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教育委員会委員
　教育委員に更谷暢久さんが議会の同意を
得て任命されました。
　任期は６月９日から４年間です。
■教育委員会は、教育長および４人の教育
委員からなる合議制の執行機関で、教育
の政治的中立と教育行政の安定を確保す
るため、市長から独立して設置されている行政委員会です。委
員は、人格が高潔で教育、学術および文化に関し識見を有する
もののうちから、市長が議会の同意を得て任命します。委員の
中には児童生徒の保護者である者を含めることになっています。

プレミアム付商品券についての
アンケートの提出にご協力ください

　「備前市プレミアム付商品券」を購入された人につきまして、購入時にアンケート用紙
をお渡ししておりましたが、もう提出はお済でしょうか？
　このアンケート調査は、「備前市プレミアム付商品券」の利用の実態などを調査し、地
域経済に対し、どの程度の影響・効果があったのかを把握することを目的としています。
　調査票に記入された内容は、本調査目的以外には使用いたしません。個人にご迷惑が掛
かることは一切ありませんので、率直なご意見をお聞かせください。
　ご協力よろしくお願いします。
◆投函先　備前市役所１階ロビー、まちづくり部、日生総合支所、吉永総合支所、三石出
張所、三国出張所（※郵送・FＡX可）
まち営業課まち商工係（☎64-2228　FＡX64-1850）〒705-8602 備前市東片上126

備前市消防団 吉永南分団
県消防操法訓練大会　準優勝

　５月17日㈰、岡山県消防学校グラウンドで行われた第62回岡山県消防操法訓練大会
に出場した吉永方面隊吉永南分団が、県内各地区の大会を勝ち進んできた21チームが
出場した小型ポンプ操法の部で準優勝しました。

平成27年度  太陽熱＆断熱ＤＥ省エネ
住宅促進事業補助金（岡山県）

　岡山県では、家庭の省エネルギー化を進めるため、住宅に太陽
熱温水器または窓断熱設備を設置される人に、経費の一部を補助
しています。
　太陽熱温水器は、機器の機能別に定額で３万円、９万円、12万
円を補助、窓断熱改修は内窓の設置や外窓・ガラスの交換に10万
円以内で補助します。契約と着工は４月１日以降で、平成28年３
月18日㈮までに工事を終え、県に申請書が届くことが条件です。
（先着順）
※くわしい条件や申込方法などは、県のホームページで確認くだ
さい。
岡山県新エネルギー・温暖化対策室（☎086-226-7297）

　http://www.pref.okayama.jp/soshiki/28/

　　　平成27年１月～５月実績合計

　　　平成27年５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２億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 48,640,001
安全に安心して暮らせるまち 17,700,000
快適な生活が送れるまち 7,290,000
計画実現を推進するまち 2,240,000
指定なし 30,340,000

総　　　額 106,210,001
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（日生町日生 78歳）

　平成27年度の国民健康保険税および後期高齢者医療制度の保険料が決定し、
７月中旬に決定通知書および納税通知書を発送しますので、
ご確認ください。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

■納付について
　７月から翌年２月までの月末が納期限となります。公的年金からの特別徴収による納付
は、納期限が異なります。
※国民健康保険証および後期高齢者医療保険証につきましては、７月下旬に加入者各世
帯に発送します。

■国民健康保険税の課税限度額改正について
　地方税施行令の改正に伴い、平成27年度分より課税限度額が変更となります。

年度 医療分 後期高齢者支援分 介護保険分
※40歳から64歳までの人が対象

平成26年度　　 51万円 16万円 14万円
平成27年度以降 52万円 17万円 16万円

■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置について
　世帯の所得に基づいてかかる軽減の対象が拡大されました。（国民健康保険税に関して
は均等割額と平等割、後期高齢者医療保険料に関しては均等割額にかかる軽減額が変更と
なります）

