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※８月31日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,669（＋５世帯）
　男　　16,929 人 (－23人)　
　女　　18,397 人 (－14人)　
総人口　35,326 人 (－９人)

◆８月中の異動状況
・出生17 人　・死亡 30 人
・転入60 人　・転出 70 人

人口の動き

平成29年

月号

1

日本遺産認定記念六古窯展
　（9：00~17：30　15日は16：30まで）

お楽しみ抽選会（9：00~18：00　15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　受付は15：30まで）

ろくろ実演　１日３回（11：00~、13：00~、15：00~）

備前焼体験₂₀₁₇（10：00~16：00（受付は15：30まで）

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 15日は16：30まで）

『野の花と器』展（9：30~17：00　15日は16：00まで）

第８回岡山県こども備前焼作品展（10：00~17：00）

ご当地グﾙメ「日生カキオｺ」出展販売
　（10：00~15：00　なくなり次第販売終了）

「スﾄライプイﾝタｰナショナﾙ」
　アイスとドリﾝｸ出展販売（10：00~15：00）

イﾝグリｯシュガｰデﾝ（9：00~16：30）

大甕をかついでみよう！体験（9：00~16：30）

備前焼の歴史を学ぼう（9：00~16：30）

　（特設会場を含む陶友会員の店舗にて

（　）内は前月比

備前市伊部地区
備前焼伝統産業会館
JR赤穂線伊部駅周辺

熊
くま

沢
ざわ

蕃
ばん

山
ざん

先生を偲ぶ会
　蕃山の正楽寺東

側 の 隣 接 地 に は、

日本遺産認定第1

号「近世日本の教育

遺産群-学ぶ心・礼

節の本源-」の構成

文 化 財「熊 沢 蕃 山

宅跡」があります。

　8月26日㈯、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、約80人が参加しました。

　今年は、立花尚氏の指導のもと、参加者全員で論語

を朗誦してから、神戸大学から浅井雅先生を迎えて

「熊澤蕃山と閑谷学校」と題した講演がありました。

10月14日㊏・15日日
9：00～17：30

10/14
㊏

10/15
日

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）

※下記イベﾝﾄは、　　　　　　　　　　　　　　　　で実施
開会式（9：00~）

第８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~）

※14日㈯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。

備前焼小町撮影会（10：00~12：00⎠

備前阿波おどり「かいの木連」⎝13：00~）

BIZEN BLUS BAND（備前焼作家による演奏）⎝11：30~）
地域安全推進大会・県警音楽隊演奏とパレｰド ⎝14：00~）

●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。

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

9：00～16：30

10/15
日

10/14
㊏

第35回第35回

共
通
行
事

10/13
㊎

　 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11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）

　金婚夫婦表彰や福祉功労者などの表彰式、福祉車両・介護用品の展示、高齢者の相談などを行いま
す。テント村では食品や雑貨を販売します。

 ブラインドサッカー体験　参加者募集中！ 

　環太平洋大学の健康科学科の学生と一緒に、目隠しをしたサッカーなどを体験して、障がい者には
スポーツの楽しさを、健常者には障がい者スポーツに対する理解を深めてもらうことを目的として行
います。参加希望の人は体育館用シューズを持参してください。
※視覚障がい者（ブラインド）サッカー体験会の事前参加予約を受け付けています。10月31日㈫まで

に電話で申し込んでください。（当日参加も可能です）　　　　　　　 社会福祉課（☎64‐1827)

⃝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13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、くわしくは広報びぜん11月号でお知らせ
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子育て支援課 （☎64‐1853）
※送迎バスは予約制です。10月6日㈮までに社会福祉課（☎64‐1827）へお問い合わせください。
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伊部小学校出発

備前焼ミュｰジアム前特設ステｰジ

伊部駅前通り

備前焼ミュｰジアム前特設ステｰジ

備前焼伝統産業会館３階

備前焼伝統産業会館前

備前焼伝統産業会館内

備前信用金庫前

リﾌレセﾝタｰびぜん

備前陶芸セﾝタｰ

埋蔵文化財管理セﾝタｰ

天津神社境内

伊部駅前通り

伊部地内　不老川等

Bポイント
5ポイント



　市では、行政評価の一環として市民の皆さんから市のこれまでの取組に対す

る評価をいただくとともに、これからのまちづくりに対する考えをお聞きし、

今後の市政運営の基礎資料とするため「市民意識調査」を行っています。

今回は、備前市にお住まいの満18歳以上75歳未満の人から無作為に2︐500人を

選び、郵送により調査を依頼しました。その結果、836人（回答率33．4％）の

皆さんから回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。

財政課行革推進係（☎64‐1872）

普段の生活の状況について、市民の皆さんにお答えをいただきました。 一昨年より良くなっています

一昨年より悪くなっています
生活環境について

市民から

みた！！

　全体の平均点は54．1点で、2年前より0．7点上昇しました。

　また、多かったのは60点台177人（21．2％）、50点台165人（19．7％）でした。

　過去の平均点は右のとおりです。

あなたにとって「備前市」は、100点満点で何点か採点していただきました。

各項目の重要度と満足度を５点満点で評価いただきました。重要度・満足度

備前市の総合点　5₄．1点

H2₉ H2₇ H25 H24

平均点 54.1点 53.4点 51.6点 52.7点

指　　　　標
市民の割合

結果
平成₂₇年度 平成₂₉年度

今の場所に住み続けたいと思っている人 60.7% 61.5%

安心して子どもを生み育てることができると感じている人 42.7% 38.9%

自発的な学習に取り組んだり、趣味の会やグループ活動に参加している人 34.0% 32.4%

市の図書館（日生・吉永分室を含む。）を月１回以上利用している人 8.5% 6.6%

週に1日以上スポーツ（運動）をしている人 37.2% 33.6%

地域や職場で男女が対等に活躍できていると感じている人 23.9% 23.9% –

配偶者からの暴力（DV）と思われる行為を受けたことがある人 6.1% 3.3%

旧閑谷学校のことを来訪者に説明できる人 62.7% 54.4%

この１年間に芸術・文化に接する機会があった人 46.5% 40.0%

この１年間で、何らかのボランティア活動を行ったことがある人 39.6% 37.6%

子どもや高齢者への声かけや見守りなど地域の防犯活動等に協力している人 80.4% 59.7%

災害等に備えて備蓄品を３日分用意している人 23.7% 23.2%

高齢者が安心して生活できると感じている人 20.7% 18.9%

自分の健康に気をつけている人 86.5% 82.9%

タバコを吸っている人 15.8% 13.6%

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれていると感じている人 49.2% 48.4%

市の窓口での対応に満足している人 47.5% 47.8%

「広報びぜん」を読んでいる人 84.0% 79.2%

市議会議員の活動内容を知っている人 25.2% 26.0%

「市議会だより」を読んでいる人 69.3% 73.0%
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備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市 ～平成29年度 ｢市民意識調査｣ 結果から～
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【左から、有本さん、太田さん】
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��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

ʙ 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
 ☆ターゲットバードゴルフ

��センターコート北側
 ☆太極拳

 ☆空手

 ☆アーチェリー

�� センターコート南側（親水護岸）
 ☆カヌー

 ㊟水に濡れても良い服装でご参

　　 加ください。

��南サブテニスコート
 ☆ソフトテニス　　☆テニス

ɢ多目的競技場
 ☆50ｍ走

 ☆ストラックアウト

 ☆ブラインドサッカー

 　・初心者サッカー

 ☆グラウンド・ゴルフ

ʙ

��

��

��

ɢ 🅲

��

※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

��
 ☆体力・運動能力テスト

 ☆ソフトバレーボール

ʙ 

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

と　き　10月９日㈪ 
　　　　　９:00～12:30
９：00 開会式  
９：30 ～12:30 各種体験コーナー

ところ：総合運動公園　（備前市久々井747）
         (温水プール、多目的広場除く)

テント村（出店ほか）オープン

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13回 備前市民スポーツフェスティバル第13回 備前市民スポーツフェスティバル第13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（９：00～）

☆ガラポン抽選会場

☆テント村（飲食店ほか9：30開店）

☆キッズコーナー

オープン

終了時間が12：30まで
に変わっているので

注意してね！

若い力 がんばってます!

