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『介護者の会』に参加してみませんか?
　～介護をしている人、介護の経験のある人、　　　　　
　　　　　　　　　介護に不安や悩みのある人へ～

　
　備前市では、毎月場所とテーマを変えて『介護者の会』を開催しています。関心のある
テーマを選んだり、自宅から近いところで開かれる月を選んでいただくなど、参加の仕方
は自由です。また、この会は、介護の経験のある人同士が出会う場でもあります。同じよ
うな経験をしている人たちと気兼ねなく話をしてみたいと思われている人にもぜひ参加し
ていただきたいと思っています。介護は家族だけで抱えてしまいがちです。気分転換や介
護の助けになる知識を得る機会として、ぜひご活用ください。

◎都合により内容などを変更することがあります。ご了承ください。
◆対　象　介護をしている人・介護の経験がある人・介護に不安や悩みのある人
◆参加費　無料　※12月には、弁当代として500円程度が、３月には、テキスト代として

200円が必要になります。
◆申込方法　前日までに最寄りの地域包括支援センターにご連絡ください。
　　　　　　※12月のみ12月10日㈭までにご連絡ください。
地域包括支援センター (備前市保健センター内　☎64-1844)

　東サブセンター (日生総合支所内　☎72-1240)
　北サブセンター (総合保健施設内　☎84-9114)

第９回 備前市ふれあい　　　
　マラソン大会 参加者募集！

◆と　き　11月15日㈰　開会式９：00　※雨天決行
◆ところ　総合運動公園多目的競技場
◆対　象　完走できる人ならどなたでも
　　　　　（一人１種目・種目により制限あり） 
◆参加費　車いすレース・小学生・中学生 … 500円 
　　　　　ファミリー （１人） ……………… 200円 
　　　　　高校生以上一般　……………… 1,000円
　　　　　※申込後、郵便振替でお支払いください。
◆部　門
・生活用車いす男女 … 400m
・車いす女子 ………… 1500m
・車いす男子 ………… 5000m
・ファミリーマラソン …２㎞
・小学生１・２年男子、女子 …２㎞
・小学生３・４年男子、女子 …２㎞
・小学生５・６年男子、女子 …３㎞
・一般男子（中学生～59歳）、女子（中学生～39歳）…３㎞
・一般男子（60歳以上）、女子（40歳以上）……３㎞
・一般男子、女子（高校生～39歳）……………５㎞
・一般男子、女子（40歳以上）…………………５㎞
10月16日㈮までに、市ホームページからお申し込みください。

　なお、窓口・郵送による申込・支払を希望する場合は、
　文化スポーツ課（☎63-3813）へご連絡ください。

叙勲 瑞宝双光章
  木

き

村
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じゅん
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いち
さん（西片上　88歳)

　元東鶴山小学校長の木村純一さんが、高齢者叙勲で瑞
宝双光章を受章されました。
　昭和23年に、和気郡の本荘小学校で教職に就かれて以来、
昭和63年に東鶴山小学校を退任するまで、40年間の長きに
わたり教育現場に勤務し、学校教育の振興に尽力されました。

　木村さんは、伊部・香登・大多府小学校など多くの小学校に勤務され、昭
和60年からは東鶴山小学校で校長として活躍されました。常に「率先垂範」
をモットーに、綿密な計画と決断実行の精神で職員・児童に接し、時に厳し
く時に優しく指導にあたられたそうです。

A ☆ニュースポーツ
 ☆バドミントン
 ☆ソフトバレー
B ☆スポーツ吹き矢
 ☆サウンドテーブルテニス
C ☆ノルディックウォーク
 ☆ターゲットバードゴルフ
D ☆400ｍリレー　　☆50ｍ走
 ☆グラウンドゴルフ　
 ☆ストラックアウト
E ☆太極拳　　☆空手　
F ☆アーチェリー
G ☆テニス　　☆ソフトテニス
H ☆海洋スポーツ（カヌーほか）　 
 　試乗（※濡れても構わない
 　服装でご参加ください）
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※雨天の場合、実施できない種目があります。
※運営の都合上、内容などが変更になる場合
があります。
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせ
てお越しください。
※ゴミは各自でお持ち帰りいただくようご協
力願います。

