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◆応募方法　申込用紙に必要事項を記入の上、市民協働課まで提出（郵送可）してください。
　※用紙については、市民協働課に設置または市ホームページに掲載しています。
◆募集期間　6月1日㈪～15日㈪必着　※応募者多数の場合は抽選となります。
◆その他　いずれの派遣先も出発前の事前研修と帰国後の事後報告があります。
　※なお、自然条件や受け入れ側の事情などにより変更あるいは中止となる場合があります。
　※費用負担の詳細については事務局へご相談ください。

〒705-8602 東片上126　
　市民生活部市民協働課内
　備前市国際交流協会事務局（☎64-1806）　

オーストラリア 韓　　国 アメリカ

期　　間 8月1日㈯～10日㈪（10日間） 7月24日㈮～27日㈪（4日間） 8月4日㈫～10日㈪（7日間）

訪 問 先 クレア＆ギルバートバレー町 蔚山広域市東区 メンローパーク市

内　　容 生活体験、学校訪問など 生活体験、文化交流など 生活体験、学校訪問など

宿　　泊 基本は 2 人 1 組でのホームステイですが、受入先の事情により異なります。 ホテルまたはホームステイ

費　　用
5万円程度（時期により変動があります。
なお、パスポート取得費用などは別途自己
負担）

1万5千円程度（時期により変動があります。
なお、パスポート取得費用などは別途自己
負担）

13万円程度（時期により変動があります。
なお、パスポート取得費用などは別途自己
負担）

応募資格 市内在住の中・高校生（過去に同様の事
業に参加した人は除く）

市内在住の小学4・5・6年生（過去に
同様の事業に参加した人は除く） 市内在住の中学生

募集人員 14人 14人 14人

派
遣
団
員
を
募
集
し
ま
す
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【写真は前回の
　　訪問の様子】
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伝統文化の継承～想いをかたちにしてみよう！
第 6回 岡山県こども備前焼作品展 作品募集

◆応募資格　岡山県内在住の高校生以下のこども
◆作品規定　・備前焼1人1作品（個人作品のみ）。

・平成26年9月13日以降に制作した未発表作品でテーマは自由で
す。

・作品に使用する土の重さは1︐200ｇ以内とし、他の素材との組
み合わせや釉薬の使用は不可。

◆部　　門　「小学校3年生以下の部」、「小学校4年生の部」、「小学校5・6
年生の部」、「中学生の部」、「高校生の部」

◆申込期間　8月3日㈪～9月11日㈮
◆展　　示　作品はすべて、備前焼まつり（10月17日㈯・18日㈰）で、リフレ

センターびぜんに展示します。
◆そ の 他　開催要項および出品申込書などはホームページからもダウンロー

ドできます。
※くわしくはお問い合わせください。

岡山県こども備前焼作品展実行委員会事務局
　　〔備前市文化スポーツ課内〕
　　（〒705︲8602 東片上126　☎64-1837　FAX64︲2112）

　　　　　平成27年１月～４月実績

　応援いただいた皆さまへ心からの感謝を申し上げます。
全国の皆さまからお預かりした寄附金は、ご指定のまちづくりに活用
させていただきます。　 企画課企画係（☎64-1871）

おかげさまで平成27年分のご寄附が１億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 62︐600︐000
安全に安心して暮らせるまち 22︐070︐000
快適な生活が送れるまち 12︐790︐000
計画実現を推進するまち 3︐120︐000
指定なし 49︐933︐496

総　　　額 150,513,496

Honor栄誉

大
おおにし

　國
くに

昭
あき

さん（日生町日生　₇₀歳）

　元備前市議会議員の大 國昭さんが、長
年の地方自治功労に対し旭日双光章を受章
されました。大 さんは、昭和62年に日生
町議会議員に初当選。平成26年まで27年の
長きにわたり、日生町議会および備前市議
会議員として、本市発展に貢献されました。

江
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男
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さん（鶴海　₆8歳）

　元備前市消防団団長の江口一男さんが、
長年の消防功労に対し瑞宝双光章を受章さ
れました。江口さんは、昭和48年に消防団
に入団。平成23年に団長となり、常に消防
団活動の第一線で活躍されました。江口さ
んは、平成18年11月に藍綬褒章も受章され
ています。

