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　１月10日㈰、備前市市民センターで平成28年備前市成人式が行われ、新成人らが参加しました。
　式典では、新成人代表者らに、花束や記念品、来賓からのお祝いの言葉が贈られ、新成人代表が謝辞を述べました。
　また、式後、新成人が卒業した中学校の恩師からのビデオレターの上映や記念撮影がありました。
　今年の備前市の新成人は335人（男性170人　女性165人）です。

▲平成₂₈年備前市成人式	実行委員
　式典に先立ち、成人式実行委員全員が、会場の
　新成人に厳粛な態度で臨むよう呼びかけました。

　▲花束贈呈

　▲謝 辞

　▲記念品贈呈

祝

第４回教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム

｢近世日本の教育遺産群｣

　平成27年4月に、「近世日本の教育遺産群　－学ぶ心・礼節の本源―」として、弘道館（水
戸市）、足利学校（足利市）、咸宜園（日田市）および備前市の旧閑谷学校を含むストーリー
が最初の『日本遺産』に認定されました。
　今回のシンポジウムでは、これらの代表的な教育遺産群の価値と4市の連携を検証し、
その特色や独自性を探るとともに、我が国が誇る文化遺産として、世界遺産登録推進とな
るよう、国内外への理解を深めるための課題などを検証します。
◆内　容　13：00～　開会

13：20～　記念講演「日本近世の教育」：陶 徳民　氏（関西大学教授）
14：30～　パネルディスカッション
　　　 　・パネリスト：森　熊男 氏（岡山大学名誉教授／就実小学校校長）
　　　　 　　　　　　　石山修武 氏（建築家／早稲田大学名誉教授）
　　　　 　　　　　　　橋本昭彦 氏（国立教育政策研究所総括研究官）
　　　 　・コメンテーター：日高健一郎 氏（東京藝術大学客員教授）
　　　 　・コーディネーター：臼井洋輔 氏（元吉備国際大学教授／文学博士）

◆定　員　300人（先着順）　　　　　　　　　　
２月18日㈭までに

　秘書広報課（☎64-1800）
　へ電話で申し込み

岡山県青少年教育センター閑谷学校
     プレイホール
　  （特別史跡旧閑谷学校隣接）

◎１１：₀₀~１₃：₀₀　
４市の物産展示・焼きカキ、コーヒーサービス
もあります！！

２月₂₁日㈰
₁₃：₀₀～₁₆：₀₀（開場₁₂：₃₀）

参加無料
参加者募集ひなせかき祭

　日生かきの販売をはじめ、かきむき体験、焼かき体験コーナー
の設置、JR利用特典抽選会などが行われます。
◆と　き　２月28日㈰　9：00～15：00
◆ところ　日生町漁業協同組合 ｢五味の市｣ 周辺広場
※２月28日㈰は、会場周辺が交通規制となります。
　JR日生駅前から会場直行シャトル船（無料）を運行いたし

ますので、ぜひご利用ください。

まち産業課（☎64-1836）

　「カキ」のシーズンは、日生町内道路や五味の市周辺が大変混雑し
ますので、JR等の公共交通機関をご利用ください。なお、２月７日
㈰正午、日生港において「源平放水合戦」が行われ、一時通行止め
となる場合がありますので、ご注意ください。
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■市県民税申告が必要な人（例）
　平成28年1月1日現在、備前市に住民登録がある人で、

○平成27年中に農業等の所得があり、確定申告書の提出を要しない人
○年末調整を受けた人で給与所得以外に20万円以下の所得がある人

　○給与を２ヶ所以上から受けている人
○収入がなかった人や非課税収入のみの人で、市内に住所がある人

の扶養親族になっていない人
※申告が必要な人が申告をしない場合、所得証明書の交付や国民年

金保険料の免除申請ができません。また、国民健康保険税や後期
高齢者医療保険料の軽減を受けることができません。

■所得税の確定申告が必要な人（例）
○事業所得や不動産所得がある人・・・平成27年分の所得金額の合

計額が所得控除の合計額を超える人
○給与所得がある人・・・給与の年収が2,000万円を超える人、年

末調整を受けていて給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を
超える人、２か所以上から給与を受け、年末調整をされていない
給与の収入が20万円を超える人　

