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※６月30日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,672（－５世帯）
　男　　16,952 人 (－32人)　
　女　　18,434 人 (－15人)　
総人口　35,386 人 (－47人)

◆６月中の異動状況
・出生12 人　・死亡 47 人
・転入51 人　・転出 63 人

人口の動き

平成29年

月号

※イベント当日、10：00 から自動音声案内（☎0180-99-3336）で、開催・中止のお知らせをしています。

　  ひなせ
みなとまつり
　  ひなせ
みなとまつり

第34回
■とき・ところ

８月13日㊐
ＪＲ赤穂線日生駅前 

中日生港

※悪天候の場合は中止

の
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火
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！

■ひなせ夏祭り実行委員会（☎72-2202）
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市営バス（ 8/13㈰は休日ダイヤ）
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※備前♥日生大橋と梅灘橋は、午後６時から午後９時30分まで通行止めの予定です。
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17：30～　開会式（特設ステージ）

17：50～　ステージイベント（特設ステージ）

　　　　　★ダンス（ストリートダンス・エアロビクスダンスなど）

20：00～21：15　花火大会　打上げ・仕掛花火　約2,500発

※フェリー入港のため、20：30から25分間中断します。

20：30～　ステージイベント（特設ステージ）

　　　　　★日生甚九郎太鼓

※花火大会終了後、臨時バスを運行
します。寒河方面・片上方面とも
21：45 に、日生地区海運組合横

　停車場から発車します。
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★訓練実施日★（警報等発令された場合は中止）

　近い将来、高い確率で発生するといわれている南海トラフ巨大地震
は、地震の規模がマグニチュード９クラスで、市では、震度６弱、津波
高は約３ｍ（平均満潮位約1.0ｍを含む。）といわれています。この地震
により家屋の倒壊、火災、津波など県南部を中心に被害が予想されます。
このため、地震災害を想定した防災訓練を全市一斉に実施します。

●地区住民による避難訓練

⃝市、消防団による避難広報、
避難誘導

⃝自主防災組織と東備消防組合
による倒壊建物などからの救

出・救護訓練

⃝消防団による消火訓練
⃝防災用品の展示など
⃝自主防災組織による消火訓
練、炊き出し訓練など

午前９時頃にサイレン放送と広報車による避難広報を行います。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※「訓練内容」については、変更になる場合があります。

　９月１日は【防災の日】です。

　総合運動公園をメイン会場として防災訓練を実施しますが、他の地区で防

災訓練を行う自主防災組織において、訓練内容、職員の派遣などの相談が

あれば、８月18日㈮までに下記へご連絡ください。

危機管理課消防防災係（☎64-1809）、東備消防組合警防課（☎64-1128）

◆と　き　９月３日㈰ 9：₀₀～₁₂：₀₀

◆ところ　総合運動公園野球場周辺（久々井）

※他の地区でも東備消防組合と連携し、自主防災組織を

　中心に防災訓練を実施します。

≪訓練内容≫

★お願い★

全市一斉に総合防災訓練を実施します!全市一斉に総合防災訓練を実施します!

防災訓練

　　　市長メッセージ

　　～絆･夢･感謝のまちづくり～
　絆、夢、感謝を掲げた新しいまちづくりがスタートしました。

年度中途で急激に路線変革することは、結果的に市民サービス

に悪影響を及ぼすことが懸念されることから、補正予算、人事

異動などは必要最小限に留めたことをご理解願います。

　さて、初めての定例議会が終わりました。近況報告と今後の

市政運営に大きな影響のあることについてお知らせします。

　まず、ふるさと納税につきましては、今年も全国の皆さんから多額の支援をいた

だき感謝申し上げています。しかし、この度本来の趣旨から逸脱している内容につ

いて見直しをすることといたしました。ところが国の行政指導を受け入れますと返

礼品目の多くが不適当となり、寄付金額の85％が減額になります。

　従って、ここ数年来ふるさと納税収入を当てにした様々な施策を見直さざるを得

なくなりました。

　例えば、６月議会において、小中学生の給食費の半額補助の対象を「全員から第

２子以降へ変更する」ことを提案しました。結果としては否決されましたが、市お

よび教育委員会では、給食費の無料化については、経済的困窮家庭の給食費は既に

無料化されており、持続可能な制度となるよう段階的に改善していく考えですの

で、引き続き理解していただけるよう努めたいと考えています。

　次に、新庁舎建て替え問題については、当初事業費約30億円とされていたものが、

オリンピックや震災の影響による建設物価の高騰や市民要望への対応から約47億円

と膨れ上がっていました。

　その後、議会の議論や市民各界代表者による意見聴取会でのご意見を踏まえ、約

５億円削減する案を基に現在地へ建設する計画に決着しました。今後、実施設計に

着手し、平成32年３月までに完成の予定です。

　旧アルファビゼンについてですが、約14トンの電線がガラス1枚も割られず盗難

にあっていることについて、市民の皆様と問題意識を共有するために被害現場を公

開しました。一日も早く事件の解決を図るためにも皆様のご協力をお願いいたします。

　最後に、この度の大雨で大きな被害を受け、旧閑谷学校とともに教育遺産群とし

て連携する日本遺産「咸宜園」を有する大分県日田市との絆を大切に、他の自治体

に先駆けてお見舞い金をお届けしました。

　今年も台風シーズン到来です。備えあれば憂いなし、安全安心のまちづくりの実

現に力を合わせましょう。

平成29年７月12日　田 原　隆 雄 
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新庁舎の整備計画 その4
　昨年９月定例会において、基本設計補正予算を承認いただき発注準備を進め、今年２月に山下設計・丸川設計共同企業体と基本設計業務委託契約を締結しまし

た。また実施設計につきましては、昨年11月定例会にて補正予算を承認いただき、５月に同企業体と契約締結しています。その間、市民の皆さんから様々な形で

ご意見をいただき計画案を練っておりましたが、事業費が当初の見込みから大幅に増大したことなどから、一部を修正するなど、意見調整に時間を要したことな

どで若干の遅れが生じていますが、期限に間に合うよう鋭意作業を進めているところです。

●庁舎建替計画全体スケジュール案（平成28年～平成31年度）

●建設ステップ

 ｢備前市新庁舎基本計画(案)｣
に対する意見募集（パブリックコメント)

　備前市では、老朽化、耐震上の問題、行政窓口の分散など、様々な問題

点を抱える現在の市役所庁舎の問題解決をめざし、市民の皆さんのご意見

を伺いながら新庁舎整備に取り組んできました。

　この度、「備前市新庁舎基本計画（案）」がまとまりましたので、ご意見

を募集します。

◆募集期間　平成29年8月1日㈫～31日㈭

◆備前市新庁舎基本計画（案）・意見提出書の設置場所

　施設建設・再編課、各総合支所管理課および各地区公民館

　※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 ）

新庁舎建設に伴う仮移転のお知らせ
　平成30年６月から新庁舎の本体工事の着手を予定しています。

　現庁舎敷地での建設となりますので、本体工事に先立って保健センター・福

祉事務所の解体が始まります。これに伴い保健センター・福祉事務所に配置の

すべての部署と本庁舎の一部の部署が新庁舎完成までの間、移転することとな

ります。

　移転する部署および移転先、移転先での業務開始は以下のとおりです。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

