
※下記イベントは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　で実施
■開会式（9：00～）
■備前焼ミュージアム リニューアル記念モニュメント除幕式
■第 7回岡山県こども備前焼作品展表彰式（9：40～）
■備前焼小町委嘱式（10：30～）　　ろくろ踊り（11：00～）
■BIZEN中南米美術館ペッカリーミニコンサート（11：20～）
■中高年から始めるらくらくピアノ（12：00～）
■琴伝流大正琴アンサンブルひなせ（13：00～）
■お夏踊り（14：00～）

第34回

■ ㈿岡山県備前焼陶友会（☎64-1001）・備前市まち営業課（☎64-1832）

●会場周辺は大変混雑しますので、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
　備前焼まつりの 2日間、ＪＲ赤穂線は伊部駅←→
　岡山駅間の上り下り共に約30分間隔で運行予定
※まつり行事は、都合により変更される場合があり
ますので、ご了承ください。

備前焼伝統産業会館
およびＪＲ赤穂線
伊部駅周辺

15日㊏16日日・10月
9：00～17：30 9：00～16：30
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前夜祭　炎のまつり「かべりだいまつ」
（19：00～ 小雨決行、雨天の場合は中止）

伊部小学校出発

伊部駅前通り

伊部駅前通り

伊部地内 不老川等

備前焼伝統産業会館３階

備前焼伝統産業会館３階

備前焼伝統産業会館３階

備前焼伝統産業会館前
天津神社境内および履掛天神宮境内

備前信用金庫前

リフレセンターびぜん
リフレセンターびぜん

備前焼ミュージアム前特設ステージ

備前焼ミュージアム前特設ステージ

備前焼ミュージアム前特設ステージ

備前焼ミュージアム前特設ステージ

備前焼ミュージアム前特設ステージ出発

備前焼ミュージアム前特設ステージ

備前焼ミュージアム前特設ステージ

※15日㈯ 9：30～15：00 は、備前中学校生徒による
　車椅子の介護サービスがあります。

※備前市観光ボランティアガイドが伊部のまち並みをご案内します。
　〈伊部駅前発〉10：30～、13：30～ (約１時間)
■陶友会員全店舗および陶友会特設会場の作品を正札から
　２割引販売（9：00～17：30　16日は16：30まで）
■備前焼陶友会「私の使いたい器」展
　（9：00～17：30　16日は16：30まで）
■備前焼なんでも相談会
　（9：00～17：00　16日は16：30まで）
■お楽しみ抽選会（9：00～18：00　16日は17：00まで）
　（特設会場を含む陶友会員の店舗にて5,000円以上お買い上げ
　 毎に抽選券１枚進呈）
■福袋販売（9：30～売切れまで）
■お茶席（10：00～16：00）
■ろくろチャレンジ（10：00～16：00）

■ろくろ実演　１日３回（11：00～、13：00～、15：00～）

■『野の花と器』展（9：30～17：00　16日は16：00まで）　

■第７回岡山県こども備前焼作品展
　（10：00～17：00　16日は16：00まで）

■備前焼小町撮影会（10：00～12：00）
■東京芸大卒業生による若手日本舞踊家集団「藝○座」(ゲイマルザ)
　（10：30~） 
■BIZEN BLUES BAND（備前焼作家による演奏）（11：30～）

■岡山うらじゃ連 鬼々よろしく魁望蓮（12：10～）

■備前阿波おどり「かいの木連」（13：00～）
■阿波おどり「踊鬼連」（13：40～）

■地域安全推進大会・県警音楽隊演奏とパレード（14：00～）

■鎮魂の歌　－はそうと共に－ （14：30～）
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※8月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,786	 （−6世帯）
　男　　17,223 人	（−11人）　
　女　　18,699 人	（−29人）　
総人口　35,922 人	（−40人）

◆8月中の異動状況
・出生 11人　・死亡 43人
・転入 87人　・転出		95 人

人口の動き

平成28年

月号

1

備前焼ミュージアムからのお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　 

備前焼ミュージアム（☎64-1400）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）

※10月4日㈫、5日㈬、11月15日㈫は、展示替えのため休館となります。
【入館料】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

企画展　「安来市加納美術館コレクション　おかえり陶陽」
　金重陶陽生誕120年を記念し、安来市加納美術館に多く所蔵されている作品の中から、金重陶
陽作品を一堂に会して展示します。名品の数々をお楽しみください。
◆と　き　10月６日㈭～11月13日㈰ 9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆ところ　備前焼ミュージアム
企画展関連講座　記念講演（申込不要）
　企画展に関連して安来市加納美術館名誉館長の加納佳世子氏を招き、安来市加納美術館の紹介
をはじめ美術館へ寄せる想いなど講演いただきます。また、当館館長による金重陶陽の陶業・作
品の解説もあわせて行います。
◆と　き　10月10日㈪ 13：30～14：30（受付13：00～）
◆ところ　備前焼伝統産業会館3階総合研修室（伊部1657－7）
◆参加費　無料　　　◆定　員　50人程度
テーマ展「第７回岡山県こども備前焼作品展」
　10月15日㈯・16日㈰の備前焼まつりにて展示した「第７回岡山県こども備前焼作品展」の特別賞受
賞作品を展示します。子どもたちの想像力に富んだ作品をお楽しみください。
◆と　き　10月18日㈫～11月20日㈰ 9：00～17：00（入館は16：30まで）
◆ところ　備前焼ミュージアム　

岡山県こども備前焼作品展実行委員会事務局（文化スポーツ課内 ☎64-1837）

熊澤蕃山（くまざわばんざん）先生
を偲ぶ会開催

　蕃
しげ
山
やま
の正楽寺東側の隣接

地には、昨年4月に日本遺
産に認定された「近世日本
の教育遺産群　－学ぶ心・
礼節の本源－」において、
備前市分の構成文化財の1
つ市指定文化財「熊沢蕃山
宅跡」があります。
　８月27日㈯、熊澤蕃山顕
彰保存会により正楽寺客殿

で法要と講演会が開催され、保存会の皆さんなど約70人が参
加しました。
　今回の講演会では、熊沢蕃山を慕い、その宅跡近くに草庵
を築き遊息の場とした山田方

ほう

谷
こく

について、方谷研究会理事の
田中里味さんが「山田方谷さんに学ぶこと」と題し、講演さ
れました。田中さんは、山田方谷とはどういう人か、生い立
ちや藩政改革、方谷の残した言葉などについてふれ、最後に
方谷が熊沢蕃山を顕彰した思いも話されました。
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◆『生
い
き粋
いき
びぜん体操』の特徴

