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 　　行政の効率化 　　

（手続きが正確で早く
なる）行政機関や地方
公共団体などで、情報
照合などの作業が効率
化され、手続きがス
ムーズになります。

『マイナンバー』　
社会保障・税番号制度が始まります

　マイナンバー制度とは、国民一人ひとりにマイナンバーを付番し、行政の効
率化や国民の利便性向上を図るための制度です。マイナンバーの通知は、10月
から順次住民票の住所に送られます。

 ◎マイナンバー（個人番号）とは 

　国民一人ひとりが持つ、12桁の番号のことです。原則として一度指定された
マイナンバーは生涯変わらず、平成28年１月から社会保障・税・災害対策の行
政手続きで使用が始まります。

全国共通ナビダイヤル（有料）（☎0570‒20‒0178）
　平日９：30～17：30（年末年始を除く）
　企画課（☎64-1871）平日８：30～17：15（年末年始を除く）
▶『マイナンバー制度に関するホームページ』（内閣官房）
　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 市民の利便性の向上 

（手続きが簡単に） 
各種申請時に必要な
住民票などの書類添
付を省略できるよう
になります。

 公平・公正な社会の実現 

（給付金等の不正受給の
防止） 所得や行政サービ
スの受給状況を把握しや
すくなり、不正受給を防
止できます。

 導入による３つのメリット 

100歳おめでとうございます！
　

にしはら
房
ふさ
代
よ
さん（伊部）が、７月10日、満100歳を迎

えられました。
　 さんは和気町で生まれ、19歳で結婚した際に
伊部に来られました。34歳で夫を亡くされた後は、
働きながら３男２女を育て上げられました。若い頃
には大変苦労したそうですが、現在では、趣味も広
く、良く学び良く遊びをモットーに生活を楽しまれ
ているそうです。
　長寿の秘訣は、「くよくよせずに何でも良く食べ、
よく遊ぶこと」だそうです。
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図書カードを配布します!
　次代を担う子どもたちの豊かな成長を支援することを目的としたふるさと納税者の
思いにお応えするため、図書カードを配布します。
★支給の対象と思われる人には、各担当および所属する園や学校から通知いたします。
　年齢や所属によって通知の時期や受け取り方法が異なりますのでご注意ください。

◎学校園を除く窓口での引換は、土・日・祝日を除く月～金曜日の８：30～17：15までです。

　　平成27年１月～６月収入累計額

　　平成27年６月収入額

　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）

メンローパーク市（アメリカ）との
文化交流協定書調印式
　７月21日㈫、アメリカ合衆国カリフォ
ルニア州メンローパーク市のカールトン
市長が文化交流協定書調印のため備前市
役所を訪れました。𠮷村市長とカールト
ン市長が協定書に署名を行い、正式に文
化交流を始めることになりました。
　これにより、８月４日㈫~10日㈪ま
で、本市からの訪問団員８人と引率者４
人がメンローパーク市を訪問します。

旧閑谷学校に日本遺産認定証交付
　６月29日㈪、東京国立博物館平成館で
日本遺産フォーラムが開催され、「日本
遺産」の認定証交付式が行われました。
　式には、旧閑谷学校などを含む備前市
や水戸市（旧弘道館）、足利市（足利学
校跡）、日田市（咸

か ん ぎ

宜園跡）の４市の文
化財で構成する「近世日本の教育遺産群
　－学ぶ心・礼節の本源－」など、日本
遺産認定第１号に選ばれた18件の自治体
関係者や一般参加者など計466人が出席
しました。

おかげさまで平成27年分のご寄附が３億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 60,580,011
安全に安心して暮らせるまち 13,960,000
快適な生活が送れるまち 9,230,000
計画実現を推進するまち 2,990,000
指定なし 36,200,000

総　　　額 122,960,011

備前市子育て世帯支援プレミアム付商品券・
高齢者生活応援券 について
◎備前市子育て世帯支援プレミアム付商品券
◆対象者　備前市民で、平成27年７月１日現在の住民基本台帳において、平成12年４

月２日以降に生まれた児童が含まれる世帯
◆販売額　１冊 500円券24枚綴（12,000円分）の商品券を販売

・対象となる児童が１人の世帯は………１冊9,000円
・対象となる児童が２人の世帯は………１冊8,000円
・対象となる児童が３人以上いる世帯は１冊7,000円
※【限度額】１世帯につき５冊まで