70台P

体育館玄関周辺                … 大会本部

☆開会式
☆ガラポン抽選会場
☆テント村
　（出店ほか10時オープン）
☆備前焼アート
　工作ワークショップ

133台P
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※温水プール
利用者専用 P です

10月12日㈪
  9:30～14:00
 総合運動公園
       （久々井）

第11回 備前市民スポーツフェスティバル

　　　 文化スポーツ課（☎63-3813）　【当日問い合わせ先】総合運動公園体育館（☎63-3811）

オープニング
「日生キッズ
　チアリーディング 　
　　　　Graces」

総合案内
（本部）
テント村

９：00から開会式              
９：30から体験コーナー

体験コーナー

スタンプ３つで
ガラポン抽選が
１回できるよ！

※体育館内種目は、
体育館シューズを
ご持参ください。

45台P

～スポーツで元気百倍！主役は君だ～大会スローガン

と　　き ところ 内　　容
10月15日㈭　10：00～11：30 伊部公民館 知っておきたい相続のこと
11月18日㈬　10：00～11：30 ふる里の家（寒河） 施設（グループホーム）見学
12月17日㈭　11：30～13：00 三石公民館 昼食を食べながら語り合おう
１月21日㈭　10：00～11：30 伊部公民館 褥瘡（じょくそう）の予防と介護方法
２月17日㈬　10：00～11：30 日生総合支所 楽しく認知症予防
３月17日㈭　10：00～11：30 三石公民館 「終活」について考えてみよう

スポーツ祭2015　
第70回国民体育大会　

　
9月26日㈯～10月6日㈫

◇出場選手（敬称略・順不同）

【サッカー競技】少年男子　薮
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井
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（日生町日生）
【ボート競技】成年男子　伏
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（東片上）
【バレーボール競技】少年男子　山
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（浦伊部）
【軟式野球】成年男子　川

かわ

原
はら

真
まさ

人
と

（伊部）・井
い

口
ぐち

彰
しょう

太
た

（伊部）・岳
たけ

元
もと

貴
たか

広
ひろ

（東片上）・
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【セーリング競技】少年女子　小
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（福田）
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市民ふれあい福祉まつり・
こども応援フェスタ 同時開催！

◆と　き　11月７日㈯ 　　◆ところ　総合運動公園体育館
【市民ふれあい福祉まつり】　９：30～14：00
　老人福祉功労者などの表彰式、講演、福祉車両・介護用品の展示、高齢者
総合相談などを行います。焼きそばやちらし寿司などテント村での販売も行
います。

【こども応援フェスタ】　10：30～14：00
　家族みんなで遊んで学んで体験しよう！保育園と認定こども園の園児によ
るパラバルーン演技や巨大ダンボール迷路もあるよ。

　くわしくは11月号の広報でお知らせします。

※今年度から送迎バスは予約制になります。
10月９日㈮までに、高齢者福祉係（☎64-
1827）まで、お問い合わせください。

社会福祉課（☎64-1824）
　子育て支援課（☎64-1853）

平成27年国勢調査を実施しています！
　国勢調査は、５年に１度行われる国の最も重要な統計調査です。平成27年
10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象となります。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
●インターネット回答期間に続き、紙の調査票での回答期間となりました。
　調査票での回答は10月１日～７日です。
●インターネット回答のなかった世帯へ、９月26日から調査員が調査票の配
布に伺っています。調査票記入後は、調査員に直接提出するか、郵送でも
提出できます。
●国勢調査コールセンター（☎0570-07-2015）
　※IP電話の場合（☎03-4330-2015）
　　【設置期間】10月31日まで8：00～21：00（土・日・祝日にもご利用になれます）
　※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、全国一律で市内
通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHSの場合は、それぞ
れ所定の通話料金となります。

　※IP電話の通話料金は、所定の通話料金となります。
　●企画課（☎64-1871）

備前焼ミュージアム　スタート！
　10月１日㈭、「備前市立備前焼ミュージアム」（元岡山県備前陶芸美術館）
が新たにスタートします。皆さんのご来場、お待ちしております。
◆開館時間　９：00～17：00（入館は16：30まで）
　　　　　　ただし、10月１日は９：30開館。入館料を無料とします。
◆休館日　月曜日（祝日または振替休日の場合は翌日）、年末年始
◆入館料