平
ひら

川
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　正
しょう

一
いち

さん（伊部　8₄歳）

　伝統工芸業務功労として、陶磁器（備前
焼）製造業従事者の平川正一さんが、瑞宝
単光章を受章されました。平川さんは、昭
和25年に陶芸を学び、昭和37年に独立。「平
川正二」の陶名で作品を作られています。
成形はろくろを使わずに、すべて手びねり
で制作し、常に使う人の気持ちを考えた作
品作りを心掛けているそうです。
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　廣
ひろ

滿
みつ

さん（久々井　₆₆歳）

　元東備消防組合消防司令長の亀井廣滿さ
んが、瑞宝単光章を受章されました。亀井
さんは、昭和42年に入署。地域住民の救急、
火災、災害業務に努め、人命を助ける仕事
に尽力し、42年間の長きに渡り、消防業務
に務められました。今回の受章は、「先輩
や同僚、妻や家族のおかげです。」と感謝
の意を述べられました。

髙
たか

橋
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　保
やす

雄
お

さん（畠田　₆₆歳）

　元東備消防組合消防司令長の髙橋保雄さ
んが、瑞宝単光章を受章されました。髙橋
さんは、昭和44年に入署。40年間の長きに
渡り、消防業務に務められました。髙橋さ
んは、「人命など住民を守る仕事ができて
良かったです。今回の受章は、先輩や同僚、
家族の支えのおかげです。」と感謝の意を
述べられました。

永
なが

畑
はた

　忠
ただ

幸
ゆき

さん（日生町日生　₅₅歳）

　備前市消防団副団長の永畑忠幸さんが、
消防功績で藍綬褒章を受章されました。永
畑さんは、昭和53年に日生町消防団に入
団。災害現場では常に先頭に立ち、平成20
年からは備前市消防団副団長としても、消
火・救助活動など消防団活動に尽力されて
います。

平成27年春の叙勲、褒章および第24回危険業務
従事者叙勲が、４月29日付けで発表されました。
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備前市文化事業鑑賞会

「友
とも

光
みつ

雅
まさ

司
し

と弦
げん

楽
がく

アンサンブル」

　備前市在住のピアニスト友光雅司さんが、「岡山
フィルハーモニック管弦楽団」の弦楽アンサンブルと
共演します。

【チケット】（全席自由）
○前売券　500円（中学生以下300円）
○当日券　600円（中学生以下400円）
※当日券は残席のある場合のみ販売
※大人券は9月に開催する「渡辺和子先生の講演会」とのセット販売がありま

す。
　くわしくは市民センターまでお問い合わせください。
【チケット取扱場所】
　市民センター、日生・吉永地域公民館、市内各地区公民館

市民センター（☎64-1133）

と　き　７月５日㈰　　開場13：30　開演14：00
ところ　市民センター
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　　　　　　　（平成28年4月1日採用）
◎第1次試験　7月19日㈰　　　　
◎第2次試験　8月中旬頃（予定）※幼稚園教諭・保育士の第2次試験の日程は、受験案内をご覧ください。（第3次試験はありません。）
◎第3次試験　9月上旬頃（予定）
◎試験会場　市役所または市民センター（受験者数により会場が変更となる場合があります。）
◎申込期間　6月1日㈪～6月30日㈫ 17:15必着（※持参の場合は、土・日曜日を除く 8:30～17:15）
◎申込方法　必要書類を総務課へ提出してください。（郵送可、当日消印有効）
　　　　　　※受験申込書は、総務課職員係、日生・吉永総合支所、三石・三国出張所の窓口で配布もしくは郵送請求、または市のホームページからもダウンロードでき

ます。　 総務課職員係（☎64-1808）〒705-8602 備前市東片上126

　消費税率引上げの影響等をふまえ、所得の低い人や子育て世帯への負担の影
響を緩和するため、国の臨時的な措置として「臨時福祉給付金」または「子育
て世帯臨時特例給付金」が支給されます。

子育て世帯臨時特例給付金
【支給対象者】平成27年5月31日において、児童手当の支給要件に該当するも

ので、平成27年6月分の児童手当・特例給付を受給し、平成26年分の所得が
児童手当の所得制限限度額に満たない人。

【支給額】対象児童1人につき3千円
 申請方法 
　支給の対象と思われる世帯には、子育て世帯臨時特例給付金申請書が児童手

当現況届と一緒に郵送されます。
　申請書に必要事項を記載し、必要な証明書などの写しを揃えて、申請窓口へ
持参するか、同封の返信用封筒により郵送してください。
◆受付期間　6月1日㈪～11月2日㈪　8:30～17:00（土曜・日曜・祝日を除く）
◆申請場所　市役所:福祉事務所、日生総合支所、吉永総合支所、
　　　　　　　　　　三石出張所、（紅葉会館・三国出張所は預かりのみ）
★窓口の混雑緩和のため、返信用封筒による申請にご協力をお願いします。