◆使用期間　平成27年12月31日まで
◆販売の時期と方法　８月中に対象世帯宛てに案内を郵送します。

まち営業課（☎64-2228）

◎高齢者生活応援券
◆対象者　平成27年４月１日から引き続き７月１日まで備前市の住民基本台帳に記載

されている昭和16年４月１日以前に生まれた人
◆生活応援券の額面　１人につき１冊 500円券６枚綴（3,000円分）を交付
◆使用期間　平成27年12月31日まで
◆交付の時期と方法　８月中に対象者宛てに案内を郵送します。

 介護福祉課（☎64-1827）

◆基準日　平成27年７月１日
◆対象者　基準日現在で、以下の①～⑧のいずれかに該当する人
◆額　面　3,000円

交付対象者 交付方法 引換窓口 交付期間 問い合わせ先

①妊　　婦
訪問交付 妊婦宅

８月３日～９月30日 保健課（☎64-1820）
窓口交付 健康係窓口・総合支所

②未就園児
窓口交付 福祉事務所・総合支所・出張所 ８月３日～９月30日 子育て支援課（☎64-1853）

③市外の幼稚園等に在籍する園児

④市内の保育園、幼稚園、認定こども園に在籍
する園児

学校園交付
※個別懇談等の機会に本人、
　保護者に直接交付

各学校園で交付 ―
子育て支援課（☎64-1853）

⑤市立小学校、中学校に在籍する児童・生徒 教育総務課（☎64-1802）

⑥市立以外の小学校または中学校等に在籍する
児童または生徒 窓口交付

※本人、保護者に直接交付
教育総務課 ７月21日～９月30日 教育総務課（☎64-1802）

⑦高校生相当年齢（平成９年４月２日～
　平成12年４月１日に生まれた者） 生涯学習課・総合支所・出張所 ８月３日～９月30日 生涯学習課（☎64-1841）

⑧市立片上高等学校に在籍している生徒
学校交付
※個別懇談等の機会に保護者に
　直接交付

学校で交付 ― 教育総務課（☎64-1802）

※いずれの券も、市内の商品券取扱店で使用できます。
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９月５日㈯ 開場 13：30　
　　　　　 開演 14：00
市民センター
高校生以上

と　き

ところ
対　象

 チケット　（全席自由）

●前売券　500円
●当日券　600円
※当日券は残席のある場合のみ販売

 チケット取扱場所

　市民センター、日生・吉永地域公民館、備前地域内各地区公民館
※くわしくは市民センターまでお問い合わせください。
市民センター（☎64-1133）

備前市文化事業鑑賞会　
　　　　

　ノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんに、人生を心豊かに生きる心
の持ち方などを講演していただきます。話を聴いて、どのような事に気づけ
るのか、楽しみですね。

備前市文化事業鑑賞会　
　　　　

第２回　備前市文学賞　作品募集
～市民の文芸創作活動を奨励し、豊かな市民文化の振興を図るため、作品を募
集します！～
◆応募資格　市内に在住、または通学・通勤している人
◆募集部門　一般の部（高校生以上）、中学生の部、小学生の部
◆応募期間　８月３日㈪～９月30日㈬　≪当日消印有効≫
◆応募規定
　　　　　部門作品　　　　　 一般の部 小・中学生の部
随筆 １編（原稿用紙５枚以内）
現代詩（詩） ２編以内
短歌 ３首１組 ３首以内
俳句 ３句１組 ３句以内
川柳 ３句１組 ３句以内

・各部門とも、未発表の創作作品であること。（平成26年10月以降の同人誌な
どグループ作品集掲載作品は可とする。）
・応募作品は、市の出版物などに無償で掲載するものとし、応募原稿は返却し
ないものとする。
◆応募方法　応募作品とともに、所定の応募用紙に必要事項を記入し、文化ス

ポーツ課、中央公民館、日生・吉永地域公民館の窓口に提出して
ください。

　※募集要項と応募用紙は、文化スポーツ課、各公民館に置いています。
◆賞　各部門で入選１名、佳作若干名
　※入賞者には賞状と記念品を贈呈。
　　入賞作品は、作品集「備前市の文学」に掲載します。
　※表彰は、入賞者に別途ご案内します。
　くわしくは、募集要項をご覧ください。（ホームページにも掲載）
備前市文学賞実行委員会事務局

　〔文化スポーツ課内〕（☎64‒1837 〒705‒8602 備前市東片上126番地）

自衛官募集相談員委嘱式
　平成27年６月12日㈮に「備前市自衛
官募集相談員」の委嘱式が行われました。
　自衛官募集相談員とは、志願者へ自
衛官の職務内容や労働条件、賃金など
の情報提供を行ったり、志願者を自衛
隊岡山地方協力本部へ紹介するなど、
地域と自衛隊の架け橋として自衛官な
どの募集事務に協力いただく人です。
　任期は２年で市内に９人の相談員の
人がいます。 危機管理課消防防災係（☎64-1809）

