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※４月30日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,684 （－103世帯）
　男　　17,001 人 (－ 90人)
　女　　18,470 人 (－ 49人)
総人口　35,471 人 (－139人)

◆４月中の異動状況
・出生 14人　・死亡 44人
・転入136人　・転出245人

人口の動き

平成29年

月号

　今年度もＢポイント制度がはじまります
　　　今年度は事前にカードの交付申請がいりません。
　　カードを手にしたその日からスタートできます。お気軽に参加してください！
◆ Ｂポイントカード配布場所　役所本庁（保健課・介護福祉課・福祉事務所・玄関ロビー）、
各総合支所、出張所、市民病院、地区公民館、ポイント事業実施会場など

◆対 象 者　備前市に住民票がある人。カードは、１人につき１枚！

◆対象事業　※年間で最大60ポイント貯まります。
10ポイント 特定健康診査または人間ドックを受診

５ポイント
がん検診を受診、健康教室や栄養教室（保健課関係）などに参加、こども応援フェ
スタ・市民ふれあい福祉まつり、市民スポーツフェスティバルなどのスポーツイ
ベントに参加、ふれあいマラソン大会に出場など

３ポイント
ワンコイン検診、健康教室、糖尿病教室（市民病院関係）、認知症予防講演会に
参加、乳幼児健診の受診、認知症サポーター養成講座や子育て講座を受講、自立
支援協議会行事に参加、ふれあいマラソン大会に応援者として参加、献血など

スペシャルポイント
１回２ポイント
（最大10ポイント）

ボランティア活動や２人以上で30分以上運動など健康に良いことをしたとき
例えば・・・清掃活動など地域のボランティア活動に参加、近所の人とウォーキ
ング、スポーツ少年団で活動、友達と公園でサッカーをした

※ その場でＢポイントカードにスタンプを押す場合と、スタンプの代わりに補助カードをお渡
しする場合があります。

　ポイント対象活動に取り組んでポイントをゲット！さらに、
そのポイントは、特典賞品と交換できます！

◆ポイント交換
　集めたポイント数により、ふるさと納税特典品・健康グッズ・
　日用品・図書カードなどの賞品と交換できます。
　集めたポイントは、10ポイントから交換できます。
　ポイントの交換開始は、来年の２月以降を予定しています。
　くわしくは、広報紙、ホームページなどでお知らせします。

目指そう！！心身ともに健康で暮らせるまちづくり！！
増やそう！！ボランティア活動などに積極的に参加する人たち！！

　　　　　　

保健課健康係（☎64-1820）
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「旧閑谷学校」につづき２件目

「きっと「きっと

ストーリーの概要

　瀬戸、越前、常滑、信楽、丹波、備前のやきものは「日本六古窯」
と呼ばれ、縄文から続いた世界に誇る日本古来の技術を継承してい
る、日本生まれ日本育ちの、生粋のやきもの産地である。
　中世から今も連綿とやきものづくりが続くまちは、丘陵地に残る大
小様々の窯跡や工房へ続く細い坂道が迷路のように入り組んでいる。
恋しい人を探すように煙突の煙を目印に陶片や窯道具を利用した塀沿
いに進めば、「わび・ さび」の世界へと自然と誘い込まれ、時空を超
えてセピア調の日本の原風景に出合うことができる。

　４月28日、「備前焼」の備前市と日本六古窯の窯場を
有する愛知県瀬戸市、福井県越前町、愛知県常滑市、滋
賀県甲賀市、兵庫県篠山市の６市町で申請した「きっと
恋する六古窯　－日本生まれ日本育ちのやきもの産地
－」のストーリーが日本遺産に認定されました。

日本六古窯とは

　鎌倉・室町時代を代表する六大古窯のこと。愛
知県の常滑焼・瀬戸焼、福井県の越前焼、滋賀県
の信楽焼、兵庫県の丹波焼、岡山県の備前焼の六
窯を指す。昭和三十年代に陶磁研究家 小山冨士
夫が提唱した。考古学の研究が浅かった当時、絶
えることなく焼造活動を続けていた古窯としてこ
れらの六窯が指摘され、六古窯の称が与えられ
た。（出典：角川 日本陶磁大辞典より一部抜粋）
　昭和63年からこれまで、六古窯の所在する市町
が、友好と連携を深め陶都共通のやきものを生か
した地域産業の活性化を図るため「日本六古窯サ
ミット」を開催しています。

今後の取り組み

　６市町では認定ストーリーを元に、焼き物に関
する特有の文化財や関連施設を積極的に活用して
日本六古窯としての産地の魅力をお互いに発信
し、国内外での知名度を更に高める取り組み、ま
た市域を超えた人やモノの交流による活性化を
行っていきたいと考えています。
　本市も備前焼の産地周辺の環境整備や公開活用
も含め、国内外に備前焼の魅力を発信させ、認知
度を高めるとともに、市一体で魅力ある地域づく
りに取り組んでいきます。
 シティセールス推進課世界遺産･日本遺産推進係
（☎64-1846）

１ポイント約100円！
検診の受診や事業へ参加する
ことでポイントがもらえます！

ポイントの上限が
60ポイントに引き上げ！

広報びぜんに掲載するポイント対象事業には、
このＢポイントマークがついているよ♪
毎月、楽しみにしてね♪ このマーク

に注目!!

① 市役所などで
カードを受け
取る

② いろいろな事
業などでカー
ドにポイント
を貯める

③ 貯めた
　ポイントは
　賞品と交換

「きっと「きっと
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特定健康診査･特定保健指導を受診しましょう
～生活習慣を見直すチャンスです♪～
　和気町の医療機関も受診できるようになりました！
特定健康診査
　高血圧や高脂血症、糖尿病など生活習慣病を中心に、心臓病や脳卒中などの危険因子を調べる健診です。
健康状態は年々変化しますが、自覚症状はほとんどありません。病気の予防や改善に取り組みましょう。
◆対象者　40歳以上75歳未満の備前市国民健康保険加入者（後期高齢者医療制度加入者には、別途案内）

※ 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などへの加入者には、それぞれの保険者から
案内があります。

◆受付期間　６月１日㈭～10月31日㈫
◆受診方法　 ５月下旬に送付している「受診券」と「保険証」を持参して受付期間中に指定医療機関で

受診してください。（事前に受診券裏面の質問票の記入をお願いします。また、予約の必
要な医療機関がありますので確認ください。）

◆自己負担額　1,000円（医師の判断で「眼底検査」を実施した場合、別途200円）。
※健診結果は、後日送付します。
●健診の項目　＜太字は備前市国保独自の追加項目です＞
身体診察 問診/視診/聴打診/触診/身長・体重・腹囲・BMI測定/血圧測定

血
液
検
査

脂質検査 中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレルテロール/総コレステロール
肝機能検査 GOT/GPT/γ-GTP
血糖検査 ヘモク ロ゙ヒ ン゙A1c 
腎機能検査 血清クレアチニン
貧血検査 ヘマトクリット/血色素/赤血球
その他の検査 白血球／血小板／尿酸