臨時福祉給付金
【支給対象者】平成27年1月1日に備前市に住民登録（外国人を含む）がある

人で、平成27年度分の市民税（均等割）が課税されていない人。
　次の場合は対象外となります。

・ご自身を扶養している人が課税されている場合
・生活保護の被保護者となっている場合など

【支給額】1人につき6千円　
※なお、臨時福祉給付金については、備前市では申請・給付・支給手続方法な

どの詳細について、現在準備中です。
※具体的な申請の受付開始時期・手続などについては、ホームページや広報紙

などでお知らせします。

『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください!!
　給付金に関して、市や厚生労働省などがATM（現金自動支払機）の操作や、
給付のために手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。
　また、電話や郵便など、不審な点があれば、迷わず、臨時給付金対策課か警
察署（または警察相談専用電話♯9110）にご連絡ください。

臨時給付金対策課（☎63-2770）　8:30～17:00（土曜・日曜・祝日を除く）

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ

備 前 市 職 員 募 集 （平成28年4月1日採用）【一般採用】	
職　種 募集人員 受 験 資 格

事　務　職 5人程度
学校教育法による高等学校卒業程度以上の学力を有する人

昭和58年4月2日以降に生まれた人
土木技術職 2人程度

昭和35年4月2日以降に生まれた人
建築技術職 1人程度
事　務　職

（身体障がい者対象） 2人程度 障害者手帳の交付を受けている人（活字印刷文による出題および口頭による面接に
対応でき、採用された場合、自力通勤が可能で、介助者なしで職務遂行が可能な人） 昭和58年4月2日以降に生まれた人

幼稚園教諭・保育士 4人程度 幼稚園教諭普通免許および保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人、または平成28年
3月31日までに取得・登録見込みの人 昭和60年4月2日以降に生まれた人

1．地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格条項に該当する人は受験できません。
2．土木職、建築職は身体障がい者も対象
3．社会福祉士、保健師および高等学校卒業見込みの人を対象とした試験は、別途9月以降に実施を予定しています。
【経験者枠採用】	

職　種 募集人員 受 験 資 格

幼稚園教諭・保育士 若干名 幼稚園教諭普通免許および保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人で、幼稚園、保育
園、または認定こども園に幼稚園教諭、または保育士としての職務経験が 5 年以上ある人

昭和35年4月2日以降から
昭和55年4月1日までに生まれた人

採用情報
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心身障害者医療費
受給資格証の更新
　心身障害者医療費の給付を受けている
人には、6月中に通知しますので、指定
期日内に資格証の更新手続きを行ってく
ださい。

重度身体障害者（身体障害者手帳1級
または2級所持者）、重度知的障害者

（療育手帳Ａ所持者）、知的障害・身体
障害合併障害者（療育手帳Ｂ（中度）
と身体障害者手帳3級所持の合併障害
者）

※新規認定については、65歳未満の人。
※所得制限があります。
※現在お持ちの受給資格証は6月末で使

用できなくなります。古い受給資格証
は、福祉事務所、各総合支所、出張所
へお返しください。
社会福祉課（☎64-1824）

健康教室
　事前の予約は必要ありませんので、ど
なたでもお気軽においでください。

6月10日㈬　14:00～15:00
備前病院附属棟2階
「認知症のある高齢者の理解」
備前病院　和田看護師長
無料
備前病院（☎64-3385）

糖尿病講演会および
なぎさ会総会（申込不要）

6月29日㈪
　・講演会　14:00～15:00
　・なぎさ会総会　15:00～

備前病院附属棟2階
糖尿病患者とその家族
演題:「血糖自己測定について（仮）」
小比賀美香子医師
無料
備前病院（なぎさ会事務局：

　　　　　　樫本、小林　☎64-3385）

「介護者の会」のご案内
　特別養護老人ホーム深谷荘の生活相談
員より、ショートステイの利用について
のお話をしていただきます。
　お気軽にご参加ください。

6月18日㈭　10:00～11:30
三石公民館1階和室
介護をしている人、介護経験のある
人、介護に不安や疑問のある人

地域包括支援センター（☎64-1844）
東サブセンター（☎72-1240）
北サブセンター（☎84-9114）

児童手当現況届の提出
　児童手当の現況届を6月中に提出して
ください。提出が必要な人には6月上旬
に書類を送付します。
　現況届は、受給者の6月1日現在の年
金加入状況や養育状況を確認するために
必要な書類です。
※所得制限がありますので、平成27年1