軽減割合
世帯主およびその世帯の被保険者等の総所得金額等の合算額

変更前 変更後

５割軽減
【基礎控除額（33万円）＋
 24.5万円×被保険者数
（世帯主を含む）】以下の世帯

【基礎控除額（33万円）＋
 26万円×被保険者数
 （世帯主を含む）】以下の世帯

２割軽減 【基礎控除額（33万円）＋ 45万円×被保険者数】以下の世帯
【基礎控除額（33万円）＋
 47万円×被保険者数】以下の世帯

※この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。ただし、未申告者など所得が不
明な世帯は軽減が受けられませんので、所得がない人についても必ず申告してください。
　くわしくは、お問い合わせください。
保険税・保険料に関すること：税務課市民税係（☎64-1815）

　制度の内容・保険証に関すること：保健課保険医療係（☎64-1819）
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100歳おめでとうございます！ ｢ナゾ解かナイト☆ミュージアム３｣
（参加無料）

　歴史民俗資料館が、夏休み限定のナイトミュージアムになりま
す。閉館後の資料館を探検しながら、いろいろなクイズに挑戦！楽
しみながら歴史や民俗に触れあいましょう。
　いつもとは違った資料館が体験できます。
◆とき　７月19日㈰、25日㈯（両日とも）16：30～17：30
◆場所　歴史民俗資料館　　◆対象　小学生以上
◆定員　各回とも20人まで（応募多数の場合は抽選）
７月１日㈬～15日㈬までに、電話またはFAXで氏名（ふりがな）

・年齢・住所・電話番号（FAX番号）を、歴史民俗資料館（☎・FAX
64-4428）へ

埋蔵文化財管理センター
｢〇
ま る

かわらん｣ を備前焼でつくろう
　当センターのオリジナルキャラクターの中に、備前焼古窯で焼か
れていた瓦をモチーフにした仲間がいます。
　そんなかわいらしいキャラクターを皆さんも作ってみませんか？
◆とき　７月26日㈰　９：45～12：00（受付９：15～）
◆場所　埋蔵文化財管理センター
◆定員　20人（小学４年生以下は保護者同伴、先着順）
◆費用　800円
７月20日㈪までに、電話またはＦＡＸで住所、

　氏名、年齢、連絡先を記入し下記へ

カキの種付け
　５月18日㈪、日生町漁業協同組合カキ
作業場で、日生中学校１年生の生徒（75
人）が地域の基幹産業を体験する「カキ
の種付け」を行いました。
　生徒らは、日生町漁業協同組合や地域
の皆さんの指導を受けながら、約800本
のロープを完成させました。カキは来年
２月ごろに水揚げする予定です。

幼年消防クラブ結団式
　日生幼稚園では、園児77人で結成する日生幼年消防クラブの結団式が、５
月22日㈮行われました。
　結団式では、園児らが「ぼくたち、わたしたちは絶対に火遊びをしません。
火の用心。」と誓いのことばを言って、地域の消防団への仲間入りをしました。

日米友好表敬訪問
　５月25日㈪、祖父の遺志を引き継
ぎ、「日米親善友情の新青い目の人形」
約250体を日本各地の幼稚園や小学校
に寄贈している、ギューリック３世夫
妻と岡山日米文化協会の関係者が、備
前市役所を訪問しました。

ｸﾛｰズｱｯプ

子ども備前焼作品展制作ワークショップ
　「岡山県子ども備前焼作品展」の開催に向け制作ワークショップを開催します。
◆とき　８月２日㈰ ９：30～12：00（受付９：00～）
◆場所　埋蔵文化財管理センター
◆対象　県内在住の高校生以下の子ども
　　　　（小学生以下は保護者同伴）
※同作品展に出品できる子ども
※学校などで同作品展出品作品を
　制作しない子ども
◆定員　20人（先着順）　　
◆費用　150円
７月20日㈪までに下記へ

※くわしくはお問い合わせください。

埋蔵文化財管理センター（☎92-4300、FAX92-4301）

　松
まつ
井
い
仁
ひと
志
し
さん（日生町）が、５月20日、

満100歳を迎えられました。
　松井さんは大多府で生まれ、26歳の
時に結婚しました。昭和35年に会社を
設立し、現在も活躍されています。ま
た、日生町議会議員を８期連続で当選
し、議長も務められました。
　今でも、旅行に行かれ、様々なこと
に積極的に行動されるそうです。
　健康にも気を付けており、長寿の秘
訣は、「好き嫌いなく食べること」だ
そうです。

