
最近よく聞く
小中一貫校って
なあに？

地域としてこんな
ことをしてみたい！

校舎は
こうしたら？ こどもに

こんな体験を
させてみたい！

７月28日㈭
７月29日㈮
７月30日㈯
７月31日㈰
８月１日㈪
８月２日㈫
８月３日㈬
８月４日㈭

期　日 開始時刻 内　　容
16：30
９：30
９：30
８：30
16：30
９：30
９：30
８：30

女子開会式
女子個人戦（３回戦まで）
女子個人戦（競技終了後表彰式）
女子団体戦(競技終了後表彰式)
男子開会式
男子個人戦（３回戦まで）
男子個人戦（競技終了後表彰式）
男子団体戦(競技終了後表彰式)

平成28年度 インターハイ ソフトテニス競技開催！！
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平成28年

月号月号
◆５月中の異動状況
・出生 14人 ・死亡 44人
・転入 70人 ・転出 89人

世帯数　15,789　 （－16世帯）
　男　　17,247人（－34人）
　女　　18,749人（－15人）
総人口　35,996人（－49人）

人口の動き
※５月31日現在
（　）内は前月比

77  

【一般観覧者の来場方法】
　監督・選手・役員用の駐車許可証をお持ちで
ない応援の人は、総合運動公園および付近の臨
時駐車場に駐車することができません。
　公共交通機関をご利用いただくか、臨時駐車
場（備前中学校・備前緑陽高校・片上小学校・
東鶴山小学校の各グラウンド）から、会場まで
のシャトルバス（無料）を往復運行いたします
のでご利用ください。
 
※会場周辺にお住まいの方にはご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
■高校総体備前市実行委員会〔文化スポーツ課〕
　（☎63-3813） 

　７月28日から８月20日にかけて、岡山県を主会場県として中国５県で全国高等学校総合体育大会（インター
ハイ）が開催されます。
　備前市では、平成16年度のテニス競技開催以来12年ぶりの開催となり、ソフトテニス競技が７月28日㈭より
８日間、繰り広げられます。
　大会には全国予選の激戦を勝ち抜いた選手のほか、競技役員、運営役員、そして大会を支える地元高校生、
観客などを含め、延べ４万人が会場を訪れると予想されます。
 

【会場】備前テニスセンター（総合運動公園）

【日程】

平成28年度 インターハイ ソフトテニス競技開催！！平成28年度 インターハイ ソフトテニス競技開催！！

　備前市では、これまでも学力向上や生徒指導、特別支援教育の充実を目指して、
情報交換など小・中学校が連携した取組を進めてきましたが、より大きな成果を
期待して、中学校区ごとに小中一貫教育に取り組むことにしました。備前市の小
中一貫教育は、小・中学校が協働し、①
目標を共有し、②小・中学校９年間の計
画をもとに、③教育効果を高める活動を
行うものです。ここでは、小中一貫教育
の目的、現在の取組の様子などを紹介し
ます。
 小中一貫教育の目的
・小・中学校９年間を通して、系統的・
継続的な学習指導および生徒指導を行い、確かな学力、健やかな体、豊かな心
の育成を図ります。
・「中１ギャップ」など、小・中学校の違いから生じる子どもたちの不安や負担
を軽減し、小学校から中学校への円滑な接続を図ります。
・幼児期から青年期までの児童生徒による活動を通して、豊かな社会性や人間性
を育みます。

現在の取組の様子
　小中一貫教育の実施に向け、伊里小・中学校では、昨年度から研究推進校とし
て研究を進めています。また、他の小・中学校区については、今年度から研究を
進めています。
　ここでは特に、伊里中学校区の主な取組を紹介します。
①あいさつ運動
　小学生の登校時間に、中学生があいさ
つ運動を行っています。小・中学生の交
流を通して、下級生に対する思いやりや
リーダーシップを育てること、小学生に
は、目標にすべき身近な生徒像をイメー
ジできることを期待しています。

７月28日㈭～８月４日㈭

②中学校英語教員の小学校派遣
　週１日、中学校の英語教員が小学校で勤務し、外国語活動の授業を小学
校担任、ＡＬＴと共に行っています。より専門性を生かした授業が展開さ
れるとともに、小学生は顔馴染みの中学校教員ができることで、中学校進
学への不安の軽減につながります。
③小中一貫教育合同研修会の実施
　小・中学校の全教員が集まって、授業の進め方や子どもの様子について
話し合い、理解を深めています。他にも、小・中学校相互の授業参観を実施
し授業改善を進めたり、スマートフォンやゲームなどにふれる時間を短く
する取組を小・中学校で同じ時期に行うなど、連携を広げ、深める取組を
しています。

びぜん学校づくりサロン
　小中一貫教育の取組について認識を深めたり、意見交換を行ったりするこ
とを通して、各中学校区の実態に応じた小中一貫教育を推進するため、各中
学校区ごとに「びぜん学校づくりサロン」を順次開催しています。
　保護者や地域の人などが一緒に話し合い、住んでいる中学校区の小中一貫
教育についてアイディ
アを出し合ってみませ
んか。
　開催日時や場所など
について、くわしくはお
問い合わせください。

［参考］備前市小中一貫教育基本計画（平成27年10月　備前市教育委員会）

　本市のまちづくりは、「教育のまち」を将来像に掲げ、子どもを通して市
民が一つになることを目指しています。皆さんには小中一貫教育を含む学校
教育について、ご理解とご協力をいただくようお願いします。
■備前市教育委員会小中一貫教育推進課（☎64-1858）

【Ｈ27 ソフトテニス競技開会式】

【ソフトテニス競技ポスター原画 　　　　　
中村早希（邑久高等学校、伊里中学校卒）】

小中一貫教育を推進しています！小中一貫教育を推進しています！
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年度 医療分 後期高齢者支援分 介護保険分※40歳から64歳までの人が対象
平成27年度 52万円 17万円 16万円
平成28年度以降 54万円 19万円 16万円

軽減割合 世帯主およびその世帯の被保険者等の総所得金額等の合算額
変更前 変更後

５割軽減 【基礎控除額（33万円）＋26万円×被保険者数（世帯主を含む）】以下の世帯 
【基礎控除額（33万円）＋26.5万円×
被保険者数（世帯主を含む）】以下の世帯