尿検査 糖/たん白
心電図検査 心電図

 特定保健指導 
　特定健診の結果から生活習慣の改善が必要と判断された人には、健診結果と併せて「特定保健指導」
のご案内を送付しますので、ぜひ保健指導を受けてください。

＜備前市国民健康保険加入者　限定＞
～市が実施する特定健康診査や人間ドックではなく、他の健診を受診される皆さんへ～
① 健診結果と受診券（質問票）をご提供ください。健診項目が合致すれば、カタログギフトをお届け
します。

② データ提供を実施している医療機関に通院中の人は、特定健診と同じ内容の検査を実施している場
合、医療機関からデータを市に提供していただくことができます。（粗品をプレゼント！）

保健課保険医療係（☎64-1819）

がん検診
６月から検診が始まります
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 

　年に１度は検診を受け、自分のからだを
チェックしましょう。
・愛育委員が各世帯に「備前市検診ガイド」
を配布します。

・ 「備前市検診ガイド」には、１年間の検
診日程と受診票が綴られていますのでよ
く読んで大切に保管してください。

 無料検診（クーポン券）送付のお知らせ 

　対象の人には、案内と無料検診受診票
（クーポン券）を通知しています。市が実
施する検診が無料で受診できます。この機
会にぜひ検診を受けて自分の健康管理に役
立てましょう。

 今年度から胃内視鏡検診とマンモグラフィ 
 検診の個別検診を実施します　　　　   

　胃内視鏡検診（胃カメラ検診）とマンモ
グラフィ検診を医療機関で受診できるよう
になりました。マンモグラフィ検診は40歳
以上の女性が対象で、胃内視鏡検診（胃カ
メラ検診）は50歳以上の人が対象で２年に
１回の受診となります。協力医療機関等に
ついての詳細は、検診ガイドをご覧ください。
 済生丸検診（鴻島、大多府島）
　日程、検診内容などは愛育委員から配布
される「済生丸検診のご案内」を必ずご確
認ください。

　今年度も、肺がん、大腸がん、
胃がん検診が同時に受診できる
３セット検診を６会場で実施します。
ぜひ受診してください。
保健課健康係（☎64-1820）

セット検診を６会場で実施します。
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ホストファミリー募集!
　この夏、友好協力都市協定を締結している韓国蔚

うる
山
さん
広域市東

とん
区
く
の児童を受

け入れて、思い出に残る夏休みにしませんか。
◆と　　き　８月18日㈮～21日㈪（予定）
◆内　　容　児童（２人１組）のホームステイ受入れ、文化交流事業など
◆対　　象　市内在住の小学生（４～６年生）のいる家庭
◆募集家庭　10家庭程度　※応募者多数の場合は抽選となります。
◆募集期間　６月23日㈮まで
◆そ の 他  今年度ホストファミリーとして受入れを行った家庭の児童は、

来年度実施予定の韓国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うえ、お申し込みください。
※ 申込用紙については、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。
〒705-8602　備前市東片上126

　備前市役所　市民協働課内　備前市国際交流協会事務局（☎64-1806）
　なお、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。

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）◆石原髙志（吉
永町南方）◆宮尾裕子（吉永町南方）◆岡本知惠子（吉永町神根本）

※事務職・土木職（高卒対象）、
事務職のUIJターン（移住
定住者）枠、幼稚園教諭・
保育士・保育教諭の経験者
枠の採用試験は、９月以降
を予定しています。

Bポイント
5ポイント

Bポイント
3ポイント

10ポイント
 です♪

「避難準備情報」が
「避難準備･高齢者等避難開始」に変更！
　近年、水害発生時などに高齢者の被災が相次いでいます。
　そこで国は、過去に高齢者施設において、適切な避難行動がとられなかっ
たことを重く受けとめ、高齢者などが避難を開始する段階であるということ
を明確にするため、「避難準備情報」の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」
に名称を変更しました。

　　　（変更前）　　　　　　　　　　　（変更後）

危機管理課 消防防災係（☎64-1809）

備前市職員募集　
（平成30年４月１日採用）

【一般採用枠】
職　　　種 募集人員

事 務 職 ６人程度
事 務 職（障 が い 者 対 象） 若 干 名
土 木 技 術 職 ４人程度
幼稚園教諭・保育士・保育教諭 ４人程度

【採用情報】
◆第１次試験日　７月23日㈰
◆申込み　 ６月５日㈪から６月26日㈪までに、必要書類を総務課職員係へ提

出してください。（郵送可、当日必着）
【受付時間】８：30～17：15（土・日、祝祭日を除く）
【郵 送 先】〒705-8602　備前市東片上126　備前市役所総務課

※ 受験資格、募集要項などは、６月上旬に備前市ホームページおよび備前市
採用情報フェイスブックなどに掲載予定です。

（変更前）　　　　　　　　　　　（変更後）

危機管理課 消防防災係（☎64-1809）

避難指示 避難指示(緊急)

避難勧告 避難勧告

避難準備情報 避難準備･高齢者等避難開始
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将来を担う人材
が育つまち

安全に安心して
暮らせるまち

快適な生活が
送れるまち

計画実現を
推進するまち

1,307,791,312円 77,690,000円 93,617,000円 9,245,000円

公共施設の
再配置

25,935,600円

熊本県へ
の支援金

4,358,000円

指定なし

1,224,947,820円

100歳おめでとうございます！
　水

みず

野
の

菅
すが

子
こ

さん（東片上）が４月16日に、
満100歳を迎えられました。
　水野さんは神戸で生まれ、19歳で結婚
を機に備前へ来られました。
　結婚後は、夫の実家の商店を手伝われ
ながら、３男を育てられました。
　好きなことは人と話をすることだそう
で、長寿の秘訣は「負けず嫌いな性格で
言うべきことは言うこと」だそうです。

　國
くに

光
みつ

藤
ふじ

江
え

さん（吉永町今崎）が５月１
日に、満100歳を迎えられました。
　國光さんは和気町で生まれ、18歳で結
婚を機に備前へ来られました。鉱山で働
きながら３男２女を育てられ、90歳を過
ぎてからも書道や手芸、農作業など様々
なことをされたそうです。
　長寿の秘訣は「好き嫌いなく何でも食
べること」だそうです。

　郵政業務功労として、元総務事務官の長
尾和夫さんが、瑞宝単光章を受章されまし
た。
　長尾さんは、昭和42年に現在の岡山中央
郵便局に入り、備前瀬戸・西大寺郵便局に
勤務されました。主に郵便事業に従事さ
れ、誤配達などの郵便事故防止に注意しな
がら勤務し、平成14年に退職されました。
　今回の受章は「上司や先輩の指導、同僚
の協力、家族の支えがあってのおかげで
す。」と感謝の意を述べました。

　元国勢調査員の末廣剛さんが、長年の統
計調査功績に対し藍綬褒章を受章されまし
た。
　末廣さんは、昭和40年に国勢調査員とし
て任命されて以来、平成27年までの９回に
わたり国勢調査員として従事されました。
また、工業統計調査や商業統計調査など各
種統計調査にも従事されました。
　今回の受章は「地元に恩返しの気持ちで
続けてきました。受章できたのも地域の皆
さんに協力していただいたおかげです。」
と感謝の意を述べられました。