備前焼ミュージアム（☎64-1400　FAX63-8300　伊部1659-6）
　秘書広報課（☎64-1800）

「若年者新築住宅」および
「若年夫婦世帯家賃」補助申請受付中！
　今年４月より実施している、若年世帯定住支援補助事業の申請を引き続き
受け付けています。新築住宅の経費については最大で100万円の補助、民間
賃貸住宅の家賃補助については、賃借料（共益費、駐車場使用料は除く）の
1/2を最大で３年間補助します。
　40歳未満の人で、市内に移住・定住を検討されている人は、ぜひご活用く
ださい。

申込方法など詳細は、まち創生課定住推進係（☎64-2225）まで。

花いっぱい運動実施団体募集中！
　花苗や草花などの植栽により、明るい花のある住みよいまちづくりを目的
に、「花いっぱい運動」を実施する団体を募集しています。
　この事業実施にかかる花の種・苗・土・肥料・プランター・防護柵など植
栽に必要な消耗品を、20万円を上限に市が現物給付します。
◆対　　象　区会、町内会、その他市内を活動拠点とする５人以上の団体で、

市内において花いっぱい運動を継続して行うことができる団体
◆実施場所　道路、河川、公園、公の施設など公共性のある場所および遊休

農地のうち、幅員４m以上の道路から多数の人が鑑賞できる場
所で、管理者（所有者）の承諾が得られていること

※平成28年３月31日までに事業が実施できるよう、申込書を提出してください。
申込方法など詳細は、まち創生課定住推進係（☎64-2225）まで。

地域おこし協力隊員　任命
　新たに、「地域おこし協力隊」の協力
隊員１人が、９月１日㈫に委嘱されました。
　今回、協力隊員となった朝倉宏之さん
は、伊部地区で区有林の整備、イベント
企画や情報発信などの活動を行う予定と
なっています。
市民協働課（☎64-1806）

　　平成27年１月～８月収入累計額

　　平成27年８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）

おかげさまで平成27年分のご寄附が６億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 51,620,000
安全に安心して暮らせるまち 13,440,000
快適な生活が送れるまち 6,950,000
計画実現を推進するまち 2,820,000
指定なし 26,680,000

総　　　額 101,510,000

　当日、お子さんの描い
た絵を会場に展示しま
す。子育て支援課・各総
合支所にある「専用の用
紙」で、10月16日㈮まで
　に提出してください。

お絵かき展作品募集中！ 

区　　分 個　　人 団体（20人以上）
一 般 500円 400円
大学生又は高校生 300円 200円
中 学 生 以 下 無料 無料

【朝倉宏之さん】

移動スーパーとくし丸
　９月15日㈫に、移動販売サービス支援
事業が開始され、「移動スーパーとくし
丸」の出発式が行われました。
　「とくし丸」は軽自動車で、三国・三
石地区を中心に、買物困難地域などへの
移動販売と、高齢者等の安否確認などの
見守り活動も併せて行われます。

　この移動スーパーは、生活の利便性向
上はもちろん、地域の安心・安全な暮ら
しを守る活動としても期待されます。

（一財）備前市施設管理公社
　　　　　　　（☎63-3811）
　介護福祉課高齢者福祉係
　　　　　　　（☎64-1827）
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おかやま県民文化祭参加事業  平成27年度  備前市文化祭　　
備前文化祭（市美展）　◆ところ　市民センター　　　　　【問い合わせ先】（☎64-1133）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示は９:00～17：00（最終日は16：00まで）

日生文化祭 　◆ところ　日生市民会館　　　　　　　　　　【問い合わせ先】（☎72-1006）

吉永文化祭 　◆ところ　吉永地域公民館・吉永美術館・子育て交流センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】（☎84-3839）

 文化祭協賛行事 　岡山フィルハーモニック管弦楽団木管アンサンブルコンサート
　　　　　　　　「ぶらり街角クラシック」【入場無料】

◆と　き　10月31日㈯　14：30開場　15：00開演
◆ところ　日生地域公民館　　　　　　 日生地域公民館（☎72-1006）

　11月１日の「おかやま教育の日」にちなみ、学校（園）公開を行います。
　学校（園）や子どもたちの様子をご覧いただき、学校（園）の取り組みを市民の皆さんにご理解いただく機会になればと考えていますので、ぜひお越しください。
　くわしい日程や内容については、各学校園にお問い合わせください。教育委員会ホームページにも情報を掲載しています。
【問い合わせ先】幼稚園・認定こども園：こども育成課（☎64-1825）　　小学校・中学校・片上高等学校：学校教育課（☎64-1840）

