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№ 手 続 の 内 容 主な窓口 問い合わせ先

1 住民異動届 転入・転居 市民窓口課
※１  ※２ ☎64-1818

2 固定資産税の減免
税務課 ☎64-18163 償却資産の申告

4 市・県民税の申告 (H29.１.１～ )
☎64-18155 軽自動車税の減免 税務課

※１  ※２
6

国民健康保険
後期高齢者医療制度

資格の取得・喪失の届出

保健課
※１  ※２ ☎64-1819

7 被保険者証などの再交付
8 高額療養費支給申請
9 療養費支給申請
10 限度額適用・標準負担額認定申請
11

介護保険

要介護認定の申請
介護福祉課
※１  ※２ ☎64-182812 被保険者証などの再交付

13 高額介護サービス費支給の申請
14 負担限度額認定の申請
15 身体障害者・精神障害者手帳の申請 社会福祉課

※１　※２ ☎64-182416 障害福祉サービスの申請
17 生活保護の申請 社会福祉課 ☎64-1826

18 児童手当の申請 子育て支援課
※１　※２ ☎64-1853

19 児童扶養手当の申請 子育て支援課
20

市営住宅
特定公共賃貸住宅

入居申込み
まち創生課
※１　※２ ☎64-185121 収入申告

22 家賃の減免
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赤穂市･備前市･上郡町(東備西播定住自立圏)
３市町で力を合わせて､ 元気な地域を作りましょう｡
３市町内で行う民間イベントなど
の事業を募集します!!
　赤穂市、備前市、上郡町の３市町は、東備西播定住自立圏（以下「圏
域」）を形成し、力を合わせて元気で住みよいまちづくりを進めてい
ます。
　そこで住民の皆さんが自主・自発的に行う、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イベントなどの活動を支援
します。多数の応募をお待ちしています。
◆受付期間　３月16日㈬～４月14日㈭　17:00まで（期限厳守）
◆実施期間　平成28年５月～平成29年３月末まで
◆対象団体　圏域内に主な活動の基盤を有する５人以上の団体または

NPO法人。
宗教、政治、営利活動を目的とする団体や規約などが整
備されていない団体は除きます。

◆対象事業　支援の目的に合い、自主・自発的に行うもので、次のい
ずれにも該当するもの。
▽公益的な事業
▽圏域内の複数の市町住民の参加、協力および連携を得

ようとする事業
▽実現可能な事業
▽継続的な事業

◆支 援 額　20万円を限度
※ただし、同じ団体もしくは持ち回り等で実施する同じ

と認められるイベントに対し、これまでの交付実績が
通算５回を超える場合、15万円を限度

◆選考方法　応募いただいた内容を公開の場で審査しますので、出席
をお願いします。

◆審査日時および場所（予定）
　　　　　　４月24日㈰　9:00～14:00（申請数により変動します）

赤穂市役所204会議室
◆応募方法　申請書等必要書類を期間内に窓口（赤穂市企画広報課、

備前市企画課、上郡町企画政策課のいずれか）に持参
してください。申請書や詳細な募集要項などは、上記
窓口か協議会ホームページで。（ともりんく　http://
tobiseiban.mypl.net/）

東備西播定住自立圏形成推進協議会（備前市企画課　☎64-1871）

マイナンバー利用手続きのご案内
　平成28年１月からマイナンバーの利用開始にともない、国民健康保険や児童手当など
各種社会保障や税の手続きを行う際に申請書や届出書にマイナンバーの記入が必要にな
ります。
　マイナンバーが必要な手続きの際には、①マイナンバーが確認できる書類（例:通知
カード）、および②本人確認ができる書類（例:運転免許証）の提示が必要となります。
　マイナンバーカード（個人番号カード）を提示する場合は、１枚でマイナンバー確認・
本人確認の両方が可能です。