　瀧
たき
川
かわ
㓛
あつ
香
こ
さん（吉永町）が、６月17

日、満100歳を迎えられました。
　瀧川さんは大阪市で生まれ、昭和３
年に父の仕事の都合で岡山に来まし
た。21歳で結婚し、後に、親の後を継
いで社長も務められました。コーラス
やお茶、墨絵、社交ダンスなど興味を
持ってされ、80歳ぐらいまで水泳も楽
しんでされたそうです。娘が３人おら
れ、年に数回、家族で旅行に行かれる
そうです。
　長寿の秘訣は、「よく食べて、よく
寝ること」だそうです。
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サツマイモの苗植え

　６月２日㈫、片上認定こども園の４、５歳児の園児45人がサツマイモの苗植え
を体験しました。
　園児らは、地域ボランティアの人たち
に協力してもらいながら、１人２本の苗
を植えていきました。この日植えたサツ
マイモは10月ごろに収穫する予定です。
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◆チケット購入方法

　一般チケット
　赤穂市文化会館またはプレイガイド
　・料　　　金　１枚 1,000円（税込）
　・発売開始日　８月５日㈬　午前９時より一斉発売
　定住自立圏チケット
　【10月24日㈯ 60席、10月27日㈫ 140席限定】
　備前市、上郡町在住の人のみ購入ができます。購入は、往復ハガキでの
申し込み（赤穂城跡特設会場は一人２枚まで、文化会館会場は一人４枚ま
で）。複数枚の応募がある場合は無効となります。
　・料　　金　１枚 1,000円（税込）
　・申込締切　７月15日㈬ 消印有効　※申し込み多数の場合は抽選
　※備前市役所発着の送迎バスを運行します。（往復 200円）
　親子ペアチケット
　【10月23日㈮、10月27日㈫　各日40組　２階席】
　小学生または中学生と、保護者（高校生以上）の２人１組で購入できます。
購入は、往復ハガキでの申し込み（１枚につき１組のペアのみ）。
・料　　金　２枚１組 1,000円（税込）
・申込締切　７月15日㈬ 消印有効　※申し込み多数の場合は抽選

◆申し込み往復ハガキ記入方法

【主催】赤穂国際音楽祭実行委員会
赤穂市企画広報課（☎0791-43-6867）、赤穂市文化会館（☎0791-43-5111）

東備西播定住自立圏構想推進事業　　　　東備西播定住自立圏構想推進事業東備西播定住自立圏構想推進事業　　　　
赤 穂

第37回 サマーフェスティバル

◆ところ　吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター・グラウンド

・ブース出店（ゲーム、飲食物）
・花火大会　20：10～20：30

◆日時
※雨天の場合は、翌日開催

８月１日㈯　18：00～20：30

吉永町サマーフェスティバル実行委員会（☎84-2211）

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター・グラウンド吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター・グラウンド

　　　　　　　　　　※全席指定

　10月23日㈮ 開演 18：30　赤穂市文化会館
　10月24日㈯ 開演 17：00　赤穂城跡特設会場（野外）
　10月25日㈰ 開演 15：00　赤穂城跡特設会場（野外）
　10月27日㈫ 開演 18：30　赤穂市文化会館

〝室内楽の祭典〟
　世界最高峰のオーケストラ、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第一
コンサートマスター・樫本大進氏が音楽監督を務める国際音楽祭「Le Pont
（ル・ポン）」。世界の実力派アーティストたちが集い、奏でる「この日にし
か聴けない」プログラムの数々を、この機会にぜひお楽しみください。

とき・ところ

往信

[表面] 〒678-0232 赤穂市中広864　　　　　　 赤穂市文化会館「赤穂国際音楽祭 係」宛

[裏面]