　全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界

へ南東北総体2017」で、自転車競技トラック・

レース４㎞速度競走で岡山工業高校３年生の

細
ほそ

中
なか

翔
しょう

太
た

さん（日生町寒河）が優勝しました。

　細中さんは、「練習してきたチーム・パー

シュートで結果を出すことができなかったの

で、個人種目で何とかチームの分も取り返そ

うと思い、頑張ったことが優勝につながりま

した」と喜びを語りました。

　全国高等学校総合体育大会「はばたけ世

界へ　南東北総体2017」で、ボート競技男

子ダブルスカルで備前緑陽高校３年生の

有
あり

本
もと

勝
かつ

志
し

さんと太
おお

田
た

海
かい

也
や

さんが優勝しました。

　有本さんは、「きつい練習をして、プレッ

シャーもありましたが、遠征で自信をつけ

ることができ、インターハイで優勝するこ

とができました」、太田さんは、「インター

ハイ優勝は嬉しかったです。インターハイ

に向けて、日本一になる練習をして、絶対

に日本一になると決めていました」と喜び

を語りました。

　第52回全国高等学校定時制通信制陸上

競技大会で、備前市立片上高校４年生の

山
やま

田
だ

杏
きょう

香
か

さんが女子走り幅跳びで優勝しま

した。

　山田さんは、「1年生の時に優勝して先

生と一緒に表彰式に出ました。４年間担任

であった先生ともう一度一緒に表彰式に出

るんだという思いで大会に臨み、優勝する

ことができました」と喜びを語りました。

山本投手 プロ初勝利

　昨年のドラフト４位でオリックス・バファローズへ入団した備前市出

身の山
やま

本
もと

由
よし

伸
のぶ

投手がプロ初勝利を挙げました。

　山本投手は、ルーキーながら8月20日㈰プロ公式戦に先発投手として

デビュー。５回1失点の快投で初登板を飾ると、2度目の登板となる

31日㈭ロッテ戦で５回を2失点に抑え、プロ初勝利をつかみ取りました。

　この山本投手の初勝利は、球団の高卒新人投手では23年ぶり、先発投手

としては39年ぶりの快挙です。山本投手の今後の活躍にご注目ください！

無料開放の受付は
は体育館だよ！！

【13：00 ～15:00】
　（無料開放）

初登板で力投する山本投手 初勝利のウイﾆﾝグボｰﾙを
　手に福良監督とがっちり握手

  ︵当日 1₂：₃₀～受付︶

100歳おめでとうございます!

　瀧
たき

川
かわ

美
み

津
つ

子
こ

さん（吉永町南方）が8月30日

に、満100歳を迎えられました。

　瀧川さんは和気町生まれで、昭和12年に結

婚しました。その後、吉永町南方に移り、農

業に励みつつ2男2女を育てました。

　60歳を過ぎてからは、詩吟やゲートボール

を楽しみ、最近は親族との面会を楽しみにさ

れています。

　長寿の秘訣は「好き嫌いせず、よく噛んで

食べること」、「冷たいものは飲まないこと」だそうです。

Bポイント
対象事業

◯C ORIX Buffaloes ◯C ORIX Buffaloes

賞品がなくなり

　　　次第終了
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各国の皆さんと
　交流を深めました!

　７月23日㈰から29日㈯まで、文化交流協定を締結

しているアメリカ・メンローパーク市に中学生10人、

8月1日㈫から10日㈭まで、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に中高生16

人が訪問し、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、備前市と友好協力都市協定を結ぶ、韓国・

蔚山広域市東区から20人の訪問団が8月18日㈮から

21日㈪の日程で備前市に滞在しました。期間中、訪

問団は市内でホームステイをしながら、加子浦歴史

文化館の見学、ノリナハーレへ乗船、工場見学をす

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）

　  第11回 備前市ふれあい　　
　   マラソン大会 参加者募集！

◆と　き　11月19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・種目により制限あり） 

◆部　門

・生活用車いす男女 　………………………………… 400ｍ

・車いす女子 　………………………………………… 1500ｍ

・車いす男子 　………………………………………… 1500ｍ

・ファミリーマラソン ……………………………………2ｋⅿ

・小学生1・2年男子、女子  ……………………………2ｋⅿ

・小学生３・４年男子、女子  ……………………………2ｋⅿ

・小学生５・6年男子、女子  ……………………………３ｋⅿ

・一般男子Ａ（中学生~59歳）、

　一般女子Ａ（中学生~39歳） 
…………………………３ｋⅿ

・一般男子Ｂ（60歳以上）、 

　一般女子Ｂ（40歳以上）
 ………………………………３ｋⅿ

・一般男子Ａ、一般女子Ａ（高校生~39歳） ……………５ｋⅿ

・一般男子Ｂ、一般女子Ｂ（40歳以上） …………………５ｋⅿ

◆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

※申し込み後、郵便振替でお支払いください。

10月24日㈫までに、市ホームページからお申し込みください。

なお、郵送による申し込みを希望する場合は、文化スポーツ課

（☎63－3813）へご連絡ください。

ひなビジョン
ネット配信しています！
http://tv.hinase.ne.jp/
　備前市有線テレビ放送（ひなビジョン）で放映している「ひなビジョンリポート」

などが、インターネットや「びぜんnavi」から視聴できます。

【イﾝタｰネｯﾄ・アプリで視聴できる　主な番組】

番組名 内　　容

ひなビジョンリポート 市内外の出来事や話題を中心に短く放送

My Life 産・官・学で活躍する人々を訪ね、その
人のマイライフを紹介

閑谷ものしり帳 閑谷学校の建物や歴史・文化をテーマご
とに紹介

ふぁすとクッキング 栄養士が考案したレシピで、食卓に加え
たくなる一品を簡単に紹介

観光番組「探検☆発見☆ビビ備前」 備前市域のおすすめスポット（行楽地・
グルメ・イベント）を紹介

まち歩き番組「ブらりんコ」 リポーターが市内を歩き、住民にインタ
ビューしたり、発見したことを紹介

夢教えてあげる 市内の幼稚園、保育園で園児に将来の夢
をインタビュー

グルメ探訪（新番組） 東備エリアで評判のお店を食べ歩き
（10月は、まつもと食堂）

秘書広報課（☎64‐1800）、

　ひなビジョン（☎72‐2660）

Bポイント
5ポイント

（応援３ポイント）

アメリカ国際交流

オーストラリア

韓　国

▲アメリカ　Facebook社

▲オーストラリア　クッキング

▲韓国　歓迎式

▲アメリカ　警察署

▲オーストラリア　さよならパーティー

▲韓国　ノリナハーレへ乗船
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備前文化祭（市美展） ◆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）

