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※９月30日現在
（　）内は前月比

世帯数　15,651 （－18世帯）
　男　　16,875 人 (－54人)　
　女　　18,391 人 (－ 6人)　
総人口　35,266 人 (－60人)

◆９月中の異動状況
・出生 21 人　・死亡 57 人
・転入 73 人　・転出  97 人

人口の動き

平成29年

月号

　まつりでは、高齢者や障がい者を含む誰もが社会

参加できる福祉のまちづくりの推進と、「12月３日

～９日障害者週間」の啓発を図ります。また、金婚

式、老人クラブ・身体障がい者福祉功労者などの表

彰を行います。

　こども応援フェスタは、安心して子どもを生み育てることができる

社会づくりについて、市民や関係者が共に考える機会を提供し、子育

てに夢を持って、次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境づくりを

推進することを目的として実施します。

子育て支援課（☎64-1853)

社会福祉課社会福祉係(☎64-1827)

10:30～14:00 9:30～14:00

メイン
アリーナ

てに夢を持って、次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境づくりを

推進することを目的として実施します。

メイン
アリーナアリーナアリーナアリーナ

1

笑顔あふれる会場では、子どもから大人まで一緒に楽し

める遊び・学び・体験・展示コーナーが盛りだくさん！！

みなさんお誘い合わせの上、どうぞおいでください。

オープニング
保育園・認定こども園児による
開会宣言、パラバルーン演技

学び

・がんを予防しよう
　（がん検診の普及啓発など）
・食育コーナー
　（ヘルシーおやつの試食、魚つりゲームなど）
・健康づくりコーナー
　（禁煙相談・糖尿病予防など）
・体組成測定（内脂肪・筋肉量などの測定）
・こども消防隊
　（こども用消防服の試着・写真撮影）
・消防車もやってくる

展示

遊び
・平均台やフラフープを
　使ったサーキット遊び
・ボールプール・新聞プール
・子育てひろば体験コーナー
・ヒノキの積み木遊び
・こどもボウリング&輪投げ
　（景品あり）

体験
・折り紙教室　　・押し花体験
・バルーンアート
・市内の保育士による寸劇（スタンツ）
　「おむすびころりん」

相談
・人権相談（悩み事相談所、創作活動）
・行政相談
・歯科相談
　（守ろうお口の健康世代を超えて）　

・放課後児童クラブ作品展
・こどもお絵かき展

・着ぐるみもやって来るよ～！

※都合により内容が変更になる場合があります。

《式典》9:00～　式典受付
 　　9:30～　式典開会　

 　　　　・表彰（金婚者、老人クラブ、身体障害者福祉協会、社会福祉協議会）
  10:20～　催し物　 
  ・作品展示
  ・障がい者スポーツ体験会
  　※参加希望の人は、室内用シューズを持参してください。

・福祉関係団体による飲食、
　雑貨などの模擬店・バザー
・福祉車輌、介護用品などの展示　
・ミニ体力測定（高齢者向け）
※当日は、駐車場の混雑が予想されます。
　乗り合わせておいでください。