事業主の皆さんへ大事なお知らせ
　
　岡山県では県下一斉に個人住民税の特別徴収（給与天引き）
の徹底を行います。
　個人住民税は特別徴収（給与天引き）が法律で義務付けら
れています。平成28年度から原則すべての事業主の皆さんに
従業員の個人住民税を特別徴収（給与天引き）にしていただ
きます。

　本来の特別徴収ではなく、普通徴収に切替できるのは、一
定の基準に該当する場合に限られ、希望による普通徴収はでき
なくなります。
　個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由を記載し
ていただければ普通徴収として扱いますが、これ以外の場合
はすべて特別徴収の扱いとなりますので、ご理解いただくと
ともに、ご準備をお願いします。

【事業所向け説明会の実施】
　対象事業者向けの説明会を開催い
たします。
◆と　き　10月15日㈭　13：30～
◆ところ　リフレセンターびぜん
※説明会については、県および各市
町村から事業主の皆さんへ案内が
通知されます。
税務課市民税係（☎64-1815）

　岡山県総務部 税務課企画税制班
　（☎086-226-7241）　

平成27年度　学校（園）公開

部　　門 と　　き
展
　
示

書道展 10月９日㈮～10月11日㈰
工芸展、短歌・俳句・川柳展 10月10日㈯～10月11日㈰
写真展（市美展） 10月30日㈮～11月３日㈫　※11月２日㈪の休館日を除く

発
　
表

芸能発表会 10月11日㈰　13：00～
歌舞曲発表会 11月１日㈰　９：00～
お茶会 11月１日㈰　９：00～
合唱祭 11月３日㈫　13：30～

囲碁大会 11月３日㈫　９：00～

部　　門 と　　き
展
　
示

華道･盆栽･短歌･俳句･川柳･絵手紙・絵画･俳画･書道･
パッチワーク･折り紙･押し花･木目込人形･写真･陶芸 ほか
幼稚園、小中学校作品・一般作品

10月28日㈬～11月１日㈰
９：00～18：00（最終日は17：00まで）
※華道展示は30日㈮～１日㈰のみ

発
表

和太鼓・フォークダンス・傘踊り
箏曲･大正琴･詩舞･日舞　 11月１日㈰　10：00～13：00

体験教室 10月31日㈯・11月１日㈰

部　　門 と　　き
展

示

絵画・華道・書道・川柳・絵手紙・手編み･キルト・
洋裁・パッチワーク・竹細工・焼物・木彫 ほか
保育園、幼稚園、小中学校作品

10月27日㈫～11月１日㈰
９：00～17：00（最終日は16：00まで）

発
表

コーラス・アフリカ太鼓・大正琴・尺八・琴・舞踊・
剣詩舞・ダンス・演劇･ピアノ･フラダンス･社交ダンス

10月31日㈯　10：00～15：00
11月１日㈰　10：00～15：00

模　擬　店 11月１日㈰　10：00～15：00

学校園名 ☎ 公 開 日 時 公　開　内　容　な　ど

幼
　
稚
　
園

香　　登 66-8545 11月２日㈪　 8：50～11：30 普段の園生活。親子活動。
伊　　部 64-2079 11月２日㈪　 8：30～14：00 普段の園生活。秋の自然物を使っての製作コーナーでは、一緒に楽しみましょう。

片上認定こども園 64-2549 11月５日㈭　 9：00～12：00 普段の園生活。史跡文化の会との交流会。
伊里認定こども園 67-2711 10月30日㈮　 9：00～12：00 普段の園生活。運動遊びや秋の自然物を使っての遊びを一緒にお楽しみください。
東 鶴 山 65-8137 11月４日㈬　 8：30～11：30 普段の園生活。

三石認定こども園 62-0111 10月15日㈭　 9：00～12：00 運動会ごっこ。園庭開放日です。未就園児との交流を楽しみます。
日　　生 74-0714 11月28日㈯　 9：00～12：00 普段の園生活。家庭、地域のふれあい交流会。人権劇鑑賞。
吉　　永 84-2231 11月２日㈪　 8：50～14：00 普段の園生活。「カプラ」の構成遊びを一緒に楽しみましょう。
神　　根 84-2485 10月23日㈮　 9：00～14：00 普段の園生活。運動遊びを一緒にしたり、学級活動に取り組んだりする姿をご覧ください。