Honor栄誉 平成29年春の叙勲、褒章が、４月29日付けで
発表されました。

瑞
宝
単
光
章

藍
綬
褒
章

長
なが
尾
お
　和
かず
夫
お
さん

（西片上　68歳）

末
すえ
廣
ひろ
　剛
つよし
さん

（野谷　78歳）
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厚生労働大臣表彰　　　　　　
　民生委員・児童委員として活躍された
中
なか

村
むら

由
ゆ

紀
き

代
よ

さん（日生町日生）が厚生労働大
臣特別表彰を受賞されました。
　中村さんは、平成４年から23年の長きにわ
たり、地域の生活困窮者、高齢者、児童、身
体障がい者などに対して積極的に相談にの
り、問題解決に取り組んでこられました。

副 市 長          
　田原市長は、５月16日㈫に開かれた第２回臨時会
で、高橋昌弘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16日から４年間です。
＜略歴＞
昭和49年４月　備前市雇員
昭和54年４月　備前市技術吏員
平成17年３月　活性化対策室参事
平成17年８月　活性化対策室長
平成18年４月　上下水道部下水道課長
平成20年４月　総務部財政課検査参事
平成21年４月　産業部副参与兼都市整備課長
平成24年４月　産業部長
平成25年10月　まちづくり部長

教育委員
　教育委員に、松本友見さんが議会の同意を得て
任命されました。任期は６月１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。

監査委員
　識見監査委員に、公認会計士の大森浩二さん
が選任されました。任期は、６月１日から４年
間です。

■ 監査委員は、市の財務に関する事務の執行およ
び経営に係る事業の管理が、法令などに従って
適正に行われているかどうか、合理的かつ効率
的に行われているかどうかなど、行政運営全般
において監査や検査、審査を行います。

ふるさと納税（寄附金）
についてのご報告

　平成28年度に全国各地の備前市を愛する皆さんからご協力いただいた「ふ
るさと納税（寄附金）」について、下記のとおりご報告いたします。

寄附金総額（平成28年度）：　

　いただきましたご寄附につきましては、平成29年度に実施する事業の一部
に充当し、活用させていただきます。
　また、平成28年度中にふるさと納税を活用して実施した事業などの一部を
以下に報告いたします。

小・中学校トイレ改修事業 子育て世帯生活応援券
小・中学校フューチャールーム整備事業 市道改良事業
グループタクシー利用補助金 河川改良事業
高齢者生活応援券 防犯灯設置補助金
熊本県への支援金 国際交流ヴィラ改修工事事業

※熊本県への支援金は集まった金額をそのまま熊本県へお届けしました。
シティセールス推進課 ふるさと寄附係（☎64-1805）

　　　　　　　　　　　　

　高
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橋
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　昌
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弘
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 副市長 
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大
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森
もり
　浩
こう
二
じ
さん

（岡山市中区　42歳）

副 市 長          

おおもり こう じ
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　小学校と中学校の教員が協力して子どもたちに生きる力を育む 　　 備前市では、教育大綱の重点取組方針を支える環境整備
として、小中一貫教育を進めています。小中一貫教育は、学力の向上、生徒指導上の諸問題の改善、教職員の意識変革を期待す
るしくみです。４月には、伊里小学校、伊里中学校が、小中一貫教育校「伊里学園」として取組を本格的にスタートさせました。

　 　 
　小学校と中学校が、指導する内容や方法などにつながりを
もって取り組むための計画です。めざす子ども像を実現するた
めの計画となるものです。教科の指導に限らず、めざす子ども
像に応じた必要な力について作成します。
　また、めざす子ども像を実現するためには、他にも様々な取
組が必要です。その取組を計画するために、小・中学校の教員
が互いに意見を出し合い、相談する組織がつくられています。

＜中学校教員の声＞
　小学校の先生とお話しすると、とても勉
強になります。中学校では分数の書き方を
ほとんど意識しませんが、小学校はきちん
と指導しています。授業時に気をつけよう
　と思いました。

　伊里学園では・・・ 【めざす子ども像】
　郷
ふる
土
さと
を誇りに思い、確かな学力・豊かな心・健やかな体で、未来へ飛躍する伊里の子どもたち

　～学校・家庭・地域の総合力を基盤として～

伊里学園では・・・  
【９年間の連続した指導計画】
　９年間を見通したわかりやすい授業を実現し、子ども
たちの力を伸ばします。

【小中合同研修会】
　小・中学校教員の協働によって、取組の計画
と共に、指導力の向上にも役立っています。

が互いに意見を出し合い、相談する組織がつくられています。

　
　アンケートや国・県が実施する各調査をもとに評価を行い、
改善に活かします。
　昨年度は、小中一貫教育導入前としてアンケート調査を行い
ました。

 　　 備前市「小中一貫教育」についてのアンケート 　　 
（平成28年12月実施）より 

　●市内小学校４年生から　●市内小学校４年生から中学校
　　中学校３年生を対象　　　３年生の保護者を対象

小中一貫教育校開校

①②③が整うと「小中一貫教育校」として、
教育委員会が指定し、開校します。現在、他の
４中学校区においても準備が進められています。

伊里学園では・・・  
【作成した指導計画の実践】
学習内容のつながりをふまえ、復習したり発
展的な内容に挑戦したりすることにより、確
かな学力を身につけます。

【小中合同地域清掃活動】
郷土を知り、「伊里で育って良かった」と思
う気持ちを育てます。

　 　 
　
作成した指導計画や小・中学校の教員の相談をもとに、
内容によっては地域の方々と協力しながら取組を進めま
す。めざす子ども像を実現するための具体的な活動です。
小中合同の取組だけでなく、学校独自の取組も、めざす子
ども像の共有により方向性は同じになります。

【中学校英語教員の小学校派遣】
未来に生きる子どもたちに必要な能力を育み
ます。

＜小学校保護者の声＞
子どもからは出前授業や合同行事などの話
をよく聞きます。関わりが子どもたちに
とって良いものだと感じています。

【小中合同あいさつ運動】
子どもたちの交流を増やし、豊かな心を育て
ます。

Q新しい学年（学校）に
　進むことに不安がある

Q我が子は進級や進学に不安
　があるようだ

【地域の方による放課後学習支援】
学校・家庭・地域の総合力で伊里の子どもを
育てます。

　 　 

　小・中学校９年間でどんな子どもを育てたいかを明らかにし
共有することによって、取組の方向性を明確にするものです。

教育のまちをめざして 小･中学校９年間の一貫した取組
～連載～

第３回
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　備前市では、子どもたちが自立
心や考える習慣を身に付けられる
よう、各家庭で取り組みたいこと
を「まなびの７か条」としてまと
め、小学校入学時に学校から全て
の保護者に配布しています。保護
者の人はこの内容を意識し、日々
の子どもたちへの関わりを工夫し
てはいかがでしょうか。