２割軽減 【基礎控除額（33万円）＋47万円×被保険者数】以下の世帯
【基礎控除額（33万円）＋48万円×
被保険者数】以下の世帯
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国民健康保険税･後期高齢者医療保険料
　平成28年度の国民健康保険税および後期高齢者医療制度の保険料が決定し、７月中旬に決定通知書
および納税通知書を発送しますので、ご確認ください。
　納付は、７月から翌年２月までの月末が納期限となります。公的年金からの特別徴収による納付は、
納期限が異なります。
　国民健康保険証および後期高齢者医療保険証につきましては、７月下旬に加入者各世帯に発送します。
■国民健康保険税の課税限度額改正について
　地方税法施行令の改正に伴い、平成28年度分より課税限度額が変更となります。

■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置について
　所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額などが軽減されます。（国民健康保険
税に関しては均等割額と平等割、後期高齢者医療保険料に関しては均等割額にかかる軽減額が変更と
なります）

※この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。ただし、未申告など所得が不明な世帯は軽減
が受けられませんので、所得がない人についても必ず申告してください。
保険税・保険料に関すること・・・・・税務課市民税係（☎64-1815）

　制度の内容・保険証に関すること・・・保健課保険医療係（☎64-1819）

国保人間ドックが
変わります

　
　今年度の国保人間ドックの検査項目が次のように
変わりますのでご注意ください。
・肝炎ウィルス検査、ピロリ菌検査、眼底検査、肺
機能検査をオプション（希望）項目としました。

　平成28年８月１日㈪から、市役所・各総合支所・
三石出張所の窓口で受け付けます。金額など詳細は
広報びぜん８月号でお知らせします。

※平成29年度の受付開始は６月からの予定です。
※厚生労働省の胃がん検診ガイドラインが改正され
たことから、胃の検査実施を隔年（１年おき）に
変更する可能性があります。その場合、胃の検査
はオプション項目となりますが、平成28年度に胃
の検査を選択した人は平成29年度は選択できませ
ん。

保健課保険医療係（☎64-1819）

第２回 

　ボランティア・スポーツ関係・趣味関係のグループなどへの社会参加の割合が高いほど、転倒や認知症、うつのリスクが低いと
いわれています。地域には介護予防教室、老人クラブや趣味の会、働く場やボランティア活動など「社会参加」の場は色々とあり
ます。自分の健康づくりや地域とのつながりづくりのために、一歩踏み出してみませんか？？

ココロとカラダの健康は 　
『社会参加』がキーポイント

　いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けるた
めには、地域での支え合いや人とのつながりが大切で
す。しかし、いざとなってから「まち」や「ひと」とつ
ながりをもつのはちょっと大変。そこで、まだまだ元気
な時に地域で楽しみながら自分の健康づくりや、支え合
いの輪を広げることが重要です。「少しゆとりができた
時間で何かやってみたいな…」と思っても一歩を踏み出
す機会がなくいつもの毎日を過ごしている人も多いので
はないでしょうか。

地域には「健康」と「つながり」
のきっかけがいっぱい

まだまだ働きたい！
・シルバー人材センター
　など

趣味で仲間づくり！
・グランウンドゴルフ
・絵手紙　
・その他公民館活動　など

健康づくりをしたい！
・地域で体操
　（公民館サロン）

できることからボランティア！！
・ちょこっとボランティア
　（社会福祉協議会）
・有償ボランティア（ＮＰＯ法人）　
・地域での声掛けや見守り　など

もっと学びたい！
・パソコン教室　など

住民の暮らしを支え合う仕組みと地域づくり

高齢者の生活を支援する
ボランティア養成講座 受講生募集
　高齢化が進む中、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯も増えており生活をする
うえでちょっとした手助けを必要とする人も多くなっています。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など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
◆定　員　各会場 50人　　　
◆参加費　無料
７月15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

‶わがまち流"のし
システム

くみをつくる 備前市の地域包
ほう

括
かつ

ケア

次回シリーズでは、「認知症に関する取組」について紹介します。

・自分自身がいつまでも若々しくいたいと思い参加した！
・色々なやり方・人との繋がり・人の意見が参考になった！
・地域の独居高齢者の支援の参考となった！
・さまざまな助け合いの方法を知ることができた！

前年度受講者の声

吉永地域公民館 日生防災センター 内　　容

第 1回 ７月20日㈬
13：30～16：00

７月28日㈭
13：30～16：00 ボランティアを始めるにあたって

第 2回 ７月29日㈮
13：30～16：00

８月10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

第 3回 ８月17日㈬
13：30～16：00

８月24日㈬
13：30～16：00

身近にできるボランティアの実践例の
紹介

趣味で仲間づくり！趣味で仲間づくり！趣味で仲間づくり！趣味で仲間づくり！

ボランティアを始めるにあたって

・パソコン教室　など・パソコン教室　など・パソコン教室　など

できることからボランティア！！できることからボランティア！！できることからボランティア！！
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100歳おめでとうございます！ 市庁舎の整備計画
～現在地で建て替えへ～　

　備前市役所の現庁舎につい
ては、老朽化が著しく耐震機
能もないことから、新たな庁
舎整備を計画しています。
　当初は、片上地区の活性化
や長年の懸案である旧アル
ファビゼンの活用および庁舎
の耐震性確保という問題を解
消するため、市所有の旧大型
商業施設・アルファビゼンへの移転を計画していました。しかし、比較検
討案を各種団体の代表の方等に示し、ご意見を聴取したところ、「旧アル
ファビゼンへの移転よりも現在地での建て替えをすべき」とのご意見が大
多数を占めました。その結果を尊重し、現庁舎を取り壊し、新庁舎を建設
する方向で調整をしています。現在、新庁舎は防災活動の拠点機能、省エ
ネに配慮した機能、ワンストップ窓口機能、バリアフリー機能などを備え
たものを考えています。
　また、新築工事期間中は、市民の皆様へ提供する行政サービスが低下し
ないよう、直接的なサービス部門等の仮庁舎として旧アルファビゼンを使
用することも併せて計画しています。
　新庁舎建設の財源については、事業費の95%に充当ができ、元利償還金
の70％が国からの地方交付税で補填される合併特例債という有利な起債を
活用し、その起債の活用期限である2020年３月末までに完成するよう計画
しているものです。
　このような経緯を踏まえ、６月定例議会に新庁舎と仮庁舎の工事設計委
託料の補正予算案を提出しています。
契約管財課（☎64-1811）
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さん（伊里中）が５月25
日に、満100歳を迎えられました。
　 山さんは大阪で生まれ、昭和22年
に結婚を機に備前市に来られました。
　仕事は農業や会社勤めをしながら、
１男１女を育てられました。
　趣味は手芸で、長寿の秘訣は「好き
嫌いなく食べること」だそうです。