部　　門 開催日時

展
　
示

書 道 展 10月20日㈮~22日㈰
洋 画 展 10月27日㈮~29日㈰
工 芸 展 10月27日㈮~29日㈰
写 真 展 11月17日㈮~19日㈰
日本画展 11月17日㈮~19日㈰
入賞者作品展 11月21日㈫~25日㈯

中央＆片上公民館グループ講座生
10月21日㈯ 10：00~18：00
10月22日㈰ 10：00~15：00

文芸展（短歌・俳句・川柳） 10月27日㈮~29日㈰
華 道 展 11月４日㈯~５日㈰

発
　
表

中央＆片上公民館グループ講座生
10月21日㈯ 10：00~
10月22日㈰ 10：30~

歌舞曲連盟発表会 11月３日㈮ 10：00~
吟剣詩舞道連盟発表会 11月５日㈰ 9：00~
びぜん芸能連盟発表会 11月５日㈰ 13：00~
お夏踊り保存会発表会 11月19日㈰ 13：00~
合唱連盟発表会 11月23日㈭ 13：30~

囲碁大会 11月３日㈫
お 茶 会 11月５日㈰

備前市美術展覧会表彰式 11月26日㈰ 10：00~

吉永文化祭 ◆ところ　吉永地域公民館・吉永美術館
　　　　　　　　　　　 （☎84‐3839）

日生文化祭 ◆ところ　日生市民会館　 （☎72‐1006）

部　門 開催日時

展
　
示

華道・短歌・俳句・川柳・絵手紙絵画・
俳画・書道・パッチワーク・折り紙・
押し花・木目込人形・陶芸　ほか　
幼稚園、小中学校作品・一般作品

10月29日㈰~11月３日㈮
9：00~18：00

（最終日は16：00まで）

発
表

和太鼓・フォークダンス・傘踊り　
箏曲・大正琴・詩舞・詩吟・日舞　

11月３日㈮ 10：00~14：00

体 験 教 室 11月３日㈮ 10：00~16：00

部　　門 開催日時

展 

示

絵画・書道・川柳・絵手紙・手編み・
キルト・洋裁・パッチワーク・竹細工
ほか　こども園・小中学校作品

10月31日㈫~11月５日㈰
9：00~17：00

（最終日は16：00まで）

発 

表

コーラス・アフリカ太鼓・大正琴・
尺八・琴・舞踊・剣詩舞・ダンス・演劇・
ピアノ・フラダンス・太極拳・空手

11月３日㈮・４日㈯
10：00~14：00（予定）

各種団体販売コーナー
11月３日㈮
10：00~14：00（予定）

 文化祭協賛行事 
　岡山ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ管弦楽団金管五重奏ｺﾝｻｰﾄ　
　「ぶらり街角ｸラシｯｸ」【入場無料】
　◆と　き　10月29日㈰ 14：30開場　15：00開演　

　◆ところ　日生市民会館（日生地域公民館）

　 日生地域公民館（☎72‐1006）

備前郷土史研究会講演会【入場無料】
◆と　き　10月７日㈯  13：00開場　13：30開演

◆ところ　市民センター　３階視聴覚室

備前郷土史研究会（☎64－2094 尾川）
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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。

　  保育園・幼稚園・認定こども園：幼児教育課（☎64-1825）
　　小学校・中学校・片上高等学校：学校教育課（☎64-1840）平成29年度　学校（園）公開

平成29年度備前市美術展覧会＆備前市文化祭
　開催期間　10月20日㈮~11月25日㈯

第15回おかやま県民文化祭参加事業

学校園名 ☎ 公 開 日 時 公　開　内　容　な　ど

保
育
園

西 鶴 山 66-9614 11月14日㈫　 9：00～12：00 普段の園生活。

香　　登 66-9106 11月14日㈫　 9：00～12：00 普段の園生活。

大　　内 66-9560 11月7日㈫　 9：00～12：00 普段の園生活。

伊　　部 63-1006 11月9日㈭　 9：30～11：30 普段の園生活。

殿 土 井 64-4052 11月2日㈭　 9：00～12：00 普段の園生活。

日　　生 72-3825 11月1日㈬　 9：00～11：00 普段の園生活。子どもたちと一緒に遊んでください。

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㈬　 9：00～11：30 普段の園生活。

東 鶴 山 65-8137 11月1日㈬　 8：30～11：30 普段の園生活。

日　　生 74-0714 11月2日㈭　 9：00～11：30 普段の園生活。（9：00~防火パレードに向けての取組（年長）、9：20~親子サッカー教室）。

認
定
こ
ど
も
園

片　　上 64-2549 10月31日㈫　 9：30～11：30 普段の園生活。史跡文化の会との交流会。

伊　　里 67-2711 11月1日㈬　 9：00～12：00 普段の園生活。

三　　石 62-0111 10月11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。

吉　　永 84-2231 11月1日㈬　 9：00～11：30 普段の園生活。子どもたちとのふれ合いも楽しんでください。

小
　
学
　
校

西 鶴 山 66-9273 10月25日㈬　 9：00～14：55 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27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㈬　 8：15～12：25 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30日㈪・11月25日㈯ 10/30 全学年人権教育に関する授業（13：50 ~ 14：35）、11/25 学習発表会（9：00 ~ 11：40）。

伊　　里 67-0024 10月27日㈮・11月18日㈯ 10/27 普段の学校生活（8：45 ~ 14：50）、11/18 学習発表会（8：35 ~ 11：50）。

東 鶴 山 65-8028 10月11日㈬　 8：45～16：30 普段の学校生活。（13：35~環太平洋大学の先生による５・6年生の体育の授業）。

三　　石 62-0028 11月18日㈯　 9：00～11：40 学習発表会。

日 生 西 72-0050 11月12日㈰　 8：40～10：50 学習発表会。PTAバザーもあります。

日 生 東 74-0004 10月27日㈮　11：35～15：45 参観授業と人権教育研修会。給食の時間の様子。

吉　　永 84-2025 10月25日㈬・11月25日㈯ 10/25（8：20~16：30）普段の学校生活。人権教育研修会、11/25 学習発表会（8：40~11：20）。

中
　
学
　
校

備　　前 64-3365 10月21日㈯　 8：30～11：15 朝読書、朝の会、1・2校時授業、帰りの会まで学校生活。

伊　　里 67-0334 10月7日㈯　 8：25～16：15 普段の学校生活。全校参加の合唱コンクール（午後）。

三　　石 62-0064 10月21日㈯　12：30～16：00 学習発表会（各クラス発表、弁論発表、有志発表、吹奏楽演奏、全校合唱など）。

日　　生 72-1365 10月14日㈯・11月2日㈭ 10/14 星輝祭文化の部（9：00~15：00）、11/2普段の学校生活と参観日（9：00~15：50）。

