・メーカー品
の価格が極端に安い場合
は詐欺・模倣品に注意。
▽支払いが前払いの振り込
みのみで振込先が個人名
義は詐欺に注意。
▽支払いがクレジットカー
ドでのトラブルは、カー
ド会社に相談して解決の
協力依頼。
▽ショッピングモール内販
売店のトラブルは、モー

消費生活に関する相談
府中市消費生活センター
（☎４３－７１０６）
※市役所南棟にあります。
相談 日 毎週月・火・木・
金曜日10時～12時、13時
～16時
※祝日・年末年始は除く。

とき 10月１日
（土）
※受け付け時間は、
９時～12時、
13時～15時。
ところ リ・フレ
持参するもの 健康保険証、検診費用、問
診票など
検査項目 ▷大腸がん検診 ▷肺がん検診
▷乳がん検診（マンモグラフィ１方向、
マンモグラフィ２方向）
申し込み期限 ９月２日
（金）
申し込み方法 集団健診予約
専用コールセンター（☎０１２０－４８
９－４２２）または予約専用サイトで予
約してください。

今年度も女性の健康を後押しするため、女性のため
のがん検診を実施します。
検査項目は、女性のかかりやすいがんで特に死亡者
数が多いがんのうち乳がん、大腸がん、肺がんです。
いずれも早期発見することで、80％以上が治ります。

ル運営事業者に相談し解
決の協力依頼。
定期購入に関する法改正
～通信販売のトラブル回避～
定期購入のトラブル増加
を受けて、通販を規制する
に個人名の口座だった。
「特定商取引法」が改正さ
▽「お得なお試し価格」で
れ、６月１日以降の消費者
１回だけのつもりで注文
の誤認による契約に対し取
したが、定期購入の契約
で４回以上購入が条件だった。 消権が設けられました。
①不実
 告知（事実ではない）
の表示を誤認し契約。
②法令が定めた表示（商品
分量、価格、返品特約に
関する事項など）がされ

今や老若男女の多 く の 人
がスマホを持つ時代 に な り 、
新型コロナの影響も あ り 家
に居ながらインター ネ ッ ト
で通信販売を利用す る 機 会
が増えています。
通信販売は商品選 び や 価
格比べが簡単で、口 コ ミ 評
価も参考にできてと て も 便
利ですが、気を付け な け れ
ばならない落とし穴 も あ り
ます。
昨年度の府中市消 費 生 活
相談の中でも通販の 相 談 が
％でトップでした 。 利 用
上の注意点を知って 、 買 い
物を楽しんでくださ い 。
通販のトラブル事例
▽有名メーカーのサイトで
相場より安くなっ た 掃 除
機を注文したが、 届 い た
のは全く別物だっ た 。 後
で偽サイトだと判 明 し た 。
▽ネット検索で格安のブラ
ンドバッグを見つ け て 、
前払いの銀行振り 込 み で
支払ったが商品が 届 か な
い。改めて振込先 を 確 認
すると販売店は法 人 な の
22

女性のためのがん検診

30

指導員が皆さんのところへ伺います！

サロン、町内会などのグループで体操してみませんか。
指導員がお伺いし、体操の講習をします。

相談時間 ８月26日
（金）
～９月１日
（木）
８時30分～
19時
※ただし、土・日曜日は10時～17時。通常の相談時
間は土・日曜日、祝日を除く８時30分～17時15分。
問い合わせ先 広島法務局人権擁護部（☎０８２－２
２８－５７９２）

◎子どもの人権110番
（☎０１２０－００７－１１０）

広島法務局および広島県人権擁護委員連合
会では、いじめや児童虐待、インターネッ
トによるプライバシー侵害などの被害にあっ
ている子どもたちが発する信号をいち早く
キャッチし、問題解決を支援するため、専
用相談電話「子どもの人権110番」を常時
開設しています。全国一斉強化週間中は、
時間を延長して相談を受けます。

持参するもの 飲み物、タオル、
室内シューズ
※運動のしやすい服装でお越しく
ださい。

新型コロナウイルス感染防止のため、距離をあけて実施をしています。
マスクの着用など、感染対策にご協力をお願いします。

元気な活動をご紹介

30

健康推進課（リ・フレ内・☎４７－１３１０）
問い合わせ先

暑い夏には室内で 運 動 を

30

◎ふちゅう夢体操
ふちゅう夢体操は ３ 分 秒 の 簡
単なストレッチ体操 で す 。 今 回 は
リ・フレで行ってい る 夢 体 操 講 習
会を紹介します。
リ・フレの夢体操講
習会では、立つ、椅子
に座る、床に座るの３
パターンの夢体操をし
ています。また、簡 単 な ゲ ー ム で
脳トレを行うなど、 楽 し く 身 体 を
動かしています。
暑さに負けない身 体 づ く り の た
めに、まずはストレ ッ チ か ら 楽 し
く始めてみませんか 。

レ会場の８月実施分は休みです。
事前の申し込みや料金は不要です。
持参するもの 飲み物、バスタオル
※床に敷いて、
座って体操をします。
◎府中焼きマンボ体操
府中焼きマンボ体操は、幼児期
から大人まで楽しく体を動かして
健康づくりを行うことを目的とし
た体操です。
府中焼きテーマソング「府中焼
きマンボ」に合わせて身体を動か
し、歌詞も府中の特産や名所を盛
り込んでいる、府中らしさあふれ
る体操です。
国府公民館で行われ
ている講習会も、距離
をとりながら、運動を
行っています！新型コ
ロナに負けない健康づくりのため
に、体操をしてみませんか。