応募者の郵便番号・住所・氏名（親子ペアの場合は２人の氏
名と年齢）・電話番号・チケット申し込み枚数
※公演日／種類を記入「○月○日／定住・親子の別」（記載が
ない場合は無効となります。）

返信
[表面] 応募者の郵便番号・住所・氏名

[裏面]（記入しないでください）

情報公開制度とは
　市では、備前市情報公開条例に基づき、皆さんからの開示請求に応じて、市の保
有する行政文書を開示するほか、広報紙の発行や財政状況の公表など、情報の提供、
その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民の皆さんの参加による公正で開
かれた市政を進めるため、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めています。
■行政情報の公開

■行政文書開示制度の運用状況（平成26年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

個人情報保護制度とは
　備前市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な
事項を定めているほか、市が保有する行政文書に記録されている自分に関する情報
（自己情報）の開示を請求することができます。
■自己情報開示制度の運用状況　（平成26年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

総務課行政係（☎64-1807）

閲覧縦覧等写し等
の交付

法令等に基づき、市民の請求により閲覧、縦覧または写しの交付をする
もの
（例）住民基本台帳の閲覧、道路台帳の閲覧、土地・家屋価格等縦覧帳

簿の縦覧、住民票の写しの交付、納税証明書の交付

情報公開・情報提供

法令等に基づき公表するもの
（例）財政状況の公表、監査結果の公表

積極的又は任意に提供するもの
（例）行政資料の刊行・配付、広報紙の発行、入札（公共工事）に係る

設計書

行政文書開示請求 市民の請求により、市の保有する行政文書を開示するもの

実施機関 請求件数 決 定 状 況 不服申立開　示 部分開示 不 開 示 却　下 取下げ
市 　 　 長 13 9 4 0 0 0 0
教 育 委 員 会 1 1 0 0 0 0 0
選挙管理委員会 1 1 0 0 0 0 0
監 査 委 員 2 2 0 0 0 0 0
農 業 委 員 会 2 0 2 0 0 0 0
水道事業管理者 2 2 0 0 0 0 0

計 21 15 6 0 0 0 0

請求件数 決 定 状 況 不服申立 審査会の
運用状況開　示 部分開示 不開示 取下げ

19 19 0 0 0 0 0

　（平成26年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

成人式実行委員募集!!
　二十歳を迎えられる皆さんの企画で、思い出に残る成人
式にしてみませんか？
　多数の応募をお待ちしています。　　
◆応募資格　
　平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれで、備前市
内に住民票がある人、または備前市出身の人（成人式対象者）
◆募集人数　20人程度

７月24日㈮までに、住所・氏名・郵便番号・電話番号
を記入の上、生涯学習課（☎64‒1841）へ郵送・Ｅメー
ルまたは電話で申し込んでください。
　〒705-0021 西片上７ bzsyougai@city.bizen.lg.jp

平成28年備前市成人式
（予定）　　

◆と　き　平成28年１月10日㈰ 10：00～
◆ところ　市民センター
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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越しください。
７月８日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「ほんとはコワーイ熱中症！でも大丈
夫。だって防げるんです」
外科病棟 真黒看護師長
無料
備前病院（☎64-3385）

がん相談室
　岡山済生会総合病院の専門スタッフが
「がん」についてさまざまな相談に応じ
ます。かかりつけ医師を問いません。事
前の予約は必要ありません。
７月15日㈬　14：00～15：30
備前病院
無料
備前病院（地域連携室☎64-3385）

糖尿病教室
　「糖尿病と高血圧」の話や、糖尿病食
体験（500円）などの教室を開催します。
　どなたでも参加できます。
７月17日㈮　12：30～14：30
日生病院
別途必要です。お問い合わせください。
７月10日㈮までに

　日生病院（栄養士 ☎72-1111）へ

国民健康保険　カラダづくり教室
　疲れ、筋力低下、肥満、膝や腰の痛み
などの症状がある人は、楽しみながら体
を動かし、筋力アップしましょう。
各回 10：00～11：30