平成28年４月～５月収入累計額 ……………
平成28年５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 91,040,000
安全に安心して暮らせるまち 20,145,000
快適な生活が送れるまち 9,095,000
計画実現を推進するまち 3,170,000
指定なし 31,365,010
熊本県への支援金 3,418,000

総　　　額 158,233,010

お陰さまで平成28年度分の
ご寄附が２億円を超えました！

副 市 長
　𠮷村市長は、５月23日㈪に開かれた第３回臨時会で、有𠮷隆之さんを備
前市副市長に選任することについて議会の同意を求め、同意されました。
任期は、５月23日から４年間です。

＜略歴＞
昭和54年４月　備前市事務吏員
平成17年４月　下水道課長代理
平成18年４月　環境課長代理
平成19年４月　水道営業課長
平成20年４月　社会福祉課長
平成21年７月　保健課長
平成24年４月　保健福祉部次長兼保健課長
平成25年４月　教育委員会事務局副参与兼
　　　　　　　生涯学習課長
平成25年10月　会計管理者兼会計課長
平成26年４月　市民生活部長兼政策監
　　　　　　　選挙管理委員会事務局参与
平成27年４月　市長室長

有
あり

𠮷
よし

　隆
たか

之
ゆき

　副市長
（八木山　60歳）

教育委員会委員
　教育委員に高橋千亜紀さんが議会の同意を
得て任命されました。
　任期は６月５日から４年間です。
■教育委員会は、教育長および４人の教育委
員からなる合議制の執行機関で、教育の政
治的中立と教育行政の安定を確保するた
め、市長から独立して設置されている行政
委員会です。委員は、人格が高潔で教育、
学術および文化に関し識見を有するものの
うちから、市長が議会の同意を得て任命し
ます。委員の中には児童生徒の保護者であ
る者を含めることになっています。

高
たか

橋
はし

　千
ち

亜
あ

紀
き

さん
　（吉永町南方　48歳）

タクシーチケットのお知らせ
　本年度も備前市愛♡乗りタクシーチケットの交付
をしています。
　要件も緩和していますので、下記に該当される人
は、申請の手続きをしてください。

★ご利用できる人の条件（①と②の両方の要件に当てはまる人）
①申請される月で、満70歳以上の人、または65歳以上で愛カード所持（免
許返納者）の人
②自宅から駅、バス、コミュニティタクシーの停留所、フリー乗車区間に
ついては通行ルートまでの距離が200ｍ以上ある人
★申請方法
　世帯単位での申請になります。印鑑・保険証など身分を証明できるもの
（対象者全員）を持参し、公共交通課、日生・吉永総合支所、三石・三国
出張所へ申請書を提出してください。
★交付枚数
　チケット（１枚300円）の交付枚数は、１世帯につき１か月あたり６枚
★使用期間　平成29年３月31日まで
公共交通課（☎64-1852）

病院事業　職員募集
平成28年10月１日採用　※いずれも資格免許取得者
【看護師または准看護師】
　　　　　　　採用予定人員　４人　・昭和36年10月２日以降生まれの人
【薬　剤　師】　採用予定人員　２人　・昭和36年10月２日以降生まれの人
【理学療法士】　採用予定人員　１人　・昭和56年10月２日以降生まれの人
【言語聴覚士】　採用予定人員　１人　・昭和41年10月２日以降生まれの人
【介　護　員】　採用予定人員　１人　・昭和61年10月２日以降生まれの人
平成29年４月１日採用
【看護師または准看護師】
　　　　　　　採用予定人員　２人　・昭和37年４月２日以降生まれの人
　　　　　　　　　　　　　　　　　・資格免許取得者（取得見込可）
◆試験期日　８月10日㈬
◆申込期間　７月１日㈮～７月25日㈪（必着）
◆提出書類　受験申込書（ホームページからダウンロード、または各病院で
交付）、資格免許証の写し
吉永病院事務部庶務係（☎84-2120）　〒709-0224 吉永町吉永中563-4

　※くわしくはホームページで募集要項をごらんください。



項　　目

資機材等購入費

防災士資格取得費

宝くじ助成

助　成　額
構成世帯数により
７万円～30万円以内
１人につき
６万１千円以内
200万円以内

自主防災組織に対する助成

　５月31日㈫、人材育成、南海トラ
フ地震等大規模災害発生時の緊急人
道支援活動などで協力することで地
域社会に貢献するため、ＡＭＤＡと
連携協定を締結しました。

　いつ起きてもおかしくないとされる南海トラフの巨大地震や水害などに備え
て、市では町内会などの単位ごとに住民でつくる自主防災組織づくりに取り組
んでいます。
　大規模な災害が発生した場合、市や消防など防災関係機関の活動が著しく制
限されることが予想されます。
　そのような中で、地域の皆さんが協力しあって、自主的に出火防止、初期消火、
被災者の救出救護、避難・誘導などを行うことが必要です。
　自主防災組織とは、地域の皆さんが、「自分たちのまちは自分たちで守る」
という連帯感に基づいて、自主的に結成する組織です。
　災害による被害を未然に、また、最小限に防ぐために、皆さんの地域でも、
積極的な組織作りをお願いします。 
　４月末現在で、86町内会が自主防災組織を結成しており、市内全世帯数の

86.1％となっています。また、
結成後には、消火、救出救護、
情報伝達などの活動や訓練に
必要な資機材や防災士資格取
得費用の助成制度を利用する
ことができますので、ぜひ、
自主防災組織を結成してくだ
さい。また、出前講座、防災
訓練の要請もできますので、
ご相談ください。

ＡＭＤＡと連携協定

　「おかやま防災情報メール」は気象台が発表する大雨、洪水などの警報、注
意報や、岡山県内で観測された雨量、河川水位、潮位など最新の防災情報が配
信されるサービスです。

in@bousai.pref.okayama.jpあてに空メールを送信します。
ＱＲコードを利用してin@bousai.pref.okayama.jpの
アドレスを読み込むことができます。

■危機管理課消防防災係（☎64-1809）

「おかやま防災情報メール」の登録を！

新規登録・変更方法 空メールを送信する。

大規模災害に備えて… 自主防災組織の結成を！
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〝室内楽の祭典〟
　世界最高峰のオーケストラ、ベルリン・フィル
ハーモニー管弦楽団の第一コンサートマスター・
樫本大進氏が音楽監督を務める国際音楽祭「Le 
Pont(ル・ポン)」。世界の実力派アーティストたち
が集い、奏でるプログラムの数々を、この機会にぜ
ひお楽しみください。

「備前都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針」（県決定）の変更原案の
縦覧および公聴会の開催について