移転する部署 移転先 業務開始

環境課（本庁２階） 吉永総合支所 平成29年９月4日

社会福祉課（福祉事務所） 本庁舎２階 平成29年10月２日

子育て支援課（福祉事務所） 本庁舎２階 平成29年10月２日

保健課健康係（保健センター２階） 吉永総合保健施設 平成29年11月６日

介護福祉課地域包括支援センター

（保健センター３階）
分庁舎３階 平成29年11月６日

※連絡先の変更など、詳細は今後広報びぜんでお知らせしていきます。

年度 H28 H29 H30 H31
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

設計
委託
・

引越
・

備品
購入

　基本設計

　期間 約 8か月 引越 引越し  　
確認申請

約 3か月

備品購入
什器類の移設

期間 約５か月実施設計

期間 約 9か月

工 事
・

その他

既存庁舎解体工事

  工期 約 3か月
（保健センター・福祉事務所等） 新庁舎本体工事

工期 約15か月　平成30年６月～平成31年8月

既存庁舎解体工事

工期 約 4か月
（新館 ・旧館 ・分庁舎等）

外構整備工事

工期 約4か月

STEP 1　1期解体工事（3か月）

STEP 3　2期解体工事（4か月）

STEP 2　新庁舎建設工事（15か月）

STEP 4　外構整備工事（4か月）

保健センター 【解体】
車庫物置 【解体】
福祉事務所 【解体】

本庁舎（新館・旧館） 【解体】
分庁舎・渡り廊下 【解体】
駐輪場 【解体】

新庁舎【建設】

駐車場・外構整備
車庫・倉庫他【建設】
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第39回 サマーフェスティバル

８月５日㈯ 18：00～21：00 ※雨天の場合は、翌日開催

・ブース出店（ゲーム、飲食物）　　・花火大会 20：40～21：00

◆ところ　吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター・グラウンド

吉永町サマーフェスティバル実行委員会（☎84-2211）

明るい選挙啓発標語募集

　投票参加やきれいな選挙など「明るい選挙」を呼びかける標語を募集します。 

◆応募作品　1通につき作品1点（自作で未発表のもの。 記号など含めて20

字以内）

◆応募方法　学校名（または住所）・氏名（ふりがな）・年齢・性別を記入して、

郵送、FAX、Eメールで。

９月1日㈮必着で、選挙管理委員会事務局（☎64-1838 FAX64-1845 〒705-

8602 備前市東片上126 Eメール bzsenkyo@city.bizen.lg.jp）

あなたの街の相談パートナー人権擁護委員

　基本的人権は、人間が平和に生きていく上で最も大切な

権利です。この基本的人権を擁護し、見守っているのが、

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員です。

　市役所などでの「なやみごと相談」（関連記事10ページ）

をはじめ、法務局でも相談に応じています。

　今回、谷
たに

口
ぐち

富
とみ

祥
よし

さん（日生町寒河）が法務大臣から人権擁護委員の委嘱を

受けました。谷口さんの委嘱期間は平成29年７月1日から３年間です。

◆人権擁護委員につきましては、

　岡山地方法務局備前支局（☎64-2770）までお問い合わせください。

子どもの人権相談所開設

　8月の人権擁護委員による『なやみごと相談所』では、子どもの人権相談

所も併せて開設します。（P10参照）

○8月16日㈬ 10：00～12：00　吉永地域公民館

○8月21日㈪ 13：00～15：00　保健センター３階

○8月22日㈫ 13：00～15：00　日生防災センター　 市民協働課（☎64-1823）

人権啓発ラジオ番組 「夕焼けの向こう」放送中！

　小学生２人を中心にした会話形式で、人権に関わる素朴な疑問をテーマと

して取り上げ、ストーリーを展開する人権啓発ラジオ番組です。

◆放送日時　毎週土曜日　17：55～18：00　　◆放送局　山陽放送ラジオ

市民協働課（☎64-1823）

人権啓発映画テレビ放送

【ここから歩き始める】8月２日㈬　10：25～11：05　西日本放送（RNC）

【探　　梅】8月18日㈮　16：10～16：54　テレビせとうち（TSC）

【ヒーロー】8月26日㈯　10：15～10：50　瀬戸内海放送（KSB）

市民協働課（☎64-1823）

備前市人権啓発標語募集!