教科書展示会のお知らせ
　現在、小学校・中学校で使用している教科書の展示会を開催します。
　興味のある人は、ぜひ、お越しください。
◆会場および開催期間
　・備前中学校（６月16日㈮～７月６日㈭　9:00～16:45）
　　※土曜日・日曜日と６月19日㈪を除く14日間
　・備前市立図書館（６月16日㈮～７月２日㈰　9:30～18:00）
　　※閉館日を除く14日間
○展示教科書
　・平成27年度から使用している小学校教科用図書
　・平成28年度から使用している中学校教科用図書
○その他
・備前中学校会場にお越しの際は、事務室でその
　旨を伝え、職員の案内を受けてください。
学校教育課（☎64-1840） 

　　　が考える「教育のまち」

　 伊里公民館 館長　原田　正志 氏
　公民館は、まなび塾や様々な趣味
の講座の開催を通して、知性が高ま
る生涯学習を担っています。地域の
活動拠点として、「子どもたちのた
めに何かしよう」という気持ちを
持った地域の人たちがいろんなお手
伝いができる場でもあります。伊里
公民館の活動が認められ、平成27年
度に優良公民館として文部科学大臣
表彰を受けました。
　伊里地区では以前からこども園、小学校、中学校をまとめて「伊里学園」と呼
び、PTA、民生委員児童委員協議会、青少年健全育成会、公民館などからなる「伊
里学園支援地域協議会」を中心に地域で協力していて、平成28年度は「伊里学園」
として、文部科学大臣表彰を受けました。こども園では私たちが野菜づくりを教
えていて、お返しにとカレーを作って園に呼んでくれます。こういう活動は一方
的な支援ではなく、お互いに支え合わないと続かない。文化祭や体育祭などの地
区の行事では、中学生が手伝いにきてくれるし、学校も施設を気持ちよく貸して
くれる。そのような積み重ねがあるからこそ、小中一貫教育校の取組はぜひ成功
させたい。
　小中一貫教育校「伊里学園」の「めざす子ども像」には「郷土(ふるさと)を誇
りに思い」という言葉があります。子どもたちには、都会に出ても「伊里はよかっ
たな」と、ふるさとを思い出す伊里っ子に育ってほしい。伊里には閑谷学校ほか
４件の日本遺産があるので、そういう地域の良さをぜひ教育に取り入れていって
ほしいです。
　また、備前市の教育大綱には「確かな学力・健やかな体・豊かな心の育成」を
目指すとあります。その「豊かな心」は地域みんなで育てていくもの。伊里の子
どもたちは、ゴミ拾いをしていると道路の反対側からでも「おはようございます」
と大きな声であいさつしてくれます。学校が取り組んできたあいさつ運動が実っ
ていると感じ、うれしくなります。
　現役時代は営業マンで、お金のために働くのが当たり前だと思っていました
が、今は地域でのボランティア活動が中心。この間、息子と釣りに行った帰り、
「お父さん変わったね」と言われてうれしかった。文化祭などの行事の後、みん
なで片付けをしているときには、本当に達成感を感じます。

お 知 ら せ
　備前市では、生活環境の変化があっても安心して教育を受けられるよう、小・中学校で必要な経費についてお困りの場合や特別支援教育が必要な場合、通学距離が
一定条件を満たす場合、全国大会など（学校教育の一環）に児童生徒が出場する場合について支援制度を設けています（制度により条件あり）。くわしくは備前市教
育委員会教育総務課（☎64-1802）までお問い合わせください。

家庭教育のススメ

　

　「伊里の子どもたちは明るく素直で元気、校歌も抜群に大きな声で歌います」
30代の頃、伊里小学校に７年間勤め、「当時の教え子が立派な親になっている
のを見られてとても嬉しいです。教員として育ててもらった伊里の学校や地域
に恩返しをしたいと思っています」と話すとても温かい校長先生です。地域の
方が毎日のように登下校の見守りや学習支援をして、学校を支えてくれている
ことにとても感謝しています。
　小中一貫教育の取組では、「小・中学校の教員文化の違いはありますが、話
し合いを重ね『伊里の子どもを一緒に育てていく』という意識が持てました。
６年生まで育てて終わりではなく、中学校での学習内容を意識して教えるよう
になったと思います。中学校の吹奏楽部が小学校の運動会で演奏したり、小学
校の歓迎遠足で中学校に行ったりして、小・中学生は当たり前のように接し、
交流しています。また、中学校から英語の先生が授業に来てくれることで、６
年生は『知っている先生がいる学校へ通うんだ』という気持ちで、違和感なく
中学校へ進学できると思います」と、これまでの成果を話していました。
　「趣味のペタンク（目標球に鉄球を投げて競う球技）では日本選手権で４回
優勝し、日本代表として海外の大会にも参加しました。子どもたちに教えてい
たけん玉は４段です」という何事も興味を持ったら極めるまでやる校長先生
です。

　伊里中学校では英語の学習に力を入れていて、昨年度３年生の英検３級合格
率は50％になりました。毎週金曜日の放課後にALTの先生と触れ合うイングリッ
シュサロンを続けています。昨年度はアメリカからの訪問団と交流し、生徒は
「英語が通じた！」と自信が持てたようです。ボランティア活動に参加する生徒
が多く、学校での清掃活動や野菜作りだけでなく、地区の体育祭、文化祭の運営
や小・中学校合同の地域清掃活動などで、地域の一員として活躍しています。
　校長先生は「伊里地区には『学校のために何かしよう』という方が多く、地
域の方が本当に温かい。毎週水曜日の『ふれあい学級』では授業や行事に参加
していただいています」と感謝しています。
　また、開校までの小中一貫教育の研究を振り返り、「１年目は手探りでした
が、２年目からは、小・中学校の研究主任を中心に先生たちが相談しながら取
り組んでくれたことがうれしかった。生徒もボランティア活動への参加者が増
えたり、合同あいさつ運動を通してあいさつをしようという気持ちが見えるよ
うになったりして、成長を実感しています」と話していました。
　仕事一筋の校長先生は英語の勉強も頑張っています。「ALTの先生と話せる
ようになりたいと思って。日本のことを聞かれても英語でうまく説明できなく
て、本当につらい（笑）。英語が得意な妻に教材を借りて勉強しています」と、
大人になっても一生懸命学び続ける校長先生です。

 　 　伊里小学校
   　坪本　義裕 校長

校長室へ
ようこそ

 　 　伊里中学校
   　金光　一雄 校長

私
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平成29年度 
介護保険料の納入通知書が発送されます!　　