※くわしくは、市ホームページをご覧いただくか、または、各担当課へお問い合わせください。

※１：日生総合支所（☎72-1101）・吉永総合支所（☎84-2511）　
※２：三石出張所（☎62-0501）

市県民税・所得税及び復興特別所得税 
の申告相談は３月１５日㈫までです！！

申告相談会場のご案内（受付時間9：00～16：00）

と　き 会場および対象

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㈫

ご存知ですか 障害者差別解消法
　平成25年６月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。この法律は、障
がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共
に生きる社会をつくることを目指しています。
　平成28年４月から始まる、障害者差別解消法では、「不当な差別的
取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。
不当な差別的取り扱い
　例えば、「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れ
ないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといって
お店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けている
ので、「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。　
　ただし、ほかに方法がない場合などは、「不当な差別的取り扱い」
にならないこともあります。
合理的配慮をしないこと
　聞くことに障がいのある人に声だけで話す、見ることに障がいのあ
る人に書類を渡すだけで読みあげない、理解することに障がいのある
人にわかりやすく説明しないことは、障がいのない人にはきちんと情
報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えていないことに
なります。
　障がいのある人が困っている時に、その人の障がいに合った必要な
工夫や方法を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配
慮といいます。
　障害者差別解消法では、役所や会社・店などが、障がいのある人に

「合理的配慮をしない」ことも差別となります。ただし、合理的配慮
は負担になり過ぎない範囲になります。
※合理的配慮については、会社・店などは障がいのある人が困らない

ようにできるだけ努力することとなっています。
社会福祉課（☎64-1824）

譲渡所得・事業所得・
青色申告・消費税の申告は、
◆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）

　でご相談ください。

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」
を利用すると便利です。
・24時間いつでも使えます。
・画面の案内どおり入力すれば、
　税額を自動計算
・印刷して郵便などで提出

　くわしくは www.nta.go.jp、
　または「確定申告特集ページ」で検索

税務課（☎64-1815）　瀬戸税務署（☎086-952-1155）
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温水プール
⎝₂5m×５コース）

個人使用
一般 ₆₃0円
中高校生 ₃₈0円
小学生以下 ₂40円

月額定期
一般 ₃︐150円
中高校生 1︐₉00円
小学生以下 1︐₂00円

年間フリーパス 1₂︐000円
回数券使用 10回の使用料金で11回の使用

水泳教室等
（4月５日㈫～）

月会費
※子ども対象

週1回コース 4︐₉00円
週2回コース ₆︐₂00円
週3回コース ₇︐400円
週4回コース ₈︐₇00円
選手・育成／水泳＆体操 ₈︐₇00円

月会費※大人対象 回数制限なし（水泳･運動教室） ₈︐₇00円
入会金 ₂︐400円
年会費 1︐₂00円

フローリングスタジオ	⎝₇4㎡） （1時間につき） 専用使用 410円
冷暖房使用料 ₂00円

多目的研修室	（1₂₈㎡） （1時間につき） 専用使用 ₆10円
冷暖房使用料 ₃00円
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平成27年４月～平成28年１月収入累計額 …
平成28年１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24億円を超えました！

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち ₃15︐264︐401
安全に安心して暮らせるまち 88︐₃20︐001
快適な生活が送れるまち ₃8︐510︐000
計画実現を推進するまち 11︐880︐000
指定なし 1₃7︐560︐001

総　　　額 591,534,403

　東日本大震災津波からの復興にあたっては、全国
の皆様から多くのご支援と励ましを賜り、心から感
謝申し上げます。
　岩手県では、平成28年に復興の架け橋として「希
望郷いわて国体・希望郷いわて大会」を開催します。
全国の皆様に、ご来県いただき、岩手の魅力を知っ
て、買って、食べていただくことが、復興の大きな
力となります。
　今後とも、岩手の復興への歩みと地域活性化に応
援をお願いいたします。

