
1



2

認定こども園 愛称募集‼

　児童の幼児教育・保育の充実を図るため、現在、吉永町吉永中地内に建設
中の「認定こども園」の愛称を募集します。
　吉永・神根幼稚園・吉永保育園の３園を統合した『認定こども園』は、平
成29年4月に開園予定です。

◆応募資格　市内に住所を有する人
◆募集締切　平成28年7月15日㈮　※当日消印有効
◆応募内容

①誰もが親しみやすく、呼びやすい名称で、名称の一部に「認定こども園」
または「こども園」を使用してください。（例：○○こども園、認定こ
ども園○○等）

　②すでに近隣の施設などで使用されていない名称
◆応募方法　次のいずれかの方法で応募してください。

①直接、福祉事務所こども育成課の窓口に持参
②郵送かFAXで提出
③メールで応募（E-mail　bzkodomo@city.bizen.lg.jp）
※応募用紙は、こども育成課、市内の幼稚園・保育園・こども園の窓口に

設置しています。１人何点でも応募できますが、１点につき１枚の応募
用紙でご応募ください。（備前市ホームページ「子育て情報」より応募
用紙のダウンロードも可）

※応募作品は返却いたしません。
※応募の際にご記入いただいた個人情報は、園名募集に関わる事務のみに

使用します。
◆選　考　選考の結果を市ホームページで発表するほか、受賞者本人に直接

通知します。
※受賞作品に関する著作権は、備前市に帰属します。
※名前の決定にあたっては、採用作品の一部を修正する場合があります。

◆賞　品　採用された人には『記念品』を贈呈します。　　
こども育成課こども園建設推進係

　（☎64-1825　FAX64-1847　〒705-8602 東片上126）

韓国派遣団員を募集します!

◆応募方法　申込用紙に必要事項を記入の上、市民協働課まで提出（郵送
可）してください。

※用紙については、市役所市民協働課に設置または市ホームページに掲載
しています。

◆募集期間　5月2日㈪～5月20日㈮必着
※応募者多数の場合は抽選となります。
◆そ の 他　出発前の事前研修と帰国後の事後報告があります。

備前市国際交流協会事務局
　（市民協働課内☎64－1806　〒705-8602 東片上126）
※なお、この企画は自然条件や受け入れ側の事情などにより変更あるいは

中止となる場合があります。

韓　　国
期　間 7月26日㈫~29日㈮（4日間）
訪問先 蔚山広域市東区
内　容 ホームステイ生活体験、文化交流など

宿　泊 基本は2人１組でのホームステイですが、受入先
の事情により異なります。

費　用 ３万円程度（時期により変動があります。なお、
パスポート取得費用等は別途自己負担）

応募資格 市内在住の小学4･ 5･ 6年生（過去に同様の事
業に参加した人は除く）

募集人員 16人程度

備前市行政評価市民委員会
公募委員を募集します

　市民の視点に立った市政運営の推進を目指し、市が行っている行政評価に
ついてご意見をいただくため設置している備前市行政評価市民委員会の公募
委員を募集します。

【委員会の役割】
　次に掲げる事項について調査および検討を行い、これに係る意見または提
案を市長に報告するもの

（1） 市が実施した施策評価および事務事業評価の結果
（2） 市の行政評価システムの改善
◆任　　期　平成28年7月～平成30年6月（予定）
◆会　　議　平日昼間（年4回開催予定）
◆報　　酬　会議の出席ごとに、市が定める報酬額をお支払いします。
◆応募要件　次の要件をすべて満たす人
　　　　　　１. 18歳以上で市政に関心のある人
　　　　　　2. 市内に１年以上在住または通勤、通学している人
◆募集人員　5人以内
◆応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、提出してください。
　　　　　　※応募用紙は、市ホームページからダウンロード可
◆応募締切　6月17日㈮　当日消印有効
◆選　　考　提出書類を基に、応募の動機や年齢、性別、地域などのバラン

スを考慮し選考します。
財政課行革推進係（☎64-1872　 FAX64-3845　〒705-8602 東片上126）

まちづくり事業を募集します
　まちづくりなどを行う事業を対象として助成します。事前相談も受け付け
ていますので、お気軽にご相談ください。
◆申請期間　5月31日㈫まで
◆事業期間　交付決定日（6月上旬）～平成29年３月31日㈮
◆補助の対象　市内で公益性のある事業に自主的に取り組み、次の要件を満