　介護保険制度は介護が必要と認定されたときに介護サービスを利用できる、
皆さんの支えあいの上に成り立っている制度です。介護が必要になったとき
に安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付をお願いします。なお、
各期（月）の納付額については、６月中旬発送の納入通知書でご確認ください。
※ 納付が困難なときはそのままにせず、まずは税務課収納推進係にご相談く
ださい。
 保険料を納めないでいると 
○１年以上滞納すると・・・支払方法の変更
　 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、保険給付分（費用の
９割）が支払われます。
○１年６か月以上滞納していると・・・保険給付の一時差止
　 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請をしても保険給付分の一部、
または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられる
場合があります。
○２年を過ぎると・・・保険料未納者の給付額減額等
　 サービスを利用するときに、利用者負担が１割から３割に引き上げられた
り、高額介護サービス費などが受けられなくなる場合があります。
介護保険制度に関すること　　　　介護福祉課介護保険係（☎64-1828）

　介護保険料の金額に関すること　　税務課市民税係（☎64-1815）
　介護保険料の納付に関すること　　税務課収納推進係（☎64-1814）

毎月10日は岡山県統一
｢ノーレジ袋デー｣

　６月は「おかやまマイバッグキャンペーン」です。
　県では、家庭ごみを少しでも減らすため、スーパーやドラッグストア、ホー
ムセンターなどの店舗、消費者・環境団体や市町村と協力して、６月に「お
かやまマイバッグキャンペーン」を実施します。
　ごみの減量や地球温暖化の防止のために、キャンペーン中は、買い物の際、
マイバッグを忘れずに持って行き、レジ袋の削減に努めましょう。

 ごみの減量化にご協力ください！！
　クリーンセンター備前では平成29年７月から平成31年３月までの予定で、
基幹的設備改良工事を行います。本工事では、焼却炉を一部停止または全部
停止する期間があります。これに伴い、更なるごみの減量化や持込の制限な
ど、市民の皆さんにご協力をお願いします。
　また、ご家庭での「生ごみ」リサイクルを促進するため、コンポストや生
ごみ処理機、さらに今年度から段ボールコンポストの購入に対しても、補助
金を交付しています。
　皆さんのご家庭でも、「生ごみ」堆肥化に取り組んでみませんか？
　対象となる容器、補助金額は次のとおりです。
【コンポスト・ボカシ容器】 購入費の全額（上限３千円）
【ダンボールコンポストセット】 購入費の全額（上限２千円）
【電動生ごみ処理機（バイオ利用分解消滅型容器、加熱型容器）】
 購入費の２分の１（上限２万円）
※購入前に申請が必要です。くわしくは、お問い合わせください。
環境課衛生係（☎64-1821）

  備前市文化事業鑑賞会

「備
び

前
ぜん

D
で

Eクラシック笑
しょう

！」
　備前市出身「けん玉芸人」による面白舞台と、岡山
フィルハーモニック管弦楽団による本格クラシック
コンサート！
　そして前代未聞のコラボ！必見です!!
※小学生未満のお子様も入場できます。
◆と　き　７月２日㈰　開場13：30　開演14：00
◆ところ　市民センター
◆チケット　全席自由　　○高校生以上　前売券500円（当日券600円） 

　小・中学生　前売券300円（当日券400円）
　小学生未満無料（入場整理券が必要）
　※当日券は残席のある場合のみ販売

【取扱場所】 中央公民館（市民センター）・日生地域公民館・吉永地域公民館・
各地区公民館

市民センター (☎64-1133)

平成29年度 東備西播定住自立圏民間イベント等
 支援事業が決定しました

　この事業は、定住自立圏構想推進事業として民間の団体や住民の皆さんが
自主・自発的に行うイベントなど、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活動に対して支援するものです。
　４月23日に開催された審査会の結果、次の15事業が決定しました。各事業
の開催日などは定住自立圏ＨＰ「ともりんく」でご案内します。
　「東備西播ともりんく」（URL http://tobiseiban.mypl.net/）
◆グラウンド・ゴルフ交歓大会【備前市吉永町グラウンド・ゴルフ連盟】
◆有年の里１日美術館とコンサート【有年の里花いっぱいになあれの会】
◆忠臣蔵交流囲碁大会及びこども囲碁教室【忠臣蔵交流楽碁会】
◆戦国武将よろいカブト交流事業2017【赤松手作り鎧・兜の会】
◆第４回AKBカップ　ミニバスケットボール大会
　【赤穂市バスケットボール協会】
◆プレーパーク赤穂【赤穂市地域活動連絡協議会】
◆AKBミュージックフェス2017【東備西播音楽振興協議会】〈新規〉
◆史跡探訪会（備前播磨国境標石等の史跡探訪会）
　【東備西播定住自立圏域史跡探訪会】
◆『～懐かしの昭和の風景～　渡部美智子創作人形展』
　【地域文化再発見実行委員会】
◆第６回赤穂街コン！はじめよう恋活！【赤穂街コン実行委員会】
◆忠臣蔵子ども将棋大会及び子ども将棋教室の実施
　【忠臣蔵子ども将棋大会実行委員会】〈新規〉
◆上郡駅伝競走小学生大会【赤穂郡陸上競技協会】
◆魅力発信！MAZEKOZE　AKO　マルシェ
　【MAZEKOZEAKO実行委員会】〈新規〉
◆東備西播テニス交流大会【赤穂市テニス協会（備前市テニス協会）】
◆上郡ダンスフェスティバル　～Ｋ・Ｄ・Ｆ～【特定非営利活動法人　円心】
東備西播定住自立圏形成推進協議会（企画課  ☎64-1871）

市外で火葬を執行した人の
補助金の交付について

　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。　　　　 環境課衛生係（☎64-1821）

ご存知ですか?　国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの
40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満
たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険
料を納めることにより、満額に近づけることができます。ただし、さかのぼっ
て加入することはできません。
①年金額を増やしたい人は65歳までの間
②受給資格期間を満たしていない人は70歳までの間
③外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も任意加入することができます。
　なお、平成20年４月１日から③を除き保険料の納付方法は、口座振替が原
則となりました。
岡山東年金事務所（☎086-270-7925）〈音声案内２番〉

玉芸人」による面白舞台と、岡山
フィルハーモニック管弦楽団による本格クラシック
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　　　　 内　容 対 象 と　き（受付） と こ ろ
４か月児健診 ★ 平成29年１月生 ₁₄日㈬　13：00～13：30

備前保健センター

１歳６か月児健診 ★ 平成27年12月生 ₂₁日㈬　13：00～13：30
２歳 6か月児歯科健診 ★ 平成26年12月生 ８日㈭　13：00～13：15
３歳６か月児健診 ★ 平成25年12月生 ₂₈日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成28年８月生
平成28年９月生 ７日㈬　9：40～10：00