　男女共同参画の啓発、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題、

外国人など、さまざまな人権問題に対する幅広い理解と認識を深め、人権意

識の高揚を促す作品を募集します。

◆応募資格　市内在住または在勤・在学の人

◆応募方法　「人権啓発標語」1人1点（30字以内）まで、用紙（何でも可）

に標語と住所、氏名、連絡先を記入して、郵便、FAX、Ｅメー

ルで送付または持参してください。　　※参加賞はありません。

９月11日㈪までに市民協働課（☎64-1823 FAX64-3845　〒705-8602 備

前市東片上126 Ｅメール bzkyoudou@city.bizen.lg.jp）

平成29年７月５日からの
大雨災害義援金について

　市では、平成29年７月５日からの九州北部地方における断続的な大雨によ

り被災された皆さまへの義援金を受け付けています。

◆受　　付　8月31日㈭まで

◆受付場所　上記の各窓口で受け付けています。

　くわしくは、お問い合わせください。　　　　 社会福祉課（☎64-1827）

　教育遺産群でともに連携している大分県

日田市が、今回の大雨により大きな被害を

受けていることから、７月12日、高橋副市

長が日田市を訪れ、原田市長へ見舞金と義

援金あわせて65万円を届けました。

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

第4回 備前市文学賞 作品募集
～とどけてください　あなたのおもい～

◆応募資格　　市内に在住、または通学・通勤している人

◆募集部門　　一般の部（高校生以上）、小学生の部、中学生の部

◆応募期間　　8月1日㈫～９月29日㈮　≪当日消印有効≫

◆応募規定

◆応募方法　応募作品とともに、所定の応募票に必要事項を記入し、郵便また

は文化スポーツ課、中央公民館、日生・吉永地域公民館の窓口に

提出ください。

◆　　賞 　　各部門で入選1名、佳作若干名

◆賞　　品　一般の部　　　入選　賞状、図書カード1万円

　　　　　　　　　　　　　佳作　賞状、図書カード５千円

　　　　　　小中学生の部　入選　賞状、図書カード３千円、メダル

　　　　　　　　　　　　　佳作　賞状、図書カード1千円

入賞作品は作品集「備前市の文学」に掲載します。入選作品は、

市ホームページにも掲載します。

※くわしくは、募集要項をご覧ください。募集要項・応募票は、市ホームペー

ジ、文化スポーツ課、各公民館に有ります。

備前市文学賞実行委員会事務局

　（文化スポーツ課内 ☎64︲1837 〒705︲8602 備前市東片上126）

一般の部 小・中学生の部

随　筆 1編（原稿用紙５枚以内）

現代詩 ２編以内

短　歌 ３首1組 ３首以内

俳　句 ３句1組 ３句以内

川　柳 ３句1組 ３句以内

町内会長･区長等永年勤続表彰および
ボランティア活動感謝状贈呈

　６月27日㈫、市民センターで平成29年度町内会長・区長等永年勤続表彰式お

よびボランティア活動感謝状贈呈式が行われました。

　町内会長・区長等永年勤続表彰は、町内会長・区長として多年にわたり地域

活動の推進ならびに地方自治の発展に尽くした功績をたたえるもので、ボラン

ティア活動感謝状贈呈式では、福祉活動などのボランティアで他の模範となっ

た個人および団体に感謝状が贈呈されました。

【市長表彰】宇治橋昭彦さん（片上）、小野俊治さん（東鶴山）、有吉和章さん

（日生町日生）

【市長感謝状】石原茂孝さん（片上）、神田照正さん（片上）、松本卓男さん（片

上）、清水義光さん（東鶴山）、富山勝重さん（吉永町南方）

【ボランティア活動感謝状】大西敏子さん（片上）、金重侃さん（片上）、大橋

敏彦さん（片上）、梅延正武さん（伊里）、瀧本和昭さん（伊里）、

西﨑綋さん（三石）、篠胡紫さん（倉敷市）、一本松東2号線花

壇ボランティア（団体・伊里）、ルンるんクラブ（団体・伊里）
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　休みの時間を有効に活用

　学校のない土曜日や夏休みなど。こうした休みの時間を有効に使い、子どもたち
が学びを広げ、深められるよう、教育委員会では「備前まなび塾＋（プラス）」を行っ
ています。その運営に多くの市民の人がかかわっています。

■備前まなび塾+（プラス）土曜・長期休業講座

　土曜日や長期休業中、市内の10公民館で自主学習に
取り組んでいます。対象は自分の力で会場まで通塾
できることを考え、小学３年生から中学生を対象と
しています。昨年度は300人以上の子どもが塾生登
録しました。

　また、多くの市民の人がボランティア・支援者と
して子どもたちの学習を支援しています。「よく頑
張ったね！」など、支援の人の励ましの言葉で子ど
もたちが嬉しそうに次の問題に取り組む光景が各教
室に広がっています。

■備前まなび塾+（プラス）体験活動講座

　実体験が充実している子どもは、学力も高い傾向にあると
研究などで明らかにされています。

　「体験活動講座」は、多様な体験機会を提供するために開
設しました。本年度は内容や開催時間・対象の違う７教室
を開催します。

　　　　　　　　
平成29年度 体験講座 概要

　８月13日㈰には市内の中高生と大人が互いの人
生観・職業観を語り、備前の将来を考える事業「備
前市中高生だっぴ」も企画しています。
　ぜひ、ご参加ください。

生涯学習課（☎64-1841）

　地域が学校の運営を支援

　学校が求める支援を地域の人が組織的にサポートする、それが学校支援地域本部
事業です。備前市では県内でいち早く平成19年に備前中学校が事業を導入し、現在、
小中あわせて10校がこの事業を活用しています。
　支援内容は多岐にわたり、また、地域から支援を受けるだけでなく、学校が地域
行事などへ参画する動きも年々増えてきています。

　

　このように学校支援地域本部は、「支援」から学校と地域が双方向で「協働」す
る活動に変化を始めています。そして子どもと大人が一緒に活動することで、地域
に活力を生む原動力としても機能を始めて
います。

　学びを通じたまちづくり　学びを通じたひとづくり

　地域の人と関わり、地域を知る子ども
たちは地域への愛着を持つでしょう。備
前市としては、子どもたちが次代の備前
市を担う人材となるため、今後も取組を
工夫しながら充実に努めたいと考えてい
ます。
　また、「備前まなび塾+（プラス）」や

「学校支援地域本部」は、一方で支援者
である地域の人に、支援を通じて子ども
や地域、地域の人々を知るなどの多くの
学びをもたらします。研修などでさらに
学びを深める人も少なくありません。
　こうした学びの成果は、子どもの住み
やすいまちづくりへの意識となり、まち
づくりに活かされようとしています。