吉　　永 84-2049 10月7日㈯・11月18日㈯ 10/７ 文化祭（9：00~14：30）、11/18人権教育に関する授業・ 人権コンサート（8：55~11：45）。

片上高等学校 64-2703 11月13日㈪～16日㈭ 夜間定時制高校の公開授業（17：40~20：50）。



6

 　幼児期の教育のねらい

　幼児期は生活の場や周りの人との関係、興味や関心などが広がる時期で
す。自分でやってみたい、周りの友だちともかかわってみたいといった思い
をもとに活動します。
　例えば、子どもは砂場で水を流す遊びを始めます。そこで水が流れ砂が崩
れる様子を見ながら、池をつくることを思いつき、どのようにすれば思った
ような池ができるのかを考えたり、周りの友だちに自分の思いを伝え一緒に
砂を掘ったりします。また、いわゆるごっこ遊びを始め、いつもの自分とは
異なる感情を抱いたり想像を膨らませたりします。その中で、達成感や満足
感、挫折感や葛藤なども味わっていきます。

　遊びを通して子どもが学びとっていく「人とかかわる力」や「考える力」、
「表現する力」、「感性」などは、社会で生きていくために必要な力の基礎で
あることから、幼児期の教育では遊びを充実させることが重要です。市内の
保育園、幼稚園、認定こども園では、ゆとりある時間の中で子どもがゆった
りと遊びにひたれる環境づくりに努めています。
　このようにして幼児期に育む力をさらに伸ばしていけるよう、各園では小
学校生活への期待感を高めたり、不安を取り除いたりする取り組みを進めて
います。

 　学校生活への期待を高める取り組み

　　★年長児と小学生の交流

　小学校での運動会をはじめとする様々な学校行事に参加するだけでなく、
５年生や６年生との対面（ペア）交流や１年生との交流を実施しています。
小学生には、年長児を意識した活動が楽しめるようにするとともに、年長児
には、小学校生活への期待や憧れを抱けるようにしています。

 

　　★他園の友だちとの交流

　同じ小学校に入学する予定の子どもたち同士が、共通の活動や遊びを体験
できるようにすることで、友だちづくりを進め仲間意識を育んでいます。

 

　　★小学校での取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　小学校入学後、無理なく取り組めるよう45分の学習時間の中に２～３つの
活動を組み合わせた学習を行っています。
　またその内容は、各教科の学習や活動に興味を持つことができるようなも
のを工夫することで、これからの学習の内容やいろいろな教室での活動を楽
しみにする気持ちを高められるようにしています。

 　学校生活への不安を取りのぞく取り組み

　　★幼稚園などでの取り組み

　小学校生活（徒歩による登下校、休み時間・遊び時間の過ごし方、給食時
間、係・当番活動など）への不安解消のための練習や集団での話し合い活動
など、年長児の実態に合わせて、入学後を見通した日々の取り組みを実施し
ています。

　遊びの世界で過ごしていた子どもたちにとって、義務教育の入り口である小学校に入学することは、大きな出来事です。教育委員会では、

子どもたちが自信をもって楽しい学校生活を過ごすことができるよう、小学校生活への準備を整える取り組みを進めています。

教育のまちをめざして

～連載～
小学校生活への自信を深める第７回

当番さん

上手だね。

ありがとう

ぞうきんは、きれいに広げて

初めての
たてわり班遊び

新しいお友だちとのゲーム楽しいね

図書室って　

何するところ?   

（学校探検）

いっしょに　不老川探検

１年生との
カレー
パーティー

5年生のお兄さん

  お姉さんと

　　  水遊び

もうすぐ池が

  完成じゃー！！

はーい。
オレンジジュースどうぞ。

こうやって

ガシャガシャ

すると・・・
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が考える「教育のまち」

 

　町内会長は防災、福祉、教育などいろ
いろなことに携わり、住民の声を聴かせ
てもらうのが仕事なので、お客さんが絶
えません。市の会議に出ることも多く、
市民の声を代表して話し合っています。

それぞれの町内会のきらりと光る良さを生かして、まちを元気にしたいと思っています。
　私たち片上自治会協議会（15町内会）では今年、盆踊りを復活させました。地域の
行事では、近所とのつながりが自然と生まれるので、普段話せない人と話してみると

いい人だったりする。子どもたちもそういうことが自然と経験できます。

　学校の校長先生たちともよく話をするし、学校便りを町内の回覧板で回していま
す。以前、緑陽高校の福祉のワークショップの参加依頼があり、老人クラブの方たち
に参加してもらいました。ゲームや歌など、生き生きと楽しまれていたそうです。地
域の人にとって学校へ行くのはとてもうれしいこと。地域の方にゲストティーチャ―
で来てほしいなどの依頼があれば、ぜひ協力したいです。
　備前市には閑谷学校や備前焼といった日本遺産があります。どこが評価されている
のか市民が一から学んで継承していくことで、備前市が一体となることが必要だと思
います。
　子どもたちにはアフリカでもニューヨークでもどこにでも行って、世界中で輝ける
人になってもらいたい。縁があれば備前に残る子も帰ってくる子もいるでしょう。ど
こにいようと世界の役に立ち、日本の役に立つ、そういう人になれば、いろんな形で

なにかまちに返ってくる。ここに残るかどうかといった目先のことを気にする息苦し
いまちではなく、「あの○○を育てたまち」になりたいと思っています。

私

９年間で育てる英語の力
～ HELLOプログラム・イングリッシュサロン～

　“Open（開いて）! Close（閉じて）! Step（踏んで）! ”―大きな声
でフィリピンのゴムとび遊びをする子どもたち。伊里小学校ではALT

（外国人指導助手）のジェーン先生が、週４回業間にHELLOプログラム
（英語力を磨き他国の文化を学ぶ活動）を行っています。HELLOプログ
ラムでは、すべて英語でゲームや工作を楽しみます。子どもたちは通訳
なしで集中して聞き取り、 ”My turn　（私の番）！“ などのフレーズや、
はさみ、のりなど物の名前を自然に覚え、話します。クリスマスなどの
行事を取り上げることもあります。
　同じ週、伊里中学校での放課後のイングリッシュサロンではハリケー
ン、台風、サイクロンについて学びました。ALTのミッツィー先生が英
語で「ジャマイカでの2004年のハリケーンでは、リビングで家族みんな
で手をつないで祈った」と怖かった思い出を話し、みんなでハリケーン
の映像を見ました。中学生は「いつもスライドショーを作ってくれてお
もしろい」「英語が苦手なので来ています」と、難しい内容にチャレン
ジしていました。
　伊里学園では、小・中学校
の９年間を通して授業以外に
も英語に触れる機会を多く作
り、英語検定や海外からの訪
問団受け入れなどにも挑戦し
ています。「英語ができるよ
うになりたい」という気持ち
が育ち、子どもたちは授業で
も大きな声で英語を話し、熱
心に取り組んでいます。

　道徳教育の充実を目指し、道徳の時間が、小学校では平成30年度、
中学校では平成31年度から「特別の教科　道徳」として生まれ変わ
ります。新しく始まる「特別の教科　道徳」についてお知らせします。
＜主な変更点＞
①国語、算数などと同様に検定教科書が導入されます。
　他教科同様、国が検定し、備前市が採択（学校で使用される教科