小
　
学
　
校

西 鶴 山 66-9273 10月27日㈫　 8：45～14：35 普段の学校生活。昔遊びの会（１・２年生と地域のお年寄りとの交流）や作品展などもあります。
香　　登 66-9003 10月30日㈮　 8：20～12：20 普段の学校生活。親子ふれあい活動。
伊　　部 64-2069 11月２日㈪　 8：15～12：20 普段の学校生活。朝の学習から４校時目までご覧いただけます。
片　　上 64-2049 10月31日㈯　 8：20～15：40 オープン参観日・午後から親子土ひねり教室・PTAバザー（食品等の販売）・資源物回収。
伊　　里 67-0024 10月31日㈯　 8：45～11：45 普段の学校生活。
東 鶴 山 65-8028 10月22日㈭　 8：45～16：30 普段の学校生活。講演会。
三　　石 62-0028 11月22日㈰　 8：50～13：30 学習発表会。発表会の後は、「あつあつうどん」を児童と一緒にいただきましょう。
日 生 西 72-0050 11月15日㈰　 8：40～10：50 学年ごとに体育館の舞台で学習発表をします。PTAバザーもあります。
日 生 南 72-1609 10月27日㈫　 8：20～14：45 普段の学校生活。家庭教育学級講演会や昔遊びの会もあります。
日 生 東 74-0004 10月27日㈫　12:30～16:00 参観授業・人権教育研修会。給食の時間の様子。
吉　　永 84-2025 10月28日㈬　 8：20～16：30 普段の学校生活。人権教育研修会もあります。
神　　根 84-2486 10月23日㈮　 8：45～15：40 普段の学校生活。安全見守り隊感謝式もあります。
三　　国 85-0025 10月28日㈬　 8：40～13：30 普段の学校生活。参観者も参加可能な学級活動も計画しています。

中
　
学
　
校

備　　前 64-3365 11月４日㈬　 8：30～15：20 朝読書・朝の会から帰りの会まで全ての学校生活。
伊　　里 67-0334 10月10日㈯　 8：25～16：15 普段の学校生活。全校参加の合唱コンクール。
三　　石 62-0064 10月24日㈯　12：30～16：00 学習発表会。各学年による発表や吹奏楽部の演奏、全校合唱などをします。
日　　生 72-1365 10月17日㈯・11月４日㈬  10/17星輝祭文化の部（9：00～15：00）、11/４普段の学校生活（8：50～16：00）。
吉　　永 84-2049 10月10日㈯・11月４日㈬  10/10文化祭（9：00～）、11/４普段の学校生活（8：30～15：55）。人権教育講座もあります。

片上高等学校 64-2703 11月10日㈫～13日㈮      17：40～20：50　夜間定時制高校の公開授業
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 ▲久重壽美子さん（鶴海）

 ▲西中治子さん（久々井）
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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。
10月14日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「ワンコインで手軽に健康チェック！
あなたの腎臓機能は大丈夫？？」
備前病院検査室　稲田技師
無料
備前病院（☎64-3385）

国民健康保険　健康講演会
　大腸がんが増えています！
　腸の健康について考えてみませんか？
10月24日㈯　13：30～15：00

　　　　　　　受付13：00～
総合保健施設（吉永病院併設）
「腸のはたらき」

　　～ウンチから分かるあなたの健康～
岡山療護センター

　外科医長　梶谷伸顕先生
無料
先着50人、10月15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
10月１日㈭～14日㈬に担当ケアマ

ネジャーまたは地域包括支援センター
（☎64-1844）へ

介護者の会
　司法書士の仲谷隆史さんを講師に招
き、「知っておきたい相続のこと」と題
して、生活に役立つ相続についての知識
を分かりやすく教えていただきます。
　お気軽にご参加ください。
10月15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、
介護に不安や悩みのある人

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）

第52回市民文化講座「秋の茶会」
　当館では第10回目の茶会体験として秋
の茶会を開催します。茶会に臨む心得
と、正客に必要な様々な知識を学びます。
10月12日㈪　13：30～15：00
加子浦歴史文化館　和室
裏千家教授　丸尾宗照先生
扇子と白靴下
800円
加子浦歴史文化館（☎72-9026）

八塔寺ふるさと農園
サツマイモ掘り！
　栗のようなホクホク感と甘味がある
「金時」と「紅東」を１kg 300円の量り
売りで提供します。
10月17日㈯～18日㈰

　10：00～15：00（受付）
※雨天の場合は中止。イモがなくなり次
第終了。
※手袋と持ち帰り用の袋を持参してくだ
さい。
八塔寺ふるさと農園（☎85-0680）