　子どもたちは生活の中で様々なことを経験し学んでいます。学校や家庭以外で過ごす時間をいかに豊かなものにしていくかは、子どもたち

の育ちにとっては重要な課題といえます。このため、教育委員会では、地域全体で子どもたちの豊かな学びの環境を整える取組を進めています。

タブレット端末を使い、調べ

学習や問題の印刷などもでき

ます。

地域の人々に読み聞かせの支援を受けた中学

生が、小学校で読み聞かせを行うといった支

援の循環も生まれています。

支援者研修会（子ども理解について）

保育の授業のため、地域の赤ちゃんが中学校へ

行く「赤ちゃん登校日」も学校支援として始ま

りました。

赤ちゃんのお母さん同士の情報交換・ネットワー

ク化にも効果を上げています。

放課後の学習支援　 児童と共に花の植え付け

教 　 室 　 名 学 習 の 種 類

１day English Tour!!
（ワンデイ イングリッシュ・ツアー）

異文化・地域学習

イングリッシュ ･キャンプ 英語体験

ほうかご「探Q」教室 研究手法の学習

プリまなび塾（就学前児対象教室） 科学・数学体験

食育体験教室
～「食」生産から販売まで～

食育体験

こどもサマーレストラン 起業模擬体験

森っこクラブ 野外・自然体験

※詳細は生涯学習課ホームページをご覧ください。

教育のまちをめざして
地域の力で子どもたちの豊かな育ちを

～ 連載 ～

お 知 ら せ
　備前市では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。

第５回
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　　　が考える「教育のまち」

備前市教育協力隊

藤村　 元さん 守谷　克文さん 石井　美穂さん

　私たち教育協力隊は現在３人で、それぞれの得意分野を活かしなが
ら活動しています。昨年、NPO法人ｆ.saloonを立ち上げ、今年度は
市からの委託を受け、まなび塾プラス体験活動講座の教室のいくつか
を運営することになりました。
　私たち協力隊の魅力は「姿勢」だと思います。一つ目は子どもに対す
る姿勢。私たちは教育協力隊であり、学校の先生ではありません。地域
のボランティアの人とも違います。そんな私たちに何ができるのだろう
と、今までの活動の中で模索してきたように思います。それは同時に教
育について、また子どもについて深く考えることでもありました。
　私たちは、子どもたちに対して「早くできるようになりなさい」と
か「もっと上手くやりなさい」といった感覚は薄いと思います。それ
は、子どもに早く成長することを押し付けない姿勢で、協力隊という
立場だからこそ、ある意味楽観的に子どもたちを見守ることができる
のではないかと思っています。
　もう一つは、自分たちが楽しむ姿勢。自分たちが面白そう、やって
みたいということに子どもたちを巻き込んでいるように思います。楽
しませる教育というのもありますが、大人が楽しんでいる教育という
のも面白いのではないかと思います。
　まなび塾＋（プラス）は、子どもたちが自主的に勉強をする場です
が、体験活動講座は、枠を超えた新しい体験が提供できるよう考えて
います。英語、食育、起業、科学などを通して学校ではできないこと、
かつ学校の勉強に繋がること、そうしたプログラムを用意しています。
　何でも早く、かつ完璧さを求められるのが現代社会ですが、せめて
子どもたちには短く貴重な子どもが子どもでいられる時間を大切に過
ごしてもらいたいと願っています。子どもの成長を待ち、見守ること

は忍耐が必要ですが、彼らを信じたいと思います。そんな大人がたく

さんいて、楽しそう

にしているまちは、

子どもたちが安心し

て、のびのびと育っ

てくれるのではない

かと思います。それ
が 私 た ち の 考 え る

「教育のまち」です。

私

９年間で育てる論語のこころ　～地域の先生と論語集会～
 
　「今なんじは画（かぎ）れり！」―伊里学園の朝は、朝の会での
論語暗誦から始まります。
　毎月の論語集会では、閑谷学校の青少年教育センターに勤めていた
地域の人が先生を務めます。的野先生が小学校、立花先生が中学校を
担当し、事前に論語を選び、教え方を相談してから子どもたちに指導
します。立花先生は、「中学校では今月の論語に加え、論語集会で長
めの章全体を読み、意味を味わってもらうようにしています」と、小
学校での学びをさらに高めるようプリントを手作りして教えていま
す。中学校３年生の生徒は、「いろいろな意味があって、なるほどな
と思います」と話していました。
　学校の先生だけではなく、地域の人も小・中学校の学びのつなが
りを意識しているこの取組で、伊里の子どもたちは９年間で着実に
論語のこころを身に着けていきます。

小中一貫教育

 　 　伊部小学校

   　磯本　宏幸 校長

校長室へ
ようこそ

家庭教育のススメ

　　  家族でいっぱい話そう

　私は保護者に夕食は家族みんなで摂ることを勧めていま
す。テレビは消して、喋りながらの夕食です。子どもが学校
や友達のことなどたくさん話す場にするのです。お父さんや
お母さんが会社のことや難しい政治の話、自分の子どものこ
ろの話を聞かせるのもよいと思います。
　それは、言葉で説明して相手を納得させる力、他人の言うことを理解する力を養う
のによい練習の場になると思います。また、自分の思いが相手に正しく伝わっている
かや、相手の機嫌や置かれた状況を推察する能力も育ちます。
　微妙な感情や複雑な事柄のやり取りは、大人社会では避けて通れません。算数や国
語などの勉強にも負けず、こうした力が生きる力になるのです。それは、友達同士で
単語をやり取りするだけの会話や単語・略語を飛び交わすSNSでは到底育たず、家族
でじっくり育て上げなければなりません。核家族の上に、夫婦共働き、メディア、個
室・個食文化の普及など家族がバラバラになりがちな昨今、家庭教育で最も大事な点
　  だと思うのです。

教育委員

駒 澤　  勝 氏
　（こまざわ小児科医院）

　「伊部の子どもたちは人懐っこくて素直。
早く登校した子どもが自主的に校門に立って
あいさつ運動をしています。縦割り班活動で
遊びや掃除、運動会の応援合戦などをして、
６年生のリーダーシップを育てています。応
援合戦では最初はうまくいきませんが、６年生が自分たちで相談して、どう伝えたらいい
かを学びます。子どもが自分で考えてできるようになるまで待つことが大事です」
　備前焼のまちの小学校として、学年ごとに陶芸教室を開き、夏休みには先生たちが交替
で窯炊きをして子どもたちの作品を焼き上げます。「地域の方が運動会の準備や種まき、
苗植えの指導など本当に良くしてくださっています。感謝をお伝えする機会としてボラン
ティアさんを紹介する会やお礼の会を開いています」
　２年間の教育委員会勤務を終え、この春学校に帰ってきました。「教育委員会では小中
一貫教育の計画やALT（外国語指導助手）の全校配置に取り組みました。今、子どもたち
が物怖じせずALTに話しかけているのを見て、やってよかったと思います。学校はいいで
すよ！子どもや保護者の方から直接反響があるので、とにかく満足感があります」と久し
ぶりの学校を楽しんでいます。
　野球観戦が趣味。でも「阪神タイガースは趣味じゃない！人生です（笑）」というほど
の阪神ファン。読書家で、毎週末本屋に通っています。いつも広い視野で学校のことをな
んでも解決している校長先生です。