月1日に備前市に住所がなかった人
は、所得証明書（平成27年度）を提出
してください。

※提出がない場合は、6月分以降の手当
が受けられなくなります。
子育て支援課（☎64-1853）

ひとり親家庭等医療費
資格証の更新
　ひとり親家庭等医療費の給付を受けて
いる人は、6月8日㈪～22日㈪に資格証
の更新手続きをしてください。
　この給付は、一定の条件（前年の所得
税が非課税）に該当するひとり親家庭な
どの医療費（自己負担分）の一部を、公
費で負担するものです。
※現在、非該当の人でも更新月の7月1

日から該当になる場合がありますの
で、お気軽にお問い合わせください。
子育て支援課（☎64-1853）

アーチェリー体験会開催
　どなたでも無料で参加できます。お誘
いあわせの上、会場へお越しください。

6月21日㈰　10:00～12:00 
              13:00～15:00

日生運動公園アーチェリー場
文化スポーツ課（☎63-3813）

全日本小学生中学生
アーチェリー選手権大会
　全国から県代表の小中学生が集まりま
す。観覧席を広く設けますので、ぜひ応
援にご来場ください。
◆６月2₇日㈯
　14:00～　開会式
　14:30～　予選ラウンド
◆６月28日㈰
　9:10～　決勝ラウンド
　15:20～　表彰式・閉会式

日生運動公園スポーツ広場
文化スポーツ課（☎63-3813）

企画展
「お守り展 Good Luck Charm―
ものに込められた人々の祈り―」

（入館無料）

　「守り」「信仰」をテーマに、獅子など
地域のお祭り道具、お札や家相図など家
を守るもの、人を守るお守り刀や銅鏡・
勾玉などの副葬品を展示。人びとがもの
に込めた数々の「祈り」をご覧ください。

歴史民俗資料館
　6月14日㈰まで、公開中

9:00～16:30
月曜日
歴史民俗資料館（☎64-4428）

市民文化講座
「数寄者の目Ⅳ
　―日常生活の中の身近な美―」

6月21日㈰　13:30～15:00
加子浦歴史文化館和室
備前焼専門家　目賀道明 氏
日常の空間を明るくたのしいものに変
える掛け物について
200円（入館料）
加子浦歴史文化館

　（☎72-9026）

ウィズびぜん〝虹の広場〟
オカリナと歌いましょう
~楽しく集まって!! ~

7月3日㈮　10:00～11:30
ウィズびぜん
無料
30人

ウィズびぜん登録団体:備前エプロ
ンの会

6月30日㈫までに、
　市民協働課（☎64-1823）へ

いんべ会館　受講生募集
（☎64-0890）

※申し込みは、すべて6月1日㈪から

ライフサポート講座
第１回　健康体操のすすめ

「脳力UP体操~認知症予防のために~」
6月23日㈫　13:30～15:00　
いんべ会館

備前病院リハビリスタッフ
無料
20人（先着順）　

ふれあいサロン講座
第２回　和菓子づくり

「家庭で作れるヘルシー和菓子に挑戦」
6月19日㈮　13:00～15:30
いんべ会館
500円
15人（先着順）

第３回　企業見学
「自動車製造工場を見学してみません

か？」
6月24日㈬　9:10～16:10

※9:00までに、いんべ会館へ集合
三菱自工㈱水島製作所ほか

500円
20人（先着順）

※昼食をご持参ください。

 ▲清親幸子さん（香登西） ▲清親幸子さん（香登西）
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下水道排水設備指定工事店の
新規募集および指定更新

6月1日㈪～30日㈫
上下水道課（☎66-9701）

「生ごみ」の減量化に
ご協力ください！！
　市では、ご家庭での「生ごみ」リサイ
クルを促進するため、コンポストや生ご
み処理機の購入に対し、補助金を交付し
ています。
　皆さんのご家庭でも、「生ごみ」堆肥
化に取り組んでみませんか？
　対象となる容器、補助金額は次のとお
りです。