書を決定すること）した教科書が、国から無償給与されるように
なります。備前市でも、平成29年７月、来年度小学校で使用され
る教科書の採択を行いました。

※これまでは、検定教科書ではなく、副読本を使用していました。
②多様な学習方法を取り入れ、子どもたちが問題をより「自分のこ

と」として受け止めることのできる「考え、議論する道徳」とな
ります。

　１つの答えを求めるのではなく、多角的・多面的に考え、お互い
の考えを交流させる活動を通して、子どもたちの道徳性を伸ばし
ていきます。

③道徳性の育ちについて、評価が行われます。
　他の子どもとの比較や、数値での評価ではなく、子どもたちの道
徳性の成長を認め、励ます評価（記述式）となります。

※なお、調査書（内申書）には記載されず、入試に使用しないこと
とされています。

　学校で子どもたちは、「正直」「思いやり」「公平」「生命の尊さ」
などについて考えます。家庭でも一緒に考えてみませんか？

小中一貫教育

備前市自治会連絡協議会

宇治橋 昭彦 会長

校長室へ
ようこそ

　「今、夜間定時制高校は、『学び
直しの場』だと考えています。片
上高校は、昼は働きながら、夜、
学校に通ってくる生徒がほとんど。
高校で頑張ってみたいという意欲
が大切。他人との比較や、高校生
ならこれぐらいといった評価では
なく、昨年度の自分より、１年ず
つステップを上がっていけばいい」
と穏やかな笑顔で話す萩原先生。
　東備地区で唯一の夜間定時制
高校である市立片上高校。生徒数は、１年から４年まで41人。今年の入学者は
８人です。
　県立備前緑陽高校の校舎の一部を共用しているため、授業形態に制限があ
り、なかなか思うような活動ができないというのが悩み。また、片上高校の生
徒は、外との関わりが薄いと感じているとのこと。
　「これからは地域の皆さんともっと関わっていきたい。ゲートボールや郷土
料理など、地域の方が教えてくださると大変ありがたいです。地元のお店とコ
ラボして商店街の活性化なども考えたりしたい。そして、もっと多くの人に片
上高校の生徒を知っていただきたい。人との出会いが生徒をより成長させると
思うのです」
　専門教科は数学。「先生になろうと思ったきっかけは、テレビで金八先生を
観て。歴史や地理が好きで、本当は社会の先生になりたかったんです。歴史小
説を読むことやお寺や神社を巡ることが好きです」と話す萩原先生は、今日も
優しいまなざしで生徒たちを励ましています。

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。

教えて
 備前市立片上高等学校

（岡山県立備前緑陽高等学校 兼任）

   　萩原　康正 校長

教育のしくみ
「特別の教科　道徳」 
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食の情報発信事業

備前食の体験会を開催します！（100食限定）

　食を通じた備前市の情報発信を実施している「備前食のアン

バサダー」寺田真紀夫シェフが、この度、市民により深く備前

産の食材を知ってもらうため、昨年オープンした頭島レストラ

ンで「備前　食の体験会」を実施します。

　備前産の食材がどのような料理になるのか！？こうご期待です。

◆と　き　10月７日㈯　10：30~14：00（なくなり次第終了）

◆ところ　頭島レストラン（日生町日生2766‐3）

◆内　容　日生産エビを使ったトマトリゾット（無料）

※混雑する場合はお待ちいただく場合があります。
※車でお越しの場合は、頭島

内の市営駐車場をご利用く
ださい。

※頭島内に崩落カ所があるた
め、一部交通整理を行って
います。

まち営業課（☎64‐1832）

※ホームページにレシピ掲載

第72回国民体育大会　愛
え が お

顔つなぐえひめ国体

◆と　　き　９月30日㈯～10月10日㈫

◆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

吾
ご

（東片上）・増
ます

成
なり

秀
ひで

規
き

（東片上）

【自転車競技】少年男子　細
ほそ

中
なか

翔
しょう

太
た

（日生町寒河）

【ソﾌﾄテﾆス競技】成年男子　大
おお

饗
あえ

健
けん

太
た

郎
ろう

（伊里中）

【バドミﾝﾄﾝ競技】少年男子　一
いち

井
い

亮
りょう

太
た

（大内）

【アｰチェリｰ競技】成年女子　竹
たけ

内
うち

美
み

紅
く

（吉永町福満）

【ｸレｰ射撃競技】濱
はま

田
だ

真
まさ

明
あき

（吉永町福満）

【ボウリﾝグ競技】成年男子　松
まつ

﨑
ざき

寿
ひさ

夫
お

（東片上）

病院事業　職員募集

①平成30年1月1日採用

職　種 採用予定人員 受験資格

看護師
准看護師

３~５人 昭和38年1月2日以降生まれの人

理学療法士 1人 昭和43年1月2日以降生まれの人

※いずれの職種も資格免許を有する人

②平成30年４月1日採用

職　種 採用予定人員 受験資格

看護師
准看護師

2人 昭和38年４月2日以降生まれの人

臨床検査技師 1人 昭和63年４月2日以降生まれの人

※いずれの職種も資格免許を有する人（取得見込可）

①②のいずれも
◆試験期日　11月9日㈭

◆申込期限　10月25日㈭ ※必着

◆提出書類　受験申込書（ホームページからダウンロード、また

は各病院で交付）、資格免許証の写し（取得見込の

人は不要）

吉永病院事務部庶務係

　（☎84‐2120　〒709‐0224 備前市吉永町吉永中563‐4）

※くわしくはホームページで募集要項をごらんください。

 木造住宅の耐震診断・
改修工事費用の一部を補助します

住宅・建築物耐震診断事業補助制度

　住宅の耐震化を進め、震災時の被害を最小限にとどめる目的で、木造住宅の耐震診

断費用の一部を補助します。

  現況診断  　現状の耐震性能を診断します。

◆募集件数　５件程度（先着順）

◆自己負担　10︐000円／件（70︐000円のうち、60︐000円を補助）

 補強診断（補強計画＋計画後診断）

　現況診断の結果、倒壊の危険性があると判断された場合は、補強計画案の作成と併

せ補強計画後の診断を行うことができます。

◆募集件数　2件程度（先着順）

◆自己負担　10︐000円／件（70︐000円のうち、60︐000円を補助）

【対象となる住宅】

①備前市内に存する民間のもの

②昭和56年５月31日以前に着工された一戸建ての住宅

※昭和56年５月31日以後に増築したものは対象にならないこともあります。

③構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

　ア 丸太組工法

　イ 建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

④地上階数が2以下のもの

木造住宅耐震改修事業補助制度

　大地震発生時の住宅の倒壊を防止するため、木造住宅の耐震改修工事にかかる費用

の一部を補助します。

◆募集件数　2件程度（先着順）

◆補 助 率　工事費の23％（上限50万円）

【対象となる住宅】

①上記の①~④

②上記の現況診断および補強診断を実施し、改修後、所定の耐震基準を満たす工事

③工事が平成30年1月末までに完了するもの

※くわしくは、お問い合わせください。

まち整備課まち建築係（☎64‐1834）

◆売却方式　先着順

◆申込み資格　自ら居住するため、または会社などでその従業員

が居住するための住宅（共同住宅を除く）を建築する人

まち整備課管理係（☎64－1833）

つつじが丘団地(浦伊部)
生活に便利な住宅地です 

●所在地 　備前市浦伊部字つつじが丘37区画

●価格・面積　649万円・282．87㎡（約85．5坪）

〈公共施設まで〉

・殿土井保育園まで約1．4㎞　・伊部幼稚園まで　約1．4㎞

・伊部小学校まで　約1．7㎞　・備前中学校まで　約1．3㎞

・ＪＲ伊部駅まで　約1．8㎞　・市立備前病院まで約2．4㎞

スワ団地(日生町寒河) 