　市内の病院や介護サービス事業所に勤務するリハビリ専門職の協力を得て、
高齢者に必要な ①「筋力の向上」、②「柔軟性の向上」 、③「バランス能力の改善」　の
3つの要素を重視して体操をつくりました。
　椅子に座って行う「基礎編」と、立って行う「応用編」があります。
　高齢者の介護予防に取り組む媒体として普及啓発していきます。

◆モデル事業の実施（市内３会場）
　生

い
き粋

いき
びぜん体操の試作版を市内サロン3会場でモデル的に実施しました。

　７月から3か月間、週1回体操を実施し、初回と最終回には筋力・柔軟性・バランス能
力・歩行能力などを測定し効果検証を行っています。
≪体操中≫

≪体力測定中≫

サロン活動研修会
　地域で高齢者の集いやサロン活動に携わっている人を
対象に、研修会を開催します。
　この研修会では『生

い
き粋

いき
びぜん体操』の紹介と実践指導を行います。

　参加費は無料ですので、参加希望の人は下記までお申し込みください。
◆と　き　　10月28日㈮　13：30～15：30
◆ところ　　リフレセンターびぜん　体育室
◆内　容　　備前市版介護予防体操『生

い
き粋

いき
びぜん体操』

　　　　　　講師：地域包括支援センター　作業療法士
◆対象者　　地域で高齢者の集いやサロン活動に携わっている人
◆持参物　　上履き、お茶など水分補給ができるもの。
　　　　　　動きやすい服装でお越しください。
◆申込期限　10月17日㈪

 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）

　次回シリーズでは、「体操プロジェクト②体操リーダー養成の取組」
について紹介します。

第₁₂回 備前市民スポーツフェスティバル第₁₂回 備前市民スポーツフェスティバル
A 体育館メインアリーナ
	 ☆体力・運動能力テスト
	 ☆ソフトバレーボール
B 体育館サブアリーナ・研修室
	 ☆バドミントン
	 ☆サウンドテーブルテニス
🅲	体育館横 芝生広場
	 ☆ノルディックウォーク
	 ☆ターゲットバードゴルフ
D センターコート北側
	 ☆太極拳　　☆空手
E センターコート
	 ☆アーチェリー
F センターコート南側（親水護岸）
	 ☆海洋スポーツ体験
	 　（カヌーほか）
	 ㊟水に濡れても良い服装でご参
　　	加ください。
G 南サブテニスコート
	 ☆ソフトテニス　　☆テニス
H多目的競技場
	 ☆400ｍリレー・50ｍ走挑戦会
	 ☆ストラックアウト
	 ☆初心者サッカー体験
	 ☆グラウンド・ゴルフ体験

B
D
E

F

G

H 🅲	

A

※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

■◎	
133台P

67台P
73
台

P

※温水プール
利用者専用 P です

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）

★OPENING★
日生キッズ
チアリーディング

 G
グレイシィーズ

races

★OPENING★
日生キッズ
チアリーディング

 G
グレイシィーズ

races

本部・テント村

各種体験コーナー

体験参加料

は無料！！

３種目の体験で　　　　　
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

〜スポーツでつくろう！健康な体と明るい心〜大会スローガン

と　き

10月10日㈪ 
　9：00〜14：00
9：00　開会式　　
9：30 〜14：00 各種体験コーナー
10：00　テント村（出店ほか）オープン
ところ：総合運動公園
　　　　（備前市久々井747）

北サブテニスコート

北管理棟

★OPENING★
日生キッズ
チアリーディング

 G
グレイシィーズ

races

第₁₂回 備前市民スポーツフェスティバル第₁₂回 備前市民スポーツフェスティバル

■◎	体育館玄関・周辺
	 大会本部（総合案内）
	 オープニング・開会式（9時～）
☆ガラポン抽選会場
☆テント村（飲食店ほか10時開店）
☆キッズコーナー
　（紙ヒコーキ・シャボン玉など）

第４回 

～身近な会場に集って住民自ら介護予防を実践！びぜん体操プロジェクト～
　備前市には高齢者が気軽に出かけて馴染みの人と交流できるサロンが約115会場あります。このサロンでは地域のボランティアを中心に体操や会食、茶話会、
趣味活動などを行っています。サロン活動の充実を目指し、この度備前市版の介護予防体操『生

い
き粋

いき
びぜん体操』を作成しました。

＂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

Bポイント
3ポイント

Bポイント
5ポイント

第４回 第４回 
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平成２8年4月～8月寄附累計額 ……………
……平成２8年8月寄附額  ………………………………

　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 1,040,000
安全に安心して暮らせるまち 11,320,000
快適な生活が送れるまち 35,880,000
公共施設の再配置 12,395,000
指定なし 23,055,000

総　　　額 83,690,000

【吉延さんは向って前列右から2人目】

【予約はこちらから】

3

海洋立国推進功労者表彰
　海洋に関する分野で功績を挙げた個人・団体を対象にした
「第9回海洋立国推進功労者表彰」（内閣総理大臣賞）を、日生町漁業協同
組合が受賞しました。
　日生町漁業協同組合は、30年もの長きにわたり、アマモ場の再生活動を
継続してきた功績が認められ、「海洋に関する顕著な功績」分野の自然環
境部門での受賞となります。
　今年６月には、「全国アマモサミット2016in備前」を開催し、地域や世
代を超えてさらなる活動の発展を目指しています。

第₇₁回国民体育大会希望郷いわて国体
◇出場選手（敬称略・順不同）

【ボート競技】成年男子　伏
ふし

見
み

省
しょうご

吾（東片上）・増
ます

成
なり

秀
ひで

規
き

（東片上）
【バレーボール競技】少年男子　松

まつ

本
もと

圭
か

以
い

（東片上）
【バスケットボール競技】少年男子　國

くに

次
つぐ

立
りつ

樹
き

（香登西）
【セーリング競技】少年女子　小

こばやし

林真
ま

由
ゆ

（福田）・堀
ほり

口
ぐち

詩
し

織
おり

（香登本）
【自転車競技】少年男子　細

ほそ

中
なか

翔
しょうた

太（日生町寒河）
【バドミントン競技】少年女子　青

あお

山
やま

栞
り

子
こ

（伊部）
【クレー射撃競技】濱

はま

田
だ

真
まさ

明
あき

（吉永町福満）

頭島レストランがオープンしました
　旧頭島郵便局をリニューアルし、9月11日「頭島レストラン」としてオープンしました。
　9月10日には、一般公開が行われ約100人が訪れ、11日の開業式後の試食会では約80人が日生産アナゴを使ったリゾットを味わいました。
　「頭島レストラン」では、岡山県を代表する人気シェフである寺田真紀夫氏が、地元の新鮮な魚介類を中心とした本格イタリア料理を提供し、
国内外に備前の食材や地域の魅力を発信、PRしていきます。