第10回全日本小学生中学生
アーチェリー選手権大会で
中村未桜さん(日生中学校３年)
が準優勝!!
　「第10回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会」が、６月27日㈯、28
日㈰に日生総合運動公園スポーツ広場で開催されました。大会には、小中学生
83人が出場し、中学生の部は60ｍ、小学生の部は30ｍで競われました。
　今大会には、日生中学校の生徒４人が出場し、（中学生の部・女子）で、中村
未桜さんが準優勝に輝きました。
　おめでとうございます。これからの活躍が期待されます。
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定住自立圏事業
東備西播  縁結びバスツアー

　関西圏の女性30人と一緒に、東備西播（備前市・赤穂市・上郡町）
の縁結びスポットを巡るバスツアーです。
◆と　　き　9月13日㈰　９：00～18：30
◆参加資格　備前市在住の男性10人（赤穂市・上郡町各10人）
　　　　　　※応募多数の場合は抽選となります。
◆参 加 費　4,000円
８月20日㈭までに、ラジオ関西のホームページをご確認のうえ、

　お申し込みください。

議会報告会の開催
　議会の活動状況などについて報告するとともに、市民の皆さんから市政や
議会についてご意見をお聴きするため、次の日程により議会報告会を開催し
ます。くわしくは、議会だより（第33号）の16ページをご覧ください。皆さ
んのご参加をお待ちしています。

※開催時間は、いずれも19：00～20：30です。　　 議会事務局（☎64-1803)市民協働課縁結び係（☎64-1823　〒705-8602 東片上126）

開 催 日 会　　場
８月18日㈫ 日生防災センター
８月20日㈭ リフレセンターびぜん
８月21日㈮ 吉永地域公民館
８月22日㈯ 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いでください。
8月12日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「検査画像のいろいろ」
放射線科　木下主任技師
無料
備前病院（☎64-3385）

介護者の会
　マスカット薬局の薬剤師が「認知症の
お薬と管理のコツ」について話をします。
　どうぞお気軽にご参加ください。
８月19日㈬　10：00～11：30
日生総合支所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）

ももっこカードがさらにおトクに！
　多子世帯向けの特典・サービスが加わ
り、さらに中国５県の協賛店でも使える
ようになりました。（全ての協賛店が対
象ではありません。）
　従来のももっこカードをお持ちのご家
庭は、新しいももっこカードに切り替え
ることができます。（今お持ちのカード
もそのままご利用いただけます。）

妊娠中の人、小学校６年生までの児童
を持つご家庭（岡山県在住）
お手持ちのももっこカード、健康保険
証・母子手帳などお子さんの年齢が確
認できるもの

　子育て支援課（☎64-1853）
　 管理課（☎72-1101）
　 管理課（☎84-2511）

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の現況届の提出
　現在、児童扶養手当、特別児童扶養手
当の受給資格のある人は現況届、所得状
況届が必要です。８月上旬に書類を送付
しますので、子育て支援課へ提出してく
ださい。
【児童扶養手当】

８月３日㈪～21日㈮
　父または母と生計を同じくしていない
子ども（平成28年３月31日までに満18歳
以下の子、または心身に障がいのある20
歳未満の子）を養育している人に支給さ
れます。
【特別児童扶養手当】

８月11日㈫～28日㈮
　20歳未満で精神・知的または身体に障
がいのある児童を家庭で監護している父
母などに支給されます。
※児童扶養手当の現況届の提出は必ず受
給者本人が行ってください。代理人や
郵送による提出は認められません。
子育て支援課（☎64-1853）

ファミリー・サポート・
センター事業
　「子育て♥たすけたい」登録した会員
同士で組織し、助け合う、相互援助活動
です。

・保育施設までの送迎、開始前や終了後
の子どもの預かり
・子どもが軽い病気の時・冠婚葬祭・保
護者が病気の時などの預かり
※くわしくはお問い合わせください。
東備子どもＮＰＯセンター事務局

　（☎64-0582・090･7375･4174）

テニススクール　参加者募集
　テニスを楽しみたいと思っている初
心者から経験者まで、 プロコーチによる
レッスンを受けられるチャンスです。さ
あ、 みんなでさわやかな汗を流しましょ
う！
８月22日㈯　９：00～14：00

　※雨天中止
日生運動公園（テニスコート）
小学生以上（先着50人）
小・中学生500円、高校生以上1000円
（当日ご用意ください）
所定の申込用紙（市ホームページよ