○公的年金等がある人・・・公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円を超える人

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申
告書の提出は不要です。ただし、市県民税の申告が必要な場合が
あります。

税務課（☎64-1815）　瀬戸税務署（☎086-952-1155）

※この期間は上記会場で相
談していますので、相談
会場以外では申告相談が
できません。ご注意くだ
さい。

公的年金だけ
　を受給されている皆さん

「年金申告相談会」
　　　　　　　　を行います。

　確定申告期間中は、会場が大変混雑します。公的年
金だけを受給されている人は、この機会に申告に必要
な書類を持参のうえご来場ください。
◆と　き　２月１２日㈮、１５日㈪　9：00～16：00
◆ところ　市役所３階大会議室

平成27年分確定申告の相談および申告書の受付は、
　2月16日㈫から3月15日㈫まで　※土・日を除く
◆ところ　瀬戸税務署　ママカリフォーラム

（岡山市北区駅元町14番1号　
　岡山コンベンションセンター２階）

◆相談時間　9：00～17：00　（受付は9：00～16：00）
※ママカリフォーラムでは、２月21日と２月28日の日曜日にも

確定申告相談を行います。
※申告書の作成は、便利な「e-Tax」をご利用ください。
　国税庁ホームページで検索できます。

＜ご注意ください＞　市役所では、所得税の青色申告や消費税の申告
相談は行っておりません。税務署にお問い合わせください。

申告受付期間 瀬戸税務署からのお知らせ
２月１６日㈫

から
３月１５日㈫

市県民税・所得税及び復興特別所得税 の申告 お忘れなく
申告相談会場のご案内（受付時間9：00～16：00　大多府会館を除く）

軽自動車の廃車手続は　　　３月末までに！
　軽自動車税は4月1日時点の所有者（使用者）に
課税されます。廃車の手続きをしないまま放置する
と軽自動車税が毎年かかり続けますので、譲渡、盗
難、廃車などで実際に車両がない場合は、３月31日
までに右記の窓口で必要な手続をしてください。な
お、年度の途中で廃車しても、月割りで税金が戻る
ことはありませんのでご了承ください。

■申告に必要なもの

車　　種 取扱窓口 手続に必要なもの

原動機付自転車（125㏄下）
小型特殊自動車
（トラクター・フォークリフト等）

税務課市民税係（☎64-1815）
管理課　　（☎72-1101）
管理課　　（☎84-2511）

三石出張所　　（☎62-0501）

印鑑、標識交付証明書、譲渡証明書
ナンバープレートなど
※不明なことはお尋ねください。

軽二輪車（125㏄超～250㏄）
二輪小型自動車（250㏄超）

中国運輸局岡山陸運支局
（岡山市北区富吉5301-5
　　　　　☎050-5540-2072）

印鑑、検査証、住民票、
ナンバープレートなど
※手続内容により必要なものが異な

りますので、事前にそれぞれの取
扱窓口にご確認ください。軽自動車（三輪・四輪車）

軽自動車検査協会岡山事務所
（岡山市北区久米177-3
　コールセンター岡山事務所
　　　　　☎050-3816-3084）

共通するもの 印鑑（納付する所得税を口座払にする場合は通帳の登録印が必要）　
口座名義や口座番号がわかるもの（所得税の還付や、納付する所得税を口座払にする場合に必要）

給与収入がある人 平成27年分給与所得の源泉徴収票の原本（給与が複数ある人は全ての源泉徴収票）
厚生年金や国民年金などの公的
年金の収入がある人 平成27年分公的年金の源泉徴収票の原本（年金が複数ある人は全ての源泉徴収票）