　吉永総合支所管理課（☎84-2513）

企画展
「江戸てく̶東備と測量家たち̶」

（入館無料）

　江戸時代、岡山では様々な測量家たち
が活躍し、伊能忠敬の全国測量以後、測
量技術はますます高度になりました。
　本展ではその時期の東備地域の絵図、
さらに全国的にも珍しい新発見の測量器
具を紹介します。
10月23日㈮～12月６日㈰

　9：00～16：30
歴史民俗資料館（東片上385）
月曜日、祝日の翌日
歴史民俗資料館（☎64-4428）

定住自立圏埋蔵文化財巡回展
　「Ｗｅ Ｌｏｖｅ古墳
～あっちにもこっちにも文化財～」

（入館無料）

　赤穂市・上郡町・備前市、各地の古墳
資料を持ち寄り、三市町を巡回する展示
です。備前市では、丸山古墳をはじめと
する古墳を出土資料・パネルにて展示し
ます。
10月14日㈬～11月16日㈪

　９：00～16：30
埋蔵文化財管理センター（伊部974-3)
火曜日、祝日の翌日（11/４）
埋蔵文化財管理センター

　（☎92-4300）

第33回いんべ会館文化祭
　お誘い合わせのうえ、ご来館ください。
◆11月７日㈯（１日目）
・８：30～17：00　作品展示
・９：00～11：00
　バザー・焼き芋コーナーほか
・11：10～12：20
　今井勉さんによるパンフルート演奏会
・12：30～14：00　ビデオ上映
◆11月８日㈰（２日目）
・８：30～16：00　作品展示
・９：00～12：00　ビデオ上映
・13：00～16：00　カラオケ大会
いんべ会館（☎64-0890）

出会いイベント（備前市協働事業）
「里山出会いマルシェ」参加者募集
　里山の田んぼで、窯焼きピザやラテ
アート、ベジタブルアレンジメントを体
験しながら交流しましょう。
11月１日㈰　11：00～15：00
フルーツパークびぜん付近（詳細は参
加者にお知らせします）

20代～40代の独身男女各15人
（居住地に制限なし）
3,000円（飲食代、体験代、新米と野
菜のお土産付）
10月15日㈭までに、住所・氏名・生年
月日・職業・電話番号をメール
　（bzkyoudou@city.bizen.lg.jp）でお
申し込みください。
朝日の会　宇高（☎090-8379-2341）

　市民協働課縁結び係（☎64-1823）

病院事業　職員募集
平成28年１月１日採用
【看護師または准看護師】
　採用予定人員　若干名
・昭和35年４月２日以降生まれの人
・資格免許を有する人
【薬剤師】
　採用予定人員　若干名
・昭和35年４月２日以降生まれの人
・資格免許を有する人
平成28年４月１日採用
【看護師または准看護師】
　採用予定人員　若干名
・昭和36年４月２日以降生まれの人
・資格免許を有する人（取得見込可）
【薬剤師】
　採用予定人員　若干名
・昭和36年４月２日以降生まれの人
・資格免許を有する人（取得見込可）
【理学療法士】
　採用予定人員　若干名
・昭和56年４月２日以降生まれの人
・資格免許を有する人（取得見込可）

11月６日㈮
10月１日㈭～26日㈪
申込期間内に「受験申込書（ホー

ムページからダウンロード、各病院・
苑で交付）・資格免許証の写し」を提
出（必着）
※くわしくはホームページで募集要項を
ごらんください。

・備前病院事務部庶務係（☎64-3385）
　〒705-0001 伊部2245
・日生病院事務部庶務係（☎72-1111）
　〒701-3202 日生町寒河2570-41
・吉永病院事務部庶務係（☎84-2120）
　〒709-0224 吉永町吉永中563-4
・備前さつき苑事務部庶務係

（☎63-9300）
　〒705-0001 伊部2231-1
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 ▲津島百合子さん（香登西）

 ▲小野田　巧さん（佐山）
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（一財）備前市施設管理公社
職員募集
採用予定人員　１人