～子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人～

「気軽に話しかけてくれる」「忙しいのに授業を見に来てくれて、掃除をいっしょにしてく

れる」「厳しくて優しい。めりはりがある」

期待できる効果

①地域のよさを生かした特色ある学
校づくり

　学校は、保護者や地域住民の意見
を幅広く聴取でき、多面的な視野
から学校運営を見直し、より特色
ある教育活動を行うことができま
す。

②地域に信頼される学校づくり
　学校評議員に学校運営の状況など

を説明することで、教育課題に関
して保護者や地域住民との共通理
解が図られ、より一層地域に開か
れた学校づくりが推進されます。

学校評議員とは

備前市では、すべての幼稚園・認定こども園、
小・中学校、片上高等学校で実施しています。

（市全体で98名（平成29年度））

備前市教育協力隊

教えて

と思います。それ

中学校

小学校

教育のしくみ
～学校評議員制度～ 



6

平成29年８月1日から

 年金を受け取るために必要な
　 資格期間が
　　25年から10年に短縮されます

　これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国

民年金の保険料免除期間を合算した受給資格期間が原則として25年以

上必要でした。平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あ

れば老齢年金を受け取ることができるようになります。

「受給資格期間」とは？

◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

◎サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金保険や共済組合など

の加入期間）

◎年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間

　（「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間）

　新たに年金を受け取れるようになる、受給資格期間が10年以上25年

未満の人には、日本年金機構より黄色の封筒（A4サイズ）を送付し

ています。封筒が届いた人は、ねんきんダイヤル（☎0570︲05︲1165）

に予約の上、年金事務所で手続きをしてください（すべての加入期間

が国民年金第1号被保険者の人は、市役所で手続きをしてください）。

岡山東年金事務所（☎086-270-7929）

　市民窓口課（☎64-1818）

　 管理課（☎72-1102）

　 管理課（☎84-2511）

備前市職員募集   
   

 ≲平成30年4月1日採用≳

【一般採用】

職　種 採用予定人員 受験資格
事務職（高卒対象）

若干名
学校教育法による高等学校卒業見込み
(平成30年３月)の人土木職（高卒対象）

保健師 1人程度
昭和60年4月２日以降に生まれた人で、
保健師の資格を有する人または平成30
年３月31日までに取得見込みの人

【移住定住者（UIJターン）枠採用】

職　種 採用予定人員 受験資格

事務職 若干名

①昭和47年4月２日以降に生まれた人
②学校教育法による高等学校卒業程度
以上の学力を有する人

③備前市への移住および定住を希望さ
れる人で、かつ、現在市外に居住し、
民間企業または官庁での職務経験が
５年以上の人

④採用後に備前市に居住する人
※上記①から④まで全ての要件を有す
る人

【保育士・幼稚園教諭・保育教諭（経験者枠）採用】

職　種 採用予定人員 受験資格

保育士・
幼稚園教諭・
保育教諭

若干名

昭和42年4月２日以降から昭和62年4
月1日までに生まれた人で、保育士資
格および幼稚園教諭普通免許の両方を
有し、保育園、幼稚園または認定こど
も園に保育士、幼稚園教諭または保育教
諭としての職務経験が５年以上ある人

採用情報

◆第1次試験　平成29年９月17日㈰　※経験者枠は教養・専門試験免除

◆第2次試験　10月中旬頃（第1次試験合格者対象）

◆試 験 会 場  備前市役所

◆受 験 案 内  市総務課職員係で配布もしくは郵送請求または市のホーム

ページからもダウンロードできます。

◆申 込 方 法  平成29年8月1日㈫～8月23日㈬に、必要書類を総務課へ提

出してください。（郵送可、8月23日㈬必着）

【受付時間】8：30～17：15（土・日曜日・祝日を除く）

【郵送先】〒705-8602 備前市東片上126　備前市役所総務課

総務課職員係（☎64-1808）

第52回交通安全子供自転車岡山県大会　片上小学校が２年連続優勝
　６月17日㈯、岡山ドームで行われた「第52回交通安全子供自転車岡山県大会」

に片上小学校の児童が出場し、県内22警察署管内22チーム（各4人一組）が競う

団体の部で、片上小学校が見事二連覇を果たしました。

　大会は、児童らが、交通規則や自転車の安全な乗り方を問う学科と、手信号の

合図や踏切・信号のわたり方など自転車に乗っての実技で競われました。

　また、個人の部でも、片上小学校の久永愛梨さん（６年生）が準優勝、山本華

愛さん（６年生）、松本優輝さん（６年生）、明石茅那さん（６年生）がそれぞれ

優秀賞を獲得しました。

いつでも！近くで！カンタンに！ 

コンビニで住民票などが
取得できるようになりました!!

マイナンバーカードをまだお持ちでない人は､
　ぜひ､ この機会に申請してください!!
 

　今年の３月1日から、マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して全国

のコンビニエンスストアで住民票の写しなど証明書が取得できるようになりました。

　市役所が開庁していない土・日曜日や祝日、夜間などにでも利用できて便利です。

◆取得できる証明書　※いずれも現在のもの

※コンビニでは取得できない証明書があります。

※条例により、手数料が免除される人は、コンビニ交付では手数料を免除できな

いため、ご相談ください。

◆利用に必要なもの

　マイナンバーカード、4ケタの暗証番号（利用者証明用電子証明書）

※住民基本台帳カード、マイナンバー通知カード（紙のカード）、印鑑登録証は、

コンビニ交付では利用できません。

※マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」の登載を希望されなかった

人は、コンビニ交付は利用できません。

◆利用時間　

　６：30～23：00（12月29日～1月３日およびシステムメンテナンス時を除く）

◆利用できるコンビニ　セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークル

Ｋサンクス　※マルチコピー機が設置されている全国の店舗で利用可能。

マイナンバーカードの申請および住民票の写し、

　印鑑登録証明書の発行に関すること　市民窓口課窓口サービス係（☎64-1818）

　所得・課税証明書の発行に関すること　税務課税務総務係（☎64-1815）

証明書の種類 交付手数料

住民票の写し（本人、世帯全員分）

1通　300円印鑑登録証明書（本人分のみ）

所得・課税証明書（本人分のみ）

議会報告会の開催

　市議会の活動状況報告や、市政や議会について議員と市民の皆さんとの意見交

換を行う議会報告会を開催します。くわしくは議会だより（裏表紙）をご覧くだ

さい。皆さんのご参加をお待ちしています。

※開催は、いずれも19：00～20：30　　　　　　　　　 議会事務局（☎64-1803）

開　催　日 会　　場
8月23日㈬ 吉永地域公民館
8月24日㈭ リフレセンターびぜん
8月25日㈮ 日生防災センター
8月26日㈯ 市民センター

取得できるようになりました!!
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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３月生 ２日㈬　13：00～13：30
備前保健センター

★印は

２歳 6 か月児歯科健診 ★ 平成27年２月生 ₁₀日㈭　13：00～13：15

３歳６か月児健診 ★ 平成26年２月生 ₂₃日㈬　13：00～13：30

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

吉永育児相談 乳幼児 ４日㈮　9:30～11:30 総合保健施設

8月

第 ₁₅ 回

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〗

情
報
情
報

健康健康
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国民健康保険 および 後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

８月から新しい保険証になります
　

　新しい保険証（国民健康保険は橙色、後期高齢者医療制度は緑色）を、７月下旬に被保険者の世帯また

は個人あてに送付しています。７月末までに保険証が届いていない場合はご連絡ください。

※国民健康保険税を滞納している世帯には、窓口での更新の案内を送付しています。

★今回の保険証の有効期限は平成30年７月31日となっています。 

★古い保険証は平成29年７月末で有効期限が切れています。無効となった保険証を使用しないよう個人で責

任を持って処分するか、保健課保険医療係、各総合支所、各出張所まで返却（郵送可）してください。

【国民健康保険被保険者の皆さんへ】

◆新しい職場の健康保険に加入したら、原則14日以内に国民健康保険を脱退する届出が必要です（被扶養

者変更の場合も同じ）。手続きをしないと国民健康保険に加入したままとなり、引き続き国民健康保険

税が課税されます。「印鑑」、「新しい職場の保険証」、「国民健康保険の保険証」を持参して手続きをし

てください。なお、届出の際は 世帯の保険加入状況を確認してください。 

◎一部負担金の減免または徴収猶予

　医療機関の窓口で支払う医療費（一部負担金）が、災害や失業などの特別な理由により支払いが困難な

場合や生活困難と認められる場合、一部負担金が減免または徴収猶予される場合があります。くわしく

はご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保健課保険医療係（☎64-1819）

保健課

健康診断や人間ドックを受けて　Ｂポイント！！

　皆さんは健康診断や人間ドックを受けていますか？生活習慣病の予防と早期発見のために、ぜひ健康診
断や人間ドックを受けましょう！
　今月は気になる10ポイント事業の特集です。