生命保険契約等の個人年金また
は満期保険金等の収入がある人 生命保険契約等の個人年金または満期保険金や解約保険金の支払証明書の原本

営業・農業等の事業収入や不動
産収入がある人	

収支内訳表と収入金額、必要経費の項目別明細と領収書
※必ず、収入・経費のそれぞれの項目ごとに集計しておいてください。

医療費控除を受ける人
医療費の領収書、介護費用に係る厚生労働省指定の領収書、医師の発行したおむつ使用証明書
健康保険の高額療養費、生命保険等の入院給付金等を受領した場合はその金額がわかる明細書
※必ず、事前に集計しておいてください。

社会保険料控除を受ける人 国民年金保険料の控除証明書、任意継続の健康保険料支払証明書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書

障害者控除を受ける人 障害者手帳等を交付されている人は障害者手帳等
要介護認定を受けている人は介護福祉課が発行した証明書

生命保険料控除・
地震保険料控除を受ける人

一般生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約に係る保険料や掛金の支払証明書、地震保険や旧長期損害保険の保険料や掛金
の支払証明書

寄附金控除を受ける人 寄附をしたことを証明する領収書等その他一定の書類。
※ふるさと納税について確定申告をする場合は、領収書の添付が必須となります。

と　き 会場および対象
2月16日㈫

市役所３階大会議室 片上地区・備前市全域
◎瀬戸税務署派遣税理士による相談あり17日㈬

18日㈭ 東鶴山公民館 東鶴山地区
19日㈮ 西鶴山公民館 西鶴山地区
22日㈪ 三石出張所　別棟 三石地区
23日㈫ 香登公民館 香登地区
24日㈬ 伊里公民館 伊里地区
25日㈭

リフレセンターびぜん 伊部地区・備前市全域26日㈮

29日㈪
日生町漁協 頭島支所 諸島地区
大多府会館 13：00～15：30 大多府地区
紅葉会館 神根地区

3月1日㈫ 日生町漁協 漁業関係
三国出張所 三国地区

2日㈬
吉永地域公民館 吉永町全域3日㈭

4日㈮
7日㈪

日生防災センター 日生町全域
8日㈫
9日㈬
10日㈭
11日㈮ 寒河コミュニティセンター 寒河地区
14日㈪

市役所３階大会議室 備前市全域15日㈫
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ふるさと納税特典に登録しませんか？

100歳おめでとうございます！
　菊
きく
政
まさ
芳
よし
子
こ

さん（三石）が、1月６日、
満100歳を迎えられました。
　菊政さんは三石で生まれ、昭和16年、
27歳の時に結婚されましたが、昭和1₉年
に戦争でご主人を亡くされました。
　仕事は岡山市内の大学の食堂で手伝い
をされたりして、大変苦労されたそうで
す。
　趣味は手芸や押し花、園芸で、特に
チューリップ、ひまわり、菊、水仙など

花が好きで、四季様々な花を育てられたそうです。
　長寿の秘訣は、「働くこと、好き嫌いなく食べること」だそうです。

平成27年４月～12月収入累計額 …

平成27年12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。

　備前市では、ふるさと納税をされた人に特典を贈呈する「ふるさと納税推
進事業」を実施しています。特典を登録いただける市内協力事業所を随時募
集していますのでご相談ください。　　　　 企画課企画係（☎64-1871）

お陰さまで平成₂₇年度分のご寄附が₁₈億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 3₉6,666,₉40
安全に安心して暮らせるまち 10₉,₉86,000
快適な生活が送れるまち 57,033,000
計画実現を推進するまち 14,₉10,000
指定なし 176,510,000

総　　　額 ₇₅₅︐₁₀₅︐₉₄₀

国民健康保険､ 介護保険､ 児童手当､ 障害者手帳
などの各種社会保障の手続きを行う際に
申請書などへのマイナンバーの記入を
お願いします
　平成28年1月からマイナンバーの利用開始にともない、申請書や届出書に
マイナンバーの記入が必要となりました。
　マイナンバー利用事務では、なりすましを防ぐため、通知カードなどによ
る「マイナンバー確認」と運転免許証などによる「本人確認」を行います。