　県では、現行の都市計画区域マスタープランを実情に応じたものとするた
め、見直しと変更の検討を行っています。
　つきましては、下記のとおり変更原案の縦覧および公聴会の案内をします。
◆縦覧期間　７月11日㈪～７月25日㈪の開庁時間内
◆縦覧場所　県都市計画課、備前市まち整備課
◆意 見 書　公聴会で意見を述べようとする人は、意見書を縦覧期間中に縦

覧場所へ提出してください。
　公聴会
◆と　き　８月24日㈬　10：30～　　◆ところ　市役所分庁舎３F大会議室
※意見書を提出した人が多数の場合は、公述人の人数または時間をあらかじ
め制限することがあります。また、原案に関係のない意見は述べることが
できません。
※縦覧期間中に意見書の提出がなかった場合は、公聴会は中止されます。なお、
中止の場合は県公報および県都市計画課ホームページでお知らせします。
県都市計画課（☎086-226-7492）、まち整備課（☎64-1834）

参議院議員通常選挙　この一票　私にできる　国づくり

投票日 平成28年７月10日㈰ 午前７時～午後６時
期日前投票

◆チケット購入方法
　一般チケット
　赤穂市文化会館またはプレイガイド
　・料　　　金　１枚 1,000円（税込）
　・発売開始日　８月３日㈬　午前９時より一斉発売

　定住圏チケット
　【10月９日㈰ 200席限定】
　備前市、上郡町在住の人のみ購入ができます。購入は、往復ハガキでの
申し込み（１人４枚まで）。複数枚の応募がある場合は無効となります。
　・料　　金　１枚 1,000円（税込）
　・申込締切　７月15日㈮ 消印有効　※申し込み多数の場合は抽選　

　親子ペアチケット
　【10月８日㈯　80組　２階席】
　小学生または中学生と、保護者（高校生以上）の２人１組で購入できます。
購入は、往復ハガキでの申し込み（１枚につき１組のペアのみ）。
・料　　金　２枚１組 1,000円（税込）
・申込締切　７月15日㈮ 消印有効　※申し込み多数の場合は抽選
◆申し込み往復ハガキ記入方法

赤穂市企画広報課（☎0791-43-6867）、赤穂市文化会館（☎0791-43-5111）

東備西播定住自立圏構想推進事業　　　　東備西播定住自立圏構想推進事業

赤 穂
東備西播定住自立圏構想推進事業東備西播定住自立圏構想推進事業　　　　

◆期日前投票等の際に記入する宣誓書（兼請求書）は、ホームページ（選挙管理委員会）
からダウンロードできます。くわしくはお問い合わせください。

◆この選挙から選挙権年齢が18歳以上になります。棄権したり無効票を投じることな
く、有意義な一票を投じましょう。

●岡山県選挙区選出議員選挙（選挙区選挙）
　岡山県選挙区の候補者の個人名を投票用紙に書いて投票します。
●比例代表選出議員選挙（比例代表選挙）
　あらかじめ提出された各政党または政治団体の候補者名簿の中か
ら、候補者個人名または政党名(略称も可)を投票用紙に書いて投
票します。

投票日当日に投票
できない人は、　　
期日前投票制度を
ご利用ください　

備前市選挙管理委員会事務局（☎64-1838）

※施設の閉鎖（解体撤去）に伴い、第９投票区が
変更となります。投票区変更のお知らせ

往信

[表面] 〒678-0232 赤穂市中広864　　　　　　 赤穂市文化会館「赤穂国際音楽祭 係」宛

[裏面]

応募者の郵便番号・住所・氏名（親子ペアの場合は２人の氏
名と年齢）・電話番号・チケット申し込み枚数
※公演日／種類を記入「○月○日／定住・親子の別」（記載が
ない場合は無効となります。）

返信
[表面] 応募者の郵便番号・住所・氏名
[裏面]（記入しないでください）

※全席指定
10月８日㈯ 開演 18：30　赤穂市文化会館
10月９日㈰ 開演 18：30　赤穂市文化会館

とき・ところ

◎期日前投票のできる場所（午前８時30分～午後８時）

■備前市役所
　平成28年６月23日㈭～７月９日㈯

■日生総合支所・吉永総合支所
　平成28年７月４日㈪～７月９日㈯

変更前 変更後（この選挙から）
投票区 投票所施設 投票区 投票所施設
第９投票区 旧片上保育園 第９投票区 大渕東自治公民館

　小学生または中学生と、保護者（高校生以上）の２人１組で購入できます。



項　　目

資機材等購入費

防災士資格取得費

宝くじ助成

助　成　額
構成世帯数により
７万円～30万円以内
１人につき
６万１千円以内
200万円以内

自主防災組織に対する助成

　５月31日㈫、人材育成、南海トラ
フ地震等大規模災害発生時の緊急人
道支援活動などで協力することで地
域社会に貢献するため、ＡＭＤＡと
連携協定を締結しました。

　いつ起きてもおかしくないとされる南海トラフの巨大地震や水害などに備え
て、市では町内会などの単位ごとに住民でつくる自主防災組織づくりに取り組
んでいます。
　大規模な災害が発生した場合、市や消防など防災関係機関の活動が著しく制
限されることが予想されます。
　そのような中で、地域の皆さんが協力しあって、自主的に出火防止、初期消火、
被災者の救出救護、避難・誘導などを行うことが必要です。
　自主防災組織とは、地域の皆さんが、「自分たちのまちは自分たちで守る」
という連帯感に基づいて、自主的に結成する組織です。
　災害による被害を未然に、また、最小限に防ぐために、皆さんの地域でも、
積極的な組織作りをお願いします。 
　４月末現在で、86町内会が自主防災組織を結成しており、市内全世帯数の

86.1％となっています。また、
結成後には、消火、救出救護、
情報伝達などの活動や訓練に
必要な資機材や防災士資格取
得費用の助成制度を利用する
ことができますので、ぜひ、
自主防災組織を結成してくだ
さい。また、出前講座、防災
訓練の要請もできますので、
ご相談ください。

ＡＭＤＡと連携協定

　「おかやま防災情報メール」は気象台が発表する大雨、洪水などの警報、注
意報や、岡山県内で観測された雨量、河川水位、潮位など最新の防災情報が配
信されるサービスです。

in@bousai.pref.okayama.jpあてに空メールを送信します。
ＱＲコードを利用してin@bousai.pref.okayama.jpの
アドレスを読み込むことができます。

■危機管理課消防防災係（☎64-1809）

「おかやま防災情報メール」の登録を！

新規登録・変更方法 空メールを送信する。

大規模災害に備えて… 自主防災組織の結成を！
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吉永総合保健施設
と こ ろ