【ところ】日生町日生2766-3　　　
【メニュー】※税・サービス料別
（フルコース）　　昼・夜　共　  10,000円　2名様から
（ライトコース）昼 3,000円、夜 6,000円　4名様から
※レストランは予約制です。1か月前から予約可能です。
　事前にホームページ（http://www.okayamaterada.com/）、
またはQRコードから予約をお願いします。
　また、料理への希望は予約時にお伺いしています。

まち営業課（☎64-1832）

　則
のり

枝
えだ

愛
あい

子
こ

さん（三石）が9月1日に、満100歳を迎えられました。
　則枝さんは現在の美作市で生まれました。20代前半に結婚を機に備前市
に来られ、2男4女を育てられました。
　仕事は農作業をされていたそうで、主に、キュウリやトマト、ナスを作
られていたそうです。
　長寿の秘訣は「畑仕事をすることと、人と会話をすること」だそうです。

メンバー募集中！
　ミッキーズではメンバー
を募集しています。初心者
も大歓迎です。
【問い合わせ先】
（☎090-8990-8974/亀川）

10月1日㈯～11日㈫

100歳おめでとうございます！

お陰さまで平成₂₈年度分の
ご寄附が６億円を超えました！

全国小学生バドミントン大会で 
ミッキーズが初優勝

　７月29日㈮～８月1日㈪に京都府長岡京市で開催
された「第32回若葉カップ全国小学生バドミントン
大会」で、備前市を拠点にするクラブチーム「ミッ
キーズ」が女子の部で見事初優勝を果たし、西鶴山
小学校６年生の吉

よし

延
のぶ

美
み

咲
さき

さんが優勝に貢献しまし
た。吉延さんは、「最後の若葉カップで優勝できて、
とても嬉しかったです。」と喜びを語りました。
　大会は、女子の部に全国から48チームが出場し、
シングルス3試合とダブルス2試合の計5試合の団
体戦で争われ、ミッキーズは予選2試合と決勝トー
ナメント4試合を全勝で飾りました。

全中陸上男子₄₀₀ｍで               
石谷心路さん︵日生中学校３年︶が準優勝 
　８月21日㈰～24日㈬の4日間、「平成
28年度全国中学校体育大会第43回全日本
中学校陸上競技選手権大会」が長野県松
本市で開催され、男子400メートルで日
生中学校の石

いし

谷
たに

心
ここ

路
ろ

さんが49秒81のタイ
ムで準優勝しました。
　大会では、予選、準決勝とグループ1位
で勝ち進み、決勝へ挑みましたが、0.13
秒差で惜しくも優勝を逃しました。
　石谷さんは「大会は楽しかった。東京オ
リンピックを目指します。」と語りました。
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　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。

　  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）平成28年度　学校（園）公開

岡山県知事選挙 が執行されます
投票日
平成28年10月23日㈰
◇備前市役所
　平成28年10月7日㈮~10月22日㈯
◇日生・吉永総合支所
　平成28年10月17日㈪~10月22日㈯
　※時間は、いずれも　８：３０~2０：００

7：00~18：00
期日前投票

■投票できる人
①投票日に満１８歳以上の日本国民で、選挙当日選挙人名簿に登録され
ていて欠格事項（公民権停止等）に該当しない人

②基準日（１０月５日）の３ヶ月前（７月６日）以降に備前市へ住民登
録した人は備前市では投票できませんので、転入前の住所地の選
挙管理委員会へお問い合わせください。

③基準日が近づいてから市内間で転居の届出をした人は、前の住所地
の投票所で投票していただく場合があります（投票所入場券の投
票所欄をご覧ください）。

※私たちの声を県政に反映させる大切な選挙です。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。

備前市選挙管理委員会事務局（☎64-1838）

※施設の場所は同じで、投票所となる
　部屋が変更しています。投票所変更のお知らせ

平成₂₉年1月診療分から

医療費給付制度の対象年齢を₁₈歳までに拡大！
　子どもたちの健やかな成長と家庭の経済的負担を軽減するため、平成29年1月診療分よ
り、対象年齢を18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大します。
　また受給資格者証の名称も「小児医療費受給資格者証」から「子ども医療費受給資格者証」
に変更します。
≪対象となる人≫
　市内に住む０歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までのすべての人が対象となりま
す。ただし、社会保険本人の人、婚姻している人（届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の人）および生活保護受給者は除きます。
≪資格者証の更新および送付について≫
申請が必要な人
　新しく対象になる人（平成10年4月2日～平成13年4月1日生）には、10月上旬に申請書
を送付しますので、忘れずに申請してください！　
　原則、郵送での申請としますので、同封の返信用封筒に関係書類を入れて送付してくださ
い。（窓口での申請も可能です）
・郵送で申請する場合、「記入・押印した申請書」、「申請の対象となる子どもの健康保険証
のコピー」を返信用封筒に入れ、送付してください。※申請書には、必ず連絡のとれる電
話番号を記入してください。
・窓口で申請する場合、「印鑑」、「申請の対象となる子どもの健康保険証」を持って、申請
窓口へお越しください。保健課保険医療係・各総合支所・三石出張所で申請を受け付けます。

◆申請期限　10月31日㈪
申請の必要がない人
　現在「小児医療費受給資格者証」をお持ちの人は申請の必要はありません。
　12月下旬に「子ども医療費受給資格者証」を送付します。
≪給付を受けるためには・・・≫
　県内の医療機関を受診する際に、「子ども医療費受給資格者証」と現在加入している健康
保険証を提示すると、医療費自己負担額が入院・通院ともに、原則、無料となります。
　なお、県外の医療機関を受診する場合、この受給資格者証は使えませんが、後日、保健課
保険医療係・各総合支所・三石出張所で支給申請の手続きをしていただくと、高額療養費な
どを差し引いた後の自己負担額を支給します。
※次の場合は、助成対象外となります。（受給資格者証は使えません）
○保険のきかない医療費や医療材料、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種料など
○学校管理下において生じたケガなど、災害共済給付の対象となる場合