【Ｂポイントのポイント】～Ｂポイントの貯め方　10ポイント～
　下の表の健康診断や人間ドックはＢポイントの対象となります。
　賞品交換時にポイントを付与しますので、必要書類を大切に保管してください。

◆最新情報はＢポイント制度のホームページをご覧ください。
　http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/hokenhukushi/hoken/Bpoint.html　　　　

保健課（☎64-1819、64-1820）

【教育協力隊　石
いし

井
い

　美
み

穂
ほ

】

　倉敷市から備前市へ

移住してきて、新しい

環境、慣れない仕事の

中で、あっという間に

1年が過ぎたように感

じます。現在は、まな

び塾＋（プラス）体験

活動講座で「プリまな

び塾」「起業模擬体験教室」などを担当してい

ます。また、地域子育て支援拠点で活動させて

もらうことも多いです。

　普通の社会人として仕事をしていた私が、地

域おこし協力隊として一人で頑張っていくん

だ、と活動当初は考えていましたが、今は「一

人でできることはないんだな」と強く感じてい

ます。こんなに地域の方々とつながりのある仕

事は他にないし、本当に貴重な経験をさせて頂

いていると思います。その分、これからの活動

でできる限りお返しができるように頑張りたい

と思います。

　まだまだ力不足な私に不安を感じられること

もあるかも知れませんが、活動に関心を持っ

て頂けるだけでも本当に力になります。これから

もっと教育協力隊のことを知って頂けるよう尽力

していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

【作り方】

①米は炊く30分前に洗ってザルにあげて水気

を切っておく。

②とうもろこしは長さを半分に切る。切り口

をまな板にあてて包丁で削ぐようにして、

とうもろこしの実をはずし、ほぐす。

③枝豆は塩で軽くもみ、熱湯でゆでてザルに

上げ冷ましてから、豆をさやからとり出す。

④炊飯器に米、とうもろこし、Ａ、だし昆布

を加えて炊く。

⑤炊きあがったら、枝豆を加えてまぜる。

　これからの季節、特に熱中症に注意が必要です！気温が高い日だけでな
く、前日に比べて急に気温が上がった日や湿度が高い日も要注意です。

＜対策のポイント＞

⃝水分補給　喉が渇く前から意識的に水分を摂りましょう。
⃝室内の環境　室温は28℃程度、湿度60％以下になるようにしましょう。
⃝服装　外出時には帽子や日傘で直射日光を避けましょう。

保健課（☎₆₄︲1820）

熱中症予防！

事業名 ポイント付与基準 必要書類

①国保特定健診・

後期高齢者健診

②職場などで実施

した健康診断

（国保特定健診

に準ずる健診）

年齢制限はありません。

身体診察・尿検査・血液検査の全てを受

けていることが必要です。

（ただし、保険診療が適用される治療の

一環として受けた診療結果は対象外で

す。）

検査項目の確認のため、賞品交換時に健

診結果をご持参ください。

領収書に特定健診・節目健診の記載があ

れば領収書でも構いません。

③国保人間ドック

④職場などで実施

した人間ドック

国保または職場などの人間ドックを受け

ていることが必要です。

※オプションでがん検診（肺がん、大腸

がんを除く）を受けている場合は、別に

５ポイントが付与されます。

賞品交換時に健診結果をご持参ください。

領収書に人間ドックの記載があれば領収

書でも構いません。

※がん検診を受けている場合は、検診結

果が必要です。

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

とうもろこし、枝豆ごはん
〈エネルギー　229Kcal、塩分0．5ｇ〉

～ 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）

Bポイント
各3ポイント

【材料】６人分
米 2合、
とうもろこし大1/2本、
枝豆（さやつき）150ｇ
　　水 2カップ
A　 塩 小さじ1/2
　　酒 大さじ1
だし昆布 ５㎝角1枚

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）

8月９日㈬　14：00～15：00

備前病院附属棟２階

「第２回いきいきボール体操」

備前病院作業療法士

30人（初参加者を優先）

200円

備前病院（☎64-3385）

国民健康保険　カラダ若返り講座

～カラダの元気を目覚めさせよう！～

　年々健康状態や体力は変化しますが、

個人差があります。カラダの元気を目覚

めさせ、病気の予防や改善に取り組みま

しょう。

①９月14日㈭、②９月28日㈭

　③10月19日㈭、④11月16日㈭

　⑤12月14日㈭、５回コース

　各回10：00～11：30（受付９：45～）

総合保健施設（吉永）

40歳以上70歳未満の備前市民

　（なるべく全回参加できる人）

25人（先着順）

スポーツプログラマー　古川美保さん

8月31日㈭までに、

　保健課保険医療係（☎64-1819）へ

市民後見人養成研修
　受講生募集（受講無料）

～社会貢献に意欲と熱意のある人～

　認知症、知的障がい、精神障がいなど

により判断能力が十分でない人の生活を

身近な立場で支援し後見活動を行ってい

く「市民後見人」になってみませんか。

70歳未満の市内在住の人で、高

齢者・障がい者などの福祉に理解と熱

意のある人

３人程度

10月～12月の全8日間

岡山市内（予定）

履歴書に必要事項を記入の上、

地域包括支援センターまで持参または

郵送

※小論文を後日提出していただきます。

8月17日㈭

書類審査および個人面接

地域包括支援センター
　（☎64-1844 〒705-8602 東片上126）

介護者の会

「認知症の症状について基礎から学ぼう」

　認知症の症状、認知症の人に接すると

きの心構えと介護者の気持ちの理解につ

いてなど、認知症の基礎について地域包

括支援センター職員より講話を企画して

います。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。

8月16日㈭　10：00～11：30

日生地域公民館

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）

介護者交流会（参加無料）

　65歳以上の７人に1人が「認知症」と

いわれる今、認知症の人と接する機会は

増えていくことが予想されます。家族や

知り合いが認知症になり、これまででき

ていたことができなくなったりすると、

接し方について不安になり混乱すること

は誰にでもあることです。しかし、認知

症の人と接するときにちょっとした工夫

をすることで認知症の症状を穏やかにす

ることができます。

　ともに笑顔で過ごすために、認知症の人

への接し方のヒントを一緒に学びませんか。

　お気軽にご参加ください。

９月５日㈫　13：30～15：00

　　　　　　　（受付13：00～）

総合保健施設（吉永）２階会議室

・講演　「ちょっとした工夫でともに　

　　  笑顔に ～認知症の 方への接し方」

・講師　秋山千広　看護副部長

　　　　（公益財団法人慈圭会　慈圭病院）

・座談会

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

8月29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）
　へ電話でお申し込みください。

身体障害者巡回更生相談

8月25日㈮

　受付10：30～11：30　審査11：00～

保健センター1階（市役所横）

肢体不自由

岡山労災病院医師（整形）

補装具・更生医療など

障害者手帳・印鑑・保険証・個人番号

の分かるもの・使用中の補装具

事前予約が必要なため8月18日㈮ま

でに、電話またはFAXで

　社会福祉課障がい者福祉係
　（☎64-1824　FAX64-1847）へ
※相談内容についてもお知らせください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の現況届の提出