４月１日～29日まで 一般遊泳無料開放！！

　東日本大震災に係り、全国の皆様から温かいご支
援を賜り感謝申し上げます。
　ご支援により復興しつつある宮城県内各地に足を
お運びいただき、是非とも豊富な食材や自然、温泉、
歴史など各市の魅力を存分に楽しんでいただきたい
と思っております。
　皆様に安心して旅を楽しんでいただけるようおも
てなしをすることが、更なる復興の励みとなります
ので、今後も応援をお願いいたします。

　福島県の市町村は、今日も、東日本大震災からの
復興に全力で取り組んでいます。
　私たち福島県民にとって何よりうれしいのは、全
国の皆さんに今の「がんばる福島県」を素直に観て、
食べて、飲んで、買って、ふれあって、笑顔の輪を
広げていただくことです。
　これまでのご支援に心より感謝申し上げますとと
もに、変わらぬ応援を
よろしくお願いします。

日生温水プール
 ｢シーサイドプールひなせ｣
　　 オープン記念☆おためし遊泳

   備前市消防団は､
      消防団員を募集しています
　備前市消防団は、市内全域を管轄するため、20の分団を配備して、『自
らの地域は自らが守る』という郷土愛の精神のもとに、地域に根ざした
消防団活動を実施しています。
　ところが、近年、全国的にも備前市においても、消防団員数は減少傾
向にあるため、このままでは地域の防災体制に多大な支障をもたらすこ
とになると憂慮されます。
　このため、皆さんが住んでいる備前市を安全安心な町にするには、今
こそ若いあなたの力が必要です。あなたのボランティア精神をぜひ消防
団活動に役立ててみませんか。女性消防団員についても、積極的に募集
を勧めています。
入団資格について
・市内に居住または勤務する18歳以上の人（ただし任命権者が特に必要

と認める場合は、この限りでない）
・志操堅固、身体強健な人
・性別は問いません

危機管理課
　消防防災係
　（☎64-1809）

東日本大震災から５年 東北被災三県からのメッセージ

※市内在住の65歳以上の高齢者および障害者手帳などを所持している人は、手帳などの
提示で個人使用に限り半額となります。（10円未満切り捨て）

※ダンス・体操などの軽運動や会議などに利用できます。

【施設利用料】

【水泳教室等】

◆申し込み:３月１日㈫から
・受付場所:日生運動公園体育館事務所（☎72-2226）
・受付時間:10:00～18:00　　　　　　 文化スポーツ課（☎6₃-₃81₃）

　昨年から休止していた日生温水プールの運営を、「シーサイドプール
ひなせ」として、４月１日から開始します。
　「年間フリーパス」や「月額定期」を導入していますので、体力つく
りや健康保持増進にぜひご活用ください。
　市民の皆さんにプールを身近に感じていただき、気軽に活用していた
だくために、４月１日㈮～29日㈮の期間に一般遊泳（個人使用）を無料
開放します。
　なお、一般遊泳については入場者数により、利用を制限させていただ
く場合もありますのでご了承ください。
　また、４月３日㈰、オープニングイベントとして、各種無料体験教室
やお楽しみイベントを予定しています。くわしくは、広報びぜん４月号
でお知らせします。
◆開館時間:9:00～21:00（プール利用は11:₃0～20:₃0）
◆休館日:毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月28日～翌年１月４日

４月１日
開始

【ワカメ】 【三陸鉄道】 【牛たん焼き】
【仙台城址（青葉城址）･　

　伊達政宗公騎馬像】 【赤べこ】 【磐梯山・猪苗代湖】

ふるさと納税特典に登録しませんか？

岩手県市長会長　
盛岡市長  谷藤　裕明

【岩手県】
宮城県市長会長　

仙台市長  奥山 恵美子

【宮城県】
福島県市長会長　

相馬市長  立谷　秀清

【福島県】
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「ありがとう」と感謝の気持ちを
お互い言葉に出して言っています