9:30～14:00

　　　市長メッセージ Vol.２

　　～絆･夢･感謝のまちづくり～
　９月度は、それぞれの地域で志向を凝らした運動会や敬老会などが

行われていました。新任市長として、たとえ短時間でも地域の事情を

肌で感じたいとの思いからご案内のあった行事には積極的に参加させて頂きました。

　今回は、新たに動き出した市政運営について３点ご紹介します。

　先ず一つ目は、田原市政運営の基本指針となる「総合計画」の取りまとめです。

持続可能なまちづくりを目指し、身の丈に合った市政運営を行うための設計図とな

るものです。ここで忘れてならないのは「まちづくりには夢や希望がなくてはなら

ない」ということです。厳しい財源の中でも、住み続けたいと思えるまちにするた

めの工夫や努力目標をまとめています。

　二つ目は、「地域担当職員制度」の発足です。10小学校区単位に各６名、総勢60

名の職員を任命しました。『教育のまち備前』を市の目指す将来像としながらも、

北は三国・八塔寺から、南は日生諸島まで、地形や文化も様々な地域から成り立っ

ており各地域の課題や要望も一様ではございません。この制度は、市長である私の

目や耳になって複眼的な物の見方と横串的な捉え方で“備前らしさ”を施策立案に散

りばめていくことを趣旨としたものです。皆さんには、町内会長に加え、老若男女、

各種団体からなる町づくり委員会（仮称）を立ち上げて頂き、幅広い意見、地域の

創意を図れる体制づくりを期待しての提案です。

　三つ目は、「ふるさと納税レター作戦」についてのお願いです。ふるさと納税は、

多くの自治体でお礼の品として特産品や特典などが用意されており、近年寄附者が

大幅に増加してきました。ところが、豪華な返礼品による寄附獲得競争は、制度本

来の趣旨ではないことから、全国的な見直しが行われる中で、本市においても返礼

品や返礼率など大幅な見直しを実施し、見直し前よりも寄附額、寄附者数が減少し

ている状況にあります。今後もふるさと寄附を貴重な施策財源として活用していき

たいと考えておりますので、この度「レター作戦」と称し、市外にお住まいのご親

戚、友人、知人の方々へメッセージを添えて市長から寄附を呼びかける依頼文を送

付するしくみを作りました。市民の皆様におかれましてもこのしくみを活用いただ

き、ぜひ「備前市のサポーターになって・・・」とお願いいただければ幸いです。

　最後に、市長就任６月を経過しましたが、市民の方の中には、「市長が変わって

も、何も変わらないではないか…？」との声があると耳にします。ただ今、地域の

独自性を生み出し、郷土として誇れるまちづくりの実現に全力をあげて取り組んで

います。そのために、ある程度の時間と議会等での議論が必要でございますので、

ご理解ご協力のほどお願いします。　 　　 平成29年10月12日　田 原　隆 雄 
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※扶養：健康保険の扶養

※ お子さんが市内の学校に在籍する場合、お子さんを通じて申請書類を送付しますの

で、学校からの配付物をご確認ください。

教育総務課庶務係（☎64-1802）

【学校給食費補助の対象者区分】 

第 1 子 第 2 子 第 3 子 第 4 子

例 1
高校生以上 小（中）学生 小（中）学生 小（中）学生

例 2
高校生以上 高校生以上 小（中）学生 小（中）学生

例 3
小（中）学生 小（中）学生 小（中）学生 小（中）学生

例 4
就労（社保加入）者 小（中）学生 小（中）学生 小（中）学生

学校給食費補助金制度がスタートします!!
   　給食費の未納がない保護者のうち、該当するお子さんの給食費を補助します。

　（第２子は1/2補助、第３子以降は全額補助）

【対象者】以下に該当する保護者

女性に対する暴力をなくす運動
　ＤＶ、性犯罪、人身取引、ストーカー行為などの女性への暴力の問題を克服す

べく、女性の人権の尊重のための意識啓発など、取り組みを一層強化します。

◆と　き　11月12日㈰～25日㈯

市民協働課人権・男女共同参画係（☎64-1823）

全国一斉｢女性の人権ホットライン｣強化週間
　夫やパートナーからの暴力、職場などにおけるセクシャル・ハラスメント、ス

トーカー行為といった女性をめぐるさまざまな人権問題の解消に向けて、全国一

斉の強化週間とし、平日の受付時間を拡大し、土日も相談を受け付けます。

「女性の人権ホットライン」 ☎０５７０- ０７０- ８１０ 

◆と　き　11月13日㈪～19日㈰　８：30～19：00

　　　　　※ただし、土・日曜日は10：00～17：00

◆相談員　法務局職員および人権擁護委員

市民協働課人権・男女共同参画係（☎64-1823）

　岡山地方法務局人権擁護課（☎086-224-5761）

市営駐車場の料金を値下げしました

　下記の備前市営駐車場を平成29年10月１日より値下げしています。

　ますます便利になりましたので、ご利用ください。　

まち整備課管理係（☎64-1833）

平成29年分の年末調整説明会を
開催します

　関係先には、年末調整の関係用紙を事前に送付しています。説明会には

「年末調整のしかた」および「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出

の手引き」などを持参してください。

◆と　き　11月13日㈪　13：30～15：30　

◆ところ　リフレセンターびぜん（伊部2264-2）

税務課市民税係（☎64-1815）

瀬戸税務署では、税に関する習字・絵はがき・標語の優秀作品等を、
11月28日㈫～12月４日㈪まで、備前市市民センターにて展示します。

毎年11月25日～12月１日は｢犯罪被害者週間｣です
　現代社会においては、誰もが突然、予想しえない犯罪に巻き込まれて被害者や遺

族となるおそれがあります。地域社会が一体となって、被害者を思いやり、支え合

う気持ちを共有し、私たちに何ができるかを考えていきましょう。

　岡山県警察では、犯罪に遭った人たちを支援するため各種相談窓口を設けています。

　お気軽にご相談ください。

備前警察署（☎63-0110）、岡山県警・犯罪被害者や家族からの相談（☎086-233-

8349）、性犯罪被害相談（☎0120-001-797）

駐車場名 改定前 改定後

吉永駅前駐車場（一時利用）

頭島A、B駐車場（一時利用）

香登駅南駐車場（一時利用）

（24時間まで）

400円／回

（24時間まで）

100円／回

吉永駅前駐車場（月極） 4,100円／月 2,600円／月

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に

対する知識と理解を深めていただくために、毎年11月11日か

ら17日を「税を考える週間」として、ホームページ等で様々

な情報を提供しています。

税 を 考 え る 週 間

地域担当職員制度が始まりました!