【手続きに必要な書類】

○個人番号カードを持っている場合は、1枚でマイナンバー確認・本人確認
の両方が可能です。

※1個人番号カードは平成28年1月以降に希望する人に交付されるものです。
※２通知カードは平成27年11月～12月頃に郵送されたものです。
　くわしくは各申請窓口にお問い合わせください。

国民健康保険については　保健課保険医療係（☎64-181₉）
　介護保険については　　　介護福祉課介護保険係（☎64-1828）
　児童手当等については　　子育て支援課子ども･子育て支援係⎝☎64-1853）
　障害者手帳については　　社会福祉課障がい者福祉係（☎64-1824）

マイナンバーに関するお知らせ
・住所や氏名が変わった場合には、通知カード・個人番号カードを窓口に持

参し、変更内容の届出が必要です。
・通知カードは簡易書留で世帯主宛に送付しています。簡易書留郵便が届い

てない場合は、市へ返戻されている場合がありますので市民窓口課へお尋
ねください。　　　　　　　　　　　　　　 市民窓口課（☎64-1818）

マイナンバー確認 本人確認
個人番号カード（※1）

通知カード（※２）
または、マイナンバーが記載され
た住民票の写し

運転免許証、パスポートなどの顔
写真付証明書のうち1点
または、各種医療保険証、年金手
帳などの書類から２点

と　き 内　容 講　師

２月16日㈫
13：30～16：00

助け合いはなぜ必要？
~ボランティアを始め
るにあたって~

・みんなの集落研究所　
　首席研究員
　阿部　典子氏

２月25日㈭
13：30～16：00

高齢者の心と身体、よ
り良いコミュニケーショ
ンの方法について

・地域包括支援センター
・社会福祉協議会

３月11日㈮
13：30～16：00

・地域の困りごと助け
　合い活動創出ワーク
　ショップ
・身近にできるボランティ
　アの実践例の紹介

・東備子どもＮＰＯセンター　
　代表理事　金本　明子氏
・ＮＰＯ法人ふれあいサポート

ちゃてぃず
　代表理事　湊　照代氏

高齢者の生活を支援する
ボランティア養成講座

　ちょっとした手助けがあれば安心して生活できる高齢者の生活を支援す
るボランティアを養成します。
　「子育てのあいまに、ちょっとしたボランティアをやってみようかな」、

「退職後の自分自身の体力づくり・健康づくりのためにもやってみようか
な」など、気軽な参加をお待ちしています！

※活動の例：買い物、話し相手、ゴミだし、電球交換などの日常的な
サポートや草刈り、地域の高齢者の集いでの協力など

※受付は各回13：15～
◆対　象　市内に在住で、高齢者の生活を支援するボランティアに関心が

ある人（これからの社会は、元気な高齢者の活躍も期待されて
います。年齢は問いません）

◆ところ　市民センター２階講座室
◆定　員　50人
◆参加費　無料

２月12日㈮までに、地域包括支援センター（☎64-1844）、社会福祉協
議会（☎64-3033）へ

男女共同参画社会啓発事業
きらめきフェスタ₂₀₁₆ ⎝入場無料⎠

◆と　き　３月６日㈰　10：00～14：30　　　◆ところ　市民センター
☆ホール行事
・9：30　開場
・10：00～10：50　創作劇「おらのおっかあ、知らねえか」
 　　　　出演：劇団〝虹〟（要約筆記あり）
 大正琴演奏「みかんの花咲く丘」、「サライ」
 　　　　出演：琴伝流大正琴アンサンブルひなせ
・10：50～11：00　備前市男女共同参画まちづくり表彰、主催者あいさつ
・11：00～12：30　講演「〝平成の女きみまろ〟米津さち子の笑顔が増える