　現在、児童扶養手当、特別児童扶養手

当の受給資格のある人は現況届、所得状

況届が必要です。8月上旬に書類を送付

しますので、子育て支援課へ提出してく

ださい。

【児童扶養手当】

8月1日㈫～21日㈪

　父または母と生計を同じくしていない

子ども（平成30年３月31日までに満18歳

以下の子、または心身に障がいのある20

歳未満の子）を養育している人に支給さ

れます。

【特別児童扶養手当】

8月14日㈪～31日㈭

　20歳未満で精神・知的または身体に障

がいのある児童を家庭で監護している父

母などに支給されます。

※児童扶養手当の現況届の提出は必ず受

給者本人が行ってください。代理人や

郵送による提出は認められません。

くわしくは、お問い合わせください。

子育て支援課（☎64-1853）

テニススクール
　　参加者募集！！

　テニスを楽しみたいと思っている初心

者から経験者まで、プロコーチによる

レッスンを受けられるチャンスです。さあ、

みんなでさわやかな汗を流しましょう！

９月２日㈯  ９：00～14：00※雨天中止

日生運動公園テニスコート

小学生以上　　 50人（先着順）

小・中学生500円、高校生以上1000円

　（当日徴収）

所定の申込用紙（市ホームページか

らダウンロード可）に必要事項を記入

の上、8月18日㈮までに文化スポーツ
課（☎63-3813　FAX64-2112）、または

総合運動公園・日生運動公園・吉永
Ｂ&Ｇ海洋センターの各体育館（休館

日を除く）へ 

企画展「ドコニ生エルカ？
備前ノ植物（ボタニカ）」（入館無料）

　備前市内には約1600種類もの植物が生

息しています。今回は植物標本やそれに

関連する館蔵品を紹介します。

７月25日㈫～９月10日㈰９：00～16：30

歴史民俗資料館

月曜日、祝日の翌日（8月12日）

歴史民俗資料館（☎64‒4428）

企画展
「柴田錬三郎生誕100年記念–
シバレンの愛した故郷・鶴海」

（入館無料）

　今年、生誕100年を迎えた、直木賞作

家シバレンこと柴田錬三郎。彼を育み、

初期の作品にも度々登場する故郷、鶴海

の風景は、彼の心を生涯捉えて離しませ

んでした。

　今回の企画展では、シバレン自身にス

ポットをあて、彼の故郷に対する思いを

遺品や写真などで紹介します。

8月９日㈬～９月11日㈪　

　９：00～16：30

加子浦歴史文化館

火曜日、祝日の翌日（8月12日）

加子浦歴史文化館（☎72‒9026）

備前緑陽高等学校茶華道部
「茶室のしつらい」体験

（参加無料・申込不要）

　昨年度まで発掘調査を行っていた医王

山東麓窯跡群の調査成果を出土品や写真

パネルで紹介する企画展が埋蔵文化財管

理センターで開催中です。これに合わせ

て、備前緑陽高等学校茶華道部が茶席体

験コーナーを設けたり、実際の茶室に出

土品を展示して、茶の「しつらい」を再

現します。

8月19日㈯・20日㈰　10：30～14：00

埋蔵文化財管理センター２階茶室

各日50人（先着順）

埋蔵文化財管理センター（☎92-4300)

Bポイント
各 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

Bポイント
3ポイント

 ▲友光勝子さん（大内） ▲友光勝子さん（大内）

 ▲小橋秀子さん（香登本） ▲小橋秀子さん（香登本）
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いんべ会館　受講生募集

8月1日㈫から

　いんべ会館（☎64‒0890）へ

第３回ライフサポート講座

　スマホ・ケータイ安全教室

　～携帯電話をより安全に、

　　また楽しく　便利に活用しよう～

９月1日㈮　13：30～15：00

NTTドコモ安全教室事務局

15人（先着順）　　　　 無料

※スマホ・ケータイなど持っていな

くても受講できます。

第４回ふれあいサロン講座　

手作り木工に挑戦（全2回）

　『郵便ポストを作りましょう！』

8月30日㈬、９月６日㈬

　各回13：00～15：00

市内ボランティア講師

のこぎり、かなづち　

1︐000円（材料代など）

10人（先着順）

※作業ができる服装でお越しください。

韓国語講座受講生募集！

　韓国語の基本的な挨拶や日常会話を学

んでみませんか。

　ハングル文字の読み書き、韓国の文化

も知ることができます。

8月29日㈫から毎週火曜日（全５回）

　各回14：00～15：30

いんべ会館

市内在住または在勤・在学の人

8人 ※定員を超えた場合、抽選とな

ります。

500円

実費（1000円程度）

8月15日㈫までに、国際交流協会事

務局（市民協働課内☎64-1806 FAX64-

3845 〒705-8602 東片上126）へ。

自衛官募集

　防衛省では、平成29年度各種自衛官等

を募集します。入隊および入校は、平成

30年３月下旬から4月上旬の予定です。

【自衛官候補生】

18歳以上27歳未満

（男子）随時受付

　　　　 （女子）９月8日㈮まで

９月上旬（一般）、９月下旬

【一般曹候補生】

18歳以上27歳未満

９月8日㈮まで

　

（1次）９月16日㈯～18日㈪

（２次）10月５日㈭～11日㈬

【航空学生】

21歳未満高校卒（見込み含む）

９月8日㈮まで

　