たす各種団体
・10人以上の会員で組織し、組織の運営に関する規約、会則

などがあること
・事業計画および事業予算を定め、活動実績が１年以上ある

こと
◆対象事業　地域の活性化、福祉の充実、文化芸術の振興などを目的とした

まちづくり事業
例）講演会、ワークショップ、花いっぱい運動、各種体験事業

など
◆補助率・限度額
　補助率　4／5以内 ※ただし、備品購入費および附帯工事費については、

対象事業費の2/ 3以内で補助率1/2以内とします。
　限度額　100万円 ※１団体につき３回（総額で限度額の範囲内）まで

申請可能です。
※補助金交付については審査委員会で決定されます。

市民協働課市民協働係（☎64-1806）

ホストファミリー募集!
　この夏、文化交流協定を締結しているアメリカ・メンローパーク市の交
流員を受け入れて、思い出に残る交流をしませんか。
◆と　き　7月上旬（7泊8日程度）（予定）
　　　　　（事情によりスケジュールなどの変更が生じる場合があります）
※土曜日および日曜日は終日ホストファミリーと過ごしていただく予定で

す。
◆内　容　①中学生・高校生　②成人（１人または2人１組）の受入れ
◆募集家庭　10家庭程度
　　　　　　〔①市内在住の中学生・高校生のいる家庭　②どなたでも可〕
※応募者多数の場合は抽選となります。
◆募集期間　5月31日㈫まで
◆そ の 他　今回ホストファミリーとなった家庭の生徒は、次回実施予定

のアメリカ派遣事業の優先派遣団員となります。
◆応募方法　申込用紙に必要事項を記入の上、市民協働課まで提出（郵送

可）してください。
※用紙については、市役所市民協働課に設置、または市ホームページに掲

載しています。
備前市国際交流協会事務局

　（市民協働課内 ☎64-1806 〒705-8602 東片上126）　

認定こども園とは…
教育・保育を一体的に行う施設で、いわゆる幼稚園と保育園の両方の良さ
を併せ持ち、3歳児から5歳児は、保護者の就労の有無にかかわらず、通
い慣れた園を継続して利用できることができ、0歳児から2歳児は、月齢
に合わせた保育を受けることができます。

【認定こども園 イメージ図】
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出産祝金が支給されます!
　次代を担うお子様の誕生をお祝いします。
※平成28年4月2日以降に生まれたお子様（新生児）が対象です。
◆支給対象者　新生児の保護者
◆支給条件（下記の全てに該当する必要があります）
・出生の日以前、備前市に6か月以上居住して
　おり、引き続き市内に居住する意志のある人
・新生児と同一の世帯として住所を有する人
・市税を滞納していない人
◆支 給 額　新生児１人につき10万円
◆申請期間　新生児の出生後、３か月以内
◆申請場所　保健課保険医療係、日生・吉永総合支所、三石出張所
◆申請に必要なもの
・印鑑
・本人確認書類（①、②のいずれかが必要です）

①顔写真付公的身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード等）１点
②健康保険証・年金手帳などの書類から2点
　くわしくはお問い合わせください。

・申請者名義の預貯金通帳（口座への振り込みを希望する場合）
◆支給方法　申請窓口での現金支給または指定口座への振込
※現金支給は、保護者本人が上記①の証明書を持参して、本庁（保健課保

険医療係）で申請する場合に限ります。
保健課保険医療係（☎64-1819）

花いっぱい運動実施団体募集について
　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・プランターなど植栽に必要な消耗品を、
市が現物給付（上限5万円分）します。
★申し込みできる団体

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が対象です。

★事業実施場所
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が条件です。

★その他
平成29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。

　申込方法など詳細の問い合わせ先は、
　市民協働課市民協働係（☎64-1806）まで。

婚姻届を提出して､ 備前市に
定住するご夫婦へプレゼント!! 

　4月１日㈮より、結婚記念品のプレゼント内容が変わりました。
◆プレゼント内容
　「ふるさと納税特典商品」2ポイント分（10︐000円相当）
◆申請方法
・婚姻届または転入届提出時に窓口へ申し出
・市ホームぺ―ジより申請書をダウンロードのうえ、郵送
※くわしくは、市ホームページやチラシ
（市役所本庁・各総合支所・三石出張所
の窓口に設置）をご覧ください。

企画課ふるさと創生係
　（☎64-2225
　 〒705-8602　東片上126）

備前市住宅リフォーム助成
６月１日㈬　受付スタート!