保健課保険医療係（☎64-1819）

変更前
投票区 投票所施設

第 8投票区 備前市市民センター　講座室
第27投票区 子育て交流センター

変更後
投票区 投票所施設

第 8投票区 備前市市民センター
美術工芸室

第27投票区 吉永地域公民館

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。
伊　　部 64-2079 11月1日㈫　 9：00～14：00 普段の園生活。

片上認定こども園 64-2549 11月2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 11月1日㈫　 9：00～11：30 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1日㈫　 8：30～14：00 普段の園生活。園庭開放日。未就園児交流会。
三石認定こども園 62-0111 10月13日㈭　 9：00～12：00 園児、未就園児親子、地域の人との運動会ごっこをします。

日　　生 74-0714 11月26日㈯　 9：00～12：00 普段の園生活。親子ふれ合い活動。人権劇鑑賞。
吉　　永 84-2231 11月1日㈫　 8：50～14：00 普段の園生活。運動遊びや自然物を使っての遊びを園児と一緒にお楽しみください。
神　　根 84-2485 10月21日㈮　 8：30～12：00 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。

小
　
学
　
校

西 鶴 山 66-9273 10月25日㈫　 8：45～14：35 普段の学校生活。昔遊びの会（1・2年生と地域の老人クラブとの交流）や作品展もあります。

香　　登 66-9003 10月28日㈮　 8：20～12：20
　　　　　　14：50～15：20 普段の学校生活。親子ふれあい活動。下校時刻に合わせて引渡を伴う避難訓練を実施。

伊　　部 64-2069 11月1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㈪・11月26日㈯  10/31全学年人権教育に関する授業（13：50 ～ 14：35）、11/26 学習発表会（８：40 ～ 11：20）。
伊　　里 67-0024 11月5日㈯・19日㈯  11/5普段の学校生活（８：45 ～）、11/19 学習発表会（８：40 ～）
東 鶴 山 65-8028 10月21日㈮　 8：45～16：30 普段の学校生活。講演会。
三　　石 62-0028 11月19日㈯　 9：00～13：30 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13日㈰　 8：40～11：00 学習発表会。PTAバザーもあります。
日 生 東 74-0004 10月26日㈬　11：35～15：45 参観授業と人権講演会。
吉　　永 84-2025 10月26日㈬　 8：20～16：30 普段の学校生活。人権教育研修会。
神　　根 84-2486 10月21日㈮　 8：50～15：40 普段の学校生活。安全見守り隊感謝式。
三　　国 85-0025 10月26日㈬　 8：40～13：30 授業参観、保護者参加型学級活動、メディアコントロール講座。休み時間や給食の様子。

中
　
学
　
校

備　　前 64-3365 11月4日㈮　 8：30～15：20 普段の学校生活。
伊　　里 67-0334 10月8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22日㈯　12：30～16：00 学習発表会。生徒が自主的に取り組んだ事柄の発表。吹奏楽部の演奏や全校合唱など。
日　　生 72-1365 10月15日㈯・11月2日㈬  10/15星輝祭文化の部（9：00～15：00）、11/2普段の学校生活と参観日（８：00～15：50）。
吉　　永 84-2049 10月8日㈯・11月4日㈮  10/８文化祭（9：00～）、11/4学校公開日（８：30～15：55）、人権講演会。

片上高等学校 64-2703 11月8日㈫～11日㈮      夜間定時制高校の公開授業（17：40～20：50）。
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「空家等除却支援事業」
補助申請について

　地域の住環境の向上を図るため、市内で老朽化した空家などの除去を行う人
に、除却費用の一部を補助します。

【補助対象空家】※下記のすべてに該当すること。
・市内に存するもの
・特定（危険）空家またはそれになり得るもの
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・個人が所有していて、空家となって概ね1年以上経過しているもの

【補助対象事業】
　平成28年６月1日以降に補助対象空家について、市内施工業者が施工する工事
などで、①～③のいずれかに該当する事業。
①除却工事を行うもの
②除却工事および附帯工事（門扉および塀の撤去など）を行うもの
③応急措置を行うもの

【補助金額】
　①②は対象経費の2/3（上限50万円）、③は対象経費の2/3（上限20万円）

【受付期間】平成29年1月31日まで
　※くわしくは、お問い合わせください。

まち整備課空き家対策係（☎64-1851）

★特定空家とは
　①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
　②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
　③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
　④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
　以上の状態にあると認められる空家などをいいます。

吉永地域 認定こども園の愛称決定！！
　現在、吉永町吉永中地内に建設中の認定こども園の愛称が決定しました。
　決定した愛称は『おひさまこども園』、「いつも子ども達をあたたかく見
守るおひさまのような場所であるように」という願いが込められています。
　今回の募集には、37通のご応募をいただきました。ご応募いただきまし
た皆さま、ありがとうございました。
　吉永幼稚園・神根幼稚園・吉永保育園の3園を一緒にした『認定こども
園』は、平成29年4月の開園予定です。

こども育成課こども園建設推進係（☎64-1825）

具体的には…
・建物が崩落または崩壊している　　　
・屋根または外壁に穴があいている
・構造材もしくは下地材が露出している　
・大きく変形している又は全体的に波打っている
・建物の傾きがある、柱、土台、梁などの構造材が欠損又は腐食している
・基礎の一部分が宙に浮いているまたは不同沈下している
・ツタなどの植物が家屋の全体を覆っている
・屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがある

…などの状態が見受けられる場合は、特定空家の可能性があります！

各国の皆さんと
交流を深めました！

　７月26日㈫から７月29日㈮まで、小学生16人が韓
国・蔚山広域市東区を訪問し、ホームステイ体験な
どを行いました。現地では、ホストファミリーの温
かい歓迎とおもてなしを受け、海外での生活文化の
体験はもちろん、新しい友人との出会いなど貴重な
体験をすることができました。
　また、備前市の姉妹都市であるオーストラリア・
クレア＆ギルバートバレー町から18人、文化交流協
定を締結しているアメリカ・メンローパーク市から
13人の訪問団がそれぞれ、4月16日㈯から4月23日
㈯、７月10日㈰から７月17日㈰の日程で備前市を訪
問しました。滞在期間中、訪問団は市内でホームス
テイをしながら、備前焼制作などの文化体験、学校
訪問、施設見学をするなどして交流を深めました。
　　　　　　　　　