　　　ユーモアコミュニケーション」（要約筆記あり）

☆各種催し
・12：40～14:30 うまいものフェア（山菜おこわ、ちらし寿司、ぜんざい、

パン、シフォンケーキ、豆大福、コーヒーほか）、バザー、
ウィズびぜん登録団体などの活動展示

※ペットボトルのキャップおよび使用済インクカートリッジの回収を行いま
すので、ご持参ください。ペットボトルのキャップはポリオワクチンに、
インクカートリッジは絵本の購入などの代金になります。

主催：備前市、きらめきフェスタ2016実行委員会
市民協働課（☎64-1823）

【講師】米津　さち子さん
　　　（ユーモアセラピスト）
　　　「平成の女きみまろ」、「名古屋の上沼恵美

子」のキャッチフレーズを持ち、笑顔のス
ペシャリストとして、全国各地の講演会で
活躍中！会場に笑いと癒しを起こします！



4



2016.2

5

「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！

　平成27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、くわしくはお問い合わせ
ください。

まち創生課定住推進係（☎64-2225）

要介護認定を
受けている人の

障害者控除
　要介護度の認定状況により、所得税・市県民
税の障害者控除が受けられます。
◆控除の種類
【障害者控除】

・要介護1・２に認定されている人で、主治
医意見書か認定調査票の障害高齢者の日常
生活自立度がA2、B1、B2、C 1、C2ま
たは認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ
a、Ⅲb、Ⅳ、Ｍのいずれかに該当する人

・要介護３に認定されている人
【特別障害者控除】
　・要介護4・５に認定されている人
◆認定基準日　平成27年12月31日現在の認定状

況による
◆手続き　介護福祉課または各総合支所管理課

にある障害者控除対象者認定申請書を提出
し、認定書の交付を受けてください。申請に
は本人の印鑑が必要です。対象の人が申請で
きない場合、本人の印鑑と併せて、代理で申
請される人の印鑑もご用意ください。
介護福祉課介護保険係（☎64︲1828）
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 ▲立花和子さん（日生町日生）

 ▲入江史代さん（日生町寒河）

 ▲森下節子さん（日生町）
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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。

２月10日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
「慢性腎臓病を知ろう～長く付き合う
　ために～」
透析室　森本看護師長
無料
備前病院（☎₆4︲₃₃₈₅）

在宅医療推進講演会
 「最期まで人間らしく生きる」
　～介護予防から終末期
　　リハビリテーション～

　リハビリテーションの第一人者、大田
仁史さんのトークと軽い体操を楽しみな
がら、最期まで自分らしく生きるための
ヒントや地域で支え合うまちづくりにつ
いて学びます。

２月20日㈯　13：30～15：30
リフレセンターびぜん　体育室
大田仁史さん（茨城県立健康プラザ管
理者・医学博士）
無料
250人（市内在住、在勤の人）

２月10日㈬までに、医療福祉連携課
（☎₆4︲₁₈₇₅　FAX₆₃︲420₆）へ

介護者の会
　地域包括支援センターの職員が、「楽
しく認知症予防」と題して、認知症の予
防に役立つ知識や体操方法などを皆さん
に分かりやすくお伝えいたします。
　どうぞお気軽にご参加ください。

２月17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）

子育て講座
『あっぷるのおもちゃ箱』
　中国短期大学保育学科の皆さんによる
手遊び・ボディダンス・ふれあい遊びほ
か

２月15日㈪　10：00～12：00
リフレセンターびぜん
親子50組（先着）

２月10日㈬までに、
　子育て支援課（☎₆4︲₁₈₅₃）

第₆₄回備前市えびす駅伝競走大会
開催《協力依頼》
　２月11日㈭、備前市えびす駅伝競走大
会が151チームの参加により、9時30分
より久々井地区から鶴海地区において開
催されます。
　特に、開会から13時頃までは地区内の
県道を使用し、一部交通規制を行います
のでご理解、ご協力お願いします。

