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※10月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,888（＋130世帯）
　男　　17,269 人 (＋79人)　
　女　　18,681 人 (＋ 9人)　
総人口　35,950 人 (＋88人)

◆ 10 月中の異動状況
・出生   8 人　・死亡 47 人
・転入208 人　・転出 81 人

人口の動き

平成28年

月号
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市民ふれあい福祉まつり
　11月5日㈯、総合運動公園体育館で開催した「市民ふ
れあい福祉まつり」では、老人福祉功労者をはじめ、障
害者福祉功労者、社会福祉功労者の表彰。また、金婚式
を迎えた夫婦のお祝いをしました。

ささめあい号出発式
　11月13日㈰、飯掛公会堂前(吉永町笹目)で公共交通空白地有償運送を行う
「ささめあい号」の出発式が行われました。
　笹目地区は、和気町と隣接しており、吉永町の中心地へ行くより和気町へ
行く方が距離、時間ともに近く、和気町が生活圏となっています。
　このため、地区としては既存の公共交通だけでは移動が困難であり、生活
に欠かせない通院や買い物の手段を継続的に確保し、交通弱者を援助すると
いう目的を達成するため、地区住民らの共助による公共交通空白地運送を運
営していくこととなりました。
　この運送サービスは、主に高齢者のうち援助が必要な人を利用登録のう
え、地区内で選出した運転手が交代で運行し、利用については、利用者が前
日までに目的地・
人数・所要時間な
どを予約します。
有償運送を行うこ
とで利用者の安全
確保と長期にわ
たって持続可能な
運送サービスを提
供しようとするも
のです。

こども応援フェスタ
　子育て支援団体や地域の人達が、子どもと触れ合う「こども応援フェスタ」が、総合運動公園体育館で、
11月5日㈯行われました。
　フェスタ開始のオープニングでは、市内保育園や認定こども園の園児らがパラバルーン発表を行い、開
催を盛り上げました。体育館内では、遊びの中で食に親しむ学びのコーナーや、バルーンアート、折り紙
教室などの体験コーナー、そして、平均台やフラフープを使ったサーキット遊びなどの遊びコーナーが行
われ、大勢の家族連れが会場に訪れました。

地域創生コモンズびぜん
　11月9日㈬、文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC
＋）」の活動拠点となる「地域創生コモンズ びぜん」の開所式と記念シンポジウ
ムが開催されました。
　「地域創生コモンズびぜん」とは、本市と岡山県立大学が協働し、地域連携お
よび情報発信をする場です。

　岡山県立大学や備前市、NPO法人など地域
と連携して、学生の地域志向を高め、高度な専
門性も有する人材育成を図り、地元定着に繋げ
ることを目的とした「岡山創生学」の活動を行
う拠点となり地域課題の掘り起こしや解決に向
けて活動を行っていきます。
　今後、おかやまボランティア演習や地域協働
演習を履修した県立大学の学生がコモンズを拠
点として活動します。

1212
芸術の秋 音楽イベント

　11月10日㈭、市民センターで小学校音楽会が行われ、児童らは元気いっぱいに合唱、演奏しました。
　13日㈰、市内の中学校や高等学校の吹奏楽部など9団体が第24回備前吹奏楽フェスティバルを開催し、ドラマやアニメで
流れる曲などを披露しました。
　16日㈬、東鶴山小学校で『文化芸術による子供の育成事業』として中部フィルハーモニー交響楽団の公演会が行われ、児
童のほか地域の人も大勢鑑賞しました。
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第65回 備前市えびす駅伝競走大会
参加チーム募集!!
　県下有数の歴史と伝統を誇る駅伝大会にあなたも参加してみませんか。
◆と　き　2月11日㈯　9：00 開会（雨天決行）　

※当日、７：00の時点で警報発令の場合中止
※スポーツ少年団の部は14：30開会

◆ところ　総合運動公園　多目的競技場および周辺
◆参加クラス

クラス チーム編成 参加費

中学校男子・女子の部 監督1人、選手5人、
補欠2人 4,000円（1チーム）

一般男子（1部〔職場、学校、
陸連登録クラブ〕･2部〔有志〕）
・女子の部

監督1人、選手６人、
補欠2人 8,000円（1チーム）

スポーツ少年団小学生男子・
女子の部
※市内少年団員に限る

監督1人、選手5人、
補欠若干名 無料

◆申込期限　平成29年1月11日㈬
◆申込方法　備前市ホームページから電子申請、または申込窓口に設置の

申込書に必要事項を記入し提出してください。申込窓口は、
市体育協会事務局（8：30～17：15）、または総合運動公園体
育館、日生運動公園体育館、吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
の市内体育施設（9：00～17：00）です。

　※参加料の支払いは郵便為替でお願いします。
市体育協会事務局（☎63-3813 文化スポーツ課内）

競走大会競技役員ボランティア募集!!
　備前市えびす駅伝競走大会は、毎年200人程度の競技役員（中継所審判
員、監察員ほか）が必要です。
　ボランティアでご協力いただける人は、1月11日㈬までに市体育協会事
務局へご連絡ください。
市体育協会事務局（☎63-3813 文化スポーツ課内）

　毎年、世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定め、12月4日からこの人権デーまでの1週間を「人権週間」として、広く国民の皆さんに
人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