備前市国際交流協会（市民協働課内　☎64-1806）

韓国国際交流

オーストラリア

アメリカ

▲自動車会社を見学

▲さよならパーティーでダンス

▲よい作品ができそうです

▲現地の児童とスポーツ交流

▲大福を作って食べました

▲浴衣を着てみました



部　　門 開 催 日

市
美
展

洋画展 10月14日㈮～16日㈰
書道展 10月21日㈮～23日㈰
工芸展 10月21日㈮～23日㈰
写真展 11月18日㈮～20日㈰
日本画展 11月18日㈮～20日㈰
入賞作品展 11月23日㈬～26日㈯

展
示
等

郷土史研究会講演会 10月1日㈯ 13：30～
文芸展　(短歌/俳句/川柳) 10月21日㈮～23日㈰
囲碁大会 11月3日㈭ 9：00～
華道展 11月5日㈯～６日㈰
お茶会 11月６日㈰ 9：00～
中央公民館グループ講座生展示 11月19日㈯～20日㈰

発
　
表

芸能連盟発表会 10月22日㈯ 13：00～
公民館グループ発表会 10月30日㈰ 10：00～
歌舞曲連盟発表会 11月3日㈭ 9：00～
お夏踊り保存会発表会 11月６日㈰ 12：00～
吟剣詩舞道発表会 11月19日㈯ 9：30～
合唱連盟発表会 11月23日㈬ 13：30～

部　　門 開 催 日

展
　
示

陶芸・折り紙・パッチワーク・
木目込み人形・俳句・短歌・書道・
華道・押し花・絵手紙 ほか
幼・小・中・児童生徒作品・一般作品

10月30日㈰～11月3日㈭
9：00～17：00
（最終日は16：00まで）

発
表

太鼓・日舞・傘踊り・大正琴・箏曲・
詩舞 ほか 11月3日㈭

10：00～14：00（予定）各種団体販売コーナー（模擬店）
体験コーナー

部　　門 開 催 日

展
　
示

絵手紙・水墨画・日本画・竹細工・
陶芸・書道・川柳・編物・
パッチワーク・洋裁　ほか
保・幼・小・中・児童生徒作品

10月25日㈫～30日㈰
9：00～17：00
（最終日は16：00まで）

発
表

太極拳・社交ダンス・フラダンス・
舞踊・コーラス・箏曲・大正琴・演劇
・尺八・剣詩舞・ピアノ演奏・ダンス
・アフリカ太鼓・空手　ほか

10月29日㈯～30日㈰
10：00～15：00（予定）

各種団体販売コーナー 10月30日㈰ 
10：00～15：00（予定）

備前文化祭（市美展）

日生文化祭

吉永文化祭

◆ところ　市民センター　 （☎64-1133）
※展示は9：00～17：00（最終日は16：00まで）

◆ところ　日生市民会館　 （☎72-1006）

◆ところ　吉永地域公民館・吉永美術館　
　　　　　 （☎84-3839）
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平成₂₈年度備前市美術展覧会＆備前市文化祭
第14回おかやま県民文化祭参加事業国民健康保険･後期高齢者医療

からのお知らせ      
【医療費を大切に】
　医療技術の進歩・高度化、生活習慣病などの増加、高齢化の進行などの要
因で、医療費は増加傾向にあります。医療費が増え続けると、保険料（税）
の値上げが必要となります。日頃から健康に気をつけることはもちろん、次
のような受診を心がけることで、医療費を節約することができます。
①同じ病気で複数の医療機関にかかることはやめましょう。
②時間外・休日受診は、なるべく避けましょう。
③薬は適切な用量・用法を守って服用しましょう。
④ジェネリック医薬品を活用しましょう。
⑤かかりつけ医を持ちましょう。
⑥定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。
※保険証を忘れずに持参しましょう。
【こんな時は届出を】
　交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、被害にあった人の
一部負担金または全額を加害者が負担するのが原則です。もし保険を使って
いるときは、一時立て替えにより保険給付しますが、後で国民健康保険や後
期高齢者医療の制度により加害者に請求します。示談をする前に担当窓口へ
相談してください。 ◆持参するもの　保険証、印鑑、事故証明書
【柔道整復師による施術について】
　整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険・後
期高齢者医療制度が使えない施術がありますので、ご注意ください。

※「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、保険
の適用が認められなければ、国民健康保険・後期高齢者医療制度が負担し
た治療費の全額もしくは一部を返還していただく場合があります。

◆治療を受けるときの注意点
・ケガの原因を正確に伝えましょう。
・医療機関との重複受診はしないようにしましょう。
・「療養費支給申請書」の内容を確認し、必ず自分で署名または捺印しましょう。
・領収証を必ずもらいましょう。
・施術が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。
※備前市国民健康保険・岡山県後期高齢者医療広域連合では、受診内容の確
認のため、施術を受けた人に電話や文書などでお問い合わせする場合があ
ります。
保健課保険医療係（☎64-1819）

第₁₀回 備前市ふれあいマラソン大会参加者募集！
◆と　き　11月20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） 
◆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……………  400メートル 
・車いす女子…………………… 1500メートル
・車いす男子…………………… 5000メートル　　 
・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………… 3㎞
・一般男子A（中学生～59歳）、女子A（中学生～39歳）…3㎞  
・一般男子Ｂ（60歳以上）、女子Ｂ（40歳以上）……………3㎞ 
・一般男子A、女子A（高校生～39歳）…………………… 5㎞ 
・一般男子Ｂ、女子Ｂ（40歳以上）………………………… 5㎞

10月25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。

　 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5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、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)
　子どもから大人まで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に平均台やフラフープを使ったサー
キット遊びもあるよ。
お絵かき展作品募集中！
　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14日㈮までに提出してください。
　市民ふれあい福祉まつり・こども応援フェスタについて、くわしくは広報
11月号でお知らせします。

社会福祉課（☎64-1827)、子育て支援課 (☎64-1853)
※送迎バスは予約制です。10月７日㈮までに高齢者福祉係（☎64-1827）へお問
い合わせください。

Bポイント
5ポイント

（応援 3ポイント）

Bポイント
5ポイント

保険が使える場合 保険が使えない場合
・打撲・捻挫・挫傷
・脱臼、骨折（※医師
の同意が必要となり
ます。応急手当の場
合は、手当後に医師
の同意が必要です。）

 

・日常生活での疲労や加齢による肩こり、腰痛
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・脳疾患後遺症、神経痛、リウマチなどの慢性病
による痛みやしびれ