吉永育児相談 乳幼児 ２日㈮　9:30～11:30 総合保健施設

6月

第 13 回
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　備前市の国民健康保険事業は被保険者が減少を続ける中、医療費の増加が止まらず、危機的な状況です。
平成30年度には、岡山県が保険者に加わり財政運営の責任主体となる「国保広域化」がスタートしますが、
その時点で国保税の税率改正が避けられません。
　備前市国保の状況について、今後、広報紙などでお知らせしていきます。
　備前市国保の推移（概況）
指標　　　　　年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
被保険者数（人） 10,283 10,188 10,019 9,858 9,378
国保税収納額(千円) 845,637 843,018 813,605 805,070 771,349
医療費総額(千円) 4,009,449 4,009,720 4,120,837 4,174,252 4,280,212
１人当たり医療費(円) 389,910 393,573 411,302 423,438 456,410
基金取崩額(千円) 0 0 20,000 180,000 80,000
基金残高(千円) 449,674 449,876 430,075 250,223 170,541
　被保険者数の減少に伴い国保税の収納額は減少していますが、医療費総額・１人当たり医療費は増加に歯
止めがかからず、特に平成25年度からは医療費総額が１億１千万円（H25）、５千万円（H26）、１億円（H27）
と増え続けています。
　これを補うため、平成25年度以降、国保財政調整基金の取崩しで対応していますが、基金残高は年々減少
し、平成28年度末にはさらに取崩しせざるを得ません。平成29年度には国保税率の改正は予定していません
が、国保が広域化となる平成30年度には見直しが避けられません。
　健診・検診の受診による疾病の早期発見・早期治療や健康保持・増進に取り組むとともに、医療の適正使
用にご協力ください。
保健課保健医療係（☎64-1819）

保健課

【池
いけ
田
だ
　雄
ゆう
二
じ
】　

　平成28年４月に尼崎市から東鶴山地区に地域お
こし協力隊員として赴任しました池田雄二です。
　介護における養成学校を卒業し、そこで学んだ
知識や技術を少子高齢化が進む過疎地域の高齢者
支援に活かしたいと考え、協力隊員となる決心を
しました。赴任後は、いろいろな地域活性化に係
る活動を行いながら、地域内での住民同士による
支え合いの体制づくりを構築していくための基礎
とノウハウを学びました。同時に農業についても
学び、「食」を通じて地域を「元気で健康に！」
との思いから、栄養価の高いケールの栽培を行
い、各種イベントで出店販売を行いました。
　現在は、同じく備前市の協力隊員である石岡
（旧姓）由衣さんと結婚（平成29年３月）し、三
石地区において、住民同士で支え合える地域づく
りを目指し高齢者福祉に関する活動を中心に行っ
ています。また、耕作放棄地の有効活用としての
農作業なども行っています。今後は、障がいをも
つ人への就労支援および地域の復興策として、収
穫した作物で料理提供できるよう古民家や空き店
舗の利用についても考えています。これからもど
うぞよろしくお願いします。

【作り方】
①ジャガイモは皮をむき一口大の乱切りにする。
②干しエビは半分に切りぬるま湯でもどす。
③エノキタケは２㎝に切る。
④鍋に①とだし汁を入れ柔らかくなるまで煮
る。（薄く醤油で下味をつけてもよい）
⑤別の鍋に②③とＡの調味料を入れ、火にかけ
炊き、Ｂの水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑥器に④のジャガイモのみを盛り、上から⑤を
かけ、塩ゆでしたきぬさやを添える。

Ｂポイント賞品の交換をお忘れなくＢポイント賞品の交換をお忘れなく備前市国保について
国保の財政が逼

ひ っ

迫
ぱ く

しています！！
備前市国保について

国保の財政が逼
ひっ

迫
ぱく

しています！！

「６月は食育月間」です

献血にご協力下さい

　マダニに注意！
～野山などに入る人へ～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】保健課（☎64-1820）

　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。

　マダニは県内に広く分布しており、春からは
マダニが活発になります。マダニは人や動物に
付着して長時間かけて吸血しますが、ほとんど
痛みやかゆみを感じません。ウイルスなどを保
有するマダニに咬まれると重症熱性血小板減少
症候群（SFTS）を発病することがあり、重症
の場合には死に至ることもあります。

＜草むらや森林などに入るときの心がけ＞
・長袖、長ズボン、手袋を着用し肌の露出を避
ける

・防虫スプレーを服の上や肌の露出部分に噴霧
する

・地面に直接腰を下ろすのは控える
・帰宅したらすぐに入浴し、体や頭をよく洗い
新しい服に着替える

＜マダニに咬まれたら＞
　吸着しているマダニは無理に取ろうとせず、
できるだけ皮膚科で取ってもらいましょう。ま
た咬まれてから６日～14日後に発熱や食欲低
下、嘔吐などの症状に気付いた時は、早めに受
診し、ダニに咬まれたことを伝えてください。

フタトゲチマダニ（成虫3.5㎜）
岡山県環境保健センター提供 　 

と　　き ところ
６月16日㈮ 12：00～13：00 備前病院

６月20日㈫  9：30～12：30 備前保健
センター13：45～16：00

Bポイント
各3ポイント

Bポイント
3ポイント

今の食事が将来の身体を作ります
　20～30代の若い世代は、朝食欠食や栄養の偏りな
ど、他の世代より多くの食の課題を抱えています。そ
こで、備前市では、若い世代の食の自立をサポートす
るための取組を行っています。
　１日３食、バランスの良い食事をとることは、現在
だけでなく将来にわたって健康に過ごすために大切で
す。まずは、自分の食生活を振り返ることから始めて
みませんか。

　 若い世代の料理教室　　　 バランスを考えてみよう

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

ジャガイモの
干しえびあんかけ
〈エネルギー　93Kcal、塩分0.9ｇ〉

～ 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】４人分
ジャガイモ 300ｇ
だし汁 400㏄
干しエビ 20ｇ
エノキタケ 40ｇ
きぬさや ４枚
Ａ　だし汁 150㏄
　　塩 小さじ1/6
　　みりん 小さじ２、醤油 小さじ２、
　　砂糖 大さじ１
Ｂ 片栗粉 小さじ１、水 小さじ２

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
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健康教室（要予約）

６月14日㈬　14：00～15：00
備前病院附属棟２階
いきいきボール体操
備前病院作業療法士
30人
200円
備前病院（☎64-3385）

糖尿病講演会およびなぎさ会総会
（参加無料・申込不要）

６月22日㈭
・講演会　　　　14：00～14：30
・なぎさ会総会　14：40～15：00
備前病院附属棟２階
糖尿病患者とその家族
演題：「糖尿病について（仮）」
小比賀美香子医師
備前病院（☎64-3385 なぎさ会事務局：
山口、小林）

吉永健康教室（要予約）

　体が元気になる食事の選び方や運動の
教室を行います。どなたでも、ぜひご参
加ください。
６月23日㈮　13：00～14：30
吉永病院
「身近に潜む?!