人権教育推進委員会 　　　　　　
民話から広げる人間関係

　8月3日の人権教育セミナーで、日本民話の会会長の
立石憲利氏から「民話は人をつなぐ」と題しての講演が
ありました。
　皆さんは、幼い頃昔話（民話）を聞いて、心が温かく
なった経験はありませんか。幼児期における親子の人間
関係づくりや道徳的な心の芽生えには、昔話による対話
が非常に効果的だという内容でした。例えば、次のよう
な親子のやり取りから考えてみてください。

　
♠人の権利を守ることは人の言葉を大切にすること。話すこと反応すること
で人間関係が作られるというところが印象的だった。
♠子どもたちへ肉声でしっかりと伝えることが大切だ。今のこの時間を大切
にしたい。
♠子どもが本を読んでと寄ってくるが、つい忙しいと言って突き放してし
まったり、繰り返し読むようにせがんでうるさいなと思ったりしたが、そ
の触れ合いが大切だったことに気付いた。

備前市人権教育･啓発研修会 開催
（入場無料・申込不要）

　すべての人が、社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、共に
生活することは、とても大切です。誰もが自分らしく生きるために、人権
問題に気づく感性や人権感覚を育むきっかけとなる講演会を開催します。
◆と　き　12月７日㈬　14：00～16：00　（受付13：30～）
◆ところ　リフレセンターびぜん
◆講演会　演題　「学校や職場における性同一性障害当事者」
　　　　　講師　岡山大学大学院保健学研究科　中

なかつか

塚　幹
みき

也
や

 教授
◆持参物　スリッパ等履物
市民協働課（☎64-1823）

人権啓発標語表彰式･男女共同参画講座（入場無料⎠
【第1部】人権啓発標語表彰式
　　　　　平成28年度人権啓発標語優秀賞の表彰
【第2部】 男女共同参画講座
　　　　　劇団花みずき　公演
　　　　　「揚げたてはいかがですか？」、「ダンス！ダンス！ダンス！」
◆と　き　12月10日㈯ 10：00～11：30
◆ところ　吉永地域公民館ホール　　
◆定　員　350人（先着順）　　　　　　　　　 市民協働課（☎64︲1823）

平成28年度 人権啓発標語優秀賞受賞者決定
　人権が尊重された、明るく住みよい社会が築かれるよう、人権意識の高揚をう
ながす標語を募集したところ、2,535点の応募がありました。厳正な審査の結果、
　以下の作品が優秀賞を受賞されました。（敬称略）
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市民協働課（☎64-1823）、生涯学習課（☎64-1841）

ミミズの話
　土用のころ、ミミズが干からびて死んでいるのを見かけますが、こんな昔話があ
ります。
　昔、食べ物を自由に食べているうちに、しだいにおいしい食べ物がなくなり、け
んかが始まりました。そこで、お釈迦様が、各動物が食べる食べ物を決めることに
しました。
　動物たちは並んで、順番に食べ物を決めてもらっていきました。馬はたくさん生
えている草を。牛も草を。でも、けんかをしてはいけないので、馬は草の上のほう
を食べて、牛は下のほうを食べるように…。
　ミミズは寝坊したものですから、顔も洗わずに慌てて走っていきました。最後に並
ぶと取り残されると思って、ほかの動物が並んでいるのに、前のほうへ出て行きました。
　ミミズは、お釈迦様にこう頼みました。「食べても、のうならんもんをください。」
するとお釈迦さまは、「欲張りじゃなあ。泥を食え。」と言われました。
　しばらくするうちに、ミミズは、泥がなくなったらどうしようと本気で心配しは
じめました。そこで、夏の土用の最中に、土の上に出てきて聞きました。
「泥がなくなったら、何を食べればいいのですか。」
「欲張りめ。干からびてしまえ。」
　土用のころ、干からびて死んでいるミミズは欲張りですって。昔こっぷり…

　講演を聞いた参加者から、感想として次のような声を聞くことができました。

ミミズはわがままだなあ。
自分だけよかったらいいなんておかしいな。
みんなのことを考えないといけないよ。
みんなで助けあっているんだな。



平成2₈年４月～10月寄附累計額 …………
平成2₈年10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）

備前市行財政改革プラン（平成27年～31年)
　「行財政改革プラン」では、「行政サービスの向上」「協働のまちづくり」「持続
可能な行政経営」などのキーワードから、行政改革の推進に積極的に取り組む内容
を計画として取りまとめたものです。平成27年度の取組結果は、以下のとおりです。
　平成27年度の取組による実績（効果）額と進捗状況（単位：千円）

　平成27年度の効果額は26億4,955万円で、計画額を25億2,722万円上回りました。
　効果額の大きかった取組項目は、「ふるさと納税の寄付額増」26億8,461万円です。
　その他の効果額の内訳ですが、「効果的な歳計現金の運用」3,859万円、「地方
債発行額の抑制と繰上償還の実施」3,304万円などとなっています。
　「計画遅延」となった17項目は、実施時期を再検討し、「未達成」となった13項
目は、取組内容を見直しています。
　また、「完了」した取組は、「愛育委員会・栄養委員会補助金の見直し」、「簡易
水道の統合」、「希望降任制度の導入」など13項目でした。
※くわしい内容については、ホームページに掲載しています。
財政課行革推進係（☎64-1872）
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まちづくりの提案を募集します!
　「備前市まちづくり基本条例」に基づき、地域の課題について、市民の皆
さんと市がそれぞれ持っている力を出し合い、一緒に取り組んでいくため、
協働事業の提案を募集します。
◆提案できる団体　公益的な活動を行う市内の団体（自治会、NPO法人など）
◆提案できる事業
　福祉、まちづくり、環境、その他の分野に係る地域の身近な課題を解決し
ようとするもので、協働事業として実施することが適切と認められる事業。
◆募集期間　12月1日㈭～平成29年1月31日㈫
◆事業の実施【平成29年度（単年度）】
①市で事業を直接実施する場合は、必要な経費を予算措置のうえ実施します。
②団体などが事業を実施する場合は、対象の事業費に対して市が補助します。
　※対象事業費の2/3以内で200,000円を限度とします。
　※平成29年度の当該事業予算の成立が前提となります。
◆提案の決定　事業内容についてのヒアリングなどを経て、実施の可否を決
定します。
※市の政策に市民の皆さんの意見を反映させるため、政策提案も随時募集し
ています。
※くわしくは、お問い合わせください。 市民協働課市民協働係（☎64-1806）