りダウンロード可）に必要事項を記入
し、８月14日㈮までに文化スポーツ課
（☎63-3813　FAX64-2112）、また
は総合運動公園・日生運動公園・吉永
Ｂ&Ｇ海洋センター体育館（休館日を
除く）へ

第51回企画展
「備前焼ブランド：壺と擂鉢の
　魅力と歴史」
　江戸初期常滑・瀬戸・唐津焼にその需
要を奪われ生産中止となった壺と、品種
としては生き残った擂鉢の歴史的運命を
解説します。
　壺の代替品種細工物も参考出品し、現
代の名工たちが創る新古の備前の味わい
を楽しみます。
７月29日㈬～９月30日㈬
加子浦歴史文化館

９：00～16：30
火曜日と祝日の翌日
大人200円、小人100円、65歳以上100円
加子浦歴史文化館（☎72-9026）

八塔寺　星まつり
　ここに、子どもたちに残したい星空が
あります。
　この夏は、なんといっても大きく〝輪〟
の開いた土星の姿が見ものです。
８月８日㈯
八塔寺ふるさと村望ヶ丘キャンプ場

　　　　　　　　　　（吉永町加賀美）
・屋台村　14：00～
・「手作り天体望遠鏡」工作教室（有料）
　　　　　　　　　　　　　　16：00～
・星空コンサート（無料）　　　17：00～
・「星景写真」撮影講座（無料）18：30～
・夏の星空観望会（無料）
　　　　　　　20：00～
レストラン&

　キャンプ場「望ヶ丘」
　（☎85-0312）
　後援：備前市

特集展「こんなものみいつけた
〝不老山東口窯跡〟part ２」

（入館無料）

　室町時代中頃の備前焼古窯「不老山東
口窯跡」の出土資料は、壷・甕・すり鉢
が大部分です。今回は、雀口や小皿など
希少な陶片を用いて、窯を紹介します。
８月19日㈬～10月12日㈪

　９：00～16：30
埋蔵文化財管理センター
火曜日、祝日の翌日
埋蔵文化財管理センター

　（☎92-4300）

人権啓発ラジオ番組
「夕焼けの向こう」放送中！
　小学生２人を中心にした会話形式で、
人権に関わる素朴な疑問をテーマとして
取り上げ、ストーリーを展開する人権啓
発ラジオ番組です。

毎週土曜日　17：55～18：00
山陽放送ラジオ

市民協働課（☎64-1823）

人権啓発映画テレビ放送
【ヒーロー】
８月10日㈪　14：45～15：25
テレビせとうち（TSC）
【ボクとガク】
８月14日㈮　10：25～11：10
西日本放送（RNC）
【探梅】
８月22日㈯　10：55～11：40
瀬戸内海放送（KSB）
【秋桜の咲く日】
８月26日㈬　10：20～10：55
山陽放送（RSK）
市民協働課（☎64-1823）

身体障害者巡回更生相談
８月28日㈮

（受付）10：30～11：30
（審査）11：00開始
備前保健センター

肢体
岡山労災病院医師（整形）
補装具・更生医療など

障害者手帳・印鑑・保険証・使用中の
補装具
８月21日㈮までに社会福祉課障が

い者福祉係（☎64-1824　ＦＡＸ64-
1847）へ
※相談内容についてもお知らせください。

 ▲片山笑子さん（日生町寒河）

 ▲河上洋子さん（日生町寒河）



2015.8

広
告

7

男女共同参画講座
「私のためのひとり時間～世界に
一つの香水を作りませんか～」
　　　　　　　　　参加者募集！
　アロマの不思議な力で自分の心を描い
てみましょう
８月28日㈮　19：00～20：30
市民センター　４階講習室
佐伯導代さん（アロマセラピスト）
500円
筆記用具、お持ちの人は色鉛筆などの
色彩用具
20人（多数の場合は抽選）
市内在住・在勤の人
８月20日㈭までに、市民協働課（☎

64-1823　ＦＡＸ64-3845）へ

英会話教室（初級者コース）
受講生募集
　中学校の外国人講師による中学校レベ
ルの英会話教室です。
※講座内容はすべて英語で行われます。
９月３日～10月15日の毎週木曜日

　（全６回）19：00～20：30
日生地域公民館
3,000円
15人（市内在住・在学・在勤の中学校
レベルの英語が理解できる人）
８月４日㈫～23日㈰17：00までに、

日生地域公民館（☎72-1006　FAＸ
72-1098）へ

いんべ会館　受講生募集
　（参加無料）

 （☎64-0890）
※申し込みは、すべて8月3日㈪から

ライフサポート講座
第２回　『スマホ・ケータイ安全教室』
～上手に使い、心配ごとをあんしんに～
８月20日㈭　13：30～15：00
ＮＴＴドコモ　スマホ・ケータイ安