　　ロコモティブシンドロームの話」
無料
６月19日㈪までに、

　吉永病院（☎84-2120　栄養科）へ

介護者の会
　平成29年４月から「介護予防・日常生
活支援総合事業（総合事業）」が始まり
ました。
　総合事業の利用手続きの仕方は？どの
ようなサービスが使えるの？吉永・三石
地区で実施する事業所はどこ？など総合
事業について説明します。講話後は参加
者同士の情報交換もします。ぜひ、お気
軽にご参加ください。
６月６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

　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）

心身障害者医療費の受給資格証の
更新
　心身障害者医療費の給付を受けている
人は、６月中に通知しますので、指定期
日内に資格証の更新手続きを行ってくだ
さい。
重度身体障害者（身体障害者手帳１級
または２級所持者）、重度知的障害者
（療育手帳Ａ所持者）、知的障害・身体
障害合併障害者（療育手帳Ｂ（中度）
と身体障害者手帳３級所持の合併障害
者）

※新規認定については65歳未満の人
※所得制限があります。
※現在お持ちの受給資格証は６月末で使
用できなくなります。古い受給資格証
は、福祉事務所、各総合支所、出張所
へお返しください。
社会福祉課

　（☎64-1824　障がい者福祉係）

地域ケアシステム助成金
　地域包括ケアシステム構築促進事業費
補助金を活用して、介護予防や生活支援
サービスなどの開発を行う団体などに助
成します。

６月１日㈭～20日㈫

　交付決定日～平成30年３月30日㈮
市内において高齢者に対する支

援活動を継続的に行うことについて、
意思決定がなされている団体など

地域の実情に応じた地域包括ケ
アシステムの構築に寄与する事業

例）住民相互の助け合い、会員相互の助
　　け合いサービスの立ち上げなど

10分の10（ただし、千円未満の額
があるときは、これを切り捨てた額）

１件当たり上限50万円
※くわしくは、お問い合わせください。

地域包括支援センター
　（☎64-1844）

児童手当現況届の提出
　児童手当の現況届を６月中に提出して
ください。提出が必要な人には６月上旬
に書類を送付します。
　現況届は、受給者の６月１日現在の年
金加入状況や養育状況を確認するために
必要な書類です。
※提出がない場合は、６月分以降の手当
が受けられなくなります。

※所得制限がありますので、平成29年１
月１日に備前市に住所がなかった人
は、所得証明書（平成29年度）を提出
してください。
子育て支援課（☎64-1853）

ひとり親家庭等医療費資格証の更新
　ひとり親家庭等医療費の給付を受けて
いる人は、６月７日㈬～23日㈮に資格証
の更新手続きをしてください。
　この給付は、一定の条件（前年の所得
税が非課税）に該当する母子（父子）家
庭などの医療費（自己負担分）の一部を、
公費で負担するものです。
※現在、非該当の人でも更新月の７月１
日から該当になる場合がありますの
で、お気軽にお問い合わせください。
子育て支援課（☎64-1853）

ソフトテニス教室　参加者募集
　基礎技術から試合の勝ち方まで、楽し
く学ぼう。
６月28日㈬～８月９日㈬まで

　毎週水曜日全７回　19：00～20：30
備前テニスセンター
小学生　先着20人
2,000円　※教室初回時に徴収

所定の申込用紙に必要事項を記
入し、６月５日㈪～20日㈫までに文化
スポーツ課、または総合運動公園・日
生運動公園・吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター
（休館日を除く）へ
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、それぞれの特性を生かし、
みんなでつくる！みんなで楽しむ！まち
のコミュニティです。
　市内では、総合型地域スポーツクラブ
「びぜん優くらぶ」と「ひなせオレンジ
クラブ」があり、地域に根ざしたクラブ
づくりを目指し、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）

エコフェスタびぜん
地球にやさしい暮らし方をしていま
すか？
　エコ活動に関心を持ってもらうイ
ベント「エコフェスタびぜん」を開
催します。
６月４日㈰　10：00～14：00
吉永地域公民館

・オープニングダンス（劇団花みずき）
・体験コーナー（自転車発電、ソー
ラークッカー、工作教室〔ペパ鉛
筆作りなど〕）

・軽食コーナー（蒸しパン、バーガー）
・ゆるキャラとの交流
・グリーンカーテン用の苗の配布
・ホタルの生息についての話
　てっちゃん先生（県自然保護セン
ター 山田哲弘さん）

・近隣市町のエコ活動の取り組みに
ついての展示

　くわしくは、お問い合わせください。
環境課（☎64-1822）

吉永地域公民館
　中庭コンサート

（参加無料・全席自由）

　岡山フィルハーモニック管弦楽団
による「金管楽器演奏会」を開催し
ます。
６月４日㈰　開演11：00～
吉永地域公民館　中庭　

※雨天の場合はホール
吉永地域公民館　（☎84-3839）

企画展「備前細工物の
きのう・きょう・あした」

　本企画展では、備前細工物の歴史資料
である出土物・製作道具をはじめ、古備
前や現代作家の作品を展示します。
６月29日㈭～９月３日㈰

　９：00～17：00（入館は16：30まで）
備前焼ミュージアム　　
月曜日（祝日の場合は翌日）
大人500円、高校生・大学生300円、中
学生以下無料、65歳以上および障害者
割引あり

※６月27日㈫、28日㈬は、
　展示替えのため休館。

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

 ▲武本照子さん（久々井）

 ▲岡田末野さん（伊部）

 ▲武本照子さん（久々井）

 ▲岡田末野さん（伊部）
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いんべ会館　講座受講生募集
６月１日㈭から

　いんべ会館（☎64-0890）へ

第１回 人権講座

　阪神淡路大震災記念
　人と防災未来センターの施設見学
　『被災体験談から命の大切さに
　 ついて考えてみよう！』
６月21日㈬　８：30～17：00

　※8：25までにいんべ会館へ集合
人と防災未来センター（神戸市）
1,500円（入館料ほか）
25人（先着順）

　※昼食は各自でご用意ください。

第２回 ふれあいサロン講座
　韓国の家庭料理にふれてみよう
『キムさんと一緒に韓国式チヂミを
つくりませんか！』
６月15日㈭　10：00～12：00　
いんべ会館
金
きむ
　惠

へ
珍
じん
（市地域おこし協力隊）

500円（材料代）   15人（先着順）

英会話教室（初級者コース）
　外国人講師による初歩的な英会話教室
です。
７月11日～８月29日まで毎週火曜日

（計６回 ※休館日・お盆を除く）
　各回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）

６月１日㈭～30日㈮
日生地域公民館

　（☎72-1006　FAX72-1098）

防災グッズ工作・実践講座
　災害時に役立つ“発見”と“工夫”を知っ
て、今の自分にできること、一緒に考え
てみませんか！
６月17日㈯　14：00～16：00
市民センター
岡山県備前県民局　地域政策部　地域
づくり推進課　参事　崎谷　誠氏
無料
50人（先着順）

　（小学生以下は保護者同伴）
６月14日㈬17時までに、

　中央公民館（☎64‒1133　FAX64‒1250）
へ

ウィズびぜん “虹の広場 ”
　オカリナと歌おう
　～オカリナの音色を楽しみましょう～
７月７日㈮　10：00～11：30
ウィズびぜん　　 無料　　 30人
ウィズびぜん登録団体：備前エプロ

ンの会
７月６日㈭までに、市民協働課

　（☎64-1823）へ

備前市前期社会体育研修会
　知っておきたい日常の水分補給と熱中
症対策
６月22日㈭　19：00～20：00
リフレセンターびぜん
小学生以上
50人程度
無料

所定の申込用紙に必要事項を記入
し、６月16日㈮までに文化スポーツ課
（☎63-3813）へ

税務職員募集
平成29年４月１日において、高

等学校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して３年を経過して
いない者（平成26年４月１日以降に卒
業した者が該当）および平成30年３月
までに高等学校または中等教育学校を
卒業する見込みの者