13

ふちゅう夢体操 を
やってみたい人注 目 ！

30

30

13

30

府中焼きマンボ体操 を
やってみたい人注目！

17

14

15

30

13

14

46
国府公民館 第３木曜日 時 分
～ 時 分
※祝日、年始などを除く。事前の
申し込みや料金は不要です。
14

元
気
リ・フレ 第３月曜 日 時 分 ～

時 分
府中市生涯学習センター 第１月
曜日 時 分～ 時 分
上下地域共生交流センター 第２
金曜日 時～ 時
※祝日、年始などを 除 く 。 リ ・ フ
14

８月26日（金）～９月１日（木） 全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

%

80

満足

60

40

不満足

20

満足

不満足

未回答

薬剤師

栄養士
60

40

20

80

不満足

未回答
40

20

80

満足

60

不満足

未回答

40

20

病院では、定期的に職員
に対して接遇研修を実施し
ています。医師は救急患者
さんへの対応をはじめ最大
限の業務を行っているため、
待ち時間には引き続きご協
力をお願いします。
問い合わせ先
地方
 独立行政法人府中市
病院機構事務局（☎４５ –
３３００）
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ただきました。
③外来患者さんから不満足
の回答が多かったトップ３
▽予約～診察の待ち時間
▽診察～会計の待ち時間
▽待合室の居心地の良さ

満足
60

待合室の居心地の良さ

予約から診察までの待ち時間 診察から会計までの待ち時間

0

外来不満足トップ３

%
100

事務職員

リハビリ

放射線技師

検査技師

検査技師

放射線技師

リハビリ

②病院職員に対する満足度
入院と外来では、患者さ
んと接する職員の職種に違
いがあり、未回答数が多く
なっていますが、多くの患
者さんから満足の回答をい

80

病院機構だより

100

令和３年度 府中市民病院
患者満足度調査の結果報告

①全体としてこの病 院 に 満
足していますか
入院では、満足 ・ ４ ％ 、
不満足０％で、全て の 患 者
さんに満足していた だ き ま
した。
外来では、満足 ・ ５ ％ 、
不満足３・５％で、 ま だ ま
だ改善の必要があり ま す 。

病院職員に対する満足度【外来】
%
100

看護師

医師

0

病院職員に対する満足度【入院】
%
100

看護師
医師
0

95

85

外来
入院

0

患者満足度調査とは、入院および
外来の患者さんにアンケート調査を
行い、患者さんが病院に抱いた印象
や病院の対応をどう思ったかなど、
その満足度と意見を頂く調査です。
この調査を実施することで、さらに
患者さんに満足していただける病院
を目指すものです。

アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法
皆さんは、舌下免疫療法
▽重症な気管支喘息の人
という治療を聞いたことが
▽癌や免疫系の病気、重症
な心疾患、高血圧などの人
ありますか。
▽抗うつ薬などの投薬を受
どんな治療か
けられている人
アレルギーの原因となる
物質のアレルゲンを舌下投
与し、体内に少しずつ取り
入れて、体を徐々に慣らし
ていき、鼻汁・鼻閉・目の
良い点と悪い点
かゆみといったアレルギー
症状を緩和させる方法です。 ▽対症療法ではないので唯
一、根治が期待できる治
現在、保険医療ではスギ
療法であること。
とダニが認められており、
５歳以上から治療可能です。 ▽３年以上、できれば５年
毎日投与を継続する必要
治療効果は
があること。
▽約２割の人…症状が出な
▽ごく稀に、投与後にアナ

くなった。
フィラキシーショックと
▽６割の人…症状が楽になっ
いうアレルギー反応を起

た、薬を減量できた。
こしてしまうことがある
▽２割の人…効果が無かっ
こと。

たと言われています。
スギ花粉症の治療は、６
月～ 月の治療開始が薦め
治療の対象になる人
られています。
▽血液検査でスギやダニが
ダニ・アレルギーはいつ

アレルゲンと確定される人
でも治療開始できます。興
▽従来の治療薬で症状が改
味のある人は、ぜひお尋ね

善されない人、薬剤を止
ください。
めたい人
文責 米田耳鼻咽喉科クリ

米田孝明
ニック 

治療を受けられない人

12

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19:00～22:30（受け付けは22:15まで）

精神科

医療機関名など

小児科

救 急 医 療 小泉病院（三原市小泉町）

全般

夜間・救急医療機関

内 容

救急医療電話相談 こどもの救急電話相談

♯8000

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 毎日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

☎0120-169901 毎日24時間

※救急＆予防サイト《こどもの救急》http://kodomo-qq.jp
府中・新市・駅家地区の休日当番医
上下町の
休日当番医
外
科
内
科
内
科
唐川医院
小畠病院 ☎084-976☎45-4572
☎45-4030
７日㊐ 府中みのりクリニック
（元町）
（中須町）
（駅家町）
1351
えきや外科クリニック ☎084-976- ほそや内科クリニック
さとうファミリークリニック ☎084-999☎40-0780
11日㊍ （駅家町）
2222
（中須町）
（駅家町）
3103
寺岡記念病院
川﨑内科医院
南坊井上内科循環器科医院 ☎084-97614日㊐ （新市町） ☎52-3140 （高木町） ☎44-6001 （駅家町）
0013
府中北市民病院
府中市民病院
府中市民病院
佐野内科胃腸科医院 ☎084-976（上下町）
15日㊊ （鵜飼町） ☎45-3300 （鵜飼町） ☎45-3300 （駅家町）
1121
☎62-2211
なかはまハートクリニック
さくらの丘クリニック ☎084-972☎43-6336
☎46-0810
16日㊋ なんば医院
（土生町）
（高木町）
（駅家町）
2400
中川整形外科医院
新市ときながクリニック
寺岡記念病院
21日㊐ （中須町） ☎52-3033 （新市町） ☎51-5007 （新市町） ☎52-3140
☎084-977- 奧野内科医院
井上小児科内科医院 ☎084-976☎46-3500
28日㊐ 内藤クリニック
（駅家町）
1070
（府川町）
（駅家町）
4820
※変更されることがありますので、事前に医療機関へ問い合わせてください。診療時間は９：00～17：00。