｢備前市公共施設等 　　　　　　
総合管理計画(案)｣ に対する

  　意見募集（パブリックコメント)　　　　
　高度経済成長期以降に多くの公共施設や道路、橋りょうなどのインフラ
が整備され、現在これらの老朽化が進み、今後どのように維持更新してい
くのか、また、厳しい財政状況の中でどのように費用を捻出していくのか
が全国の自治体に共通する課題となっています。
　こうした状況の中、総務省から公共施設などの総合的かつ計画的な管理
を推進するための計画の策定要請があり、計画の策定作業を進めています。
　この度、「備前市公共施設等総合管理計画（案）」がまとまりましたので、
皆さんからの意見を募集します。
【募集期間】　平成28年12月1日㈭～27日㈫
【備前市公共施設等総合管理計画（案）・意見提出書の設置場所】
　施設建設・再編課および各総合支所管理課
　※市ホームページからも閲覧、意見提出書のダウンロードができます。
【意見の提出方法】
　意見提出書に必要事項を記入のうえ、持参か郵便、またはFAX、Eメー
ルで施設建設・再編課へ提出してください。電話および口頭では受け付け
ていません。
施設建設・再編課（☎64-1877）（〒705-8602 備前市東片上126

　FAX64-3845・Eメール bzshisetsukensetsu@city.bizen.lg.jp）

100歳おめでとうございます！

Honor栄誉 平成28年秋の叙勲が11月３日付けで発表されました

　元備前市議会議員の 岡紀久子さんが、長
年の地方自治功労に対し旭日双光章を受章さ
れました。 岡さんは、平成11年に旧備前市
議会議員に初当選。旧備前市議を3期、備前
市議を2期務め、任期中、市議会副議長を歴
任するなど、平成26年までの長きにわたり、
備前市議会議員として、本市発展に貢献され
ました。
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　伝統工芸業務功労として、木村憲次さんが、瑞宝
単光章を受章されました。
　備前焼の窯元に生まれた木村さんは、昭和51年、
十七代木村桃山を襲名。代々受け継いできた製法、
登窯での焼成による伝統の色合いを大切に、花器、
細工物、現代の生活様式に合った食器などを制作さ
れ、平成20年には伝統工芸士に認定されました。

　郵政業務功労として、元日本郵政公社職員の藤
森教育さんが、瑞宝単光章を受章されました。
　藤森さんは、昭和38年に備前郵便局に入り、備
前・西大寺郵便局に勤務されました。主に郵便配
達業務に従事され、誤配達などの郵便事故の防
止、また交通事故の防止に努力され、お客様第一
をモットーに勤務し、平成19年3月に退職されま
した。

旭
日
双
光
章

瑞
宝
単
光
章

瑞
宝
単
光
章

　吉岡スナ子さん（浦伊部）が10月27日に、満100
歳を迎えられました。
　吉岡さんは東片上で生まれ、市外へ嫁がれました
が、ご主人を亡くされて備前市へ戻ってこられました。
　編み物を得意とされるなど手先が器用で、最近は
折り紙をよくされるそうです。
　長寿の秘訣は「好き嫌いせず何でも食べること」
だそうです。

お陰さまで平成28年度分の
ご寄附が８億円を超えました！

木 藤
ふじかた

取組項目（351項目） 計画額 効果額 計画遅延 未達成 完了
Ⅰ　市民の視点にたった行政
サービスの提供（102項目） 5,400 ▶ 98,537 2 0 4