◆受付期間　6月１日㈬から平成28年12月16日㈮まで　　　　　　
◆受付時間　９：00～17：00
◆受付窓口　まち営業課（本庁舎2階）※郵送では受付できません。
◆申請書類　まち営業課、日生・吉永総合支所、三石・三国出張所に配置
　　　　　　市ホームページからもダウンロードできます。
 助成は、地域振興券で交付します！
◇助成額　対象となるリフォーム工事費の10分の１
◇助成上限額　50万円
◇使用方法　地域振興券は市内の加盟店（地域振興券をお渡しする際に加

盟店一覧表をお渡しいたします）で使用できます。

 申請について（抜粋）～くわしくはお問い合わせを～ 
○申請者　本市に住民登録し、リフォーム予定の住宅に住んでいる人など
○対象住宅　申請者が居住の用に供している住宅など
○対象リフォーム工事
　市内建築業者がリフォームの主たる施工業者であること
　リフォームに要する工事費が50万円（消費税込）以上など

まち営業課まち商工係（☎64-2228）

備前市地域情報通信基盤整備推進事業
光ブロードバンドのエリア拡大

　光ブロードバンドサービスによる利用環境の格差是正を図るため、頭島、
鹿久居島および寒河の一部において、早期整備を実施する電気通信事業者に
対して補助金を交付し、光ファイバーケーブルを使用した高速・大容量でデ
ジタルデータの伝送が可能な通信サービスのエリアが4月から拡大しました。

【サービス提供開始エリア】

　上記のサービス提供エリア・市外・市内局番であっても、利用できない場
合があります。くわしくは電気通信事業者にお問い合わせいただくか［http：
//flets-w.com/］をご確認ください。

NTT西日本［☎0120-931436　受付９：00～17：00（12/29～１/３を除く）］
など電気通信事業者
企画課ICTまちづくり係（☎64-1812）

地　　域 頭島、鹿久居島、寒河の一部
市外局番 0869
市内局番 72、74

　保健課保険医療係、日生・吉永総合支所、三石出張所

平成27年４月～平成28年３月収入累計額 …
平成28年３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。　　　　　　　　　　　 ふるさと寄附課（☎64-1805）

寄附の使途 寄附金額
将来を担う人材が育つまち 94︐992︐000
安全に安心して暮らせるまち 19︐841︐000
快適な生活が送れるまち 10︐502︐000
計画実現を推進するまち 2︐200︐000
指定なし 36︐424︐200

総　　　額 163,959,200

お陰さまで平成27年度分の
ご寄附が27億円を超えました！

備前市企業支援水道料金補助金について
　企業などの活発な生産活動を支援するとともに市民の雇用機会の拡大を
図るため、一定の条件を満たす企業などが負担する水道料金の一部を補助
することを目的とした補助金が創設されました。
◆交付対象条件　昨年新たに備前市民を１人以上雇用した水道の年間使用

量が5000㎥以上ある市内の一般製造工場
◆補助金額　年間水道料金の5%（150万円限度）

まち営業課まち商工係（☎64-2228）

本庁介護福祉課
福祉事務所
日生総合支所
吉永総合支所
備前病院
日生病院
吉永病院

熊本地震に伴う義援金について
　市では、平成28年4月14日に発生した熊本地震により
被災された皆さまへの義援金を受け付けています。
◆受　　付　6月30日㈭まで
　　　　　※受付期間は変更になる場合があります。
◆受付場所　右の各窓口で受け付けています。　
※領収書が必要な人は、各窓口へ申し出てください。
　くわしくは、お問い合わせください。

社会福祉課（☎64-1827）
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木造住宅の耐震診断・
改修工事費用の一部を補助します

１．住宅・建築物耐震診断事業補助制度
　住宅の耐震化を進め、震災時の被害を最小限にとどめる目的で、木造住宅
の耐震診断費用の一部を補助します。

現況診断 　現状の耐震性能を診断します。
◆募集件数　₁₀件程度（先着順）
◆自己負担　₁₀︐₀₀₀円／件（70︐000円のうち、60︐000円を補助）

補強診断（補強計画＋計画後診断）
　現況診断の結果、倒壊の危険性があると判断された場合は、補強計画案の
作成と併せ補強計画後の診断を行うことができます。
◆募集件数　５件程度（先着順）
◆自己負担　₁₀︐₀₀₀円／件（70︐000円のうち、60︐000円を補助）