８月

19

（土） 時～
とき ８月 日
時
ところ いこーれふちゅう
対象 中学生、義務教育学
校７年生以上
定員 先着 人
参加料 無料
申し込
 み方法 電話で申し
込んでください。
申し込み期限 ８月 日（水）
申し込み・問い合わせ先
危機管理課
（☎４３ ７–２１１）

用

10

24

社会福祉法人静和会職員募集

採

27

20

９９０３）

（一財）広島県消防
設備協会東部支所
◎消防設備士講習
（法定講習）

とき 避難設備・消火器

月 日
（月）
・ 日
（火）
、
警報設備 月 日
（水）
・
日
（木）
、消火設備 月
日
（金）
９時～ 時 分
※受け付けは８時 分～。
ところ まなびの館ローズ
コム
対象 消防設備士免状の交
付を受けている人
定員 各講習先着 人
料金 各講習 円
申し込み期限 ８月 日（水）
申し込み・問い合わせ先
（一財）広島県消防設備
協会東部支所（☎０８４
９
–３２ １
–６５８）

マ イ・ タ イ ム ラ イ ン
作成講習会を開催

12

大日学園、府中静和寮の
正規職員を募集します。
採用予定人数・応募条件
▽大日
 学園…生活支援員２
人・短大卒以上、看護師
１人・看護師免許を有す
る、または見込みの人
▽府中
 静和寮…介護職員（ケ
アワーカー）４人・介護
福祉士・介護福祉士実務
者研修修了者・その他介
護職経験習熟者、看護師
２人・看護師または准看
護師免許を有する、また

は見込みの人
申し込み期限 ８月 日（月）
試験予定日 ８月 日
（土）
採用予
 定日 令和５年４月
１日
※期日前採用も可能です。
申し込み・問い合わせ先
静和
 会法人本部
（☎４４ ６
–６７８）

自衛官の採用試験

◎自衛官候補生
随時募集しています。
◎一般曹候補生
（木）
一次試験日 ９月 日

～ 日
（土）
※いずれか１日を指定します。
申し込み期限 ９月５日（月）
◎防衛大学
月５日
（土）
一次試験日

・６日
（日）
月 日
（水）
申し込み期限
申し込み・問い合わせ先
自衛
 隊福山地域事務所（☎
０８４ ９–２３ ４–７４３）

福山地区消防組合職員募集

◎消防吏員…５人程度
受験資
 格 平成 年４月２
日～平成 年４月１日に
生まれた人
※学歴は問いませんが、高
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10
45 10

マイ・タイムラインは、
慌てず、行動するために、
災害前の備えや、避難する
タイミングや避難先などあ
らかじめ家族で話し合い、
家族全員がとるべき行動を
整理した行動計画です。

17

19 18

40 16

17

21 20

22

26

10

7,000

27

10

講習・講座
（一財）日本防火・防災協会

分～ 時 分、 日（金）
９時 分～ 時 分
※ 受け付けは９時 分～ 分。
ところ まなびの館ローズ
コム
対象 防火管理者に必要な
講習修了資格を新規に取
得する人
定員 先着 人
円
料金
申し込み方法
８月 日（水）～ 日（水）
に、インターネットまた
はファクスで申し込んで
ください。
◎甲種防火管理者再講習
とき ９月 日（水） 時
分～ 時 分
※ 受け付けは 時～ 時 分。
ところ まなびの館ローズ
コム
対象 甲種防火管理再講習
の受講を要する人
定員 先着 人
円
料金
申し込み方法 ８月 日（火）
～ 日（火）に、インター
ネットまたはファクスで
申し込んでください。
申し込み・問い合わせ先
（一財）日本防火・防災
協会（☎０３ ６
–２６３ –
30

120

31

50

13

16

30

55 30

20

24

13

50 16

8,000

17

50

15

128

10 28

13

128

15

10

11

17

８月の納税など
◎甲種防火管理新規 講 習
とき ９月 日（木）９時

50

16

7,000

23

■市・県民税…………………２期分
■介護保険料…………第３期分
■国民健康保険税……………２期分
※納期限は８月31日
（水）
です。
■後期高齢者医療保険料……２期分
問い合わせ先
※納期限は８月31日
（水）
です。
介護保険課（☎４０－０２２２）
税務課納付相談窓口延長日
毎週木曜日・19時まで（祝日を除く）
問い合わせ先 税務課
（☎４３－７１２２）
29

暮らしの情報
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広島・長崎被爆

周年恒

育する人は転飼許可が必要

新しい民生委員児童
委員が決まりました
民生委員・児童委員は、
生活に困っている人や高齢
者・障害者・児童・ひとり
親家庭などの相談相手とし
て、さらに、住民と行政を
結ぶパイプ役として幅広く
活動しています。気軽に相

中小企業退職金共
済（ 中 退 共 ） 制 度

中退共は、中小企業退職
金共済法に基づき設けられ
た中小企業のための国の退
職金制度です。
事業主が中退共と退職金
共済契約を結び、毎月の掛
金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、
その従業員に中退共から退
職金が直接支払われます。