市体育協会事務局
　文化スポーツ課（☎₆₃︲₃₈₁₃）

ソフトテニス教室　参加者募集 !!
　今年の夏に備前テニスセンターで開催
される全国高等学校総合体育大会ソフト
テニス競技を盛り上げよう！

【中学生】２月9日㈫～３月８日㈫まで
　　　  の毎週火曜日　1₉：00～20：30

【高校生】２月18日㈭～３月17日㈭まで
　　　  の毎週木曜日　1₉：00～20：30
備前テニスセンター（久々井）
中学生、高校生
各20人（先着順）
1,000円

所定の申込用紙に必要事項を記入
し、２月4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海洋センターの体育館へ

Ｂ＆Ｇ財団会長杯争奪
第２₃回近隣市町親善少年剣道大会

２月21日㈰　開会式9：30～
吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
文化スポーツ課

　（☎₆₃︲₃₈₁₃）

【後期社会体育研修会】
ノルディック・ウォーク体験・
ウォーキング教室
　すがすがしい空気を吸いながら、備前
♡日生大橋をウォーキングしましょう。

３月５日㈯　9：00～12：00
備前♡日生大橋
小学生以上
先着40人
無料（ポールが必要な人は300円で貸
出します）

所定の申込用紙に必要事項を記入
し、２月17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海洋センターの体育館へ

企画展「旅する陶工　
　　　—備前焼とどこまでも—」

　　　　（入館無料）

　西日本の各地で、備前焼とそっくり
な「やきもの」が見つかっています。ど
うやら備前の陶工が旅をし、窯を築いた
様子です。今回はこういった窯場の中か
ら、特に16世紀末から17世紀初め頃の

「やきもの」を取り上げ、紹介します。
２月10日㈬～３月20日㈰
歴史民俗資料館

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

ワークショップ「ここ掘れ碗々～
埋まったお宝発掘したら？～」
　土に埋まっている古い遺物の発掘や復
元、整理など、当センターの仕事を体験
してみませんか？

２月14日㈰　10：00～12：00
　　　　　　　（受付9：30～）

埋蔵文化財管理センター
200円（記念品付）
20人程度（先着順）
火曜日、祝日の翌日

２月10日㈬までに電話、ＦＡＸまた
は郵送で埋蔵文化財管理センター（☎
₉₂︲₄₃₀₀　FAX₉₂︲₄₃₀₁　〒₇₀₅︲₀₀₀₁
伊部₉₇₄︲₃）へ。なお、FAX、郵送の
場合は、氏名、住所、電話番号記入の
上、センターへ申し込みください。

第５₃回企画展「日生を撮るⅢ」
　特異な地理的環境を持つ日生地区の移
り行く海と島とが織りなす風景美や、人
と自然との交わりなど、日生の魅力を探
求します。

２月13日㈯～３月14日㈪
加子浦歴史文化館

9：00~16：30
火曜日
大人200円、小人100円
加子浦歴史文化館

　（☎₇2︲₉02₆）
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 ▲亀井勝子さん（日生町日生）
 ▲森下真弓さん（日生町日生）
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いんべ会館　受講生募集
２月1日㈪より、