Ⅱ　市民との「協働の推進」
と「役割分担」（146項目） 2,456 11,798 14 0 6

Ⅲ　「選択と集中」を基本とし
た持続可能な財政運営
　（67項目）

176,584 2,779,177 0 13 2

Ⅳ　公共施設のマネジメント
（36項目） ▶ 62,108 ▶ 42,890 1 0 1

計 122,332 2,649,548 17 13 13



業　　者 年末年始の業務日

備　前
㈲カナカエコシステム　　　(☎64-2749)  年末   12月26日㈪まで　※申し込み20日㈫まで　　　 年始   1月5日㈭から

㈱備前浄化槽管理センター　（☎66-7612)  年末   12月28日㈬まで　※申し込み20日㈫まで　　　 年始   1月5日㈭から

日　生 ㈲日生環境　　　　　　　　（☎74-0314)  年末   12月28日㈬まで　※申し込み20日㈫まで　　　 年始   1月5日㈭から

吉　永 和気環境サービス　　　　　(☎93-0473)  年末   12月28日㈬まで　※申し込み9日㈮まで　　　 年始   1月4日㈬から

4

※月初めに収集の備前地域にお住まいの人で、年始の収集開始前に汲み取りが必要な場合は、担当業者へ直接連絡してください。

平成28年度 備前市産業功労者表彰
　20年以上同一職場に勤務し、市民の模範となる人に備前市産業功労者の市長表彰が授与さ
れました。
小林昭延（㈱ヨータイ吉永工場）、松尾啓三郎、西村修志、田口康文（クラレケミカル㈱）、
土手一史（黒崎播磨セラコーポ㈱）、松本みわ子（興亜耐火工業㈱）、浅野順也、森本大作（㈱
壽鐵工所）、三木明、實末謙二、竹内信二（品川リフラクトリーズ㈱西日本工場）、梶崎瑞樹（大
鵬薬品工業㈱岡山工場）、草野裕之（㈱フジックス）、岡村秀樹（藤田建設㈱）、寺﨑學（㈲ヨー
ザイ）、五嶋智惠（㈱大西商店）※敬称略・順不同 　 まち営業課まち商工係（☎64-2228）

平成29年備前市成人式
　12月中旬に、成人式の案内状を、新成人の対象となる人に送付します。式典には、案内状を
持参して出席してください。
　なお、現在住民票を市外に移している人には、案内状が送付されませんので、当日、会場の
『市外受付』で受付を行い、出席してください。また、案内状が届かない場合は、生涯学習課
までご連絡ください。
　新成人の皆さん、お誘い合わせて、ぜひご参加ください。

　　　　　平成29年1月8日㈰　式典10:00～（受付9:30～）
　　　　　市民センター ホール
◆対象者　平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれで、備前市に住民票（11月末現在）

がある人または備前市出身の人
◆式　典　新成人への激励の言葉、記念品の贈呈など
◆式後行事　記念写真撮影など　　
【お願い】・花束、祝電など（新成人全員を対象とするものは除く）の受付は行いません。会

場への配達はご遠慮ください。
・当日は、公共交通機関の利用や乗り合わせに、ご協力をお願いします。
・出席できなかった人は、1月31日㈫までに教育委員会生涯学習課までおいでください。記念
品をお渡しします。　　　　　　　　　　　　　　　 生涯学習課生涯学習係（☎64-1841）

   備前市美術展覧会入賞者
　5部門に287点の応募がありました。　　　　 
　（市：市長賞、議：議長賞、教：教育長賞、会：会長賞、
  　優：優秀賞、佳：佳作、※敬称略）
◆洋　画　市近藤佳加、議坂本幸一、教草加明良、会中嶋み

どり、優松原洋子、山本雅則、佳近馬秀嘉、西村
千尋、上田竣司、延原歩美、Ami

◆工　芸　市吉田ひろこ、議岡村昭典、教岡田美佐子、会馬
場克子、優毛利素子、浅野健治、佳橋本幸恵、草
加和枝、草加三千子、木下津也子、美木廣江

◆書　道　市森中初花、議草加梨紗子、教山形芳子、会古田
英子、優石井玲子、小林保江、佳吉村範子、三村
勝子、小松原照子、小坂輝子、濵田容子

◆日本画　市中村徹之輔、議中西伸恵、教竹本秀之助、会中
西栄子、優矢野邦美子、寺見房子、佳北川靖子、
橋本和子、瀧川八代維、宮本道子、米田豊子

◆写　真　市 岡紀久子、議竹林秀高、教山下好子、会水野
三生、優毛利素子、仲間徳正、佳梶藤弥一、飛田
澪子、杉本博子、片井新彌、藤澤健太郎

市民センター (☎64-1133)

水道管の漏水･凍結に注意を!
　漏水チェックはメーターで
　気付かない場所で漏水していることがあります。
　自宅内の漏水の調べ方として、家庭内の蛇口
を全部閉めて水道メーターを確認してください。
　メーターの表示盤に付いているパイロット（図を参照）が
回っていたら漏水の可能性がありますのでご相談ください。
上下水道課お客様センター（☎66-9791）
凍結防止対策

　気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍ったり、破
裂したりすることがあります。
　特に、水道管が露出した屋外で風当たりの強いところにあ
る場合は、露出している水道管や蛇口に保温材や布を巻き、
その上からビニールテープなどを巻いて保温してください。  
◆凍って水が出ないとき　自然にとけるのを待つか、凍った
部分にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりかけてとかして
ください。（熱湯をかけると破裂することがあります） 
◆水道管が破裂したとき　メーターボックス （量水器の箱） 
内の止水栓を閉め、修理を業者に依頼してください。
水道管の修理は指定業者へ

　自宅内の水道管の修理は、市が認定した最寄りの指定給
水装置工事事業者または東備水道管工事協同組合（☎66-
8941）へ依頼してください。また、道路（公道）での漏水は、
上下水道課（☎66-9793）へご連絡ください。

し尿の収集

斎　　場 年末年始の業務日

備 前 斎 場
日 生 斎 場

 年末   12月30日㈮まで
 年始   1月3日㈫までに受付したものを4日㈬から執行
※市外は1月4日㈬から受付〔執行は1月5日㈭から〕

和 気 火 葬 場  年末   12月30日㈮まで
 年始   1月4日㈬から執行

内　容 年末年始の業務日

備前
吉永

収集  年末   12月30日㈮まで　　 年始   1月4日㈬から
ごみの持ち込み
受付（☎62-0894）  年末   12月28日㈬まで　　 年始   1月4日㈬から

日生
収集  年末   12月30日㈮まで　　 年始   1月4日㈬から

ごみの持込み  年末   12月28日㈬午前11時30分まで
 年始   1月4日㈬から

備前
日生
吉永

粗大ごみの収集
受付（☎62-9530）

年内の収集をご希望の人は12月23日㈮までに申込みを
してください。

 年末   は12月28日㈬まで、 年始   は1月4日㈬
から通常どおり業務を行います。

※配布済の日程表を参考にしてください。年末・年始の業務
市役所・各総合支所・各出張所

ごみの収集

火葬の執行

⎫
｜
⎬
｜
⎭

市外で火葬を執行した人を対象に　　　　
補助金の交付ができるようになりました!!