嶋
しま

村
むら

良
りょう

一
いち

＆嶋
しま

村
むら

定
さだ

子
こ

  夫妻 

夫（年齢35）会社員
妻（年齢36）アルバイト
子ども２人（年齢５）
　　　　　 （年齢０）

「できるときにできることを」常に
話し合ってシェアしています

清
せい

家
け
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せい

家
け

彩
あや

菜
な

  夫妻

お 二 人 の 生 活 ス タ イ ル を 教 え て く だ さ い ！

家庭、地域、仕事のバランスを保つ秘訣は何ですか？

結婚して₅₅年目、共働き時代を経て、現在は地域のボランティア活動
などをそれぞれ積極的になさっています。

海の見える里山が気に入り、東京から備前市へ移住して４年目。夫は
会社員、妻は地域の遊び場（プレーパーク）の活動に関わっています。

オイルショックの頃まで、残業
で帰宅が遅くなることはしょっ
ちゅうでした。その後は定時で帰
ることができましたので、妻が残
業で遅くなる時は私が家事をして
いました。当時は子育ての時期で
したが、特に苦労したとは感じま
せんでした。
　今は、地域でのボランティア活
動や趣味の料理を楽しんでいます。
　妻は、私が何かしたときには常
に感謝の言葉を言ってくれるの
で、また何かしようという気持ち
になりますね。

それぞれができるときにすれば
いいと思います。気が付いたとき
に自分からすることです。

会社が終わったあと、経理の勉
強を遅くまでして帰宅すると、
テーブルの上に料理が並んであり
ました。とてもうれしかったのを
覚えています。また、２人とも遅
くなるときは、ご近所の人に助け
てもらいました。
　これまでの生活は、平坦な道程
ではありませんでしたが、苦労も
苦労とは思わなかったように思い
ます。文句の多い私を支えてくれ
た夫は愚痴を言わない人です。
　今は、近所の子どもたちの挨拶
運動や地域のボランティア活動を
頑張っています。

「ありがとう」と感謝の気持ち
をいつも言葉に出して言うことで
す。また言いたいことはお互い言
葉に出して相談することです。

以前勤めていた職場では帰宅が
遅く、また全国に転勤の可能性が
あり、特定の地域に根付くという
のは不可能な状態でした。今の職
場は、休日は減りましたが、以前
より早く帰宅することができ、転
勤もありません。社長は、社員の
家庭の事に理解があり、社長自身
も地域の活動に積極的に参加して
います。
　私は休みが平日なので、地域の
行事などには妻が積極的に関わっ
ています。
　家事をするのは好きで、普段料
理もよく作っています。

男女の役割を線引きせず、でき
るときにできることをするのがい
いと思います。

わが家は「仕事」と「子育て」
は同等に大変で、価値のあるもの
と考えています。だから、夫が仕
事、私が子育てをして、「家事」
は分担すると決めていることが、
核家族でもやっていけている秘訣
だと思います。
　また子育てを通して地域社会と
のつながりができました。地縁の
ない私が地域の活動に関わらせて
もらえているのは、夫の協力はも
ちろん、近所の人が子どもや私た
ちに目や手をかけてくださってい
るからだと思っています。

できること・できないことをちゃ
んと言葉にすることです。子ども
を連れてどんどん地域に出ること
もお勧めです。

夫（年齢81）無職
妻（年齢77）無職

＜企画制作＞備前市男女共同参画推進委員:梅延廣子、片山ひとみ、原田正志（写真撮影）、播本ひろ子、平川　満、森　毅、森　敏彰
市民協働課　人権・男女共同参画係（☎64-182₃）