◎８月８日
（月）
に白色の点
検カードを取り付け
各駅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。
◎心当たりのある人は、至
急駐輪場で確認を
９月初旬に白色のカード
が残っている自転車・バイ
クには１回目の警告カード
（黄色）を取り付けます。
問い合わせ先 総務課
（☎４３ ７
–１１５）

詳細は、問い合わせてく
加入手
談してください。
 続き 金融機関（銀
ださい。
行、信用金庫、信用組合、
◎ 豊 田 君 江 さ ん（ ☎４５
–
２６９３）
提出期限 ９月 日
（金）
労働金庫、商工中金）で
（府
担当地
提出・問い合わせ先 広島
手続きしてください。
 域 高木町古川町
南東地区）
県東部畜産事務所畜産振
問い合
 わせ先 独立行政法
◎ 近 藤 義 忠 さ ん（ ☎４１
人勤労者退職金共済機構
興課（☎０８４ ９２１
–
–
–
１３１１）
７５４１）
中小企業退職金共済事業
担当地域 目崎町（府中西
本部（☎０３ ６

–９０７ –
市内各所で敬老会を開催
１２３４）
地区）
具体的な活動例
ＪＲ駅駐輪場の自転車・バ
▽ひと
 り暮らしの高齢者や
イクの利用点検を実施中
障害者などの安否確認な
利用点検を行うＪＲ駅駐輪場
どの見守り訪問
府中
▽地域の福祉活動への参加

 ・鵜飼・高木・下川
辺・河佐・備後矢野・上下
・協力
問い合
 わせ先 府中市社会
福祉協議会（☎４７ １–２
９４）または市役所福祉
課（☎４３ ７–１４８）
30

歳以上の皆さんの長寿
をお祝いする敬老会を、昨
年度は開催を見送りました
が、今年は感染症対策のた
め地域の実情に応じて、敬
老会の開催または記念品の
配布のどちらかの形式で実
施します。各地域の開催日
時などは、広報ふちゅう９
月号でお知らせします。
問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １
–２９４）
75

校卒業程度の試験を実施します。 問い合わせ先 福祉課
（☎４３ ７–１４８）

22

久平和を願って黙とう

15

第１次試験 ９月 日（日）
申し込み期限 ８月 日（月）
※当日消印有効。申 し 込 み
は郵送のみ。
問い合わせ先 福山地区消
防組合消防局総務 課 （ ☎
０８４ ９–２８ １–１９１）

お知らせ
府中市平和祈念式典

20

77

11

原爆被爆 周年の慰霊と
核兵器廃絶・恒久平和を祈
念して、広島市と長崎市で
平和式典が行われます。
それぞれの街に原爆が投
下された時刻に、平和の鐘
に合わせて１分間の黙とう
がささげられます。死没さ
れた人々の冥福と恒久平和
を願って黙とうをしましょう。
◎ 平和式典の黙とう開始時刻
▽広島市…８月６日（土）８
時 分
▽長崎市…８月９日（火）
時２分
◎府中市でも広島への原爆
投下時刻をお知らせします
市内の寺院の協力により、
８月６日（土）８時 分に一
斉に鐘を鳴らしていただき、
市役所でもサイレンでお知
らせします。
問い合わせ先 総務課
（☎４３ ７–１１５）
77

来年度に蜜蜂を移動して飼

15

18

15

府中市の戦没者並 び に 戦
災死没者に追悼の意 を 表 す
とともに、再び戦争 の 惨 禍
を繰り返すことのな い よ う 、
恒久平和を祈念する た め 、
８月 日（土）に平和祈念式
典を開催します。
コロナウイルス感 染 症 の
拡大防止のため、来 賓 者 と
遺族会役員のみの参 加 で す 。
市民の皆さんにも 見 て も
らえるよう、式典で の 発 表
や作品を展示します 。
◎いこーれふちゅう で 展 示
平和祈念式典での 小 学 生
の発表の放映や、保 育 所 な
どの作品を展示しま す 。
とき ８月 日（月）～ 日
（水）

21
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10

し

10

20

10

催

19

17

動いて脳トレ脳活教室

社参加します。
※動きやすい服装と靴、マ
（日） 時～
とき ８月 日
（土）
・ 日
スクの着用をお願いします。 とき ８月 日
時 分

府中市Ｂ＆Ｇ海洋
（土）
、９月３日
（土）
申し込み・問い合わせ先
ところ

センター
※時間は、 時～ 時。
介護保険課
対象 障害者手帳および療
対象 Ｕ・Ｉターンの就職
（☎４０ ０２２３）
–

希望者、令和５年３月卒
育手帳を持っている児童
第 回新県美展（第 回広
業予定の大学院・大学・
または支援施設に通って
島県美術展）府中市巡回展
短大・高専・専修学校生、
いる児童
入賞作品と地元入選作品
既卒者、一般求職者
内容 基本的には水慣れか
を展示します。入場無料。
ら泳法までの全般の指導
申し込み方法 開催

日の２日前の 時
※障がいによって異なる。
とき ８月３日（水）～７日
（日） 時～ 時
までに特設サイト
定員 約８人
※最終日 時～ 時。
から申し込んでください。 参加料 保険代として 円
持参す
ところ 府中市生涯学習セ
問い合わせ先 福山地方雇