　　　　　　　　　　
　備前市では、備前市民の火葬を市外の火葬場において行い、火葬の執行料金を支払われた人
に対して、親族などの負担の軽減を図るため補助金制度を創設しました。
◆対　象　平成28年10月1日以降の火葬
◆補助金額【12歳未満】火葬場使用料から10,000円を差し引いた額。（上限20,000円/件）
　　　　【12歳以上】火葬場使用料から12,000円を差し引いた額。（上限33,000円/件）
◆申請に必要なもの
・備前市火葬補助金交付申請書兼実績報告書
　（様式は環境課、またはホームページからダウンロードできます）
・火葬場使用料領収書（写）　　　　　　　・申請者の印鑑（認印可）
　・振込先のわかるもの（通帳の写しなど）
　くわしくは、お問い合わせください。　　　　　 　　　　　　　　   環境課（☎64-1821）

と　き
ところ
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　　　　 内　容 対 象 と　き（受付） と こ ろ
４か月児健診 ★ 平成28年７月生 ７日㈬　13：00～13：00

備前保健センター

★印は

１歳６か月児健診 ★ 平成27年６月生 ₁₄日㈬　13：00～13：30
２歳 6か月児歯科健診 ★ 平成26年６月生 １日㈭　13：00～13：15
３歳６か月児健診 ★ 平成25年６月生 ₂₁日㈬　13：00～13：30
かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成28年２月生 ６日㈫　9：40～10：00

日生育児相談 乳幼児 ₁₅日㈭　10：00～11：30 日生防災センター
吉永育児相談 乳幼児 ２日㈮　9:30～11:30 総合保健施設

12月

献血にご協力下さい

なんでも健康相談のお知らせ（予約不要）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〗

第 7回

5

Bizen Flower Pot ワークショップ参加者募集
　～イギリスの陶芸家によるワークショップを開催します～
　イギリスのコッツウォルズ地方で伝統あるイングリッシュガーデンのフラワーポットを手がけるWHICHFORD 
POTTERY（ウィッチフォード工房）の陶芸家によるワークショップを開催しますので、ぜひご参加ください。
◆と　き　1月14日㈯　　午前の部　9：30～12：00

　　　　　　　午後の部　13：30～16：00
◆ところ　備前陶芸センター（伊部974-2）
◆内　容　イギリスより招いた陶芸家による英語を交えたフラワー

ポット制作陶芸体験。
※イギリスで実際に使われている道具を用いたり、大物制
作のデモンストレーションも予定しています。
※作品の焼成は登り窯で行います。

◆参加費　3,000円＋焼成費用（例1㎏ 2,000円）
　　　　　1日通しで参加の人は参加費 4,500円です。

※焼成を希望しない人は、焼成費用はいただきません。
◆定　員　午前午後とも各25人程度（先着順）
◆申込方法　12月1日㈭から、午前・午後を選択し、

備前陶芸センター（☎64-2453　
E-mail　bizentogeicenter@ceres.ocn.ne.jp　
URL　http://bizen-tougei.okayama.co）へ申し込み
ください。

※くわしくは、陶芸センターのホームページでもお知らせします。

　制作した作品については3月中旬に市内においてイベント展示を予定しています。

備前アート推進委員会〔事務局：まち営業課（☎64-1832）〕

【Ｂポイントカードについて】
　各行事やがん検診などで、補助カードをもらった人にお知らせです。
　補助カードだけでは、賞品の交換ができません！
　賞品交換には、Ｂポイントカード（写真）が必要です。補助カードを有効に
使うためにも、市役所、各総合支所や三石出張所でＢポイントカードの申請をお願いします。
　いよいよ2月からは賞品交換が始まります！早めのＢポイントカードの申請をおすすめします。
保健課（☎64-1820）

１月のおもなBポイント対象事業

保健課（☎₆₄︲₁₈₂₀）

保健課

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。

　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。

【三国地区 川
かわさき

真
まさ

和
かず

】　
　三国地区で活動しています、備前市地域
おこし協力隊の川 真和です。大分県別府
市の立命館アジア太平洋大学を休学し、
2015年8月より着任しました。
　三国地区は山岳仏教の中心地として栄え
た八塔寺や、茅葺屋根の古民家が点在し、
日本の原風景が残っている場所でもありま
す。しかし、近年は耕作放棄地や鳥獣被害
の増加といった問題があり、地域おこし協
力隊の活動として耕作放棄地の再生、また
狩猟免許を取得し、実際に農業や狩猟を
行っています。今年から青パパイヤの栽培
を始め、地域の特産品化・雇用の創出に繋
げていきたいと考えています。
　地域づくりは人づくりだと言われます
が、地域の皆さんと一緒により良い備前市
にするために自分自身も成長していきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いし
ます。