７月13日㈬ 13：00～16：00
と　　き

どなたでも

どなたでも

小学生以上

対 象 者と　こ　ろ
８月10日㈬
９月14日㈬
８月25日㈭
８月30日㈫
９月３日㈯

備前病院

保健センター
日生町漁協頭島支所
日生運動公園テニスコート

健康教室

なんでも健康相談

テニススクール

と　　き対 象 事 業

●胃がん検診、結核・肺がん、大腸がん検診を各地区
公民館などで実施しています。日程は「検診ガイド
Ｐ５～Ｐ６」をご確認ください。
●３セット検診
胃がん、結核・肺がん、大腸がん検診を同時に受診
することができます。
・７月３日㈰　7：30～9：45　リフレセンターびぜん
・７月23日㈯　7：30～9：30　総合保健施設（吉永）
●ナイター検診　お仕事の後にぜひお越しください。
・７月25日㈪　18：10～19：00 保健センター

　一年で最も気温と湿度が高くなるこの時期は、食中毒が発生しや
すく注意が必要です。
　特に手洗いは食中毒予防の基本となります。調理をする前、調
理中でも肉や魚を触った後や食事の前にはしっかり手を洗いましょう。

〈食中毒予防の三原則〉
●菌を付けない　手をよく洗う。まな板・包丁・布き
んなどの調理器具を洗浄・消毒する。食肉の生食は
避けましょう。
●菌を増やさない　食材は必ず冷蔵または冷凍で保管
する。できあがった料理は早く食べる。
●菌をやっつける　加熱する食品は中心部までよく加
熱する。

７月のがん検診のお知らせ

食中毒に注意しましょう!! 伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味
 ～ 地場産物を使った料理や郷土料理の

作り方を紹介します ～
■保健課（☎64-1820）

【作り方】
①サワラは好みの大きさに切り、酒をふる
②梅は種をとって包丁でたたき、バットで
Ａを合わせる
③大葉は千切りにする
④サワラをグリルで両面に色がつくまで焼
いて②に漬ける
⑤皿に盛りつけて、大葉をのせる

【材料】２人分
　サワラ ２切れ、酒 大さじ１
　梅干し １個、大葉 ２枚
　Ａ（おろし生姜 少々、醤油 大さじ１
　　　砂糖 小さじ１、みりん 小さじ１
　　　ゴマ油 小さじ1/2）

サワラの梅風味ソース

　2014年10月に兵庫県明石市から備前市地
域おこし協力隊として赴任し、三石地区担
当の協力隊員として２年目を迎えていま
す。
　
協力隊員としての活動内容
・耕作放棄地の有効活用を考える会におけ
る企画&耕作活動
・三石公民館における芸術文化推進活動
・三石Ｍプロジェクト主催の地域交流活性
化活動
・備前観光協会の運営活動
・備前東商工会主催の商業イベントへの協
力活動
・三石つばめハウス（改修した廃店舗）を
活用した地域交流イベントの企画運営

　国民年金は、月々16,260円（平成28年度）の保険料を納付しなければなりません。
　しかしながら、経済的な理由などで保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納の
ままにしないで、「保険料免除」・「納付猶予」の手続きを行ってください。

■岡山東年金事務所国民年金課（☎086-270-7925）、市民窓口課（☎64-1818）、　　管理課（☎72-1102）
　　　管理課（☎84-2511）

保険料免除制度　
　本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が一
定の基準額以下の場合、保険料の全額が免除される
「全額免除」と、「一部納付（一部免除）」があります（一
部納付の保険料が未納の場合、その期間の一部免除
は未納と同じになります）。

納付猶予制度　
　50歳未満の人については本人および配偶者のみの所
得で審査し、基準を満たせば保険料納付が猶予される
「納付猶予制度」があります。
※平成28年７月以降より制度が改正され、対象年齢が
30歳未満から50歳未満に変更になりました。
　（28年７月から37年６月までの時限措置）

　二十歳を迎えられる皆さんの企画で、思い出に残る成人式にしてみませんか？
　多数の応募をお待ちしています。　　
◆応募資格　平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれで、備前市内に住

民票がある人、または備前市出身の人（成人式対象者）
◆募集人数　20人程度
■■７月25日㈪までに住所・氏名・郵便番号・電話番号を記入の上、生涯学習課（☎64‒1841　〒705‒0021 西片
上７　bzsyougai@city.bizen.lg.jp）へ郵送・Ｅメールまたは電話で申し込んでください。

国民年金の保険料免除について

★広報紙の中で、
Ｂポイントの対
象事業にはこの
しるしがついて
います！➡

■保健課（☎64-1820）

成人式実行委員募集！！

2016.7

受付は400mlのみとなります。
皆さんの善意のご協力をよろしくお願いします。

献血にご協力下さい

★
★
★
★

健康健康健康
H e a l t h

情報情報
■保健課（☎64‐1820）

備
前
市
健
康
づ
く
り
３
か
条

・
今
よ
り
10
分
多
く
歩
く

・
野
菜
か
ら
先
に
食
べ
る

・
体
重
を
毎
日
は
か
る

　  

【
第
2
次
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康
び
ぜ
ん
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】

こんにちは、
地域おこし協力隊で

すこんにちは、
地域おこし協力隊で

す

★印は Bポイント
対象事業

【三石地区　入江 泰之】第 2回
いり  え　  やす ゆき

7月乳
幼
児
健
診・育
児
相
談

乳
幼
児
健
診・育
児
相
談

４か月児健診

２歳６か月児健診
かみかみ離乳食と歯の教室

平成28年２月生
平成27年１月生
平成26年１月生
平成27年９月生

内　容 対　象 と　き（受付） と　こ　ろ
６日㈬
27日㈬
21日㈭
13日㈬

13：00～13：30
13：00～13：30
13：00～13：15
9：40～10：00

１歳６か月児健診 備前保健センター

吉永育児相談 １日㈮ 9：30～11：30 総合保健施設乳幼児

〈１人分 エネルギー 205kcal､ 塩分 1.8g/切〉

〈平成29年備前市成人式〉　◆とき　平成29年１月8日㈰　10：00～（予定）　◆ところ　市民センターホール

Bポイント
対象事業

８・９月のおもなＢポイント対象事業

■保健課

吉永
日生

5
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　戦没者追悼式
　先の大戦における戦没者に対し、
哀悼の誠を捧げるとともに、平和を
祈念するため備前市戦没者追悼式を
開催します。
　追悼式は無宗教献花方式で執り行
われ、戦没者遺族関係者のほか、一
般の人も参列できます。当日は無料
バスにより送迎を行います。多数ご
参列ください。
７月22日㈮　９：30～
市民センター
社会福祉課（☎64-1827）