 るもの 水着、水泳
用対策協議会（☎０８４ –
ンター
キャップ
９２８ １０４１）
問い合わせ先 地域振興課
申し込

–
 み方法 参加料を持
（☎４３ ７１１８）
参し、窓口で申し込んで
–
障がい児水泳教室
ください。
年 福 山・ 府 中 オ ン ラ イ ン
問い合
 わせ先 府中市Ｂ＆
合 同 企 業 説 明 会
Ｇ海洋センター（☎４３ –
４８３１）

第２回警察官採用試験の実施

令和４年度

府中市の人口（７月１日現在）

50

27

スポーツの楽しさや身体
機能の維持向上または泳力
の向上を目指します。

スヤマミヅホ

10

10

12

200

いつも読んでるよっ
と声をかけてくれる
のが、私の励みです。
なので良好！

10

2022

74

福山・府中の地元企業が

21

つぶやき

17

30

Vol.40

15人
45人
133人
152人

出生
死亡
転入
転出

49）
60）
11）
15）

府中警察署（☎４６－０１１０）

口 36,885人 （－
男性 17,798人 （－
女性 19,087人 （
世帯数 17,062世帯 （－
※（ ）は前月比。

30

イラストレーター スヤマミヅホ の

認知症予防と健康 増 進 を
兼ねた無料の運動教 室 で す 。
脳を活性化させる運 動 や 、
有酸素運動などをし ま す 。
とき ８月 日（水） 時～

時 分
ところ リ・フレ
歳以上の人 で 、 医
対象
師から運動制限を 受 け て
いない人
定員 先着 人
申し込み方法 前日までに
電話または直接申 し 込 ん
でください。
持参するもの 飲み物、タ
オル
11

応援！

現在、広島県警察では、警察官を募集しています。
詳しくは、府中警察署まで問い合わせてください。
安全・安心な広島県を目指し、一緒に頑張りましょう。
対象 平成２年４月２日から平成17年４月１日に生ま
れた人
受け付け期限 ８月30日
（火）
17時

人

暮らしの情報

Information

13

相

談

申し込み・問い合わせ先
府中地域産業保健センター

（☎４５ ０–３１３）

障害者相談員協議会・橘
髙（☎４３ ６
–３２０）

不動産無料相談会

30

８月の生活相談 相談無料

13

10

ところ いこーれふちゅう
担当者 行政書士など
問い合
 わせ先 総務省中国
四国管区行政評価局行政
相談課（☎０８２ ２–２８ –
６１７３）

全国一斉遺言・相続相談会

とき ８月７日
（日） 時～
時
広島司法書士会館、
ところ

広島司法書士会福山支部
事務所
※面談での相談は、完全予
約 制。
（ ☎０８２ ２–２１ –
５３４５）で受け付けます。
内容 遺言・相続手続き全般
相談料 無料
電話相談 ☎０１２０ ３–３ –
９２７９
問い合わせ先
広島
 司法書士会（☎０８
２ ２
–２１ ５
–３４５）

年金無料相談窓口

10

予約が優先です。
道路の穴、分かりづらい
（土）
９時
とき ８月 日
分～ 時
標識、水路が詰まるなど、
ところ 備後府中年金事務所
行政や相続・遺言の相談に
無料・秘密厳守で応じます。 申し込み・問い合わせ先
日
（日） 時～
備後府中年金事務所
（☎４１ ７–４２１）
とき ８月
時

16

ＨＩＶ・梅毒検査・相談
土地や建物の売買、借家
問題、苦情処理などの相談会。
とき ８月 日
（金） 時～
時
ところ 府中商工会議所
申し込み・問い合わせ先
府中商工会議所
（☎４５ ８
–２００）
相続、遺言、成年後見、
協議離婚、各種許可・認可、
入国在留などの相談会です。
月 日
（水） 時～
とき
時
ところ いこーれふちゅう
申し込み・問い合わせ先
広島県行政書士会福山支
部（☎０８４ ９
–５３ ３–
８７４）

行政書士による無料相談会

16

行政・相続・遺言よろず相談

16

24

身体障害者福祉無料相談

13

13

11

17

とき ８月６日（土） 時～

時
ところ リ・フレ
問い合わせ先 府中市身体

8

13 13

13

15 16

13

15

13

31

16

16

12

17

21

当日に検査結果が 分 か る
◎一般相談
迅速検査を無料実施します。 とき ８月３日（水）・ 日

・ 日（水）
・ 日（水）
相談・検査は匿名でできます。 （水）
・ 日（水） 時～ 時
とき ８月９日（火）９時～
※受け付けは 時～ 時。
時 分
電話、ファクス（ ４７ １–
※前日までに予約が 必 要 。
０５５）でも相談できます。
ところ 広島県福山 庁 舎
◎司法書士相談
問い合わせ先 広島 県 東 部

保健所福山支所保健課（☎
とき ８月３日（水） 時～

０８４ ９２１ １４１３）
時
–
–
※受け付けは 時～ 時。
こころの健康相談
◎弁護士相談
とき ８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。
ところ リ・フレ
申し込み・問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １–２９４）
30

30

16

15

12

13

13

FAX

13

15

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 ８月 日（木） 時
分～ 時 分
ところ リ・フレ
申し込み・問い合わ せ 先
健康推進課（リ・フレ内
・☎４７ １
–３１ ０ ）
◎メンタルヘルス相 談
とき ８月９日（火） 時
分～ 時 分
ところ 府中地区医 師 会 館

今月号の表紙の写真
は、夏の風物詩の一つ、
花火です。過去の備後
国府まつりの花火の写
真を使用しています。
新型コロナウイルス感
染症の影響で、余暇の
過ごし方や楽しみ方も
変化してきていますが、
それぞれが感染対策を
きちんとしながら、こ
の夏を満喫したいもの
ですね。