海と備前♡日生大橋が眺められます

●所在地 　備前市日生町寒河字スワノ谷

●価格・面積　158万1千円・102．51㎡（約31坪）

〈公共施設まで〉

・日生運動公園まで　　　約0．5㎞　　

・日生保育園・幼稚園まで約0．6㎞

・日生東小学校まで　　　約1．3㎞　　

・日生中学校まで　　　　約2．8㎞

・ＪＲ寒河駅まで　　　　約1．8㎞　　　

・市立日生病院まで　　　約2．4㎞

つつじが丘団地(浦伊部)
生活に便利な住宅地です 

1．4㎞

1．3㎞

2．4㎞
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育
児
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談

乳
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児
健
診･

育
児
相
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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５月生 ４日㈬　1₃：00～1₃：₃0

備前保健センター

★印は

１歳６か月児健診 ★ 平成28年４月生 ₁₈日㈬　1₃：00～1₃：₃0

２歳 6 か月児歯科健診 ★ 平成2₇年４月生 ₁₂日㈭　1₃：00～1₃：15

３歳６か月児健診 ★ 平成26年４月生 ₂₅日㈬　1₃：00～1₃：₃0

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成28年12月生 ₁₁日㈬　₉：40～10：00

吉永育児相談 乳幼児 ６日㈮　₉：₃0～11：₃0 総合保健施設【吉永】

10月

第 1₇ 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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特定健診は受けましたか？
　

　「元気なので受けなくても大丈夫」と思っ

ていませんか？自覚症状が乏しいのが生活

習慣病です。備前市ではメタボリックシン

ドローム（内臓脂肪型肥満で生活習慣病に

なりやすい状態）の人が増加しており、国・

県と比べても多い傾向にあります。生活改

善や早めの治療で、予防、改善するために

も、年に1度は自分の健康状態をチェック

しましょう。

【国保特定健診の申込期限】

 10月31日㈫まで

【対象者】備前市国民健康保険に加入して

　　　　 いる40歳~74歳の人

保健課保険医療係（☎64‐1819）

イベントに参加して　Ｂポイント！！
　秋風の訪れとともに、さわやかな季節になりました。皆さんはどのような秋を過ごされますか？

芸術の秋、読書の秋、食欲の秋・・・。暑さが一段落した秋は、様々なことに挑戦しやすい季節で

もあります。ぜひ、スポーツの秋、健康の秋に挑戦してみてください。

　今回は10月、11月に予定されている市のイベントの紹介です。

対象事業 と　き ところ 付与ポイﾝﾄ

市民スポーツフェスティバル 10月9日㈪ 総合運動公園（久々井） ５ポイント

市民ふれあい福祉まつり・こども応援フェスタ 11月11日㈯ 総合運動公園（久々井） ５ポイント

ふれあいマラソン大会 11月19日㈰ 総合運動公園（久々井）
出場５ポイント
応援３ポイント

◆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。　　　　　　 保健課健康係（☎64‐1820）

【三国地区　岸
き し

　  優
ゆ う

兵
へ い

】

　平成28年6月に愛

媛県松山市から備前

市地域おこし協力隊

として就任しました

岸優兵です。

　現在は三国地区を

担当させて頂いてお

り、耕作放棄地の解消や特産品の開発、獣害の

防止を主な活動として取り組んでいます。

　再生した耕作放棄地を活用し、地域の人と

協力して栽培したニンニク「ミクにんにく」は昨

年好評をいただき、今年は規模の拡大に向けた取

り組みを行っています。また、BLOF理論による

有機野菜の栽培や三国地区の自然豊かな山を活か

し、原木によるシイタケの栽培を行うなど新たな

特産品の開発に向けて活動を行っています。

　その他にも三国地区は獣害被害の問題を抱えて

いる地域でもあり畑をワイヤーメッシュで囲った

り、自身が狩猟免許を取得して地域の猟師さん

に指導してもらいながら狩猟を行ったりと少し

でも獣害被害を防げるよう活動を行っています。

　今後も地域が元

気になるよう日々

努力していきたい

と思いますので、

どうぞよろしくお

願いします。

【作り方】

①アジは開いたものに塩コショウを振り、30

分ほど置いて水気を拭く。

②ニンジンとピーマンは細切りにする。

③すり鉢に白すりゴマと味噌を加えてすりあ

わせ、酒、みりんを加えて、のばすように

混ぜる。

④①のバットにニンジン、ピーマンと③の調

味料を入れて10分おく。

⑤キッチンシートを敷いた天板に並べる。

⑥200度に予熱しておいたオーブンで10分焼

く。

　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。

　対象の人は、自己負担額2,000円でイﾝﾌﾙエﾝザの予防接種が可能です

◆とき　10月2日㈪~平成30年1月31日㈬

◆対象　市内に住民票があり接種当日、①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）。

◆助成回数　1回

◆実施医療機関　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）

※岡山県外の医療機関での接種は助成対象になりません

◆病院への持参物　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

＜上記対象者のうち、市民税非課税世帯・生活保護受給者は、さらに減免制度があります＞

・接種前に、保健課健康係または日生・吉永総合支所のいずれかで手続きが必要です

・接種される人以外が減免申請に来る場合は、委任が必要です

・減免申請時の持参物は、接種される人の印鑑・委任状（接種される人以外が減免申請に来る場合）、窓口に来る

人の本人確認のできるもの（免許証・パスポｰﾄなど）、受給者証明書（生活保護受給者のみ）、マイナﾝバｰ

カｰドもしくは通知カｰド（平成₂₉年１月２日以降に転入した人のみ）

・減免の対象になった場合は、市民税非課税世帯の人は1︐000円、生活保護受給者は無料で接種可能となります

高齢者のインフルエンザ予防接種助成について　　　　

なんでも健康相談（予約不要）

保健課

保健課（☎₆₄︲₁₈₂₀）

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

アジの味噌ゴマ焼き
〈１人分 エネﾙギｰ ₁₂₈Kcal、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）

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
10ポイント

【材料】４人分
アジ ４尾、白すりゴマ 大さじ２、
味噌 大さじ２、酒 小さじ４、みりん 小さじ２
ピｰマﾝ 中２個、ﾆﾝジﾝ 1/3 本

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

と　　き ところ
10月23日㈪ 13：30~15：30 総合保健施設【吉永】
10月31日㈫ 9：30~11：30 日生防災センター
11月７日㈫ 9：30~11：30 市民センター

平成₂₈年度KDB累計デｰタ

＜女性＞＜男性＞
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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。

