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今号の主な記事

平成 30 年

10月15日
No.1009

人口と世帯数
（平成30年10月1日現在）

人口

男 29,197

女 29,161

計 58,358

世帯数 30,533

まちの写真ニュース
10 月 21 日㈰は福生市総合防災訓練
の日です。防災力を高めるためにも
ぜひご参加ください。

市の木 ･もくせい

ふっさ
3面第15回「子どもからの人権メッセージ発表会」　4面昭島・福生de恋する「バスツアー」と「マッチング合コン」を開催します
5面精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方へ　6面平成31年度4月の保育園入園申込みが始まります　8面保健ガイド

　　大人も子どもも楽しめる福生の一大イベント！

福生ふれあいフェスティバル開催
　第29回ふっさ健康まつり
☆専門相談コーナー

　赤ちゃんからお年寄りまでの健康、育児、お口の健康、くすり

に関することなど、さまざまな専門スタッフによる相談が気軽に

受けられます。

☆体験コーナー

　身体測定器による健康度チェック、体力測定など、普段はなか

なかできない体験を通して、皆さんの健康を応援します。

☆情報・展示・販売コーナー

　介護用品の展示、手工芸品の販売、子育て支援に関する情

報発信などを行います。

【問合せ】保健センター☎ 552・0061

　第 28 回産業祭
★一般食品、地元生産農産物などの即売コーナー

★飲食物販売コーナー…福生ドックの販売など

★パネル等展示コーナー

★遊具…ふあふあ（エアトランポリン）

★ステージイベント（予定）下表のとおり

【問合せ】商工会☎ 551・2927

　第 48 回福生市民文化祭
　市内で文化活動を行っている団体が、演示・展示部門に分かれ、

趣向を凝らした内容で日ごろの活動の成果を発表します。

◆開場式

【日時】11 月 3 日㈷午前 10 時～ 10 時 30 分

【場所】市民会館小ホール（つつじホール）

◆演示部門（8日間）※右表のとおり

【日時】10 月 27 日～ 11 月 18 日の土・日曜日

【場所】市民会館大ホール、小ホール、前庭、茶室福庵

◆展示部門（2日間）※右表のとおり

【日時】11 月 3 日㈷午前 9 時～午後 5 時、4 日㈰午前 9 時～午

後 4時

【場所】市民会館・公民館、さくら会館

※展示期間中は、市民会館前庭で軽食の販売を行います。午

前 11 時～午後 3時ごろを予定しています（完売次第終了）。

※展示期間以外も有志の方々が市民会館展示スペースで展示

を行っています。ぜひご覧ください。

【問合せ】公民館公民館係☎ 552・2118

第 28 回産業祭その他の催し・お知らせ
▼福生産野菜の直売を行います！
　例年好評の地場産野菜の直売を行います。旬の地元野菜をぜひお買い求めください！
▼消費者展ブースのご案内
　近年問題になっている消費者被害の事例とその対処法をご紹介。ブースへご訪問いただいた方に
は、生活に役立つ粗品をプレゼント！　当日は市公式キャラクター「たっけー☆☆」も出没します！ 
▼観光案内所くるみる ふっさが初出店します！
　ブースでは、福生のおすすめグッズや、たっけー☆☆グッズの販売を行います！ また、豪華賞品
が抽選で当たる「多摩川流域自治体交流イベントラリー」も実施しますので、ぜひお立ち寄りくだ
さい。イベントラリーの詳細は、市ホームページをご確認ください。

【問合せ】シティセールス推進課産業活性化グループ☎ 551・1699
▼環境課ごみ対策係のブースでは、次の３つの取り組みを行います
①都市鉱山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト
　小型家電リサイクル由来の金属を用いて東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会時の入賞メ
ダルを製作するプロジェクトを実施しています。ブース内に回収ボックスを設置します。
②フードドライブを実施します！
　食品ロスを減らす取り組みとして、各家庭で余った食品を持ち寄っていただき、フードバンクへ
寄付する「フードドライブ」を実施します。
③ぬいぐるみ回収
　燃やせるごみとして処理されるぬいぐるみを、資源物として回収し、海外で再利用してもらいます。
④福生ふれあいフェスティバル前後の期間に、市役所第二棟２階環境課ごみ対策係窓口で、フード
ドライブとぬいぐるみの回収を実施します

【日時】10 月 26 日㈮～ 11 月２日㈮午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分※水曜日の午後 5 時 15 分以降お
よび土・日曜日を除く。

【問合せ】環境課ごみ対策係☎ 551・1731 ※各イベントの回収品目は市ホームページをご覧ください。

【日時】10 月 28 日（日）午前 10 時～午後 4時（小雨決行）
【場所】市営福生野球場※お車でのご来場はご遠慮ください。ペット
同伴での会場内入場はご遠慮ください。

第 28 回産業祭ステージイベントスケジュール
時間 内容

午前 10 時～ オープニングセレモニー

午前 10 時 20 分～
福が生まれるラジオ体操～with福生市健康づくり
推進員～

午前 10 時 30 分～ 福生第一中学校 吹奏楽部演奏
午前 11 時 20 分～ フォークダンス
午後 0時 15 分～ それいけ！アンパンマン　ショー

午後 1時 30 分～ 大正琴 扇
おうせいりゅう

靖流演奏
午後 2時 30 分～ それいけ！アンパンマン　ショー

演示部門
日程 会場…大ホール 会場…小ホール

10 月 27 日㈯ 大正琴、ダンス 沖縄舞踊・歌・三線、地唄・筝曲・尺八
10 月 28 日㈰ 新舞踊、HIPHOP ダンス カラオケ

11 月 3 日㈷ 新舞踊、日本舞踊、タヒチ・
フラダンス

開場式、ひょっとこ踊り、第13回ふっさ七夕国際絵画コ
ンクール表彰式、福生市青少年の意見発表会、しの笛

11 月 4 日㈰ 日本舞踊 民謡発表会
11 月 10 日㈯ 音楽の広場 英語スピーチ発表会、お江戸のかっぽれ
11 月 11 日㈰ フラダンス 箏・三絃・尺八

11 月 17 日㈯ 太極拳・功夫扇、沖縄三線
アメリカンポップス（コーラス）、詩吟・剣詩舞・手品・
踊り・合同発表会

11 月 18 日㈰ 　 演劇
　　その他の会場

10 月 28 日㈰ 市民会館前庭 福生の祭り囃子
11 月 3 日㈷ 茶室福庵 チャリティー茶会
11 月 18 日㈰ 市民会館第 4・5集会室 社交ダンス

展示部門

日程
1日目…11 月 3 日㈷午前 9時～午後 5時
2日目…11 月 4 日㈰午前 9時～午後 4時

会場
・内容

〈市民会館・公民館〉
植木市、菊花展、盆栽展、ふっさ七夕絵画入選作品展、
合同作品展、美術工芸展、草木染展、手話展、ひょうた
ん飾り、絵画展、切り絵展、絵手紙展、陶芸展、手芸展、
写真展、華道展

〈さくら会館〉
山野草展、盆栽展、書道展、
美術工芸展、アマチュア無線

第 48 回福生市民文化祭催し物スケジュール一覧