・症状の改善が見られない長期の施術（漫然とし
た施術）

・同一のケガについて医療機関（病院、診療所な
ど）で治療中の場合

・通勤中、勤務中にケガをし、労災保険が適用と
なる場合
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受付は200mlと400mlです。皆さんのご協力をよろしくお願い
します。

献血にご協力ください

◆対　象　平成28年４月１日以降に出生し  
た、１歳未満の乳児
※母子感染予防で生後B型肝炎ワクチンの
投与を受けた乳児は対象になりません。
◆接種間隔・回数
　27日以上の間隔で２回接種後、初回接種
から139日以上経過した後に１回の計３
回（標準的には、生後２か月～９か月の間）
◆自己負担額　無料
◆接種場所
備前市・和気町の委託医療機関（県内の
協力医療機関も接種可能です）
◆持参物　母子健康手帳
◆注　意　今までにB型肝炎の予防接種を
任意で受けたことがある乳児は、接種した
回数を定期接種の回数から差し引きます。

10月1日からB型肝炎ワクチンの
予防接種が定期接種に加わります！

◆と　き　10月１日㈯～平成29年１月31日㈫
◆対　象　市内に住所があり、①接種当日満65歳以上の人、②満60歳
以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障がいのある人、
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障がいのある人（身体
障害者手帳１級に相当）。身体障害者手帳または障がいを証明で
きるものを提示してください。
◆助成回数　１回　　
◆自己負担額　2,000円
※市民税非課税世帯（1,000円）、生活保護受給者（無料）の人は減
免制度があります。接種前に、保健課健康係、日生・吉永総合支
所で手続きをしてください。手続きには、印鑑・本人確認のでき
るもの（保険証、免許証など）・受給者証明書（生活保護受給者のみ）
の持参が必要です。なお、平成28年１月２日以降に転入された人
は、前住所地の非課税証明書が必要です。
◆実施場所　備前市・和気町の委託医療機関（県内の協力医療機関
も接種可能です）
※岡山県外の医療機関での接種は、助成対象になりません。
◆持参物　健康保険証、接種料金（減免制度を利用する人は証明書）、
②の対象者は身体障害者手帳または障がいを証明できるもの

 10：00～13：00 備前緑陽高等学校10月１日㈯
と　き ところ

13：30～15：30 総合保健施設

場　所

10月27日㈭

 9：30～11：30 日生防災センター11月1日㈫

日　　時

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サツマ芋、大根はいちょう切りにする。
　ゴボウはささがきにする。油あげは小さ
めの短冊に切る。しめじは石づきをとり、
小房にわける。
②鍋にだし汁を入れ、サツマ芋、大根、ゴ
ボウを入れてやわらかくなるまで煮る。
③しめじ、油あげ、牛乳を加え、ふつふつ
としてきたら火を止め、味噌を溶き入れ
る。
④器に盛り、ネギを散らす。

【材料】６人分
　サツマ芋 250ｇ、大根 150ｇ
　ゴボウ 100ｇ、油あげ 20ｇ
　しめじ 100ｇ、だし汁 750㏄
　牛乳 150㏄、中味噌大さじ ３
　ネギ 20ｇ

みそ汁のミルク仕立て

　2015年８月に備前市の地域おこし協力隊
に就任いたしました、新藤かおりと申しま
す。前職は教員・英語教材の販売をしてい
ました。現在は伊部地区の担当として、観
光振興や国際交流を主な活動内容としてい
ます。また「伊部つながり西休憩所」にて
月１回程度、「語らいの会」を開催。地域
の皆さんと観光に来られた方々との交流を
図ったり、地域課題や皆さんの興味がある
ことをヒアリングしたり、コミュニケー
ション活動を行っています。このような活
動は、インターネットを通じて国内外に発
信。備前市の素敵なところをより多くの
方々に知っていただきたい、そして地元の
方には素敵なところを再認識していただき
たい、備前市へ「行ってみたい」「また来
たい」「住んでみたい」と思ってもらえる
ような活動を心がけております。
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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

【伊部地区 新藤 かおり】第 5回
しん どう　 

〈１人分 エネルギー 121kcal､ 塩分 1.1g〉

Bポイント
3ポイント

健康健康健康情
報
情
報

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次健康びぜん21】

H e a l t h

■保健課（☎64‐1820）

高齢者インフルエンザ予防接種助成について

　保健師・栄養士から健診の結果の見方
や検査値改善のための食事や運動につい
てのアドバイスが受けられますので、ぜ
ひお越しください。

※今年度特定健診を受診し
た人は結果を持ってお越
しください。

なんでも健康相談のお知らせ（予約不要）

乳
幼
児
健
診・育
児
相
談

乳
幼
児
健
診・育
児
相
談

４か月児健診
１歳６か月児健診

３歳６か月児健診

かみかみ離乳食と歯の教室

平成28年５月生
平成27年４月生
平成26年４月生
平成25年４月生
平成27年12月生
平成28年１月生

５日㈬
19日㈬
13日㈭
26日㈬

12日㈬

13：00～13：30
13：00～13：30
13：00～13：15
13：00～13：30

9：40～10：00

２歳６か月児歯科健診 備前保健センター

10月

吉永育児相談 総合保健施設乳幼児
日生育児相談 20日㈭

７日㈮
10：00～11：30
9：30～11：30

日生防災センター乳幼児

内　容 対　象 と　き（受付） と　こ　ろ
★
★
★
★

★
★印は Bポイント

各3ポイント

■保健課

7

　（一財）自治総合センターの事業により、
とうげの会(西片上)がテレビ、パソコンなど
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。

₁₁･₁₂月のおもなBポイント対象事業
　おかげさまで、Ｂポイント
のカード申請が3,000人を超
えました！
　カード申請がまだの人も、
まだまだポイントを貯めるこ
とができます。カード申請は
お早めに！

保健課（☎64-1820）

宝くじ助成事業で整備

内　容 と　き ところ 対象者
市民ふれあい福祉まつり
こども応援フェスタ 11月5日㈯ 総合運動公園（久々井） どなたでも

なんでも健康相談

11月15日㈫ 保健センター

どなたでも

11月17日㈭ 東鶴山公民館
11月22日㈫ 三石出張所別棟
11月29日㈫ 伊部公民館
12月2日㈮ 西鶴山公民館
12月８日㈭ 香登公民館

ロコモ体操 11月17日㈭ 備前病院 どなたでも
ふれあいマラソン大会 11月20日㈰ 総合運動公園（久々井） どなたでも



おお知らせ
information
とき時 場所所 費用料

内容内 入館料入休館日休

会費会対象対

持参品持
講師講

定員定

問い合わせ先問 申し込み申

広
告
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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。