10月10日㈫　15：00~16：00

備前病院附属棟2階

「脳卒中について」

備前病院脳神経外科非常勤医師

　（岡山赤十字病院西田Dr）

備前病院（☎64-₃₃85）
※チラシでは、10月11日でお知らせして

いましたが、10月10日の誤りです。

外来診療科の紹介

　備前病院では新たに医師派遣を受け、

外科、脳神経外科の診療を行っております。

毎週㈫ 午前、毎週㈬㈭ 午後

毎週㈫ 午後、第1･３㈬ 午後

備前病院（☎64-₃₃85）

吉永健康教室（要予約）

　食事の選び方や検査値の見方の

教室を行います。どなたでもご参

加ください。

10月27日㈮　13：00~14：30

吉永病院

「検査値から見る！

　　コレステロールの話」

臨床検査技師、管理栄養士

無料

10月20日㈮までに、

 吉永病院（☎84-2120 栄養科）へ

在宅医療・介護に関する
シンポジウム
　～いつまでも家で

暮らしたいを考える～　　

　住み慣れたわが家でいつまでも暮らし

続けたいという思いに応えるため、備前

市の医療・介護・福祉の専門職がそれぞ

れの分野から『在宅療養でできること』

について紹介します。自分らしい暮らし

方を考えてみませんか。

10月25日㈬　13：30~15：30

　　　　　　　（受付13：00~）

吉永地域公民館

医師、介護支援専門員、訪問介護員、

介護施設職員など

10月18日㈬までに、

　医療福祉連携課（☎64-18₇5）へ

「家族介護クーポン券」
　　の交付申請について

　在宅高齢者の介護者に、介護用品と引

換えができるクーポン券を交付する制度

です。

要介護「３」「４」「５」の認定を受け

た在宅高齢者の介護者で、在宅高齢者

および介護者ともに市民税非課税世帯

に属する人

10月2日㈪~10日㈫までに、担当ケ

アマネジャーまたは、地域包括支援セ
ンター（☎64-1844）へ

介護者の会

 「施設について知ってみよう

　　　　　～施設見学・紹介～」

　介護が必要な人や家族の状況によって

利用できる施設は様々な種類がありま

す。今回は平成29年9月に開設した地域

密着型特別養護老人ホームいやしの杜備

前で施設見学や特別養護老人ホーム、グ

ループホーム、有料老人ホーム、小規模

多機能型居宅介護について紹介します。

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。

10月12日㈭　10：00~11：30

地域密着型特別養護老人ホーム

　いやしの杜備前（浦伊部721）

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）

サロン活動研修会（参加無料）

　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、集いやサロンで生か

せる介護予防体操を中心に実践指導を行

います。

10月27日㈮　13：30~15：30

リフレセンターびぜん　体育室

介護予防体操と活動報告

　『サロンを継続させるコツ』

地域で高齢者の集いやサロン活動に携

わっている人

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。

10月16日㈪

　駐車場の数に限りがありますので、な

るべく乗り合わせの上お越しください。

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）

特定疾患の人に療養交通費を助成

～自家用車利用の人も対象～

　特定疾患（腎不全（人工透析を受けて

いる人に限る）、パーキンソン病など）

の人に次のとおり療養交通費の一部を助

成します。

市内に住所を有する特定疾患の患者で

通院治療を受けている人。ただし、本

人またはその扶養義務者の市町村民税

における所得が1千万円未満で、申請

日において、市税の滞納が無い人に限

ります。

原則として、治療可能な最寄りの

医療機関までの交通機関料金の半額

（ただし、週2回以内で月額５千円が

上限。タクシー・福祉有償運送利用の

場合は領収書が必要。自家用車の場合

は公共交通機関（バス、電車など）料

金相当額の半額）

10月支払い（４月~9月通院分）

社会福祉課または各総合支所窓

口管理課に備え付けの申請書に医療機

関の証明を受けて、10月13日㈮（厳守）

までに提出してください。

社会福祉課（☎64-1824）

特別展「備前再発見～遠くて近い、
近くて近い備前とその仲間たちか
ら見えてくるもの～」

　焼締陶の代表である備前焼や全国各地

の焼締陶の現物を一堂に展示します。

　展示資料は約70点の予定で、中世に始

まった自由で大規模な流通と広がりをは

じめ、社会変動や当時の文化の諸様相を

解説します。

10月５日㈭~11月26日㈰

　9：00~17：00（入館は16：30まで）

備前焼ミュージアム　　 毎週月曜日

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

【企画展関連行事】

　記念講演を催します。

10月21日㈯　13：30~（受付 13：00~）

伝統産業会館３階　総合研修室

臼井洋輔（備前焼ミュージアム館長）

　くわしくは、お問い合わせください。

備前焼ミュージアム（☎64-1400）

備前市産業フェスタ開催

　地域の産業について楽しく理解できる

イベントとなっていますので、ぜひお越

しください。

10月22日㈰　10：00~15：00

備前商工会館前

企業PRコーナー、産業体験コーナー、

飲食コーナー、ステージイベント他

備前市産業フェスタ実行委員会事務局
（☎64-2885）

『第 7 回ヒナセ♡ノミーノ』開催

　日生駅周辺エリアで開催される、漁師

町をお得に食べ歩き飲み歩きできるイベ

ントです。

　３個or５個集めるとプレゼントが貰

えるシールラリーや五味の市前でのおも

てなしイベントなど、一日中日生でお楽

しみいただけます。

　くわしくは、エリア内各所に置いてあ

るパンフレットやホームページ（『ヒナ

セノミーノ』で検索！）で確認ください。

10月8日㈰　10：00~16：00

日生駅周辺エリア

日生観光案内所（☎₇2-1₉1₉）
後援：備前市

八塔寺星まつり

　美しい星空を見ながら楽しいイベント

に参加しませんか！　

10月14日㈯　15：00~21：00

望ヶ丘レストラン・キャンプ場

　（吉永町加賀美1393）

☆天体望遠鏡工作教室

☆星景写真撮影講座

☆星空観望会

☆写真展

☆ミュージックライブ

☆屋台村

望ヶ丘レストラン・キャンプ場
　（☎85︲0₃12）
　協賛：備前市

旧閑谷学校ライトアップ

　10月28日㈯から9日間、楷の木の紅葉

シーズンに合わせ、国宝の講堂や楷の木

を中心にライトアップします。

　また、28日㈯には、オープニングイベ

ントとして日生甚九郎太鼓による演奏が

行われます。

10月28日㈯~11月５日㈰

　18：00~20：00

大人400円、小中学生100円

特別史跡旧閑谷学校（☎6₇-14₃6）

片鉄ロマン街道　出会いときめき
恋めぐり参加者募集

11月５日㈰　9：00~15：00

柵原ふれあい鉱山公園

　（美咲町吉ヶ原394‐2⎠

男女各20人（応募者多数の場合は抽選）

男性：2︐000円、女性：1︐000円

10月20日㈮

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

記入のうえ、郵送またはＦＡＸで申し

込みください。電話での申し込みも受

け付けています。

有限会社チアーズ〔担当：山根〕
　（☎086-484-0020 FAX0₇8-₃₃0-00₃₉
　〒₇10-0001 倉敷市三田₇6-1
　ＨＰ：http://cheer-s.com/）