　地域と行政が一緒に取り組む地

域づくり（協働のまちづくり）を

進めるため、また、地域と行政が

お互いに情報を共有しながら、こ

れまで以上に身近で強い信頼関係

を築いていくことを目的として、

10月１日から「地域担当職員」を各地域に配置しました。

【職務】

　地域の会合に参加し、地域と行政とのパイプ役としての連絡・調整役を

担います。

　行政がもっている情報を地域へ伝え、また地域の意見・情報を行政に反

映するように努めます。

　将来的には、培ったノウハウなどを活かし、地域活動に関するアドバイ

スを行います。

【任期】職務として従事し、１期２年

【配置人数】小学校区単位（10地区）で６人以上

【配置に対する考え方】職員の公募を基本としています。

【地域との連携】

　地域住民および地域内にある各種団体が構成メンバーとなり、地域の課

題や地域の特長を生かしたまちづくりについて話し合うための「場（仮

称：まちづくり会議）」の立ち上げを、自治会連絡協議会を通して、現

在、提案しています。

　地域担当職員は、立ち上げのサポートを行い、上記の「職務」を行いま

す。　

市民協働課市民協働係（☎64-1806）

保護者の負担する学校給食費の半額補助となる児童・生徒

保護者の負担する学校給食費の全額補助となる児童・生徒

テーマ「くらしを支える税」

詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください。

NO

NO

該当になりません

該当になりません

NO

NO

納付した場合、④へ

就学援助制度により学校給食費が
支給されています

※ お子さんが特別支援学校に在籍する場合は、
直接教育委員会に提出してください。

YES

YES

YES

YES

①市内に住所があり、２人以上の
子どもを扶養（※）している

④就学援助制度を受けていない

⑤申請書類を該当子の在籍する学

校に提出（※）

③世帯内に給食費の未納がない

②該当の第２子以降の子が備前市

立学校または特別支援学校（小学

部もしくは中学部）に在籍している

学校給食費補助金制度がスタートします!!