・昭和60年４月２日以降に生まれた人
で、20歳以上の人
・単一泳法で100mを完泳できる人

・第１次試験　12月１日㈫
　一般教養試験、適応検査
・第２次試験　12月22日㈫
　作文、適性検査、個人面接

10月１日㈭～11月10日㈫　17：00
申込期間内に、「受験申込書（総

合運動公園体育館事務所で交付）」を
提出
※くわしくは、ホームページをご覧くだ
さい。
（一財）備前市施設管理公社

　〔総合運動公園内〕（☎63-3811）　
〒705-0024 備前市久々井747

事業主の皆さんへ
産業功労の被表彰者を
推薦してください
　市では、11月19日㈭の備前市産業祭で
産業功労者の表彰を行う予定です。
　事業主の皆さんは、10月16日㈮まで
に、表彰対象者の推薦をお願いします。

各種産業に従事し、20年以上勤務し
た人で、産業の発展に功績のあった人
まち営業課（☎64-2228）

ウィズびぜん〝虹の広場〟
　夫婦のお地蔵さん 申

さる

～編みぐるみを作りましょう～
11月６日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
600円
20人（先着順）
かぎ針（４号）、縫い糸、縫い針、ま
ち針
ウィズびぜん登録団体：備前市ボラ

ンティアグループふれあい
10月30日㈮までに

　市民協働課（☎64-1823）へ

教科書に親しもう
　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
書を展示します。
　このたび、備前市で採択された中学校
の教科書についての紹介もあります。
10月１日㈭～29日㈭　９：30～18：00

　※閉館日を除く
備前市立図書館

・平成27年度から小学校で使用している
教科書
・平成28年度から中学校で使用する予定
の教科書
学校教育課（☎64-1840）

小学校への就学について
　教育委員会では、来年春の新入学児の
健康診断を10月から小学校区ごとに実施
します（くわしくは、保護者に別途通
知）。適齢児のいる家庭には、今後いろ
いろな通知をお送りしますので、ご注意
ください。
次のような場合は、お早めに学校教育課
へご連絡ください。
●平成27年10月１日以降に住所を変更し
た人
●市内に住んでいても住民登録をしてい
ない人
●住民票と現住所が違う人
●外国籍の人で市立の小学校へ入学を希
望する人
●障がいなどがあるために小学校へ入学
することが困難だと思われる人
●お知らせをした日や場所で健康診断を
受けられない人

【新入学児とは】
・平成21年４月２日から平成22年４月１
日までに生まれた人
・平成21年４月１日以前に生まれた人
で、何らかの理由のために就学してい
ない人
学校教育課（☎64-1840）

「法の日」岡山県司法書士会一斉
相談会　　　　　（予約不要・無料）
　登記・相続・遺言・成年後見・悪質商
法被害など
10月１日㈭　12：00～15：00
市民センター　第１講習室
岡山県司法書士会〔担当：大賀〕

　（☎63-0880）

宝くじ助成事業で整備
　（一財）自治総合センターの事業によ
り、日生甚九郎太鼓保存会（日生町日生）
が太鼓および付属品を宝くじの助成金で
整備しました。
この事業の申請については、市民協働
課（☎64-1806）へご相談ください。

北部高等技術専門校　訓練生募集
「医療事務科」

10月１日㈭～11月11日㈬
リフレセンターびぜん（備前市

伊部2264-2）
求職中の人
15人

無料（教材費などは別途必要）

12月２日㈬～平成28年２月29日㈪
※申込方法は、最寄りのハローワークで
ご相談のうえ、応募ください。
岡山県立北部高等技術専門校

　〔担当：植月〕（☎0868-26-1125
　FAX0868-26-5294  〒708-0841
　津山市川崎953）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　10月１日㈭～９日㈮
【市営住宅】土師神根・三股・スワ
【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）

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

10月10日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（桧でつくる積み木づくり）

◆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）















　ネット配信しています！
http://tv.hinase.ne.jp/　

　備前市有線テレビ放送（ひなビジョン）で放映している「ひなビジョン
リポート」などが、インターネットで視聴できるようになりました。以下
の番組が、視聴できます。

　備前市のホームページからもご覧いただけます。
秘書広報課（☎64-1800）　　ひなビジョン（☎72-2660）

ひなビジョンリポート 備前市内外の出来事や話題を中心に短く
放送

広報番組「見て聞いて備前の力」 備前市からのお知らせを届けるテレビ版
「広報びぜん」

観光番組「びぜんおでかけなび」 備前市域のおすすめスポット（行楽地・
グルメ・イベント）を紹介

まち歩き番組「ブらりんコ」 リポーターが市内を歩き、住民にインタ
ビューしたり、発見したことを紹介
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