　いんべ会館（☎₆4︲0₈₉0）へ
いんべ会館

第６回ふれあいサロン講座

　健康軽スポーツのすすめ

　『ユニカール
　　やってみませんか！』

２月18日㈭　13：00～15：00
中高年の人でも気軽に出来る室内
でのカーリングです。
飲み物
無料
15人（先着順）

※軽い運動が出来る服装でお越しく
ださい。

第４回ライフサポート講座

『そば打ち体験してみよう』
　自分で打った、ゆでたてのそばを

食べてみませんか！
２月27日㈯　9：30～12：00

NPO法人八塔寺壽光庵
エプロン、三角巾など
500円（材料代）
15人（先着順）

男女共同参画講座
「〝メディア〟との上手なつき合い方
～男女の視点で読み解くとおもしろい～」

　ふだん何気なく見ているテレビや新聞
の情報は真実？それとも…。溢れる情報
に流されずに、男女の視点で読み解く力
を身に付けましょう。

２月18日㈭　10：00～11：30
日生地域公民館２階　大会議室
市場恵子さん（心理カウンセラー）
20人
無料
市内在住・在勤の人

２月15日㈪までに、市民協働課
　（☎₆4︲₁₈2₃・FAX₆4︲₃₈4₅）へ

公民館講座受講生募集！
「和菓子づくり教室」
  春の和菓子を作ってみませんか！

３月10日㈭　13：30～
子育て交流センター調理実習室
20人（先着順）
500円

吉永地域公民館（☎₈4︲₃₈₃₉）へ

臨時職員募集
平成28年4月1日採用
【学校用務員・調理場調理員】
・採用予定人員　各1人程度
・賃金月額　145,700円
・通勤手当・労災・社会保険あり

２月1日㈪～８日㈪
　　　　※各先着₁₀人で締切

２月14日㈰、15日㈪のいずれか
の日

※勤務条件のほか、くわしくはお問い合
わせください。

申込期間内に教育総務課（☎₆4︲
₁₈02　西片上₇）まで受験申込をして
ください。

北方領土返還運動全国強調月間
『重ねる対話　つなげる熱意で　
 　　　　　　　　　　　四

し

島
ま

返還』
　北方四島（歯舞群島、色丹島、国後島、
択捉島）の返還を求めて２月７日の「北
方領土の日」を中心に各地でさまざまな
行事が行われます。
　２月７日は、1855年のこの日、伊豆の
下田において日魯通好条約が調印され、
平和裏に日本とロシアとの間の国境が画
定された日です。この事実こそ、わが国
が北方四島の返還を求める重要な根拠な
のです。
　岡山県でも、２月4日㈭にさん太ホー
ル（岡山市）で「北方領土返還要求岡山
県民大会」、２月1日㈪から12日㈮まで
岡山県庁1階県民室で「北方領土パネル
展」が行われます。
　北方四島の早期返還実現のため、返還
運動への皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

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）

平成２₈年度 小・中学校に
入学される皆さんへ
　備前市では、小・中学校への就学につ
いて、住所による学区の指定がありま
す。対象の各ご家庭に就学通知を送付し
ていますが、次のような場合には、学校
教育課までご連絡をお願いします。
○国・県・私立学校へ進学される場合
○特別な事情があり、指定校以外の学校

への就学を希望される場合
※指定校の変更・区域外就学には許可基

準があります。くわしくは、市ホーム
ページをご覧ください。
学校教育課（☎₆4︲₁₈40）

国民年金保険料の納付は、
口座振替がおトクです
　国民年金保険料の納付には、口座振替
が便利でお得です。
　口座振替は、保険料が自動的に引き落
とされるので金融機関などに行く手間が
省ける上、納め忘れもなく、とても便利
です。また、当月分保険料を当月末に引
き落とすことにより月々50円割引される
早割制度や、現金納付よりも割引額が多
い６ヶ月前納・1年度前納・２年度前納
もあり、大変お得です。

納付書または年金手帳、通帳、
金融機関届出印を持参の上、年金事務
所または市役所へお申し出ください。

平成28年度分前納の申込みは２
月末までです。
岡山東年金事務所国民年金課

　（☎086-270-7₉28）
　市民窓口課（☎₆4︲₁₈₁₈）
　 管理課（☎₇2︲₁₁02）
　 管理課（☎₈4︲2₅₁₁）

司法書士・税理士・土地家屋調査士
による無料相談会 in 県立図書館

（予約不要・参加無料）

　岡山県立図書館で、無料相談会を開催
します。お気軽にご相談ください。

２月13日㈯
・セミナー「争族にならないための相続

　　　　　対策」13：00～14：00
・無料相談 14：00～16：30

岡山県立図書館
　（岡山市北区丸の内2-6-30）

相続、遺言、成年後見、不動産、税金、
境界トラブルなど
岡山県青年司法書士協議会

　（☎0₈₆₆︲22︲₇₉0₆）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　２月1日㈪～9日㈫
【市営住宅】大内・福田・土師神根
【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）

2月13日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室
◆もちつき大会

◆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）

　ひなビジョン
　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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