第２子以降の
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高校２冠達成

　第72回国民体育大会「2017愛顔つ

なぐえひめ国体」自転車競技少年男

子スクラッチで、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、８月に行われた全国高等

学校総合体育大会（インターハイ）

に続き、高校２冠を達成しました。

　細中さんは、「団体では入賞を逃

してしまったので、個人種目では頑

張ろうと思った。決勝では、足をためて最後に勝負をかけようと思っていた

が、残り４周で自分が先頭に立った時に勝負を賭け、逃げ切ることができま

した。」と喜びを語りました。

家庭での漏水確認方法と
修理依頼について

水道メーターを定期的に確認し、漏水の早期発見を！

　少しの漏水（水もれ）でも、後で高額な水道料金の原因となることがあり

ますので、日頃から水道メーターをチェックしましょう。

●漏水しているかどうかの確認の仕方

　漏水しているかどうかは水道メーターで簡単に確認できます。

１．家の蛇口をすべて閉め、トイレや給湯設備などで水を使用していないこ

とを確認します。

２．メーターボックスのふたを開け、水道メーターのふたを開けます。パイ

ロットが止まっていれば、宅内の漏水はありません。

３．パイロットが少しでも回っていれば、どこかで漏水しています。

●漏水していたら（パイロットが回っていたら）！

　水道の修理は、備前市水道事業指定給水装置工事事業者へ直接依頼してく

ださい。その際の修理費は全てお客様負担となります。水道事業指定給水装

置工事事業者については上下水道課ホームページ、または水道工務係（☎

66-9793）へお問い合わせください。

●地下漏水などの場合、水道料金の減免措置があります

　通常では発見できない地下などの漏水の場合は水道料金が減免となる場合

があります。くわしくは、上下水道課業務係（☎66-9792）までお問い合わ

せください。

第35回 備前市吉永町マラソン大会
 

◆と　き　12月10日㈰　受付８：30～

◆ところ　吉永Ｂ＆Ｇ海洋センターグラウンド発着

◆種　目　【２㎞】小学生４年以下男子・女子、

 小学生５・６年男子・女子、

  祖父母親子ペア（子どもは３年生以下） 、

  ふれあいコース（中学生以上） 

 【３㎞】中学生男子・女子、一般女子

 【５㎞】一般男子・女子 （中学生以上） 

◆参加費　500円／人

◆申込方法　11月19日㈰までに所定の申込書に参加費を添えて文化スポーツ

課、 吉永Ｂ＆Ｇ海洋センターへ

市体育協会吉永支部事務局（文化スポーツ課内☎63-3813）

第37回 備前市日生町体力づくりロードレース
　　

◆と　き　12月17日㈰　受付８：30～

◆ところ　日生運動公園多目的広場発着

◆種　目　【1.5㎞】小学生１年～３年男子・女子、

ファミリー（※家族２人以上で、一緒にスタート・ゴー

ルをすること） 

 【２㎞】小学生４年～６年男子・女子

 【３㎞】一般男子・女子、中学生男子・女子

 【５㎞】一般男子・女子、中学生男子・女子

◆参加費　高校生以上500円／人、 中学生以下300円／人

◆申込方法　11月26日㈰までに所定の申込書に参加費を添えて文化スポーツ

課、日生運動公園体育館へ

市体育協会日生支部事務局（文化スポーツ課内☎63-3813）

第11回 備前市ふれあいマラソン大会開催
《協力依頼》     　

　11月19日㈰、 備前市ふれあいマラソン大会が９：00から開催されます。 

　特に、10：30～12：30頃は久々井地区～鶴海地区の一般道を使用して

の大会となりますので、ご理解・ご協力お願いします。

文化スポーツ課（☎63-3813）

11(いい)月30(みらい)日は
｢年金の日｣ です!!