【対象となる住宅】
①備前市内に存する民間のもの
②昭和₅₆年５月₃₁日以前に着工された一戸建ての住宅
※昭和56年5月31日以後に増築したものは対象にならないこともあります。
③構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
　ア　丸太組工法
　イ　建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
④地上階数が２以下のもの

２．木造住宅耐震改修事業補助制度
　大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため、木造住宅の耐震改修工事にか
かる費用の一部を補助します。

◆募集件数　３件程度（先着順）
◆補 助 率　工事費の₂₃％（上限50万円）

【対象となる住宅】
①住宅・建築物耐震診断事業補助制度と同様の要件（①～④）
②上記の現況診断および補強診断を実施し、改修後、所定の耐震基準を満た

す工事
③工事が平成29年１月末までに完了するもの

※今年度から自己負担額が変更されていますのでご注意ください。
※くわしくはまち整備課まち建築係までお問い合わせください。

まち整備課まち建築係（☎64-1834）

～軽自動車税の減免申請について～
【初めて減免申請する人】
　障害者手帳などの交付を受けている人が所有・使用する車両で一定の条件

（障がいの程度など）を満たす場合は、軽自動車税の減免が受けられます。
なお、減免は1人１台までで、普通自動車で減免を受けた人は対象外となり
ます。
◆申請期限　5月31日㈫
◆申請に必要な書類

納税通知書・障害者手帳などの各種手帳・納税義務者の印鑑・運転免許証・
車検証の写し、マイナンバーが確認できる書類（例：通知カード）、およ
び本人確認ができる書類（例：運転免許証）

※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。

【昨年度までに減免を受けている人】
　届出内容に変更がない場合は、申請書の提出が不要です。ただし、車両、
障がいの等級、運転者など申請内容に変更がある場合には、申請が必要とな
ります。

税務課市民税係（☎64-1815）

自動車税の納期限は５月31日です
　自動車税は毎年4月１日現在で自動車を所有している人に納めていただく
県の税金です。
　納付は、納税通知書（5月2日送付）を持って、最寄りの金融機関やコン
ビニエンスストアなどで納期限内に納めてください。なお、口座振替の登録
をしている場合は、ご指定の預金口座から納期限の5月31日㈫に引落しがさ
れます。

備前県民局税務部（☎086-233-9811～9814､ 9808）

人権擁護委員の活動
　６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員は、地域の皆さんから人権に関する相談を受け、問題解決の
お手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済や
地域の皆さんが人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行って
います。

【備前市の人権擁護委員】
◆馬場克子（坂根）◆則次春賢（大内）◆福圓良子（伊部）◆横山茂樹（西
片上）◆淨原法生（伊里中）◆野﨑まち子（佐山）◆新後純雄（三石）◆延
谷弘明（日生町日生）◆川平章（日生町寒河）◆入江史代（日生町寒河）◆
宮尾裕子（吉永町南方）◆岡本知惠子（吉永町神根本）◆藤原博志（吉永町
笹目）

市営バスをご利用ください  
　岡山県出身の工業デザイナー水戸岡鋭治さんがデザ
インした市営バスは、平成28年4月から９路線（日生
線、三石線、東鶴山線、福石線、吉永線、八塔寺線、
三国和意谷線、南北・閑谷学校のぞみ線、寒河蕃山伊
里線）が運行しています。
　公共交通は地域で支えなければ維持できません。今
まで以上に公共交通の利用をお願いします。
※市営バス時刻表が必要な人は、公共交通課、または

最寄りの総合支所にお問い合わせください。
公共交通課（☎64-1825）

民生委員・児童委員の日
活動強化週間

　　　
５月₁₂日㈭～₁₈日㈬    

　５月12日は「民生委員・児童委員の日」です
　岡山県で、大正6年5月12日に「岡山県済世顧問制度設置規程」が公布さ
れ、民生委員制度の源となったことに由来して定められました。
◆民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地

方公務員で児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。市内には担当地
区をもつ「民生委員・児童委員」が113人、主に児童福祉に関することを
担当する「主任児童委員」が18人いて、無報酬のボランティアとして活動
しています。