高校卒業程度

【インターネット】６月19日㈪～28日㈬
【郵送または持参】６月19日㈪～21日㈬

９月３日㈰

　10月11日㈬～20日㈮の間で指定
11月14日㈫

広島国税局総務部人事第二課試験研修
係（☎082-221-9211）、瀬戸税務署総
務課（☎086-952-1155）

下水道排水設備指定工事店を
新たに募集します

６月１日㈭～30日㈮
上下水道課業務係（☎66-9701）

男女共同参画週間
６月23日㈮～29日㈭
　平成29年度　キャッチフレーズ
　「男で○

まる
、女で○

まる
、共同作業で◎

にじゅうまる
。」

に決定しました。
　平成29年は、「女性活躍推進法」の施
行から１年が経過します。男性も女性も
職場で、学校で、地域で、家庭で、それ
ぞれの個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するためには、政府
や地方公共団体だけでなく、国民の皆さ
ん一人ひとりの取組が必要です。私たち
のまわりの男女のパートナーシップにつ
いて、この機会に考えてみませんか？
市民協働課（☎64-1823）

ため池の管理について
　梅雨や台風などによる農業被害の未然
防止、地域の居住安全を図るために、使っ
てないため池は、水を抜いてください。
　使用しているため池も、必要以上に貯水
しないようにして、豪雨に備えてください。
里海・里山課（☎64‒1830）

みんなで防ごう土砂災害
６月は土砂災害防止月間です
　例年梅雨時期には、全国各地で土砂災
害が頻発し、時には尊い人命が奪われて
います。
　いつ、どこで起こるか分からない土砂
災害から身を守る最も確実な方法は「逃
げること」です。
　どこを通って、どこに避難するか。ど
のタイミングで避難するか。家族との連
絡をどうやってとるか。
　梅雨入りのこの時期にぜひこれらのこ
とを確認していただき、家族や地域の皆
さんと一緒に考え土砂災害に備えましょ
う。土砂災害については岡山県防災砂防
課 のHP（http://www.pref.okayama.
jp/soshiki/65/）をご覧ください。
まち整備課（☎64‒1833）

「子どもの人権110番」
 強化週間実施
 ６月26日㈪～７月２日㈰
　「いじめ」を受けている、でも誰にも
言えない。そんな悩みを抱えていたら…
お電話ください。一緒に考えましょう。
・６月26日㈪～30日㈮８：30～19：00
・７月１日㈯・２日㈰10：00～17：00
〈相談担当者〉法務局職員および人権擁
　護委員
　◆「子どもの人権１１０番」
　　 ☎０１２０- ００７-１１０
※IP電話からは接続できません。
市民協働課（☎64‒1823）、岡山地方法
務局人権擁護課(☎086-224-5761)

美しい瀬戸内海を守ろう！
リフレッシュ瀬戸内　
海岸クリーン作戦
　海岸清掃を行いますので、ご協力くだ
さい。ごみ袋は準備いたします。
７月２日㈰　８：00～※少雨決行
五味の市周辺、頭島
まち整備課（☎64‒1833）

　 管理課（☎72-1104）

備前市からのお願い
～旧アルファビゼン盗難事件　　　　　　　　　　 について～

　備前市所有で、かつ、市民の皆様
の大切な財産である「旧アルファビ
ゼン」については、平成23年６月に、
施設内の電線等が盗難被害に遭った
ことが発覚しました。
　事件後、年数が相当経過しており
ますが、一刻も早い事件解決のた
め、引き続き皆様に情報の提供をお
願いしますので、備前警察署まで、
ご連絡をお願いします。
【情報提供先】
  備前警察署（☎63-0110)
※この記事に関するお問い合わせは、
　備前市秘書広報課（☎64-1800)

おかやま桃太郎まつり
納涼花火大会へ身体に障害の
ある人を県庁舎へご招待
８月５日㈯
県庁９階大会議室
県内在住の身体障害者手帳所持者のう
ち、車いすを常時使用している人、30
人（付き添いは二人まで）。

所定の応募用紙に記入の上、郵
便、FAX、電子申請。

　※応募者多数の場合は抽選。
６月１日㈭～７月11日㈫

岡山県障害福祉課
　（☎086-226-7362　FAX086-224-6520）

「N
の
OR

り
IN
な
AH

は ー れ
ALLE」の運行について

　「NORINAHALLE」の６月以降の運
行は、土・日・祝祭日の運行（午前・午
後各１便）から予約制の特別運行便にな
ります。
まち営業課（☎64-1832）

・予約、料金については、大生汽船㈱
　（☎72-0506）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　６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）

６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（私の家と私たちの街）

◆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）

 ▲蛭田一枝さん（蕃山）

 ▲中井重子さん（香登）  ▲山形恵美子さん（坂根）

 ▲蛭田一枝さん（蕃山）

 ▲中井重子さん（香登）  ▲山形恵美子さん（坂根）



◆開館時間　9：30～18：00
◆休館日　毎週月曜日と 30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

24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

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

６月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

22日㈭

23日㈮

27日㈫

28日㈬

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
日生町漁協頭島支所前
日 生 東 公 民 館
日 生 教 員 住 宅
神 根 公 民 館
三 国 公 民 館
三 石 出 張 所

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
11：00～11：30
14：00～14：30
15：00～15：30
10：30～11：00
11：30～12：00
14：30～15：00

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）

13日㈫・27日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

20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
27日㈫　13：00～15：00
15日㈭　10：00～12：00
20日㈫　13：00～15：00
27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
吉永地域公民館　　　 ■社協 　 ☎84-3839
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
27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
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

年金相談

20日㈫　13：00～15：00
市役所勤務日と同一
市役所勤務日と同一

８日㈭　10：00～15：00

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

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６月の相談

日生総合支所会議室　要予約
■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

■「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。
■税務課（☎64-1814）

■上下水道課（☎66-9792）

※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

※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。

６月 休日当番医

浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335
大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648
たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017
橋本医院　　　　 日生 ☎72-3668
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122
日生浦上医院　　 日生 ☎72-0935
吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

4日
㈰
11日
㈰
18日
㈰
25日
㈰

市・県民税（全期・１期）、
介護保険料（１期）
の納期限は、
６月30日㈮です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、６月16日㈮です。

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）

６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（６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～土曜日
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

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）

２日㈮

９日㈮

16日㈮

23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

にこにこ講座　
岸本歯科　岸本 真先生のお話
父の日のプレゼント作り
※材料代 150円

☎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
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

新聞で遊ぼう

30日㈮ 七夕飾りを作ろう

■総合運動公園使用予約（７月分）
６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
   ※土 ･日は11:30～19:00までとなります。)
◆休園（館）日　毎週月曜日

問

問

問

問

問
問

問

問
問

問
問
問

問
問
問
問
問

問
問
問

問

問

広
告

広
告
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