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。
７月13日㈬　14：00~15：00
備前病院附属棟２階
「頸動脈チェックからみた動脈硬化症」
備前病院放射線技師　　 無料
備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室
　「高血圧」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。
７月15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。
７月８㈮までに

　日生病院
　（☎72-1111）へ

介護ストレスと上手に付き合おう
（参加費無料）

　現在、備前市の高齢化率は35.9％。家
族だけでなく地域でも高齢者と関わる機
会が増えています。
　「さっきも言ったのに…」、「これから
迎える介護、一体どうなるの？」など悩
みや不安はありませんか？
　思うようにいかないことが続くとスト
レスは溜まってしまいます。ストレスが
限界に達しないよう上手な付き合い方に
ついて、参加者同士で学び、情報交換し
ませんか。
　ぜひ、お気軽にご参加ください。
７月21日㈭　

　14：00～15：30（受付13：30～）
市民センター２階　講座室

・講演「介護ストレスと
　　　　上手に付き合おう」
　講師　後藤礼子 保健師
　　　　（岡山県南部健康づくりセンター）
・座談会～日々の思い、悩みを仲間と
　　　　　共有しませんか～
認知症の人への対応や介護に悩みや不
安のある人、先行きの介護に不安を感
じている人
30人
７月13日㈬までに

　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）へ

 

『海の月間』
Ｂ＆Ｇ  海洋スポーツ普及大会
　カヌー・ヨットなど各種舟艇の紹介・
試乗会などを行います。午後からは、カ
ヌーなどの記録会やゲームもあります。
　どなたでも参加できますので、皆さん
お誘いあわせの上、ご来場ください。
７月16日㈯　

　９：30～14：00 ※小雨決行
吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫（南方大
池）
水に濡れてもよい服装・くつ・帽子・
タオル・着替え、飲み物など。
※昼食は軽食を準備します。
文化スポーツ課

　（☎63-3813）

企画展「片上鉄道
　　　̶こちら廃線から25年̶」

(入館無料)

　今から四半世紀前、鉱石運搬を目的と
した片上鉄道が柵原（現美咲町）から片
上間を走っていました。
　片上鉄道の廃線は今年で25年を迎え、
それに合わせて片上鉄道に関する展示を
行います。当時の写真、実際に使用され
ていた道具や切符など、この機会にぜひ
ご覧ください。
６月30日㈭～９月18日㈰

　９：00～16：30
歴史民俗資料館
月曜日、

　祝日の翌日（７/19、８/12）
歴史民俗資料館（☎ 64-4428）

旧閑谷学校文化講演会
参加者募集
７月３日㈰　10：00～11：30
「閑谷学校をめぐる文化人の実像～
　　豪農 大森家との交流より～」
森元純一  氏（和気町教育委員会）
青少年教育センター閑谷学校研修室
120人（先着順）
無料（史跡へ入場する場合は史跡入場
料金が必要）
特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

　史跡管理事務所（☎67-1436）

企画展「小さなものに秘めた宇宙」
　名工たちが制作した香炉・香合を約60
点展示します。江戸期のものを中心に、
動植物など、さまざまな細工がお楽しみ
いただけます。
７月６日㈬～８月28日㈰

　９：00～17：00（入館は16：30まで）
備前焼ミュージアム
月曜日、祝日の翌日（７/19､ ８/12）

※７月５日㈫・８月30日㈫は、展示替え
のため休館となります。
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
備前焼ミュージアム（☎64-1400）

吉永美術館　夏の所蔵品展
（入館無料）

【吉永の秘佛写真展】
　吉永地域の寺院が所蔵する仏像の写真
展です。
７月９日㈯～８月21日㈰10：00～16：00
月曜日、祝日の翌日（７/19、８/12）
吉永地域公民館（☎84-3839）

特集展「備前市の遺跡 Part１
　　　　山崎古窯跡」（入館無料）
　備前市内で発見！調査された遺跡を順
番に紹介します。
　初回は2000年に浦伊部で発掘された室
町期の備前焼窯跡を紹介します。
７月20日㈬～８月21日㈰９：00～16：30
埋蔵文化財管理センター
火曜日　祝日の翌日（８/12）
埋蔵文化財管理センター（☎92-4300）

出会いイベント
(岡山県備前県民局協働事業 )

里山夕暮れ交流会
＜里山de友活＞ 参加者募集
　暑さの和らぐ夕暮れ時、里山の自然の
中で夏野菜の収穫体験やbigパフェ作り、
流し冷麺などを楽しみませんか。東備地
域の特産品を使ったおいしい料理も待っ
ています！
７月30日㈯　16：30～20:00
フルーツパークびぜん近辺（車で来場
可、またはJR長船駅まで送迎あり）

備前県民局管内在住、在
勤の20代～30代の独身男女計80人
※応募者多数の場合は抽選となります。
2,000円（飲食代、夏野菜収穫体験、
新鮮野菜のお土産付き）

　７月15日㈮までに朝日の会事務局
（E-mail:asahinokaiutaka@gmail.
com）へメールで必須事項（氏名、年
齢、住所、連絡先）をお知らせください。
※詳細は返信メールでご連絡します。返
信が届かない場合はお手数ですが電話
にてご確認お願いします。
朝日の会〔事務局　宇高容子〕

　（☎090-8379-2341）

こども備前焼作品展制作
ワークショップ
　「岡山県こども備前焼作品展」の特別
企画として、備前焼の制作ワークショッ
プを開催します。
８月11日㈭

　９：30～12：00（受付９：00～）
埋蔵文化財管理センター
県内在住の高校生以下の子ども（小学
生以下は保護者同伴）
※学校などで備前焼制作機会のない子ど
もを主な対象とします。
※制作した作品は、第７回岡山県こども
備前焼作品展に出品します。
20人（先着順）　　 150円
７月20日㈬までに、

　埋蔵文化財管理センター
　（☎92-4300　FAX92‒4301）へ

 ▲中井重子さん（香登西）

Ｂ＆Ｇ  海洋スポーツ普及大会

 ▲山形恵美子さん（坂根）
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ウィズびぜん “虹の広場 ”
　折り紙で遊ぼう！！
　～色々な折り紙を折ってみませんか～
８月５日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
無料
15人程度（親子で参加も可能）
折り紙、包装紙、新聞紙など
ウィズびぜん登録団体：東備子ども