最近のセクハラやパ
ワハラの定義。近年で
は、例えば、特定の人
のみあだ名で呼ぶだけ
でもセクハラやパワハ
ラになることもあるそ
うです。学校でも、い
じめ防止でお互い「さ
ん」付けで呼ぼうとい
う動きがあるとニュー
スで見ました。いずれ
にしても、みんなが日
々健やかに過ごせる場

合
であるといいですね。○
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17

30

15
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13

16

暮らしの情報

Information

図書館
だより
火 水
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

■府中市立図書館
府中市府中町43

【開館時間

土
6
13
20
27

８月の休館日

月
1
8
15
21 22
28 29

○印がお休みです

日
		
7
14

８月の図書館「おはなし会」

本館

☎43-4343

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
11日（木）
11：00～11：20
おはなし会
13日（土）
・20日
（土）
14：00～14：30

みんなで考える戦争と平和

生きものの不思議な世界

今年、日本は終戦77年目を迎え
ます。しかし、世界ではウクラ
イナへのロシアの侵攻が続いて
います。77年前に起こった戦争
を知り平和について考えるきっ
かけとなる本を集めました。
（水）
～９月４日
（日）
とき 8月３日
ところ 図書館本館

身の回りにいる生きものたちの
生態が分かる本や、自然界で懸
命に生きる姿を写真で紹介した
本を集めて展示します。
とき ９月４日
（日）
まで
ところ 図書館本館

広重ぶるう

かじ

梶

よしひと

儀人

きよすえ

（水）
～９月４日
（日）
とき 8月３日
ところ 図書館上下分室

シロのきもち

こ

うちだ

よう子

内田

〈青の浮世絵師〉歌川
広重の比類なき半生を
描いた傑作長編。

・《世界》がここを忘れても
清末

平和を願って

◇◇ 新着図書紹介◇◇

・カ ブトムシvs.クワガタム
シ強いのはどっちだ！
本郷

■図書館 上下分室
おひざにだっこのおはなし会
12日
（金）
10：30～11：00
おはなしのへや
20日
（土）
14：00～14：30

◆ 特集展示 ◆

◇◇ 電子図書紹介◇◇
ほんごう

変更・中止となる場合があります。

あ い さ

愛砂／文

かずひろ

大好きな家族に伝え
たいシロの気持ち、
なんだろう？

協力：ソフトバンク株式会社

スマホ生活、はじめませんか。
スマホ教室８月参加者募集中！
スマートフォンを触ったことがない人も安心して学べる機会として、実際の使い方を体験できる教
室を開催します。当日は、体験用のデモ機を１人１台お貸しします。誰でも、気軽に参加してくだ
さい。
とき

ところ

内容

定員

申し込み期限

８月25日（木）14時～15時15分

クルトピア明郷
（篠根町630番地４）

スマホ初心者
向け体験教室

15人

開催日の
２日前まで

申し込み・問い合わせ先

教育政策課（☎４３－７１７６）
広報ふちゅう

令和4年8月1日

第1287号 24

令和３年度『腹の底から
笑いあった家族エピソード』
大笑

【優秀賞】

陽

「家出～ 」
みんな大笑い。家出を何だと思っ
てるのかな。明日、うちはみんなで
『家出』をすることになるそうです。

野々花

令和３年度『少しのがまん』
川柳大賞
【優秀賞】

らいねんは
みんなでいくぞ
なつまつり
国府小学校一年 渡辺

野間

絢子

（自作の解説）
ころなでおまつりがなかったから。
（家族の一句）
よし行こう
釣りやプールや
キャンプもね

【特別賞】

お弁当
子どもの笑顔
キラキラだ
旭小学校 保護者

８月11日
（木）
は
ポムポムで夏祭り！

ポムポム前の消防署から、消
防車両がやって来るよ！消防
車や救急車を見学しよう！
とき ８月７日
（日）
・14日
（日）
10：00～
※30～40分ほどです。出動が
発生した場合、時間・日時変
更あり。

消防車両見学

○印がお休みです

８月の休館日

してみてね！

⁉

（自作の解説）
夏休みになり、毎日放課後児童ク
ラブで子ども達はお弁当をとても楽
しみにしてくれていますが、その期
待に応えるため毎日頑張って作らな
いといけないので、早起きして喜ぶ
メニューを頑 張る、親にとっては我慢
の夏休みである。

25

食育イベント

参加には、予約が必要です。
子どもたちには、バンダナ
をプレゼント！参加無料！
定員 16人

◎お弁当に使える飾り切り教室
とき ８月２日
（火）
・３日
（水）
10：00
～12：00
対象 子どもとその保護者
館内は土足禁止です。スリッパ、 ◎みんなで楽しく飾り切り教室
（火）
・３日
（水）
14：00
シューズなどを持参してください。 とき ８月２日
～16：00
日 月 火 水 木 金 土
		 1 2 3 4 5 6
対象 小学生・義務教育学校生・
7 8 9 10 11 12 13
中学生
14 15 16 17 18 19 20
◎ストローやナイフを使って親子
21 22 23 24 25 26 27
で飾り切り教室
28 29 30 31
（土）
・21日
（日）
10：00
とき ８月20日
クールごとに総入れ替え制
～12：00
平日 ２時間50分ごと90人
対象
未就学児、保護者
土・日、祝日 ２時間ごと90人
◎食育包丁を使って飾り切り教室
府中市土生町1581-7 ☎41-4145
（土）
・21日
（日）
14：00
とき ８月20日
【開館時間 9：00～18：00】
～16：00
ポムポムのイベント予約
がＷｅｂでできます！
対象 小学生・義務教育学校生・
Instagramもcheck
中学生