（1次）９月18日㈪

（２次）10月17日㈫～22日㈰

（３次）11月18日㈯～12月21日㈭

【防衛大学校学生】

〔推薦〕21歳未満高校卒（見込み含む）、

学校長推薦の者

〔総合選抜・一般（前期）〕

　21歳未満高校卒

〔推薦〕９月５日㈫～７日㈭

〔総合選抜〕９月５日㈫～７日㈭

〔一般（前期）〕９月５日㈫～29日㈮

〔推薦〕９月23日㈯、24日㈰

〔総合選抜〕

（1次）９月23日㈯

（２次）10月28日㈯、29日㈰

〔一般（前期） 〕

（1次）11月4日㈯、５日㈰

（２次）12月５日㈫～９日㈯

【防衛医科大医学科学生】

21歳未満高校卒（見込み含む）

９月５日㈫～29日㈮

（1次）10月28日㈯、29日㈰

　　　 （２次）12月13日㈬～15日㈮

【防衛医科大看護学科学生】

21歳未満高校卒（見込み含む）

９月５日㈫～29日㈮

（1次）10月14日㈯

　　　 （２次）11月25日㈯、26日㈰

自衛隊岡山募集案内所
　（☎086-224-2824）

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

　点字ってなあに＆
あんど

体操で健康になりま

しょう！（点字講習会・健康体操）

９月1日㈮　10：00～12：00

ウィズびぜん

無料　　 20人（先着順）

ウィズびぜん登録団体：トゥッティ、

備前市視覚障害者協会

※運動のできる服装でお越しください。

8月25日㈮までに

　　市民協働課（☎64‒1823）へ

他県のご親族も、和気閑谷高校へ
入学できます

～身元引受人を募集します～

　県立和気閑谷高校では、来年の入試か

ら全国募集を実施します。

　例えば、備前市在住の人が身元引受人

となれば、他県に住んでいる人も、和気

閑谷高校を受検できるようになります。

くわしくは、お問い合わせください。

◆全国募集の概略

▪募集人員　普通科4人、キャリア探求

科２人の計６人

▪出願資格・条件　次のいずれにも該当

すること

・志願者および保護者が県外に居住して

いること

・当該科に対して高い目的意識を持つこと

・県内に保護者に代わる身元引受人が居

住していること

◆県立和気閑谷高校の概要

▪所在地：和気郡和気町尺所15番地（Ｊ

Ｒ山陽本線和気駅から徒歩６分）

▪国内で現存する最古の庶民教育の殿堂

と言われた「閑谷学校」（備前市閑谷）

を源流とし、論語を活用した道徳教

育、地域課題に取り組む探究学習（総

合的な学習の時間「閑谷學」）、中国・

韓国・台湾の姉妹校との交流、ボラン

ティア活動や地域貢献活動の充実な

ど、閑谷学校の学びの精神を受け継い

だ特色ある教育活動を行っています。

県立和気閑谷高校教務課
　（☎0869-93-1188）

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です

　択捉島（えとろふとう）、国後島（く

なしりとう）、色丹島（しこたんとう）

および歯舞群島（はぼまいぐんとう）の

北方四島は我が国固有の領土です。

　1855年「日魯通好条約」が結ばれ、択

捉島以南を日本の領土と決めましたが、

1945年にソ連に不法占拠され、ソ連が崩

壊してロシアとなった現在もその状態が

続いています。

　北方四島の一日も早い返還のために

は、私たちみんながこの問題への理解と

関心を深め、世論を結集させることが重

要です。

　北方領土の早期返還実現に向けて、皆

さんのご理解とご協力をお願いします。

　　　～四島（しま）の未来　

　　　　　　心かよわせ　返還へ～

岡山県北方領土返還要求運動県民会議
（事務局：岡山県総合政策局公聴広報
課内☎086-226-7158）

平成29年 就業構造基本調査

　総務省統計局では、10月1日現在で就

業構造基本調査を実施します。

　この調査は、日本の就業・不就業の実

態を明らかにすることを目的としてお

り、国が行う調査の中でも特に重要なも

のとされる「基幹統計調査」です。

　９月下旬から、調査員が調査をお願いす

る世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理

解いただき、ご回答をお願いいたします。

企画課（☎64‒1871）

野焼きは禁止されています！

　野外焼却（いわゆる野焼き）は、法律

によって禁止されています。

　家庭などのゴミは焼かないで、指定さ

れた日に確実な分別でゴミ収集場所へ出

してください。ただし、宗教上の行事に

必要な焼却、たき火、田んぼの草などの

焼却は例外的に認められています。

例外として認められる場合であっても、

次のことを守ってください。!!

①煙の量や臭いが近所の迷惑にならない

少量（苦情が出ない量）にとどめる

②風向きや強さ、時間帯を考慮する

③植物はよく乾かして煙の発生を抑える

④ご近所にひと声かける

⑤1回の焼却時間を短時間にとどめる

　地域は自分だけの場所ではありませ

ん。譲り合って気持ちよく生活して行き

ましょう。　　　 環境課（☎64-1822）

草加病院創立50周年記念

～感謝の夕べ～（参加無料）

　プロのソプラノ歌手と一緒に歌い楽し

い時間を過ごしませんか！また、「がん」

についてのさまざまな質問もお受けしま

すので、どうぞお越しください。

8月23日㈬　16：00開場

市民センター

　

①演奏会 16：30～17：30

　「ソプラノ歌手と一緒に歌おう」

　  ソプラノ歌手　保科康子氏

②講演会 18：00～19：00

　「幸せながん患者になるために」

　  元国立がんセンターがん予防・

　  検診研究センター長　森山紀之氏

備前市、備前市教育委員会

（医）草加病院（☎64-3811担当：杉山）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　8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）

８月19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（コンパクトな２階建の建物組立）

◆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） ▲横山茂子さん（浦伊部）

 ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登） ▲清親幸子さん（香登）



◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 12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

22日㈫ 10：30～11：30

19日㈯ 10：30～11：30

10日㈭ 10：30～11：30

20日㈰ 10：30～11：30

8 日㈫ 10：30～11：30

24日㈭ 13：30～15：00

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）

８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（８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

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

８月

市内施設ご案内

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

と　　き と　こ　ろ

22日㈫

23日㈬

24日㈭

25日㈮

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

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

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

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

■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（９月分）

８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 ･祝日は11:30～19:00までとなります)

◆休園（館）日　７日㈪、12日㈯、14日㈪、21日㈪、28日㈪

※シーサイドプールびぜんのみ

　８月２日を除き、休まず開館します。

※総合運動公園多目的競技場は、９月下旬まで改修工

事のため使用できません。

４日㈮

18日㈮

25日㈮

英語でリトミック
※10日㈭までに要予約　先着15組
　資料代300円

作ってみよう

水遊びをしよう
※着替え、タオル、帽子、お茶など水
　遊びに必要な物を持参してください。

坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353
大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497
小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003
平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

草加病院　　　 西片上 ☎64-3811
下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335

浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302
吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

6日
㈰

11日
㈮

13日
㈰

20日
㈰

27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。

※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。

８月 休日当番医

■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（２期）、国民健康保険
税（２期）、後期高齢者医療保険料
（２期）、介護保険料（３期）の
納期限は、８月31日㈭です。

水道料金および下水道使用料の
納期限は、８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）

▼　と　き ▼　相談会場・電話

21日㈪　10：00～15：00
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

16日㈬　10：00～12：00

22日㈫　13：00～15：00

21日㈪　13：00～15：00

22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

   　　　　 ※（8/10は休み）

21日㈪　13：00～15：00

22日㈫　13：00～15：00

16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

21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

年金相談
９月14日㈭
　　10：00～15：00

市民センター４階第１会議室 １か月前から予約受付開始

■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

９月の相談（８月からの予約受付）

心配ごと相談

行政相談

子育てに関する相談

※ 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８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

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
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