【作り方】
①生鮭に塩､コショウをふる。Ａの材料を混
ぜておく。小松菜は塩茹でし水気を切っ
て、食べやすい大きさに切る。ジャガイ
モは薄い輪切りにする。
②フライパンにオリーブ油を入れて中火に
かけ、ジャガイモを入れ、焼き色がつい
たらひっくり返す。
③ジャガイモを取り出し、鮭を入れて１分
焼き、ひっくり返して蓋をし、弱火にし
て１～２分ほど蒸し焼きにする。Ａを加
え、鮭にからませて取り出し、皿に盛り
つける。
④フライパンにジャガイモと小松菜を入
れ、Ａを全体にからませ、鮭の上に盛り
つける。

Bポイント
各3ポイント

Bポイント
3ポイント

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

鮭のハニーマスタード焼き
〈１人分 エネルギー ₁₉₀kcal、塩分 ₁．₆g〉
レシピ考案：美作大学　食物学科　実習生　

～ 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）

【材料】６人分
生鮭６切れ､ジャガイモ₁₈₀g､小松菜₁₈₀g､
Ａ（粒マスタード大さじ２、
　　濃口しょう油 大さじ２、
　　ハチミツ 大さじ２、白ワイン 大さじ２）
オリーブ油 大さじ２、塩､ コショウ 少々

内　容 と　き ところ 対象者
1月23日㈪ 備前保健センター どなたでも

なんでも健康相談 1月30日㈪ 総合保健施設 どなたでも
1月31日㈫ 日生防災センター どなたでも

マンモグラフィ検診 1月～（検診ガイドをご覧ください） 市内各地 乳がん視触診検診を　　
今年度すでに受診した人

こんにちは、
地域おこし協力隊で

す

と　　き と こ ろ

12月19日㈪
9：30～12：30 備前保健　

センター　13：45～16：00

と　　き と こ ろ
12月2日㈮ 9：30～11：30 西鶴山公民館
12月8日㈭ 9：30～11：30 香登公民館

こんにちは、
地域おこし協力隊で

す
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健康教室（参加無料）
　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。
12月14日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
C型肝炎治療薬

　ハーボニーってなあに？
備前病院 幡上主任看護師
備前病院（☎64-3385）

脳力UP体操教室
　運動＋αで認知機能の低下を予防しま
しょう！
12月15日㈭　14：00～15：00
備前病院附属棟2階
備前病院リハビリ室職員
30人
500円
電話で

　備前病院（☎64-3385 リハビリ室）へ

介護者の会
　認知症の薬はどのようなもの？また飲
み忘れが…など、介護をしていく中で薬
の管理について悩むことはありません
か？認知症の進行を緩やかにするために
は服薬はとても大切です。薬の管理のコ
ツについて皆で学びませんか。
　「認知症のお薬と管理のコツ」と題し
て、こやま薬局長船店の薬剤師による講
話を予定しています。
　講話後は参加者同士の情報交換も行い
ます。
　どうぞお気軽にご参加ください。
12月15日㈭　10：00～11：30
三石公民館  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

　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）

びぜんこども読書まつり（入場無料）
　絵本作家藤本ともひこ先生を迎えて、
あそびうたや絵本の読み聞かせをします。
　お誘いあわせのうえ、ご参加ください。
12月11日㈰　10：30～12：00
市民センター講座室
備前市立図書館（☎64-1134）、日生分館
（☎72-1085）、吉永分館（☎84-2605）

企画展「島の学校写真展」
　時代の変化とともに平成28年3月に日
生南小学校は閉校しました。海と共に生
きる島の学校は、元気な島っ子たちが地
域の人々に見守られて過ごした学び舎で
す。瀬戸内海に浮かぶ頭島という島の、
おだやかではつらつとした島民と子ども
たちの姿を写真で展示いたします。
12月15日㈭～平成29年2月27日㈪

　9：00～16：30
加子浦歴史文化館
火曜日、祝日の翌日（12/24）、年末年
始（12/29～1/3）
大人 200円、小人 100円
加子浦歴史文化館

　（☎72‒9026 日生町日生801-4）

特別陳列「東京国立博物館から
里帰り！古代吉備の名宝」で
「丸山古墳関連資料」一括公開
　東京国立博物館に収蔵されている国指
定史跡「丸山古墳」から出土した内行花
文鏡・石製品などが岡山で一括して展示
されています。あわせて備前市教育委員
会が所有する石製坩など丸山古墳のすべ
ての出土品が展示されています。
11月25日㈮～平成29年2月26日㈰

　9：30～17：00
岡山県立博物館
月曜日（1月2日・9日は開館、1月
4日・10日は休館、年末は休館）
一般250円、65歳以上120円（高校生以
下無料）
岡山県立博物館（☎086‒272-1149 

　岡山市北区後楽園1‒5）

東備西播定住自立圏構想推進事業
指定文化財･文化施設等巡りツアー
　赤穂市、上郡町の文化財や文化施設な
どを巡り、3市町の交流を深めるために
「バスツアー」を開催します。
2月4日㈯　9：00～17：00
桃井ミュージアム（赤穂市）、いきい
き交流ふるさと館（上郡町）ほか
2,000円（昼食、施設入館料等含む）

※1月６日㈮までに生涯学習課まで持参
ください。
市内に在住・在勤・在学の人
40人（先着順）
12月5日㈪から、電話、FAXなど

で住所、氏名、年齢、電話番号を生涯
学習課（☎64-1841　FAX64-4285）へ

海外留学奨学生募集
　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、備前市海外留学
奨学資金貸付規則により奨学生を募集し
ます。