〔６回コース〕
　①７月30日㈭、②８月27日㈭
　③９月24日㈭、④10月22日㈭
　⑤11月26日㈭、⑥平成28年３月10日㈭
総合保健施設（吉永）
主に50歳～70歳未満の市民（原則６回
参加できる人）で、先着20人
古川美保スポーツプログラマー
７月17日㈮までに総合保健施設（☎

84-9113）へ

「家族介護支援クーポン券」
の交付申請について
　在宅高齢者の介護者に、介護用品と引
換えができるクーポン券を交付する制度
です。
要介護「３」「４」「５」の認定を受け
た在宅高齢者の介護者で、在宅高齢者
および介護者ともに市民税非課税世帯
に属する人
７月１日㈬～14日㈫に担当ケアマ

ネージャーまたは地域包括支援セン
ター（☎64-1844）まで

「介護者の会」のご案内
　備前さつき苑の理学療法士が、「脳の
はたらきとリハビリ」について話をしま
す。
　どうぞお気軽にご参加ください。
７月16日㈭　10：00～11：30
伊部公民館１階会議室
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）

「子育て応援隊」募集
　子どもの接し方・栄養・健康など育児
に知恵のある人を募集します。
　特にバルーンアート・手品・踊り・折
り紙・伝承遊びなどの趣味や特技のある
人大募集！
　子育て団体や関係施設からの依頼に応
じて、皆さんの趣味や特技を生かした活
動を行いませんか？

子育て支援課（☎64-1853）
　日生・吉永総合支所、中央公民館、日
生・吉永地域公民館に置いている登録
申請書に記入し提出（郵送可）。

『海の月間』
Ｂ＆Ｇ海洋スポーツ普及大会
　カヌー・ヨットなど各種舟艇の紹介・
試乗会などを行います。午後からは、カ
ヌーなどの記録会やゲームもあります。
７月18日㈯　９：30～14：00

　　　　　　　（受付９：00～）　
　　　　　　　※小雨決行
吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫（南方大
池）
水に濡れてもいい服装・くつ・帽子・
タオル・着替え・飲み物など。

※昼食は軽食を準備します。
【同時開催】
～「つながりの備前10th」
　　合併協賛奨励事業～
　「SEI∞アート.P」–備前遊覧–備前ホ
タルを作ろう！（参加無料　９：30～）
　備前焼アート・工作ワークショップを
同時・同場所で開催します。
　汚れても構わない服装でお越しくださ
い。親子で参加可能です。
文化スポーツ課 （☎63-3813） 

戦没者追悼式
　備前市戦没者追悼式を無宗教献花方式
で挙行します。
　追悼式は、戦没者遺族関係者のほか、
一般の人も参列できます。当日は送迎バ
ス・船を運航します。くわしくは、お問
い合わせください。
７月10日㈮　９：30～
市民センター
社会福祉課（☎64-1824）

吉永美術館　夏の所蔵品展
（入館無料）

【武元登々庵・君立作品展】
　郷土出身の書道の大家「武元登々庵・
君立」の作品を展示します。
７月11日㈯～８月23日㈰

　10：00～16：00
月曜日・祝日の翌日
吉永地域公民館（☎84-3839）

『サンセットガーデンパーティ
  in ヒナセクルーズ』
８月９日㈰　14：00～18：00
ヒナセクルーズ　（日生641-8）

25歳～45歳くらいまでの独身男
女
※（男性）備前市に在住または移住意思
のある人／（女性）地域制限なし
男性3,000円　女性2,000円
男女各18人（※応募多数の場合は抽選）
７月24日㈮までに、㈲チアーズのホーム
ページ（http://cheer-s.com/150809）
の専用フォームから申し込んでくださ
い。
㈲チアーズ（☎086・484・0020）

　市民協働課縁結び係（☎64-1823）

底引き漁体験
　日生沖の海で底引き漁体験をしてみま
せんか。
７月26日㈰　8：00～（受付７：50）
日生諸島沖（日生町漁協前港公園集合）
１人 1,000円（小学生以下は500円）
市内在住、在勤、在学の人
30人（中学生以下は必ず保護者同伴）
７月19日㈰　17：00までに、