全教室事務局
10人（先着順）

パソコン教室　入門編（全 8回）
～ワードとエクセルの基本から～
８月19日・26日、９月２日・９日・16
日・30日、10月７日の各水曜日、およ
び９月24日㈭　13：30～15：30（８回）
いんべ会館職員

マウスパッド
８人（先着順）

備前市美術展覧会（洋画）
作品募集

市内在住、在勤、在学の人およ
び備前市文化協会洋画連盟に所属する
団体の会員

１人２点以内（未発表の創作品
であること）ただし、委嘱・招待作家
の作品は１点とする。
９月12日㈯　17：00までに、電話ま

たは規定の申込用紙に記入の上、中央
公民館（☎64-1133）へ
※くわしくは、お問い合わせください。
　他の部門（日本画・書道・工芸・写真）
については９月広報にてお知らせしま
す。

ウィズびぜん〝虹の広場〟
　体験してみよう！点字＆サウンドテー
ブルテニス
９月４日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
無料
15人（先着順）
ウィズびぜん登録団体：トゥッティ、

備前市視覚障害者協会
８月31日㈪までに市民協働課（☎

64-1823）へ

備前市人権啓発標語募集！
　男女共同参画の啓発、女性、子ども、
高齢者、障がいのある人、同和問題、外
国人など、様々な人権問題に対する幅広
い理解と認識を深め、人権意識の高揚を
促す作品を募集します。

市内在住または在勤・在学の人
「人権啓発標語」１人１点（30

字以内）まで、用紙（何でも可）に標
語と住所、氏名、連絡先を記入して、
郵便、ＦＡＸ、Ｅメールで送付または
持参してください。
※参加賞はありません。

９月７日㈪までに
　市民協働課
　（☎64-1823　FAX64-3845　
　〒705-8602 東片上126　Ｅメール
　bzkyoudou@city.bizen.lg.jp）

明るい選挙啓発標語募集
　投票参加やきれいな選挙など「明るい
選挙」を呼びかける標語を募集します。

１通につき作品１点（自作で未
発表のもの。 記号など含めて20字以内）

学校名（または住所）・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別を記入して、郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールで。
９月４日㈮必着で、

　選挙管理委員会事務局
　（☎64-1838　FAX64-1845　
　〒705-8602 東片上126　Eメール
　bzsenkyo@city.bizen.lg.jp）

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です
　歯舞群島（はぼまいぐんとう）、色丹
島（しこたんとう）、国後島（くなしり
とう）および択捉島（えとろふとう）の
北方四島は我が国固有の領土です。
　1855年「日魯通好条約」が結ばれ、択
捉島以南を日本の領土と決めましたが、
1945年にソ連に不法占拠され、ソ連が崩
壊してロシアとなった現在もその状態が
続いています。
　北方四島の一日も早い返還のために
は、私たちみんながこの問題への理解と
関心を深め、世論を結集させることが重
要です。
　北方領土の早期返還実現に向けて、皆
さんのご理解とご協力をお願いします。
～考えよう みんなで解決 北方領土～
岡山県北方領土返還要求運動県民会議
（事務局：岡山県総合政策局公聴広報
課内）（☎086･226･7158）

子どもの人権相談所開設
　８月の人権擁護委員による『なやみご
と相談所』では、子どもの人権相談所も
併せて開設します。（８ページ参照）
●８月17日㈪　10：00～12：00　
　吉永地域公民館
●８月20日㈭　13：00～15：00　
　保健センター３階
●８月25日㈫　13：00～15：00　
　日生防災センター

結婚を希望する人は
登録してください！
～自分に合った方法で
　婚活をしてみませんか～
真剣に結婚を考えている人で、市内に
居住している人、または結婚後に市内
への居住を希望する独身の人（結婚歴
は問いません）

登録申込書（市ホームページか
らダウンロードまたは郵送請求）に記
入の上、市民協働課または、縁結びサ
ポーターへ提出してください。
　ただし、出会いの仲介を希望する人
は、縁結びサポーターとの面談を受けて
いただきます。
※縁結びサポーターとは、結婚希望者に
対しての支援をボランティアで行う地
域の人で、市ホームページに名前と地
区を掲載しています。
市民協働課縁結び係（☎64-1823）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　８月３日㈪～11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）

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

８月８日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（木で作る動く車（バス）
　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）















 ▲家嶋智子さん（日生町寒河） ▲山口順子さん（日生町日生）
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