【コンポスト・ボカシ容器】
　購入費の全額（上限3千円）

【電動生ごみ処理機（バイオ利用分解消  
滅型容器、加熱型容器）】

　購入費の2分の1（上限2万円）
※購入前に申請が必要です。
　くわしくは、お問い合わせください。
環境課（☎64-1821）

吉井川下流土地改良区総代選挙
　吉井川下流土地改良区総代の任期満了

（7月21日）に伴う選挙が次のとおり行
われます。

【告示日】6月18日㈭
【立候補の届出】

6月18日㈭・19日㈮
　8:30～17:00

備前市選挙管理委員会事務局（東片上
126）

【投票日】
6月25日㈭　9:00～15:00
西鶴山公民館講座室（畠田102-1）

【定数】3人
選挙管理委員会事務局（☎64-1838）

　吉井川下流土地改良区（☎66-7050）

教科書展示会のお知らせ
　現在、小学校で使用している教科書と
来年度から中学校で使用する予定の教科
書の展示会を開催します。
　興味のある人は、ぜひ、おいでくださ
い。

【会場および開催期間】
・備前中学校
　6月19日㈮～7月8日㈬
　9:00～16:45
　※土・日曜日を除く14日間
・備前市立図書館
　6月19日㈮～7月5日㈰
　9:30～18:00
　※閉館日を除く14日間
○展示教科書
・平成27年度から使用している小学校教

科用図書

・平成28年度から使用する予定の中学校
教科用図書
※備前中学校会場にお越しの際は、事

務室で職員の案内を受けてください。
学校教育課（☎64-1840）

「子どもの人権110番」
  強化週間実施
　６月22日㈪～28日㈰　
　「いじめ」を受けている、でも誰にも
言えない。そんな悩みを抱えていたら…
お電話ください。一緒に考えましょう。
・6月22日㈪～26日㈮　8:30～19:00
・6月27日㈯・28日㈰　10:00～17:00
〈相談担当者〉法務局職員および

人権擁護委員
◆「子どもの人権₁₁₀番」　

　※IP電話からは接続できません。
市民協働課（☎64-1823）

　岡山地方法務局人権擁護課
　（☎₀₈₆･₂₂₄･₅₇₆₁）

おかやま桃太郎まつり
納涼花火大会へ身体に
障がいのある人をご招待

8月1日㈯
県庁9階大会議室
県内在住の身体障害者手帳所持者のう
ち、車いすを常時使用している人（付
き添いは2人まで）

◆応募方法　所定の応募用紙に記入の
上、郵便、FAX、電子申請

※応募者多数の場合は抽選
◆応募期間　6月15日㈪～7月10日㈮

岡山県庁保健福祉部障害福祉課花火
大会県庁ご招待係（☎₀₈₆･₂₂₆･₇₃₆₂　
FAX₀₈₆･₂₂₄･₆₅₂₀）

・毎月10日は
　岡山県統一「ノーレジ袋デー」
・６月は
　「おかやまマイバッグ
　　　　　　キャンペーン」
　県では、家庭ごみを少しでも減らすた
め、スーパーやドラッグストア、ホーム
センターなどの店舗、消費者・環境団体
や市町村と協力して、6月に「おかやま
マイバッグキャンペーン」を実施します。
　ごみの減量や地球温暖化の防止のため
に、キャンペーン中は、買い物の際、マ
イバッグを忘れずに持って行き、レジ袋
の削減に努めましょう。
環境課（☎64-1821）環境課（☎64-1821）

戦没者等のご遺族のみなさまへ
第10回特別弔慰金が支給されます
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成
27年4月1日において、公務扶助料や遺
族年金などを受ける人がいない場合に、
第10回特別弔慰金として額面25万円、5
年償還の記名国債が支給されます。
 対象となるご遺族は次の順番による先
着順のご遺族お一人です。
1．弔慰金の受給権者
2．戦没者等の子
3．戦没者等と生計関係を有しており、