ＮＰＯセンター、かばくんくらぶ
７月29日㈮までに

　市民協働課（☎64‒1823）へ

いんべ会館　受講生募集
いんべ会館（☎64‒0890）

第３回ふれあいサロン講座
　『工場見学へ行こう！』

　　地域・社会と関わるなじみの企業
の工場を見学してみませんか！
７月13日㈬　8：45～15：20

※８：35までにいんべ会館へ集合
カバヤ食品㈱（岡山市北区）、㈱
岡山和気ヤクルト工場（和気町）
800円（保険料ほか）
25人（申込者多数の場合は抽選）

※昼食は各自でご用意ください。
７月１日㈮～５日㈫

第２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暑い夏
を涼やかに過ごしませんか！
７月23日㈯　13：30～15：00
いんべ会館
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）

７月１日㈮～

子ども将棋教室（全５回）
　　将棋を楽しく学んで、考える力を
身に付けよう！
７月23日・30日、８月６日・20日・
27日（夏休み期間中の土曜日
　　　　10：00～12：00)
いんべ会館
市高齢者将棋同好会有志
無料

７月１日㈮～

底引き漁体験
　日生沖の海で底引き漁体験をしてみま
せんか。
７月24日㈰　８：00～（受付７：50）
日生町漁協前 港公園（日生五味の市手前）
１人 1,000円（小学生以下は500円）
市内在住、在勤、在学の人
20人（中学生以下は必ず保護者同伴）

※定員を超える場合は、申し込み期限以
降に抽選となります。
７月17日㈰17時までに、

　日生地域公民館
 （☎72‒1006 FAX72‒1098）へ

閑谷おもしろゼミナール 
参加者募集
　旧閑谷学校340年の歴史的・文化的な
真実を、分かりやすい解説と質疑応答を
交えての講習会を開催します。
７月９日㈯

　13：30～15：00（受付13：00～）
演題「閑谷を愛した人々」

　講師　村上節子 氏
　　　　（前加子浦歴史文化館学芸員）
青少年教育センター閑谷学校　視聴覚
室
100人（先着順）
無料（史跡へ入場する場合は史跡入場
料金が必要）

「閑谷おもしろゼミナール希
望」と明記し、住所・氏名・電話番号・
FAX番号を記入のうえ、下記へFAX、
ハガキもしくはホームページからお申
し込みください。
旧閑谷学校顕彰保存会史跡管理事務

所（☎・FAX67-1436　〒705-0036　 
閑谷784）

親子で楽しくクッキング♪
～ホットプレートでワイワイ！
　パーティー料理を作ろう～
８月11日㈭　９：30～
子育て交流センター調理実習室
500円　
20人（先着順）

※定員に達し次第締め切ります。
吉永地域公民館

　（☎84-3839　FAX84-3844）

東備消防組合職員募集
【消防士】

５人程度

・昭和61年４月２日以降生まれの人
・高等学校卒業程度以上の学力を有する
人
・職務遂行に必要な体力および健康度を
有する人
・採用後は東備消防組合管内に居住でき
うる人

第１次試験　９月18日㈰
東備消防組合消防本部

７月１日㈮～８月12日㈮
受験申込書（消防本部および各

出張所で配布）
東備消防組合消防本部総務課

　（☎64-1120）

（一財）備前市施設管理公社
職員募集

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　10月９日㈰一般教養試
験、適応検査
・第２次試験　11月29日㈫作文、適正検
査、個人面接
９月17日㈯17時までに、（一財）備

前市施設管理公社〔備前市総合運動公
園内〕（☎63-3811　〒705-0024備前市
久々井747）へ、「受験申込書（備前市
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。

「空き家相談会」開催
（要予約・相談無料）

　空き家の日常管理、相続問題、利活用
方法、解体などについて専門家が個別に
相談に応じます。
８月９日㈫　13：00～17：00
保健センター３階

30分程度
まち整備課空き家対策係

　（☎64-1851）

中山間地域等直接支払制度
第４期対策が始まっています！
　農業生産条件の不利な中山間地域等に
おいて、集落などの単位で、農用地の維
持・管理をする取り組み（協定）を締結
し、それに基づいて農業生産活動を行う
場合に、面積に応じて一定額を交付する
仕組みです。
　くわしくはお問い合わせください。
まち産業課（☎64-1831）

全国海難防止強調運動
　海上保安庁では、夏場に多発してい
る船舶海難を防止するため、マリンレ
ジャーシーズンを迎える、毎年７月16日
から31日までの16日間を「全国海難防止
強調運動」期間として、「海難ゼロへの
願い」をスローガンに官民の関係者が一
体となった海難防止強調運動玉野地区推
進連絡会議が海難防止活動を推進します。
自分の命を自分で守るための３つの基本
①ライフジャケット常時着用（海上に浮
くこと！）
②連絡手段の確保（携帯電話などを持つ
こと！）
③海の緊急電話118番（救助要請をする
こと！）
玉野海上保安部交通課

　（☎0863-32-3589）

クールシェアスポット
OKAYAMAキャンペーン
　クールシェアとは夏の暑い日に１人
１台のエアコンをやめ、涼しい場所をみ
んなでシェアすることです。
　期間中にキャンペーン対象のクール
シェアスポット施設でスタンプを集める
と、５個１口から応募できます。応募の
中から抽選でプレゼントが当たります。
実施期間および対象施設
　７月１日㈮～８月31日㈬（施設の休館
日等は除く）岡山県内の図書館など117
施設
※くわしくは、お問い合わせください。

中国電力㈱岡山支社広報
　（☎086-222-8925）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　７月１日㈮～11日㈪
【市営住宅】土師神根・スワ・神根
【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）

７月16日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆住宅よろず相談会
　（一級建築士が住宅のことについて
　無料でご相談に乗ります）

◆木工教室
　（竹で器と箸づくり＆そうめん流し）

◆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）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲山本達見さん（伊里中）



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 19日㈫、29日㈮

よみきかせ会よみきかせ会 　乳児乳
　小学生小

　幼児幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

乳 幼

小幼

本
館

日
生

吉
永

と　　き対象

12日㈫ 10：30～11：30

9 日㈯ 10：30～11：30

7 日㈭ 10：30～11：30

9 日㈯ 10：30～11：30

12日㈫ 10：30～11：30

23日㈯ 10：30～11：30

おはなしの森

おはなし広場

おはなしみかん

海辺のおはなし会

もこもこ

よみきかせ会

よみきかせ会

わくわくるーむ
☎64-0087　月～土曜日（月・土隔週）
10：00～15：00（伊部小学校裏）

うみっこ丸
☎070･5425･8461　月～金曜日
9：00～14：00（市社会福祉協議会日生支所裏）

７月 就学前の親子がいつでも利用できます。
くわしくは、お問い合わせください。

☎080･5758･3375　月～金曜日
9：00～14：00（閑谷・石門茶屋跡）

しずちゃん家（ち）

子育て支援センター
☎67-1115（伊里認定こども園内）
◆施設開放日　
　月・火・木・金曜日　10：00～15：00
　水曜日　12：00～17：00
◆出前保育（毎週水曜日）
◆育児相談（７月の相談参照）
◆今月の主な行事（10：00～11：00）