家族で『家出』？
府中学園 四 年
豊田
うちの四才の妹 は 、 何 で も 私 や 弟
のまねをしたがり ま す 。 私 た ち が 宿
題をする時は、
自分も勉強すると言っ
て、ぬり絵や折り 紙 を つ く え い っ ぱ
いに広げてきます 。 だ か ら 、 夏 休 み
の絵の宿題をする時も、絶対に、
「め
ぐもやりたい！」
と言って困ると思っ
たお母さんが、こ っ そ り お 父 さ ん に
妹を連れ出すよう に お 願 い し ま し た 。
で も、 ふ 通 に さ そ っ て も、「 お か
あさんとおるすば ん す る ！ 」 と 言 う
と思ったお父さん は 、 あ る 魔 法 の 言
葉で妹をその気にさせました。それは、
「お姉ちゃんたち に 『 ひ み つ 』 で 、
お父さんとデート し よ う ！ 」 で す 。
『ひみつ』という 言 葉 に 、 妹 は 目 を
キラキラさせて、 も う ル ン ル ン で す 。
「めぐちゃん、
お父さん何だって？」
と、わざと聞くと 、
「ひみつひみつ！ひみつのデート！」
「デートいいなあ 。 お 姉 ち ゃ ん た ち
も、行きたいなあ。」
私たちがしょんぼりしたふ
り を す る と、 妹 は あ わ て て こ
う言いまし た 。
「きょうはおとうさんとふた
り で デ ー ト す る け ど、 明 日 は
みんなで
『家出』
してあげる！」

ときめく
府中の
子どもたち！

の

参加
無料

今月

子育てステーションちゅちゅでは妊娠
・出産から子育てまでの切れ目ない支援
を提供します。
このページでは子育てに関すること、
イベント情報などを発信していきます。

とき ８月28日
（日）
10：00～12：00
ところ 子育てステーションちゅちゅ
対象 府中市に住民票のある妊婦とその家族
内容 歯科衛生士の話、先輩パパママとの交流など
定員 先着８組
持参するもの 母子健康手帳、筆記用具、飲み物
申し込み方法 ８月25日
（木）
までに電話で申
し込んでください。

離乳食教室

子どもの熱中症予防

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、教室などが中止となる場合があります。

子どもは体温の調節能力が十分に発達して
いないため、熱中症を起こしやすい傾向が
あります。熱中症を予防するには、暑さを
避け、こまめに水分補給をすることが大切
です。年齢の小さい子どもは炎天下で長時
間遊ぶことは避け、日陰で休憩をとるとよ
いでしょう。高温多湿の時期や激しい運動
で多量の発汗が予想される時は、前もって
水分補給をしておきましょう。また、暑さ
に応じて自分で衣服を調節することができ
ないので、大人が衣服にも気遣ってあげましょう。
子育て支援サイト「ちゅちゅ」から妊
娠・子育てなどに関する情報がチェッ
クできます！詳しくはコチラ→

８月の乳幼児健診
ところ
子育て
ステー
ション
ちゅちゅ

パパママ教室

参加
無料

とき

ところ
対象
定員
子育てステー
８月23日（火）
１歳６か月までの 先着
ションふらっ
10：30～11：30
子どもと保護者
４組
と上下
初期、生後６か月
９月６日（火）
頃までの子どもと
10：00～11：00
子 育 て ス 保護者
先着
テーション 中期～完了期、生 各
９月７日（水）ちゅちゅ 後７か月から１歳 ６組
10：00～11：00
６か月までの子ど
もと保護者

内容 離乳食の作り方のデモンストレーショ
ン、食事相談
持参するもの ミルク・お茶などの飲み物、
替えのオムツと袋、あれば抱っこひも
申し込み方法 １週間前までに電話で申し込
んでください。

乳幼児健診の会場が４月から子育てステーションちゅちゅに変更
となりました。対象者には健診の約１か月前に案内を郵送します。

行事
４か月児健診
10か月児健診
１歳６か月児健診
２歳児歯科健診

とき・受け付け時間
31日（水）13：00～、13：10～、13：20～
30日（火）13：00～、13：10～、13：20～
２日（火）13：10～、13：20～、13：30～
９日（火）13：30～、13：40～、13：50～

３歳児健診

３日（水）13：10～、13：20～、13：30～

対象
令和４年４月生まれの子
令和３年10月生まれの子
令和３年１月生まれの子 ※
令和２年３月生まれの子 ※
平 成30年12月、 平 成31年 １ 月、 ２
月生まれの子 ※

※感染予防のため、定員を15人程度としています。翌月の案内となる場合がありますので、ご了承ください。

８月のすくすく相談

上下地区のすくすく相談の会場が６月から子育てステーション
ふらっと上下に変更となりました。

ところ

とき・受付時間
内容
５日（金）、12日（金）、19日（金）、26日（金）
子育てステーションちゅちゅ
身体計測、離乳食の進め方、育児
10：00～12：00
相談など。事前に予約が必要。
子育てステーションふらっと上下 ４日（木）9：30～11：30

申し込み・問い合わせ先 子育てステーションちゅちゅ…ネウボラ推進課（府中天満屋内・
☎４４－６６８８）、子育てステーションふらっと上下…上下地域共生推進課（上下地域共
生交流センター内・☎６２−２２３１）
広報ふちゅう