かつ、戦没者等と氏が同じである
　　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉

妹
4．上記3以外の①父母　②孫　③祖父

母　④兄弟姉妹
5．上記1から4以外のご遺族で、戦没

者等の死亡時まで引き続き1年以上
生計関係を有していた三親等以内の
親族

◆請求期限　平成30年4月2日まで
◆請求窓口　社会福祉課、日生・吉永総

合支所、三石出張所
社会福祉課（☎64-1824）

平成27年度　東備西播定住自立圏
民間イベント等支援事業が
決定しました
　この事業は、定住自立圏構想推進事業
として民間の団体や住民の皆さんが自
主・自発的に行うイベント等、圏域内外
の住民交流を促進し、賑わいの創出や相
互理解を深める活動に対して支援するも
のです。
　4月26日に開催された審査会の結果、
次の17事業が決定しました。各事業の開
催日などは定住自立圏協議会ＨＰ「と
もりんく」でご案内します。

「東備西播ともりんく」
（URLhttp://tobiseiban.mypl.net/）
◆東備西播定住自立圏域市町第６回親善

ゲートボール大会【東備西播定住自立
圏域市町ゲートボール協議会】

◆忠臣蔵交流囲碁大会及びこども囲碁教
室【忠臣蔵交流楽碁会】　

　忠臣蔵交流囲碁大会やこども囲碁教室
を開催

◆幼児から高齢者までサッカーを通じた
健康づくり、仲間づくり及び地域づく
りの推進　【エンジョイサッカー実行
委員会】

◆ほたるの夕べ【五石自治会】
　五石川沿いでほたるの観賞会を開催
〈新規〉

◆障害者スポーツ交流事業　AKBパラ
リンカップ【AKBパラリンカップ委
員会】

　障がい者、家族およびボランティアに
よる、スポーツ交流事業

◆第4回赤穂市・備前市・上郡町定住自
立圏推進交流ターゲットバードゴルフ
大会【赤穂市ターゲットバードゴルフ
協会】

　千種川河川敷においてターゲットバー
ドゴルフ大会を開催

◆第2回東備西播定住自立圏ペタンク交
流大会【赤穂市ペタンク協会】

　関西福祉大学でペタンク大会を実施
◆テニス大会【赤穂市テニス協会】
　赤穂海浜公園テニスコートでダブルス

テニス大会を実施
◆赤穂で街コン！ 47×47～義士の街で

大願成就～【赤穂街コン実行委員会】
　若年男女の出会いの場を提供し、圏域

内への定住や地域の活性化を促進
◆有年の里1日美術館とコンサート
　【有年の里花いっぱいになあれの会】
　1日美術館とコンサートを開催〈新規〉
◆第6回赤穂市・備前市・上郡町定住自

立圏推進交流中学軟式野球大会
　【赤穂軟式野球協会】
◆赤穂の地で誓う忠臣蔵ウエディング
【忠臣蔵ウエディング実行委員会】

　若者世代に結婚に関心を持ってもら
い、出生率の向上と子育て世代の増加
につなげるイベント〈新規〉

◆第1回東備西播定住自立圏春季バレー
ボール大会【赤穂市家庭バレーボール
連絡会】〈新規〉

◆AKB杯ソフトバレーボール大会
　【備前市バレーボール連盟】
◆AKBカップミニバスケットボール大

会【赤穂市バスケットボール協会】
◆上郡ダンスフェスティバル　～ K・D・

F～【特定非営利活動法人　円心】
　ダンスの披露と、地域資源をＰＲする

イベント
◆戦国武将よろいカブト交流事業2₀₁₅
【赤松地区むらづくり推進委員会】

　親子などでよろいカブトを作成し、
「白旗城まつり」や「赤穂義士祭」で
披露
東備西播定住自立圏

　形成推進協議会
　（企画課☎64-1871）

広
告

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　6月1日㈪～9日㈫
【市営住宅】土師神根・三股
【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

まち創生課（☎₆₄︲₁₈₅₁⎠
　　	日生	管理課（☎₇₂︲₁₁₀₄）
　　	吉永	管理課（☎₈₄︲₂₅₁₃）

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

６月₁₃日㈯　10:00～13:00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（桧のサイコロづくり）

◆開館時間　10:00～15:00
◆休館日　月曜、祝日の翌日、年末年始

備前市エコハウス推進地域協議会
　　（☎₆₆︲₇₇₇₄）

☎０１２０-００７-１１０

 ▲山本孫任さん（鶴海）

 ▲中井重子さん（香登西）

 ▲山本孫任さん（鶴海）

 ▲中井重子さん（香登西）

 ▲小橋秀子さん（香登本） ▲小橋秀子さん（香登本）
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