2人程度
次の①～③のいずれにも該当する人

①高等学校、専攻科、高等専門学校、大
学および専修学校に在学または卒業後
3年以内で、その保護者が2年以上市
内に居住している人
②留学先の受入施設などが決まってお
り、留学期間が1年以上の人
③本人および世帯の者が市税を完納して
いる人

留学期間1年の場合100万円以内、
2年以上の場合200万円以内（無利子）
10年以内

1月13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。
生涯学習課生涯学習係（☎64-1841）

肉まんづくり講座受講生募集
　「あつあつ手作り肉まんを作ってみま
せんか。」
1月14日㈯　9：00～12：00
日生地域公民館
500円　　 20人（先着順）
1月７日㈯17時までに、日生地域公

民館（☎72-1006　FAX72-1098）へ

ウィズびぜん “虹の広場 ”
毛糸でかわいい動物の顔を
作りましょう
～余り毛糸で作る動物ポンポン～
1月６日㈮　10：00～12：00
ウィズびぜん
100円
10人（先着順）
ウィズびぜん登録団体：エコロジー

東備
12月26日㈪までに市民協働課

　（☎64-1823）へ

新春将棋・囲碁大会
いんべ会館
各1,500円（昼食代等含む）
いんべ会館（☎64-0890）

第₁₇回将棋大会
1月７日㈯ 9：30～（受付9：00）

1月4日㈬

第₁₇回囲碁大会
1月15日㈰ 9：30～（受付9：00）

1月11日㈬

事業主の皆さまへ
償却資産の申告期限は
１月₃₁日です。
　償却資産とは、土地・家屋以外の事業
用資産（機械［太陽光発電設備を含む］、
器具、備品など）で、その減価償却額が
所得の計算上損金または必要経費に算入
されるものをいいます。
　個人ならびに法人の事業主は、1月1
日現在で、市内に所有をしている償却資
産について1月31日までに申告をする必
要があります。
　なお、申告は税務課もしくは各支所に
申告書を持参するか郵送での提出になり
ます。
　また、インターネットを利用した電子
申告eLTAX（エルタックス）でも可能
です。eLTAXのご利用に関しては、地
方電子協議会http://www.eltax.jp/に
てご確認ください。
税務課資産税係（☎64-1816）

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

 ▲久重壽美子さん（鶴海）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲久重壽美子さん（鶴海）

 ▲小橋秀子さん（香登本）

 ▲久重壽美子さん（鶴海）
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建物を取り壊したら、
すぐ届け出を
　すでに取り壊して、なくなっている建
物はありませんか？
　建物を取り壊しても届出をせずそのま
まにしておくと、いつまでも税金がかか
ります。取り壊した建物がありました
ら、税務課資産税係までご連絡ください。
税務課資産税係（☎64-1816）

健康づくりカレンダーを
ご活用ください
　「健康づくりカレンダー（2017年版）」
を、本庁・総合支所・出張所、市立病院
および各公民館窓口で配布しますので、
ご活用ください。
※12月1日から配布開始
保健課保険医療係（☎64-1819）

創業塾を開催します
　備前市では、瀬戸内市および和気町と
共催で、これから創業を考えている人、
創業して間もない人を対象とした創業塾
を開催します。
1月14日、21日、28日、

　2月4日、11日
　※いずれも土曜日 10：00～12：00
リフレセンターびぜん会議室

　（伊部2264-2）
無料
申込書（まち営業課、または市

ホームページからダウンロード）に必
要事項を記入し、平成29年1月６日㈮
までにまち営業課へ提出してください。
まち営業課まち商工係（☎64-2228）

「空き家実態調査」のお知らせ
　現在、人口減少や少子高齢化の進展な
どに伴い、全国的に空き家の増加が大き
な課題となっています。
　備前市においても空き家の現状を把握
するため、空き家などの実態調査を実施
します。調査結果は今後の空き家対策検
討の重要な資料となります。つきまして
は、調査実施に対しまして、ご理解の程
よろしくお願いします。

12月~平成29年1月にかけて
（予定）

市内全域
調査員が空家と思われる建物に

ついて、外観調査・写真撮影等を行い
ます。

㈱ゼンリン（調査員は身
分証明証を携帯しています）
まち整備課空き家対策係

　（☎64-1851）

伊里中学校区における
小中一貫教育に関する説明会

（申込不要）

　備前市では、各中学校区で小・中学校
の連携を強化し義務教育9年間の見通し
の中で教育を行う「小中一貫教育」の準
備を進めています。
　平成29年4月には、各中学校区に先駆
けて、伊里小学校、伊里中学校を「小中
一貫教育」を行う学校として指定する予
定です。
　伊里小学校・伊里中学校の保護者を含
む伊里地区にお住まいの皆さんに、伊里
中学校区で行う小中一貫教育の考え方や
内容についての説明会を行います。
12月７日㈬　19：00～20：00
伊里公民館

※上記以外での開催も決まり次第順次お
知らせします。
※認定こども園、小・中学校でも学校行
事に併せて説明会を行います。
小中一貫教育推進課

　（☎64-1858）

「農地貸付･借受」相談会（相談無料）
12月27日㈫　10：00～15：00
保健センター3階　研修室

・農地を貸し付けて農業をリタイヤした
い人
・農地を借り受けて経営規模を拡大した
い人
・農地中間管理事業ついて知りたい人な
ど
※相談の際は、農地の地番をご確認の
上、お越しください。
岡山県農地中間管理機構備前支部