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

Bポイント
3ポイント
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第２回　片鉄ロマン街道ふれあい
サイクリング大会参加者募集

11月５日㈰ （受付8：00~）※雨天決行

片鉄ロマン街道（集合・スタート　備

前市サイクリングターミナル）

300人（小学生以下は要保護者同伴）

中学生以上1︐000円、小学生以下500円

（大会当日に受付時に徴収。保険料込み）

10月25日㈬必着

往復ハガキまたはメールで申し

込みください。往復ハガキの返信面お

よびメール文面に、代表者の住所・氏

名・年齢・性別・電話番号と代表者以

外の参加者の住所・氏名・年齢・性別

を明記してお送りください。

片鉄ロマン街道ふれあいサイクリン

グ 大 会 事 務 局（☎0869‐93‐1122　

〒709‐0495　和気郡和気町尺所555

　Ｅメールkikikanri@town.wake.jg.jp）

※メールを送ってから1週間以内に返信

がない場合は、メールが届いていない

可能性があります。お手数ですがお問

い合わせください。

第₃5回いんべ会館文化祭

◆₁₁月４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

・11：20~12：20　ボランティア人形劇

サークル　『風の子』による公演　

・13：00~14：30　DVD上映会

◆₁₁月５日㈰　２日目

・8：30~17：00

　小学生・文化グループなどの作品展示

・10：00~11：30　DVD上映会

・13：00~15：30　お楽しみカラオケ大会

※内容・時間等変更になる場合があります。

いんべ会館（☎64︲08₉0）

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

　干支作り~毛糸で編む戌
いぬ

の親子を作り

ましょう~

11月10日㈮　10：00~12：00

ウィズびぜん

500円　

20人（先着順）

かぎ針（2号､ ４号）、

　手芸用綿（持っている人）

ウィズびぜん登録団体：備前市ボラ

ンティアグループふれあい

10月31日㈫までに

　市民協働課（☎64-182₃）へ

いんべ会館　受講生募集

10月2日㈪から

　いんべ会館（☎64︲08₉0）へ

第６回ふれあいサロン講座

　『備前市再発見の旅へ』

　　私たちの郷土『備前市』の知らな

いところ　再発見してみませんか！

10月18日㈬　9：00~16：00

※8：50までにいんべ会館へ集合

市内

　（三石小旧講堂・歴史文化館ほか）

市観光ボランティアガイド協会

　 片山伸栄さん

500円（保険料ほか）

25人（申込者多数の場合は抽選）

10月2日㈪~10日㈫

※昼食は各自でご用意ください。

第５回ライフサポート講座

整理・収納セミナｰ

『お片付けで人生かわるかも！』

お片付けの基本を学び、ゆとりある

理想の暮らしを実現しませんか！

10月25日㈬　13：30~15：00

整理収納アドバイザー

　金井美和先生

100円（資料代など） 20人（先着順）

６次産業化現地研修会　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７日㈫　　　 備前県民局ほか

20人（先着順）

1000円程度（昼食代など）

FAX（①住所②氏名③連絡先を記

入）で、備前県民局農業振興課（☎
086-2₃₃-₉826　FAX086-2₃4-₉064）へ

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、産業功労者の表彰をしていま

す。今年度は11月21日㈫の備前市産業祭

で行う予定です。

　事業主の皆さんは、10月13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（☎64-2228）

備前市水道メーター検針員募集

　携帯用端末（ハンディターミナル）を

用いた水道メーターの検針業務（奇数月

の1日~７日頃までの1週間程度で検針）

1人

伊里地区（木生、蕃山）

　　　　約750件

平成29年11月1日から平成30年

３月31日（更新有り）

検針1件あたり108円※委託契約

のため、社会保険、雇用保険はありま

せん。

概ね65歳まで（市内在住の人を

優先します）

履歴書に写真を貼り必要事項を

記入の上、備前市上下水道課まで持参

または郵送してください。

10月13日㈮ 17時必着

書類審査および面接※面接日時

は、個別に連絡します。

上下水道課（☎66-₉₇₉2　〒₇05-0016
　備前市坂根₃₃1-1）

岡山連携中枢都市圏　
図書館相互利用について

　平成29年11月1日から、岡山市、玉野

市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、

美咲町、吉備中央町の図書館でも本など

を借りることができます。

　ご利用については、利用したい市町ご

とに利用者カードの発行が必要になりま

す。運転免許証など住所確認ができるも

のを各図書館へ持参してください。

　なお、返却は借りた図書館と同じ市町

内の図書館へお願いします。

備前市立図書館
　（☎64-11₃4　FAX64-1250）

地域おこし協力隊報告会

　平成26年度より備前市地域おこし協力

隊として活動された入江泰之さん・竹田

俊亮さん・鎌田真輝さんの活動報告会を

行います。

10月6日㈮　18：30~20：00

市民センター講座室

100人

参加希望の人は、

　市民協働課（☎64-1806）へ

下水道の無届使用はやめましょう 
 
　下水道を使用する際は、使用者から使

用申請を提出していただくことになりま

す。無届による下水道の使用は条例違反

となり、罰則規定もありますので、くれ

ぐれも適正な手続きをお願いいたします。

上下水道課（☎66-₉₇₉2）

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。

※次のような場合は、お早めに学校教育

課へ連絡ください

●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23年４月2日から平成24年４月1

日までに生まれた人

●平成23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

学校教育課（☎64-1840）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　10月2日㈪~11日㈬

【市営住宅】土師神根・三股

【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2₁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（桧の小物掛けづくり）
◆ダンボールコンポスト講習会
　随時受付中です。

◆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）



◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と 10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

24日㈫ 10：30～11：30

14日㈯ 10：30～11：30

5 日㈭ 10：30～11：30

14日㈯ 10：30～11：30

17日㈫ 10：30～11：30

28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

10月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

25日㈬

と　　き と　こ　ろ

24日㈫

26日㈭

27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

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）

10日㈫・24日㈫
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

17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

16日㈪　10：00～12：00

24日㈫　13：00～15：00

20日㈮　13：00～15：00

24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

24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

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16日㈪です。

年金相談
11月９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～土曜日
10：00～15：00（久々井のお山）

６日㈮

20日㈮ 英語でリトミック　
※13日㈮までに要予約　
　先着15組　資料代300円

13日㈮

えがおルームで遊ぼう

にこにこ講座　「岸本先生のお話」

27日㈮ 作ってみよう　※材料費150円

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

※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

備前病院　　　　 伊部 ☎64-3385

こまざわ小児科医院　伊部 ☎63-3080

木村医院　　　 西片上 ☎64-2277

小谷医院　 和気町和気 ☎93-0555

星合医院　　　 香登西 ☎66-7100

吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

坂本内科小児科医院 香登本 ☎66-7353

下野内科外科　　 木谷 ☎67-2335

木村内科　　　　 伊部 ☎64-3497

平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

小林内科医院　 　鶴海 ☎65-8003

大田原医院 和気町大田原 ☎93-0035

1日
㈰

8日
㈰

9日
㈪

15日
㈰

22日
㈰

29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。

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）

■総合運動公園使用予約（11月分）

10月11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　２日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30日㈪

※シーサイドプールひなせ

　温水プールは10月24日～26日臨時休館します。

☎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

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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