令和4年8月1日

第1287号 26

ハーフバースデーを迎えた子ども
たちのBESTショットを紹介します。

くわだ

あかね

桒田

すいづ

水津

のうじま

茜ちゃん

能島

はるか

おがわ

陽香ちゃん

小川
問い合わせ先

支援センターの

らいむ

ふじおか

来夢ちゃん

藤岡

ひまり

おかだ

愛葵ちゃん

岡田

詳しくは

府中市子育て支援サイト
ちゅちゅ

新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、利用人数・
時間は変更になる場合があ
ります。

ゆづき

柚月ちゃん

府中市子育てステーションちゅちゅ（☎４６- ２４５５）

府中市子育てステーションふらっ
と上下
８月３日（水）
10：00～11：30
…作ってあそぼう「カラフルさか
な作り」
対象 未就園児と保護者

主なEvent

よしと

嘉人ちゃん

キッズランドMOMO
８月４日（木）
10：15〜
…ママのためのお金の整理整頓術
対象 未就園児と保護者

国府地域子育て支援センター
８月19日
（金）
11：00～
…おはなしコッコ隊「読み語り・わ
らべうたあそび」
対象 未就園児と保護者
府中市子育てステーションちゅちゅ
８月25日
（木）
10：45～11：15
…虹のポケットによる「絵本の読み
語り」
対象 未就園児と保護者

小児科・産婦人科オンライン相談

オンラインでつながる子育て相談

ＬＩＮＥや電話のメッセージチャット、音声通話・動
画通話で医師や助産師に電話で相談できます。

動画通話での妊娠、出産、育児の悩みなど
の相談ができます。メールまたは
電話で申し込んでください。

小児科
オンライン
LINE登録
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平日
18時～22時

産婦人科
オンライン
LINE登録

市のホームページ

辻堂（中須町）
地元では「地蔵堂」と呼ばれています。

編集発行
府中市政策企画課

―市民レポーターが府中の魅力を投稿します―

〒726-8601
広島県府中市府川町315

「文化祭を終えて」

つじ どう

石州街道

四本柱+四面吹き抜け 板張りの床

➡

府中市では、時々道路脇に写真
のようなお堂が建っているのを見
掛けます。一体何のためにつくら
れた建物なのでしょうか。
この建物は「辻堂」といいます。
四方向が吹き抜けになっていて、
さいだん
正面奥の上段には祭壇が設けられ、
地蔵などの仏がまつられています。
辻堂は中国地方を中心に広く分
布し、備後地方南部で特に多くみ
られるようです。元々は旅人の休
よ
つじ
憩所として道路脇や四つ辻（十字
路）に整備された施設で、江戸時
代頃に多くつくられたとされます。
一説によると、福山藩初代藩主の
みずのかつなり
るろうじだい
水野勝成が、流浪時代に休憩所の
必要性を感じたことから福山藩の
領内に辻堂を整備させたとされま
す。当初は休憩所としてつくられ
た辻堂ですが、後に地蔵などが持
ち込まれ、地元の村の人々によっ
てずっと維持されてきました。
現代の日常の風景に溶け込んで
いる辻堂にもこうした歴史がある
ことを思いながら、一度じっくり
ご覧になってみてください。

令和４年８月１日発行
第1287号

辻堂の地蔵（栗柄町）
それぞれの辻堂でまつら
れる仏は異なります。地蔵
をまつっている辻堂は「地
蔵堂」とも呼ばれます。

仏をまつる棚

辻堂

➡

辻堂内の棟札（栗柄町）
辻堂を修復した際に寄付
をした村人の名前が書か
れています。多くの村人
が協力して維持してきた
ことがうかがえます。

投稿者
（文と写真）
府中高校２年
永井 ななこさん

高校生編 その93

HP http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

☎４３-７１１１（代表） ☎４３-７１９４（広報）

私はこの文化祭を通して、みんなで一つのこ
とを全力で乗り越えようとする楽しさと、大変
さを知ることができました。
今年の文化祭は、コロナ禍で規制が厳しかっ
た去年と違い、多くの規制が緩和され、去年で
きなかったこともいくらかできるようになりま
した。しかし、コロナ禍前の文化祭を体験した
ことのない私たちにとってそれは、企画を決め
る上で逆に高いハードルとなりました。
まず、私たちのクラスでは企画がなかなか決
まらず、期限ギリギリになってようやく決定し
たものが、『ジャングル トロッコ アドベン
チャー』という手作りのアトラクションでした。
しかし、予算も時間も全然ない中で簡単に作れ
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るはずもなく、何度も妥協しそうになったり、
些細な意見のぶつかり合いもあったりしました。
それでも、文化祭が近づくにつれてクラスが団
結していき、
一人一人が自分の役割を持ち、
徐々
にクラスの士気も高まっていきました。
そして文化祭当日、なんと私たちのクラスは
クラス企画、クラスアピールの動画ともに１位
となり、二冠に輝くことができました。これは
２年３組のこのメンバーだからこそできたこと
だと思います。
文化祭は終わってしまいましたが、今後どん
な困難も、楽しい行事も、クラスのみんなで力
を合わせて乗り越えていきたいです。

府中市ＲＣＣラジオ番組
「府中に夢中！」

毎週月曜日16：30～16：45（そのうちの５分間）ＲＣＣラジオ（1530KHz）
放送日
放送内容
８月１日（月） i-coreFUCHU １周年THANKSキャンペーン
８月８日（月） 夏だ！みんな集まれ カブト採集体験
８月22日（月） 企業・起業者紹介（金光味噌株式会社）
８月29日（月） 企業・起業者紹介（中国タクシー株式会社）

公式ＳＮＳ
LINE

公式ＳＮＳ
facebook

スマホアプリ
radiko（ラジコ）

府中市メール配信
サービス
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