10月12日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
「自分で治す肩こり教室

　　～肩こりの原因と対処法～」
備前病院リハビリ室　

　公森主任理学療法士
無料
備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室（要予約）

10月13日㈭　11：30～
備前病院附属棟2階
糖尿病食の試食と運動療法
備前病院リハビリ室　春木理学療法士
500円（食費として）

10月７日㈮17時までに、備前病院
（なぎさ会事務局☎64-3385）へ

糖尿病教室（要予約）

　検査値からみる糖尿病、血糖値と食物
繊維の話、糖尿病食体験（500円）の教
室を行います。どなたでも、ぜひご参加
ください。

10月26日㈬　12：30～14：30
吉永病院
別途必要です。お問い合わせください。

10月19日㈬までに
　吉永病院栄養科（☎84-2120）へ

介護者の会
　「介護保険施設に入所すると費用はど
うなる？」、「介護保険負担限度額認定証
とは？」など、施設入所に係る費用や入
所時にできる手続きなどについて介護保
険係担当職員による講話を予定していま
す。講話後は参加者同士の情報交換もし
ます。
　どうぞお気軽にご参加ください。

10月20日㈭　10：00～11：30
伊部公民館
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）

企画展「びぜん酒ものがたり（仮）」
（入館無料）

　当館所蔵のお酒に関する未公開資料を
中心に、備前の近代の酒造資料を紹介し
ます。
　備前とお酒について、この機会にぜひ
ご覧ください。

10月20日㈭～12月28日㈬
　9：00～16：30

歴史民俗資料館　
月曜日

　祝日の翌日（11/4・11/24・12/24）
歴史民俗資料館

　（☎64-4428　東片上385）

特集展「びぜんトックリーズ
～窯跡出土徳利勢揃い～」

（入館無料）

　発掘調査によって備前焼窯跡から出土
した徳利を一同に集め紹介します。

10月20日㈭～12月28日㈬
　9：00～16：30

埋蔵文化財管理センター
火曜日　

　祝日の翌日（11/4・11/24・12/24）
埋蔵文化財管理センター

　（☎92-4300　伊部974-3）

友活イベント
( 岡山県備前県民局協働事業 )
里山「秋の味覚 de 交流会」
参加者募集
　「新しい友達をつくるって、大人にな
るとむずかしい」そう思った事ありませ
んか？同性、異性を問わず、気軽に話せ
る交流会です。
　一緒に食べて遊んで楽しいひと時を過
ごしましょう。
　あなたの友達作りを応援します！

11月６日㈰
　10：30～15：00（10：00受付）

フルーツパークびぜんイベント広場
※マイカーで来場可、またはＪＲ長船駅
まで送迎あり

　
岡山市・玉野市・備前市・赤磐市・瀬
戸内市・和気町・吉備中央町在住、在
勤の20歳～40歳程度の独身男女計50人

※応募者多数の場合は抽選
2,000円（飲食代　稲刈り体験、お土
産付き）

10月20日㈭までに必須事項（氏
名、性別、年齢、住所、連絡先、あれ
ばパソコンアドレス）を入力して、
朝日の会事務局（☎65-8080 Ｅメー
ルasahinokaijimukyoku@gmail.
com）へメールでお願いします。

　　返信メールでご連絡した時点で、お
申し込み受付完了とします。返信が届
かない場合は、お問い合わせください。

※雨天の場合は実施できない体験なども
ありますのでご了承ください。

第34回いんべ会館文化祭
　お誘いあわせのうえ、ご来館ください。
◆11月５日㈯　１日目
・８：30～17：00
　小学生・文化グループなどの作品展示
・9：00～11：00
　バザー・焼き芋コーナーほか
・11：00～12：30　人権ビデオ上映
・14：00～15：20　ランディ・マーヤさん
による人権トーク&コンサート

◆11月６日㈰　2日目
・８：30～17：00
　小学生・文化グループなどの作品展示
・9：00～10：30　人権ビデオ上映
・13：00～16：00　カラオケ大会

いんべ会館（☎64－0890）

３市町共同企画 
オータムカップリングパーティー 
in レ・マーニ参加者募集
　赤穂市、備前市、上郡町3市町による
共同婚活イベントをレストラン「レ・マー
ニ」で開催します。食欲の秋♪雰囲気抜
群のイタリアンレストランで自慢の料理
とトークゲームを楽しみながら、素敵な
出会いを見つけませんか？
　お一人での参加や、初めての人でもス
タッフがサポートいたしますので安心し
てご参加ください。

11月13日㈰
１部 10：00～13:00 （9:30受付）
２部 14:00～17:00 （13:30受付）
レ・マーニ（吉永町岩崎741）

　
１部 30歳～45歳程度の独身男女各20人
の計40人程度

２部 25歳～37歳程度の独身男女各20人
の計40人程度

　（男性は赤穂市・備前市・上郡町在住、
在勤の人、または結婚を機に3市町へ
移住を考えている人/女性は地域制限
なし）
男性 3,500円、女性 2,500円

　（美味しい料理付）
10月26日㈬18時までに、チアー

ズホームページの専用フォームまた
は、応募用紙に必要事項を記入の上、
郵送またはFAXでお申し込みくださ
い。電話での申し込みも受け付けてい
ます。

※応募者多数の場合は抽選。
　抽選結果は、応募者全員に郵送にてお
知らせします。

　有限会社チアーズ
　（☎086-484-0020　FAX078-330-0039
　  http://cheer-s.com/161113 
 　〒710-0001 岡山県倉敷市三田76-1）

男性参加者を対象に、
事前セミナーを開催します

・11月2日㈬ 19：30～20:30 赤穂市役所
・11月4日㈮ 19:30～20:30 備前市役所

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲山形恵美子さん（坂根）
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旧閑谷学校ライトアップ
　10月29日㈯から1週間、楷の木の紅葉
シーズンに合わせ、国宝の講堂と楷の木
を中心にライトアップします。
　文化の香り溢れる幻想的な美しさを、
ぜひお楽しみください。
　また29日㈯には、オープニングイベン
トとして日生甚九郎太鼓の演奏が行われ
ます。
※期間中10：00～19：00には、岡山県・東
備路と県際地域の物産販売・軽食テン
トが出展します。
10月29日㈯～11月６日㈰　