　日生地域公民館
　（☎72-1006・ＦＡＸ72-1098）へ
※定員を超える場合は抽選となります。

いんべ会館　受講生募集
（☎64-0890）

子ども将棋教室（全５回）
　将棋を楽しく学んで、考える力を身に
付けよう
７月25日、８月１日・８日・22日・29
日（夏休み期間の土曜日10：00～12：00）
いんべ会館
市高齢者将棋同好会有志

無料

人 権 講 座
第１回「ホロコースト記念館などの見学」
　アンネ・フランクに関する展示品など
から当時の記録に触れ、人権について学
ぶ
７月16日㈭　９：00～17：00

ホロコースト記念館・福山市人権
平和資料館　　
７月１日㈬～

300円（保険代ほか）
22人（先着順）

※昼食は各自でご用意ください。

吉永地域公民館講座受講生募集！
　親子で楽しくクッキング♪
８月９日㈰　９：30～
子育て交流センター調理実習室
20人（先着順）
１人 500円
吉永地域公民館（☎84-3839）へ

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲山本達見さん（伊里中）
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ウィズびぜん〝虹の広場〟
　牛乳パックで作る小物入れ
８月７日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん　 無料
10人程度
・牛乳パック（１ℓ）…５個

　・布（20㎝×60㎝、20㎝×20㎝、
　　35㎝×15㎝）各１枚
　・はさみ　・定規（15㎝以上）
　・筆記用具

ウィズびぜん登録団体：東備子ども
ＮＰＯセンター、かばくんくらぶ
７月31日㈮までに市民協働課（☎

64-1823）へ

自衛官募集
　防衛省では、平成27年度各種自衛官等
を募集します。入隊および入校は、平成
28年３月下旬から４月上旬の予定です。
【自衛官候補生】
18歳以上27歳未満

　（男子）随時受付
　（女子）８月１日㈯～９月８日㈫

　（男子）９月15日㈫～９月28日㈪
　（女子）９月25日㈮～28日㈪
の間の指定する１日
【一般曹候補生】
18歳以上27歳未満

８月１日㈯～９月８日㈫

　（１次）９月18日㈮、19日㈯
　　　　 のうち指定する１日
　（２次）10月10日㈯～13日㈫
　　　　 の間の指定する１日
【航空学生】
21歳未満高校卒（見込み含む）

８月１日㈯～９月８日㈫

　（１次）９月23日㈬
　（２次）10月17日㈯～22日㈭
　（３次）11月14日㈯～12月17日㈭
【防衛大学校学生】
〔推薦〕21歳未満高校卒（見込み含む）
　学校長推薦の者
　 〔総合選抜・一般（前期）〕
　　21歳未満高校卒（見込み含む）

　〔推薦〕９月５日㈯～９月９日㈬

　〔総合選抜〕９月５日㈯～９月９日㈬
　〔一般（前期）〕９月５日㈯～９月30日㈬

　〔推薦〕９月26日㈯、27日㈰
　〔総合選抜〕
　 （１次）９月26日㈯
　 （２次）10月31日㈯、11月１日㈰
　〔一般（前期）〕
　 （１次）11月７日㈯、８日㈰
　 （２次）12月８日㈫～12日㈯
【防衛医科大医学科学生】
21歳未満高校卒（見込み含む）

９月５日㈯～９月30日㈬

　（１次）10月31日㈯、11月１日㈰
　（２次）12月16日㈬～18日㈮
【防衛医科大看護学科学生（自衛官候補
看護学生）】
21歳未満高校卒（見込み含む）

９月５日㈯～９月30日㈬

　（１次）10月17日㈯
　（２次）11月28日㈯、29日㈰
※くわしくは、お問い合わせください。
自衛隊岡山募集案内所

　（☎086・224・2824）

美しい瀬戸内海を守ろう！
リフレッシュ瀬戸内
海岸クリーン作戦
　海岸清掃を行いますので、ご協力くだ
さい。ごみ袋は準備いたします。
７月５日㈰　８：00～

※少雨決行
五味の市周辺、頭島
まち整備課（☎64-1833） 

　 管理課（☎72-1104）

夏期の節電への取組み
　今夏の電力需給見通しが国から公表さ
れ、中国電力管内では、「数値目標を伴
わない節電」の要請がされていますが、
昨年度同様、厳しい需給の見通しとなっ
ています。
　市民生活や健康、経済活動などに無理
のない範囲で節電をお願いします。