◆民生委員・児童委員は自らも地域住民の一員として、地域の高齢者や障が
いのある人、子どもたちを見守っています。生活上の心配ごとや困りごと
などの相談に応じ、必要な支援が受けられるよう専門機関とのつなぎ役を
務めています。

◆介護のことや子育てへの不安、生活上の心配事などは、お近くの民生委員・
児童委員または主任児童委員にご相談ください。民生委員・児童委員には
法律に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。

備前市民生委員児童委員協議会
介護福祉課（☎64-1827）、 管理課（☎72-1102）、

　 管理課（☎84-2512）

平成27年度
備前市体育功労者表彰式
　３月23日㈬、平成27年度備前市体育功労者表彰
授与式が行われ、受賞者の入江優さん（日生町）に、
表彰状と盾が贈られました。
　入江さんは、９月に大阪府豊中市で開催された

「第54回全日本学生アーチェリー選手権大会」個人
の部で優勝しました。
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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。

5月11日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
「褥瘡（床ずれ）の予防とケア」
川島看護師
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。

5月18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
　「合併症」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。

5月20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。

5月13日㈮までに日生病院（☎72-
1111） へ

 地域密着型サービス事業者募集
　市では、第6期介護保険事業計画に基
づき、地域密着型サービスの事業者を募
集します。くわしくはお問い合わせくだ
さい。

小規模多機能型居宅介護
2施設

平成29年度中に施設整備に着手し、
平成30年4月から事業開始ができるこ
と

8月31日㈬まで
　に介護福祉課
　（☎64‒1828）へ　

 

キッズサッカー教室
無料体験参加者募集

5月９日㈪、16日㈪、23日㈪
　17：00～18：00

備前市勤労者センター集会室
平成28年度4・5・6歳児（３歳児も
ご相談ください）

NPO法人アヴァンサールFC宇田
忠志、広井健一

備前市勤労者センター（☎₆₄︲₀₇₉₀）

～平成₂₈年度東備西播定住自立圏
　　　青少年スポーツ交流事業～
ソフトテニス教室　参加者募集！

5月21日㈯　９：00～12：00
備前テニスセンター
赤穂市・備前市・上郡町に在住の小中
学生　約100人（一般の観覧・見学は
自由）
浅川陽介（ヨネックスアドバイザリー
スタッフ）ほか
無料

所定の申込用紙に必要事項を記入
し、5月13日㈮までに文化スポーツ課
（☎63‒3813　FAX64‒2112）へ

全国大会等激励金交付制度
　市では、競技スポーツの振興を図るこ
とを目的に、国あるいは県を代表して全
国大会・国際大会などに出場する選手に
対して激励金を交付し、毎月第１水曜日
に備前市全国大会・国際大会等出場選手
激励会を開催しています。
　交付にあたっては選手本人からの申請
が必要で、１年度につき１回の申請がで
きます。
文化スポーツ課（☎63‒3813）

出前スポーツ教室
スポーツ指導者　出前派遣 !！
　市民4人以上で構成し、市内を拠点と
する、スポーツ安全保険に加入した団体
などにエアロビ、ニュースポーツ、健康
体操、太極拳講師などを派遣します。
※登録指導者募集!!

競技を問わず指導経験のある人を随時
募集します。

　くわしくは、お問い合わせください。
文化スポーツ課（☎63-3813）

総合型地域スポーツクラブ
　「誰でも」「いつでも」「世代を超えて」

「好きなレベルで」「いろいろなスポーツ
を」楽しめる、それが総合型地域スポー
ツクラブです。
　皆さんのアイデアで自主的に運営し、
それぞれの特性を活かし、みんなで創
る！みんなで楽しむ！まちのコミュニ
ティです。
　市内では、「びぜん優くらぶ」と「ひ
なせオレンジクラブ」の2つの総合型地
域スポーツクラブがあり、地域に根ざし
たクラブ創りを目指し、各種スポーツイ
ベントや教室の情報を発信しています。
文化スポーツ課（☎63-3813）