｢何それ? ○? △? ｣ から19年
　～日本女性会議　　　　　　
    2015倉敷へ参加して～

　「これからは、男女が性別に関係なく互いに輝く時代が来ます。それが男女共同参画！」
　会場の隅々にまで轟く田嶋陽子教授の基調講演。19年前、岡山では初めて開催された日本女性会
議。当時、男女共同参画は、産声を上げたに等しく、「○か△か分からん」などと、周囲の反応は
関心が薄く冷ややかだった。
　市の男女共同参画推進委員の私は、これでは備前が遅れてしまうと、啓発を第一にしてきた。そ
して、昨秋、全国を巡る開催地として、倉敷へ。「ライフステージとそれぞれの男女共同参画へ」
の副題通り、仕事、子育て、介護、ＤＶ、貧困、性の多様性などをどう解決するかの域にまで取り
組みは達している。
　19年間、委員を経験し、「男女共同参画とは相手の幸せを自分のものとして捉え実行できる心の
成熟」と考えつつ、会場の熱気に身の引き締まる思いがした。　　　　　　　　　　（片山推進委員）

男女共同参画特集（素敵なパートナーインタビュー）
ワークライフバランス（仕事と生活の調和）  ～伝えていますか？お互いの気持ち～

　何も言わなくてもわかっているはず、そんな時代はもう終わりました。せっかく縁あって出会った二人なのですから、お互いの気持ちを伝
え合い、家庭、地域、仕事も充実した生活を送りたいものです。そんな生活を実践している素敵なパートナーをご紹介します。

    2015倉敷へ参加して～
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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。

３月9日㈬　14:00～15:00
備前病院附属棟２階
糖尿病の食事について
日生病院　八藤管理栄養士
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。

３月16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
　「コレステロール」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。

３月18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。

３月11㈮までに
　日生病院（☎₇₂︲₁₁₁₁）へ

第１回備前病院・さつき苑フェア
（参加無料）

　医療や介護を安心して受けていただ
き、健康意識の向上などに役立つ催し物
です。　　　　　
 お子様連れでもお気軽にご参加いただ
けます。

３月20日㈰　1₃:00～15:₃0
備前病院１階フロア
健康チェック、糖分チェック、聴診器・
血圧計測定体験、介護劇、放射線被曝
ポスター、バルーンアート、お菓子釣
りなど
備前病院（☎₆₄︲₃₃₈₅）　

　備前さつき苑（☎₆₃︲₉₃₀₀）

介護者の会
　備前市社会福祉協議会の山野由美子専
門員を講師に招き、「終活について考え
てみよう」と題し、わたしの生き方ノー
トを活用して「終活」について分かりや
すく話します。
　また、社会福祉協議会の活動について
も紹介します。
　どうぞお気軽にご参加ください。
※テキストの準備のため、事前に申し込

みください。
３月17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
200円（テキスト代として、当日持参
ください）

　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）

ワークショップ
「クレイアニメーション in BIZEN」
　アニメーション作家の先生と一緒に粘
土で遊びながらアニメーションをつくっ
てみよう！

３月12日㈯ 9:₃0～14:₃0
            （受付9:00～）

埋蔵文化財管理センター
中村智道先生
₃00円（材料費含）
15人程度　５組（２人～５人/組※10
歳以下は保護者同伴）
あればフィギュアなどの手足が動くもの
火曜日

３月9日㈬までに、電話、ＦＡＸま
たは郵送にて、参加者全員の氏名（ふ
りがな）、年齢、代表者の住所と電話
番号を

　埋蔵文化財管理センター
　（伊部₉₇₄︲₃ ☎₉₂︲₄₃₀₀ FAX₉₂︲₄₃₀₁）へ

備前歴史フォーラム 2015
 「モノの伝播とカタチ
　　　　～備前焼の場合～」
　今年度は「やきもののかたちはどう伝
わるのか」「備前焼と近似したやきもの
を生産した産地の検討」をテーマに、文
献、考古の専門家が備前焼にせまります。

３月1₃日㈰　10:00～16:40
備前焼伝統産業会館３階

・基調講演「前近代日本における情報伝
達」（講師:渡邊滋山口県立大学准教
授）ほか

・映像＆トークセッション「まねられた
備前焼」

・コラムセッション　「かたちをまねる」
・展示　佐山東山窯跡群発掘調査資料な

ど
1︐500円
80人（先着順）

３月10日㈭までに、氏名、住所、電
話、メールアドレスを記入し、郵送、
Ｅメール、ＦＡＸなどで、
備前歴史フォーラム実行委員会事務局

〔生涯学習課内〕
 （〒₇₀₅︲₀₀₂₁ 西片上７　
  ☎₆₄︲₁₈₄₁　FAX₆₄︲₄₂₈₅　
  bzsyougai@city.bizen.lg.jp）へ申込。