　７月１日～９月30日（８月13日～15日
を除く）の平日、９：00～20：00
環境課（☎64-1822）

マダニに注意！
　　　　　　～野山などに入る人へ～

　マダニは県内に広く分布しており、春
からはマダニが活発になります。マダニ
は人や動物に付着して長時間かけて吸血
しますが、ほとんど痛みやかゆみを感じ
ません。ウイルスなどを保有するマダニ
に咬まれると重症熱性血小板減少症候群
（SFTS）を発病することがあり、重症
の場合には死に至ることもあります。

　　〈草むらや森林などに
　　　　　　入るときの心がけ〉
・長袖、長ズボン、手袋を着用し肌
の露出を避ける。
・防虫スプレーを服の上や肌の露出
部分に噴霧する
・地面に直接腰を下ろすのは控える
・帰宅したらすぐに入浴し、体や頭
をよく洗い新しい服に着替える

〈マダニに咬まれたら〉
　吸着しているマダニは無理に取ろうと
せず、できるだけ皮膚科で取ってもらい
ましょう。また咬まれてから６日～14日
後に発熱や食欲低下、嘔吐などの症状に
気付いた時は、早めに受診し、ダニに咬
まれたことを伝えてください。

フタトゲチマダニ
（成虫3.5㎜）
岡山県環境保健
センター提供

保健課（☎64-1820）

備前まつり（花火大会）
中止のお知らせ
　例年開催しておりました備前まつりの
花火大会は、諸般の事情により各イベン
トを含め中止することとなりました。
　なお、今後につきましては、あらため
て実行委員会を編成し、協議することと
しています。〔備前まつり実行委員会〕
まち営業課まち商工係（☎64-2228）

全国海難防止強調運動
　夏場に多発している船舶海難を防止す
るため、マリンレジャーシーズンを迎え
る、毎年７月16日から31日までの16日間
を「全国海難防止強調運動」期間として、
「海難ゼロへの願い」をスローガンに官
民の関係者が一体となった海難防止強調
運動玉野地区推進連絡会議が海難防止活
動を推進します。

もしもの時自分の命を自分で守るために
３つの基本
①ライフジャケット常時着用（海上に浮
くこと！）
②連絡手段の確保（携帯電話などを持つ
こと！）
③海の緊急電話118番（救助要請をする
こと！）
玉野海上保安部 交通課

　（☎0863・32・3589）

不法電波から暮らしを守れ！
　電波は警察、消防・救急、放送、携帯
電話など、私たちの生活の安心・安全の
ために使われています。
　不法電波は、こんな大切な通信を妨害
して、私たちの生活を脅かします。
　電波を利用するためには、原則、無線
局の免許と技術基準に適合した無線機器
を使用することが必要です。
　不法無線局を開設した場合は、１年以
下の懲役、または100万円以下の罰金の
対象となります。
　不法電波で重要な無線通信を妨害した
場合は、５年以下の懲役、または250万
円以下の罰金の対象となり、より重たい
罪となります。
中国総合通信局

　●不法無線局等（☎082・222・3332）
　●受信障害……（☎082・222・3383）
　●その他行政相談（☎082・222・3314）

今月のイベント

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　７月１日㈬～９日㈭
【市営住宅】福田・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）

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

７月11日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（竹で器と箸づくり）
　昼食は、作った器と箸を使ってそう
めん流しをします。

◆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）

サマージャンボ

 ▲山形恵美子さん（坂根）

 ▲長畑美江子さん（畠田）

8888888
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