五月人形の展示（開催中）

　端午の節句に合わせて、五月人形を展
示します。
　子どもたちの健やかな成長を願う五月
人形を、この機会にぜひご覧ください。

5月14日㈯まで
歴史民俗資料館　

９：00～16：30
月曜日、祝日の翌日（4月30日、5月
4～6日）
無料
歴史民俗資料館（☎64-4428）

春の所蔵品展
「武元登々庵・君立作品展」

（入館無料）

　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。

5月7日㈯～6月19日㈰
　10：00～16：00

吉永美術館
月曜日
吉永地域公民館（☎84-3839）

備前陶心会入賞作品展
　「第47回備前陶心会展」に出品された
力作の中、見事入賞された作品を一堂に
展示します。

5月26日㈭～6月12日㈰
　９：00～17：00（入館は16：30まで）

備前焼ミュージアム
月曜日
大人500円、高校生・大学生300円、中
学生以下無料、65歳以上および障がい
者割引あり

※5月31日㈫は、展示替えのため休館し
ます。
備前焼ミュージアム（☎64‒1400）

いんべ会館　受講生募集
5月2日㈪から、いんべ会館（☎64

‒0890）へ

第１回人権講座
　地図から消された島で平和を学ぶ
『ウサギの島、大久野島で平和につ

いて学びませんか！』
5月26日㈭　8：00～18：00

※7：50までにいんべ会館へ集合
広島県大久野島毒ガス資料館ほか
1︐200円（船代・入館料ほか）
24人（先着順）

※昼食は各自ご用意ください。

第１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！』
　中高年の人でも気軽に出来る室内

でのカーリングです。
5月19日㈭　13：00～15：00
いんべ会館
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。

人権教育セミナー　受講生募集
（無料）

　共生のまちづくりをめざして、さまざ
まな人権の大切さを学んでみませんか？

6月～12月の原則として第１水曜日　
　14：00～16：00（全7回）
※日程は、講師の都合などにより変更す

る場合があります。
市民センター・リフレセンターびぜん
など
市内在住・在勤者

5月13日㈮までに生涯学習課（☎64
‒1841）へ

 ▲中井重子さん（香登西）

 ▲楠　健児さん（香登本）
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ウィズびぜん “虹の広場 ”
　ミニ消費生活講座　ペーパーフラワー

～グラジオラスの花を作りましょう～
6月３日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
200円
20人
ボンド、はさみ

ウィズびぜん登録団体：備前市消費
生活問題研究協議会

5月25日㈬までに市民協働課（☎64
‒1823）へ

奨学生募集
　学習意欲が旺盛で、将来社会に貢献す
る人材を育成するため、奨学生を募集し
ます。

高等学校、専攻科、高等専門学校およ
び大学、専修学校に在学しており、保
護者が市内に住所を有している人

第一種奨学資金（無利子）
３人程度

県育英会奨学金、県高等学校貸付奨学
金または日本学生支援機構の無利子奨
学金の貸付を受けている人

・高等学校生、専攻科生、高等専門学校
生…１万円

・大学生、専修学校生…2万円

第二種奨学資金（年利率３％以内）
３人程度

奨学生選考規程に基づき認定された人
　

・高等学校生、専攻科生、高等専門学校
生…３万円

・大学生、専修学校生…5万円
正規の最短修業年限

6月30日㈭
※申込方法、選考基準などくわしくはお

問い合わせください。

生涯学習課（☎64-1841）

家庭で作れる本格トルコ料理教室
　トルコ人で料理人のジハンさん直伝！

5月29日㈰　10：00～13：00
市民センター
500円　　 20人（先着順）

5月21日㈯までに、中央公民館（☎
64‒1133　FAX64‒1250）へ

使えるところは全部使う
重ね煮料理教室
　おいしい！アレンジできる！話題の野
菜料理！

5月21日㈯　13：30～16：30
市民センター
500円
20人（先着順）

5月13日㈮までに、中央公民館（☎
64‒1133　FAX64‒1250）へ

各種体験講座
　日生地域公民館で、みんなでいろいろ
体験をしてみませんか？

① 7月24日㈰ 底引き漁体験
② ９月３日㈯ パスタ作り
③ 12月17日㈯ そば打ち体験
④ １月28日㈯ 肉まん作り

⑤ 6月以降
4回程度 星空観望会

日生地域公民館ほか
①1︐000円（小学生以下500円）

　②～④500円/回、⑤500円/年間
①②④⑤ …… 20人　

　③ …………… 15人（先着順）
※各講座定員に達し次第締め切ります。

各講座１週間前の17時までに電話・
FAXで、日生地域公民館（☎72‒1006
　FAX72‒1098）へ
※星空観望会は5月31日㈫まで

英会話教室（初級者コース）
　中学校の外国人講師による初歩的な英
会話教室です。

6月2日～7月7日まで毎週木曜日
（計6回）19：00～20：30
日生地域公民館
3︐000円
市内在住・在学・在勤の人で、初歩的
な日常英会話を学びたい人
15人（先着順）