カップリングパーティ直前セミナー
『意識を変えると未来が変わる！』

３月1₃日㈰　
・男性セミナー 10:00～12:00　　
・女性セミナー 1₃:00～15:00

保健センター３階
木村少美さん（セミナー講師）
₃00円（お茶代）　

独身男女各20人程度
３月６日㈰までに、市ＨＰから電子

申請、またはメール（住所・氏名・年
齢を記載）で、市民協働課縁結び係（☎
₆₄︲₁₈₂₃　bzkyoudou@city.bizen.
lg.jp）へ申し込んでください。

カップリングパーティ
『こだわり備前de恋探し』

３月20日㈰　1₃:00～16:00
鷹取醤油 燕来庵（香登本887）

　25歳～45歳くらいまでの独身男女
※男性:備前市に在住・在勤または移住

意思のある人／女性:地域制限なし
※上記直前セミナー参加者には優先枠が

あります。
男女各 1︐500円　

独身男女各18人（※応募多数の
場合は抽選）

３月10日㈭までに、㈲チアー
ズのホームページ（http://cheer-s.
com）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）

 ▲遠部孝子さん（大内）

 ▲久重寿美子さん（鶴海）
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日本遺産探訪事業
モニターツアー参加者募集！
　日本遺産に認定された構成文化財を巡
り、今後の活用・整備の参考にします。

３月12日㈯
　①9:00～12:₃0頃
　②1₃:15～16:45頃
（発着:旧閑谷学校バス駐車場、貸切バ

スで移動）
旧閑谷学校、歴史民俗資料館（備前国
和気郡井田村延原家文書）、井田跡、
熊沢蕃山宅跡
各史跡などで説明を聞くとともに、活
用・整備に関するアンケートに協力し
ていただきます。
高校生以上　①②各20人
無料（旧閑谷学校入場料は各自負担）

３月１日㈫9時から9日㈬17時まで
に秘書広報課世界・日本遺産推進係（☎
₆₄︲₁₈₀₀）へ電話で申し込み。

※定員になり次第締切

自衛官募集
　防衛省では、平成28年度各種自衛官等
を募集します。
【幹部候補生】
一般

　
〔大卒程度試験〕
　20歳以上26歳未満
※22歳未満の者は大卒（見込含）
※修士課程等修了者等は28歳未満（見込

含）
〔院卒者試験〕
　修士課程修了者等（見込含）で、20歳

以上28歳未満
３月１日㈫～５月６日㈮

５月14日㈯・15日㈰
※15日は飛行要員のみ
歯科・薬剤科

専門の大卒（見込含）は20歳以上₃0歳
未満、薬剤は20歳以上28歳未満

３月１日㈫～５月６日㈮
５月14日㈯

【予備自衛官補】
一般・技能

一般は18歳以上₃4歳未満、技能は18歳
以上で保有する技能に応じ5₃～55歳未
満

　
①１月８日㈮～４月８日㈮
②７月１日㈮～9月16日㈮

　
①４月15日㈮～４月19日㈫
②9月₃0日㈮～10月３日㈪
※いずれか指定する１日
※状況により、試験日が変更される場合

があります。
防衛省岡山募集案内所（☎₀₈₆︲₂₂₄︲
₂₈₂₄） http://www.mod.go.jp/pco/
okayama/

公民館講座受講生募集！
『エコクラフト教室』
　可愛いバスケット（小物入れ）を
　作ってみませんか！

３月20日㈰　9:00～12:00
吉永地域公民館　指導室
500円
キッチンバサミ・目打ち・洗濯バサミ
20～₃0個
中学生以上20人（先着順）

吉永地域公民館（☎₈₄︲₃₈₃₉）へ

平成₂₈年度
市立片上高等学校（普通科）
生徒募集
　片上高等学校は、県立備前緑陽高校の
敷地内にあり、東備地区で唯一の夜間定
時制高校です。
　働きながら勉強したい人、高校の卒業
資格を得たい人など、様々なニーズを
もった人たちが、４年間での卒業を目指
して学んでいます。