親と子のつどいのひろば

☎080･2925･1215　火～金曜日
10：00～15：00（久々井のお山）

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地

図書館だより 市立図書館（市民センター内 ☎64-1134）
日生分館　（日生市民会館内 ☎72-1085） 
吉永分館　（☎84-2605）

本館
日生
吉永

７月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

12日㈫

13日㈬

14日㈭

15日㈮

日生町漁協頭島支所前
日 生 東 公 民 館
神 根 公 民 館
三 国 公 民 館
三 石 出 張 所
穂浪コミュニティハウス
東 鶴 山 公 民 館
鶴 海 自 治 公 民 館
西 鶴 山 公 民 館
いんべ通園センター
香 登 公 民 館
伊 部 公 民 館

10：00～10：55
14：00～14：30
10：30～11：00
11：30～12：00
14：30～15：00
11：00～11：30
13：30～14：00
14：15～14：45
15：15～15：45
11：00～11：30
13：30～14：00
15：15～15：45

（第２･４木曜は休、
　第２土･日曜は開）

■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

■総合運動公園使用予約（８月分）
７月10日㈰ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

◆利用時間　9：00～21：00
　　　　　（シーサイドプールびぜんは10：00～20：30)
　　　　　（シーサイドプールひなせは11：30～20：30)
◆休園（館）日　４日㈪、11日㈪、19日㈫
※７月25日㈪～８月８日㈪まで、インターハイのた
め総合運動公園の全施設が利用できません。

１日㈮

15日㈮

22日㈮

29日㈮

英語でリトミック
※８日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

８日㈮

弁護士による法律相談
（離婚、相続、消費者被害など）
司法書士による相談 
（サラ金、 登記など）
公証相談 
（遺言、 金銭貸借 契約、 離婚など）

12日㈫・26日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

19日㈫　13：00～

20日㈬　13：00～15：00

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から当日10時まで
保健センター３階　　 ■☎64-1800
要予約　１週間前から前日午前中まで

心配ごと相談

なやみごとなんでも相談室
　　　‒ 人権擁護委員による ‒
一般相談

備前会場
日生会場
吉永会場

15日㈮　10：00～12：00
26日㈫　13：00～15：00
20日㈬　13：00～15：00
26日㈫　13：00～15：00
毎週㈭　13：00～15：00

吉永地域公民館　　　 ■社協 　 ☎84-3839
日生防災センター　　 ■社協　  ☎72-2510
保健センター３階　　 ■☎64-1800 電話相談可
日生防災センター　　 ■☎72-1104
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033 電話相談可

20日㈬　13：00～15：00
26日㈫　13：00～15：00
15日㈮　10：00～12：00

保健センター３階　　 ■☎64-1800
日生防災センター　　 ■☎72-1104
吉永地域公民館　　　 ■☎84-2511

すこやか相談室（妊娠・出産・子育て）
育児相談
児童相談
青少年育成相談（いじめ、不登校、非行防止など）
子育てなんでも相談

市役所勤務日と同一
月～金曜日 8：30～17：00
毎週㈪㈬㈮ 9：30～17：00
月～金曜日 8：30～17：00
月～金曜日 8：30～17：15

保健センター１階　　■☎64-3896（☎64-1820）
子育て支援センター　■☎67-1115 面接要予約
子育て支援課　　　　■☎64-1853 要予約
青少年育成センター　■☎64-4158
社会福祉協議会（備前）■☎64-3033 要予約

住宅相談（県建設労働組合和気支部）
ＤＶ相談
消費生活相談

20日㈬　13：00～15：00
市役所勤務日と同一
市役所勤務日と同一

保健センター３階　　■☎64-1800
市民協働課　　　　　■☎64-1823
危機管理課　　　　　■☎64-1876

法律相談

心配ごと相談

行政相談

子育てに関する相談

吉
日

※ 有料 法律相談  東備法律相談センター　毎週水曜日 13：00～16：10（和気町総合福祉センター 要予約・☎086-234-5888）
　　東備法律相談センターの無料利用券がありますのでご利用ください。ただし、数に限りがあります。（■☎64-1800)　

※祝日の相談はありません。
　相談日程は変更になる場合
　があります。

無料７月の相談

☎63-3811

☎63-3812
☎72-2226
☎72-1741
☎84-3776

問い合わせ先体育施設
総合運動公園
伊部運動公園
三石運動公園
シーサイドプールびぜん（久々井）
日生運動公園
シーサイドプールひなせ
吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター

うちわを作ろう　※材料代 150円

七夕飾りを作ろう　※材料代 150円

えがおルームで遊ぼう

誕生会（６・７月生まれ）
※22日㈮までに予約すると誕生カード
　のプレゼントがあります。

納税
固定資産税・都市計画税（２期）、
国民健康保険税（全期・１期）、
後期高齢者医療保険料（１期）、
介護保険料（２期）の納期限は、
８月１日㈪です。
納期限内納付にご協力ください。

■「広報びぜん」は自治会などを通じてお
届けしています。
■その他、市施設などや市内のコンビニエ
ンスストアに設置していますのでご利用
ください。

●この広報誌は再生紙を使用し、環境にや
さしい植物油インキで印刷しています。
●ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基
づいた見やすいデザインの文字を採用し
ています。

※市税等については、納期限までに納付さ
れないと、延滞金が課せられますので
ご注意のうえ納期限内に納付してくだ
さい。

※便利な口座振替の手続きは、お取引のあ
る金融機関窓口で！市では滞納整理を
強化しています。

■税務課（☎64-1814）

※休日当番医（診療時間９時～17時）
※変更になる場合がありますので、
　事前にご確認ください。

７月 休日当番医

木村医院　　　 西片上 ☎64-2277
たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017
星合医院　　　 香登西 ☎66-7100
渋藤医院　 和気町父井原 ☎88-0023
坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353
武田整形外科　　 伊部 ☎64-1221
木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155
小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
つるの里クリニック 和気町田賀 ☎89-3777
草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141

3日
㈰
10日
㈰
17日
㈰
18日
㈪
24日
㈰
31日
㈰

問

問

問

問

問
問

問

問

問
問
問

問
問
問
問
問

問
問
問

問

広
告

広
告

8