5月１日㈰から25日㈬17時までに、
日生地域公民館（☎72‒1006　FAX72
‒1098）へ

協会けんぽ岡山支部の健康保険料
率が変わります
　協会けんぽは、中小企業などで働く従
業員とその家族の皆さんが加入する健康
保険です。
　平成28年３月分（4月納付分）から健
康保険料率が変わります。

協会けんぽ岡山支部
　（☎086-803-5780）

平成28年経済センサス–活動調査
　総務省と経済産業省は、平成28年6月
１日現在で、「平成28年経済センサス-活
動調査」を実施します。全国のすべての
事業所および企業が対象になります。
　調査票は5月末頃にお届けしますの
で、皆さまの調査へのご理解・ご回答を
よろしくお願いします。
企画課企画戦略係

　（☎64‒1871）

境界問題合同相談会
（要予約・相談無料）

5月25日㈬　９：00～
岡山地方法務局備前支局2階会議室

　（東片上382）
土地の境界に関する相談

岡山地方法務局登記官、土地家屋
調査士

１件当たり１時間程度
岡山県土地家屋調査士会

　　（☎086-222-4606）

555555555555555555

555555555555555555

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　5月2日㈪～12日㈭
【市営住宅】土師神根・スワ
【特定公共賃貸住宅】スワ・吉永中

まち整備課（☎64-1833)
　　  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）

５月₁₄日㈯　10：00～13：00　※要申込
◆住宅よろず相談会
◆木工教室　（桧のナイフづくり）

◆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）

　
（敬称略）　

◆保育園へ　【西鶴山】母親クラブ
＝洗濯機ほか【香登】保護者会＝
タオルスチーマーほか【大内】保
護者会＝テント天幕ほか【伊部】
保護者会＝テント天幕ほか【殿土
井】保護者会＝オルガン【日生】
父母の会＝掃除機ほか
◆幼稚園へ　【香登】PTA＝カラー
マット【伊部】PTA＝デジカメほ
か【東鶴山】PTA＝ピアノほか【日
生】PTA＝ブルーレイディスクほ
か【吉永】PTA＝入退場門ほか【神
根】桂スチール＝10,000円
◆認定こども園へ　【片上】保護者
クラブ＝パラソルほか【伊里】
いりクラブ＝なわとびポールほ
か【三石】みついしクラブ＝園歌
ボードほか、三石ライオンズクラ
ブ＝テント天幕
◆小学校へ　【西鶴山】（公益社団法
人）日本一輪車協会＝一輪車、Ｐ
ＴＡ＝一眼レフカメラほか【片上】
PTA＝放送機器一式【三石】岸本
万澄＝児童図書【吉永】吉永ライ
オンズクラブ＝夜光ダスキ【神根】
（財）岡山県教育職員互助組合＝
児童図書、吉永ライオンズクラブ
＝夜光ダスキ【三国】（財）岡山
県教育職員互助組合＝児童図書
◆中学校へ　【三石】岸本万澄＝生
徒図書【日生】NPO法人 共存の
森ネットワーク＝ラミネーターほ
か
◆教育委員会へ　備前池田家の伝え
た文化遺産を守る会＝東照宮御祭
礼と岡山城下のひとびと（上巻・
下巻）
◆備前病院へ　備前商工会議所、備
前東商工会＝車椅子１台
◆日生病院へ　備前商工会議所、備
前東商工会＝車椅子１台
◆吉永病院へ　備前商工会議所、備
前東商工会＝車椅子１台、岡山
ヤクルト販売㈱＝車椅子１台、
久次幸子＝車椅子１台、匿名＝
300,000円
◆一般寄付　国際ソロプチミスト備
前＝移動赤ちゃんの駅機器一式

H27.10.1 ～H28.3.31
寄　附　帳

 ▲清親幸子さん（香登西）  ▲小橋秀子さん（香登本）

ありがとうございました
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