　17：30～19：00
大人 400円、65歳以上 200円、

　小・中学生 100円
特別史跡旧閑谷学校（☎67-1436）

病院事業　職員募集
平成29年１月１日採用
※いずれの職種も資格免許を有する人
【看護師または准看護師】
　採用予定人員　3人
・昭和37年1月2日以降生まれの人
【薬剤師】
　採用予定人員　2人
・昭和37年1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42年1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　1人
・昭和37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）
【介護員】
　採用予定人員　1人
・昭和62年4月2日以降生まれの人

11月８日㈫
10月3日㈪～25日㈫※必着
　

・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）

・介護員以外の職種は資格免許証の写し
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
ご覧ください。

第 5 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。

10月20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。

10月３日㈪から、
　いんべ会館（☎64－0890）へ

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”
　干支 酉

とり
～和紙でお正月飾りの干支を

作りましょう～
11月11日㈮　9：30～12：00
ウィズびぜん
1,700円
15人（先着順）
ボンド、はさみ

ウィズびぜん登録団体：備前市母子
寡婦福祉連合会

10月20日㈭までに
　市民協働課（☎64-1823）へ

「６次産業化入門レベル研修会」
　参加者募集
　６次産業化を目指す農業者の人を対象
に、６次産業化とは何かや、先進優良事
例を学ぶ現地研修会を開催します。

11月８日㈫
備前県民局（岡山市北区弓之町6-1）

10月3日㈪～21日㈮
20人（先着順）　
1,300円（昼食代など）

住所、氏名、連絡先を記入のう
え、備前県民局農業振興課へＦAＸで
申し込みください

※くわしくは、お問い合わせください。
備前県民局農業振興課

　（☎086-233―9826　FAX086-234-9064）

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22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14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
まち営業課まち商工係（☎64-2228）

地域の活性化イベントについて
（追加募集）

　地域振興および地域の活性化につなが
るイベントで、交流人口増加、地域産業・
観光の振興、市民の融和を図る事業に対
して助成します。

10月31日㈪まで
申請書、事業計画書、収支予算

書、団体の概要、規約、構成員名簿等
審査会にて事業の採択および補

助金の額を決定します。
※くわしくは、お問い合わせください。

　まち営業課まち商工係（☎64-2228）

備前市へ移住してきた皆さんへ
　企画課ふるさと創生係では、備前市へ
移住してきた皆さんの情報を移住促進業
務に活かしていきたいと考えています。
　『移住時期』『出身地』『移住先地区』
『家族構成(年代)』『きっかけ』『移住し
てよかったこと・悪かったこと』などの
情報を集めています。
　ご協力いただける人はふるさと創生係
までご連絡をお願いします。

企画課ふるさと創生係(☎64-2225）

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月中旬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
な通知を送付しますので、次のことに注
意してください。
※次のような場合は、早めに学校教育課
へご連絡ください

●住所が変わったとき
●市内に住んでいても住民登録をしてい
ないとき

●住民票と現住所が違うとき
●外国籍の人で市立の小学校へ入学を希
望するとき

●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とき

●お知らせをした日や場所で健康診断を
受けられないとき

【新入学児とは】
●平成22年4月2日から平成23年4月1
日までに生まれた人

●平成22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
教育委員会学校教育課（☎64-1840）

「聞こえ」の相談会
10月30日㈰　10：00～12：00
リフレセンターびぜん　会議室
当事者による体験談、補聴器装用のア
ドバイスなど

※申込不要（要約筆記あり）
岡山県聴覚障害者センター

　(☎086-224-0221　FAX086-224-0236）

要約筆記ミニ講座
10月30日㈰　13：00～15：00
リフレセンターびぜん　会議室
聞こえが不自由な人の体験談、筆記体
験、要約筆記について

※申込不要
備前要約筆記者クラブ

　（☎090-3631-8608　FAX63-2622）

火災と紛らわしい煙または火炎を
発する恐れのある行為をする場合
のお願い！！
　野焼きなど火災と紛らわしい煙または
火炎を発する恐れのある行為をする場合
前日までに届出が必要です。ただし、や
むおえない場合に限り電話など口頭に
よって伝えることで構いません。

東備消防組合東備消防署　
　情報担当（☎64-1131）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　10月3日㈪～12日㈬
【市営住宅】土師神根・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）

10月15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（桧でつくる箸＆フォーク）

◆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）

 ▲山口喜美子さん（伊里中）



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 11日㈫、28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
18日㈫ 10：30～11：30

8 日㈯ 10：30～11：30

6 日㈭ 10：30～11：30

15日㈯ 10：30～11：30

4 日㈫ 10：30～11：30

22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

※吉永分館は10月１日㈯から「子育て交流センターふれあい交流室」に移転しました。

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

10月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

21日㈮

と　　き と　こ　ろ

12日㈬

25日㈫

27日㈭

神 根 公 民 館
三 国 公 民 館
三 石 出 張 所
いんべ通園センター
香 登 公 民 館
伊 部 公 民 館
日生町漁協頭島支所前
日 生 東 公 民 館
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

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

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）

11日㈫・25日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

18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

17日㈪　10：00～12：00
25日㈫　13：00～15：00
20日㈭　13：00～15：00
25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
25日㈫　13：00～15：00
17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10月の相談

■上下水道課（☎66-9792）

■税務課（☎64-1814）

※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。

納
税

水道・下水道料金

市・県民税（３期）、
国民健康保険税（４期）、
後期高齢者医療保険料（４期）、
介護保険料（５期）の納期限は、
10月31日㈪です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、10月17日㈪です。

年金相談 11月10日㈭
　　10：00～15：00

吉永総合支所2階会議室　１か月前から予約受付開始
■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

11月の相談（10月からの予約受付）

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）

１０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）

☎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（10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）

市内施設ご案内

（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（11月分）
10月10日㈪ 18：00 ～窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

７日㈮

21日㈮ 英語でリトミック　
※14日㈮までに要予約　
　先着15組　資料代300円

14日㈮

にこにこ講座　「岸本先生のお話」

備前プレーパーク！の人と一緒に
身体を動かして遊ぼう

28日㈮ 作ってみよう

しずちゃん家（ち）

子育て支援センター

備前プレーパーク！森の冒険ひみつ基地

◆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　毎週月曜日（10日を除く）と、11日㈫

☎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

※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。

10月 休日当番医

木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555
星合医院　　　 香登西 ☎66-7100
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141
草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080
大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120
萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007
つるの里クリニック 和気町田賀 ☎89-3777
浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

2日
㈰
9日
㈰
10日
㈪
16日
㈰
23日
㈰
30日
㈰

■「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。
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