　（☎086-212-2210）
　まち産業課（☎64-1831）

₁₂月は市税等滞納一掃強化月間
　市では、12月を市税等滞納一掃強化月
間として滞納対策に取り組みます。
　督促状・催告書が届いている人で、ま
だ納付されていない人は市役所・金融機
関で至急納付してください。納付も連絡
もない場合には、財産調査を行い、法律
に基づく処分や手続きを行うことになり
ます。
岡山県市町村合同公売会のお知らせ

　「中国地方、最大規模！岡山県市町村
合同公売会 in 笠岡」が開催されます。
良い物を少しでも安く、お買い求めでき
るチャンスです！
※公売会とは、税の公平性と自主財源の
確保をするため、市税などの滞納処分
の一環として差押をした財産を入札に
より売却し、滞納税に充てるものです。
12月11日㈰　9：00開場
笠岡総合体育館

　（笠岡市平成町63番地2）
約400点（自動車・オートバイ・

家電製品・日用品・酒類など）
①購入代金、②本人確認書類（運転免
許証、保険証など）、③印鑑（認印可、
法人の場合は代表印）、④代理人の場
合は委任状（法人の代表者以外が来場
される場合は委任状が必要）
税務課収納推進係（☎64-1814）

備前都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針の変更（案）
の縦覧について
　岡山県が決定する次の都市計画につい
て、都市計画法に基づき縦覧を行います。
【都市計画案の内容】備前都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針の変更

12月12日㈪～26日㈪の
　　　　開庁時間内
縦覧場所 県都市計画課、市まち整備課

変更案についてご意見のあ
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。
県都市計画課（☎086-226-7492）

　まち整備課（☎64-1834）

北部高等技術専門校訓練生募集
「パソコンワーク初級科」

　12月19日㈪～平成29年2月9日㈭
リフレセンターびぜん

求職中の人
20人

無料（教材費などは別途必要）

　平成29年3月1日㈬～5月31日㈬
最寄りのハローワークでご相談

の上、応募ください。
岡山県立北部高等技術専門校

　（☎0868-26-1125  FAX0868-26-5294
　〒708-0841　津山市川崎953）

「国の教育ローン」
　（日本政策金融公庫）のご案内　
　高校、大学などへの入学時・在学中に
かかる費用を対象とした公的な融資制度
です。お子さま1人につき350万円以内
を、固定金利（年1．81％〔平成28年11月
10日現在〕）で利用でき、在学期間内は
利息のみのご返済とすることができます。
　くわしくは、「国の教育ローン」で検
索いただくか、コールセンターへお問い
合わせください。
教育ローンコールセンター

　（☎0570-008656（ナビダイヤル）、
　 ☎03-5321-8656）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　12月1日㈭～9日㈮
【市営住宅】土師神根
【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）

₁₂月₁₀日㈯　10：00～13：00 ※要申込
◆そば打ち体験（参加費200円、定員
　15人になり次第受付終了）
₁₂月₁₇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（クリスマスリースづくり）

◆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）

　（☎0570-008656（ナビダイヤル）、　（☎0570-008656（ナビダイヤル）、　（☎0570-008656（ナビダイヤル）、

 ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲横山茂子さん（浦伊部）

▲芦田侑那さん



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 24日㈯、28日㈬、
　　　　　　　　　　　 29日㈭、30日㈮、31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
20日㈫ 10：30～11：30

3 日㈯ 10：30～11：30

1 日㈭ 10：30～11：30

10日㈯ 10：30～11：30

13日㈫ 10：30～11：30

17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）

12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（12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

12月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

14日㈬

と　　き と　こ　ろ

13日㈫

15日㈭

16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）

２日㈮

えがおルームで遊ぼう９日㈮

16日㈮ 英語でリトミック
※９日㈮までに要予約　先着15組
　資料代300円

クリスマスグッズを作ろう
※材料代150円

■「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。

※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。

12月 休日当番医

星合医院　　　 香登西 ☎66-7100
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155
坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353
つるの里クリニック 和気町田賀 ☎89-3777
日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111
北川病院　 和気町和気 ☎93-1141
小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080
草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120
萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

４日
㈰
11日
㈰
18日
㈰
23日
㈮
25日
㈰
31日
㈯

■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（４期）、国民健康保険
税（６期）、後期高齢者医療保険料
（６期）、介護保険料（７期）の
納期限は、12月26日㈪です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、12月16日㈮です。

※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。

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）

▼　と　き ▼　相談会場・電話

13日㈫　13：00～16：00

20日㈫　10：00～15：00

20日㈫　13：00～

社会福祉協議会（備前）■☎64-3033
要予約　１週間前から
日生総合支所１階　　 ■☎72-1104
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

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
20日㈫　13：00～15：00
15日㈭　10：00～12：00
20日㈫　13：00～15：00
20日㈫　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
吉永地域公民館　　　 ■☎84-2511
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
20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12月の相談

年金相談 １月19日㈭
　　10：00～15：00

市民センター４階会議室  １か月前から予約受付開始
■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

１月の相談（12月からの予約受付）

毎週㈭　13：00～15：00

■総合運動公園使用予約（１月分）
12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
　 12月４日㈰､ 11日㈰、18日㈰、25日㈰～27日㈫は         
　10：00～17：00)
　（シーサイドプールひなせは11：30～20：30)
◆休園（館）日　毎週月曜日と、24日㈯
　※年末年始休園（館）日　12月28日㈬～１月４日㈬

市内施設ご案内
■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

☎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

問

問

問

問

問
問

問
問
問

問
問
問

問
問
問
問
問

問
問
問

問

問
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