40人

・３月22日㈫・2₃日㈬　1₃:00～17:00まで
・３月24日㈭　1₃:00～15:00まで
※郵送は、2₃日㈬　17時必着

３月25日㈮
学力検査（国語・数学・英語）

および面接
片上高等学校

　（☎₆₄︲₂₇₀₃　※₁₃：₀₀～₂₁：₀₀）

「全国子ども会安全共済会」
  加入募集
　全国子ども会安全共済会とは、全国子
ども会連合会が運営している保険です。
　「子ども会活動中」の事故で生じた負
傷・疾病・後遺障害・死亡・賠償責任を
補償します。
　平成28年度分の加入について募集しま
すので、必要書類に会費を添えて申し込
みください。

子ども会
１人あたり年額210円（予定）

３月26日㈯までに、中央公民館（☎
₆₄︲₁₁₃₃）へ

※期限後は、随時加入受付。

いんべ会館　受講生募集　

第５回ライフサポート講座

　『和ハーブで
 　　　健康いきいき生活』

　　日本のオリジナルハーブで季節の
変わり目を健やかに過ごしましょう！

３月2₃日㈬　1₃:₃0～15:00
新藤かおりさん（和ハーブイン

ストラクター・備前市地域おこし
協力隊）
500円（材料代）
15人（先着順）

３月１日㈫から、
　いんべ会館（☎₆₄︲₀₈₉₀）へ

手話奉仕員養成講座
　興味のある人は、どなたでも受講でき
ます。

【入門編】
　４月11日㈪～８月29日㈪（18回）
【基礎編】
　9月５日㈪～３月1₃日㈪（22回）
※期間中の祝日などを除く、毎週月曜日

19:00～21:00
リフレセンターびぜん
岩城富士子先生ほか
約20人（経験者可）

興味のある人ならどなたでも
リフレセンターびぜん（☎₆₄︲₃₆₆₁

　※火曜・祝日の翌日が休館）

３月は岡山県山火事予防運動月間
です !

「誓います　森の安全　火の始末」
（平成28年標語）

　空気が乾燥している春は、山火事が起
こりやすい季節です。
　山火事の多くが、ちょっとした火の取
り扱いの不注意により発生しています。
山火事を防ぐために、次のことに気をつ
けましょう。
・枯草などがあり火災が起こりやすい場

所では絶対たき火はしない
・たき火や野焼きをするときは周囲にも

知らせ、一人では行わない
・風が強いとき、空気が乾燥していると

きには、たき火や野焼きをしない
・たばこの火は必ず消し、絶対に投げ捨

てない
・火遊びはしない

まち産業課（☎₆₄︲₁₈₃₁）

小・中学校の就学援助制度
　経済的な事情で小・中学校の教育費の
支払いが困難な保護者に対し、学校で必
要な費用の一部を援助する制度がありま
す。くわしい案内は、各小・中学校を通
じて行う予定です。
　小学校の新一年生は全員に希望調査を
行いますが、その他の学年で希望する人
は、それぞれの学校へ申し出てください。

生活保護を受ける人に準ずる程
度に困窮している人（所得要件があり
ます）
教育総務課（☎₆₄︲₁₈₀₂）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　３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）

8888888

今月のイベント

備前市エコハウス

　　　　　　　　　　  
（畠田20-1）

３月12日㈯　10:00～1₃:00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室（しいたけ植菌体験）

◆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）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲横山茂子さん（伊部）
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