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考え

てみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確

認できるほか、将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基にさ

まざまなパターンの試算をすることもできます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認い

ただくか、岡山東年金事務所にお問い合わせください。

岡山東年金事務所（☎086-270-7925）〈音声案内２番〉

11月は｢おかやまマイバッグ
       キャンペーン｣期間です
　皆さん、買い物の際にはマイバッグをお持ちですか？

　県では、スーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンターなどの店

舗、消費者・環境団体など、市町村と協力して、11月に「おかやまマイバッ

グキャンペーン」を実施します。

　家庭からは毎日、生ごみ、紙類、容器、包装など、多くのごみが出されて

います。「おかやまマイバッグキャンペーン」は、レジ袋の削減を通して環

境にやさしいエコ・ライフスタイルを広めることを目的としています。

　レジ袋を当たり前のようにもらうことを見直して、私たち一人ひとりがご

みを出さない買い物を心がけることは、ごみの減量だけでなく、地球温暖化

の防止にもつながります。

　皆さんもこの機会に、マイバッグを持参して、レジ袋の削減にご協力をお

願いします。

　そして、包装ができるだけ少ない商品、再使用できる容器や詰め替え製品

を選ぶなど、毎日の買い物から環境にやさしい生活を始めましょう！

ごみは、朝８時30分までにお出しください！
　ごみの収集については、その日のごみの量や交通事情で時間や順序が前後

する場合があります。また、上記事情により、どこを何時に収集するという

ことも決まっていません。そのため、市民の皆さんには収集が開始される朝

８時30分までのごみ出しにご協力をお願いしています。（資源物についても

同様です）

環境課衛生係（☎64-1821）

宝くじ助成金で整備
　（一財）自治総合センターの事業により、三国振興協議

会（三国）はテントやパイプイスなどを、浦伊部南自治会

（浦伊部）は町内放送設備無線制御システムなどをそれぞ

れ宝くじの助成金で整備しました。

　この事業の申請については、市民協働課（☎64-1806）へご相談ください。

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
出場：
5ポイント

応援：
3ポイント
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新庁舎の基本設計が完了しました

　新庁舎の建物の配置や構造、各階の基本的なレイアウトなどを定める基本設計が完了しました。

　今後は、より詳細な検討を行う実施設計を進めていきます。

　まちの活性化に貢献し､ 市民の絆による ｢新たな備前らしさ｣ を紡ぐ新庁舎

建築概要

【新庁舎】

規　　模　　　：地上６階、塔屋１階

構造形式　　　：鉄骨耐震構造

建築面積　　　：1,230㎡

建ぺい率　　　：25.38％（＜90％）

延床面積　　　：6,642㎡

容積対象床面積：6,642㎡

容 積 率　　　：137.07％（＜200％）

最高高さ　　　：28.5ｍ

駐車台数　　　：95台

　　　　　　　　（思いやり駐車場３台含む）

駐輪台数　　　：30台

【付帯施設】

車庫・倉庫／リサイクルステーション／

駐輪場／大庇
ひさし

／駐車場庇
ひさし

計画地概要

所在地　　　：備前市東片上126番地

敷地面積　　：6,171.18㎡

用途地域　　：近隣商業地域

地域地区等　：指定なし

防火地域等　：指定なし

許容建ぺい率：90％

　　　　　　（指定建ぺい率80％＋角地緩和10％）

許容容積率　：200％

　 基 本 方 針 

・備前らしさが感じられる市役所

・ワンストップサービスの行き届いた市役所

・機能的かつ将来の変化にも対応できる市役所

・市民に開かれた交流拠点となる市役所

・市民の生命・安全と財産を守る市役所

・人や環境にやさしい市役所

南西側からの新庁舎全景イメージ

機能性と経済性を両立した新庁舎

・ムダを省き、コンパクトで効率的な施設計画を行います。

・合理的で経済性に優れた構造計画を行います。

・執務室はオープンフロアとし、社会情勢の変化や組織改編に柔軟に対応できる計画とします。

・メンテナンス性に優れ、維持管理がしやすく永く使い続けられる計画とします。

人や環境、全てにやさしい新庁舎

・わかりやすい空間づくりとユニバーサルデザインを徹底し、誰もが利用しやすい庁舎とします。

・災害時の防災拠点としての機能強化と、業務継続性の維持を図ります。

・自然エネルギーを活用し環境に配慮した庁舎づくりを行うとともに、省エネルギー技術を

積極的に導入します。

まちづくりをリードする新庁舎

・まちづくりのシンボルとして、市内外にアピールできる備前らしい庁舎づくりを行います。

・建物内外にわたり、市民交流や市民活動が行える空間づくりを行います。

・市民ワークショップを行い、市民の意見を取り入れた庁舎づくりを行います。

南西側からの新庁舎全景イメージ

庁舎に求められる質実剛健で優れた機能を発揮するにとどまらず、市民と行

政が手を携えて、これからの備前のまちづくりを実践していく。

人と人をつなぎ、人とまちをつなぐ。

市民に親しまれ、市民の拠りどころとなる「新たな備前らしさ」を紡いでい

く新庁舎を創ります。
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断面構成

耐震構造の採用

・大地震時の人命確保はもちろんのこと、防災拠点としての機能も確実
に確保できる、重要度係数1.5の耐震構造を採用します。

浸水被害への対策

・１階床の高さは洪水による床上浸水対策として現庁舎の床レベルより
高いレベルに設定します。

・想定外の浸水に備え、建物出入口には防潮板を設置し対応します。
・発電機等の重要機器は屋上に設置します。

建築非構造部材の耐震安全性

・天井高さの高い議場は耐震天井を検討します。
・３階から上層階はバルコニーを設けます。万が一ガラスが割れて落下
した場合でも地上への被害を抑えます。

・５階のサーバー室は、床免震システムを採用します。

災害対策機能の充実

・市長室および災害対策関連諸室を３階にまとめて配置し、災害時の連
携強化を図ります。災害対策本部室には移動間仕切りを設置し、さま
ざまな災害規模に柔軟に対応します。

電　気　

・停電時には非常用発電機による電力供給を行い、３日間程度の発電が
可能な燃料を備蓄します。電力の供給範囲は災害対策本部室等の重要
諸室や共用部の一部の照明とします。

給排水　
・受水槽を地上に設置し、上水道の遮断時においても４日間程度の必要水
量を維持できる計画とします。受水槽は１階床レベルに設置します。

・下水道の遮断時においても７日間程度の必要排水量を維持できる緊急
汚水槽を設置します。

通　信

・通信回線の混雑や途絶に備え、引き込みの２重化２ルート化を検討し
ます。

  環境配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   

自然エネルギーの有効活用

・太陽光発電システムを屋上に設置します。
・自然換気や通風、自然採光を積極的に取り入れます。
・階段室を利用した温度差換気を行います。
・できる限り敷地内を緑化し、蒸発効果により熱環境を和らげます。

省エネルギー化

・庇
ひさし

を兼ねたメンテナンスバルコニーを設け、執務室への日射遮蔽を高
め、空調負荷の低減を図ります。

・エネルギー損失の少ない外装材や断熱材、遮熱効果の高いガラス
（Low-E ペアガラス）等を採用します。
・高効率LED照明を採用します。また、昼光センサーや人感センサー
を用いた照明システムを採用し、消費電力を低減します。

  防災計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   

保健センター
市民利用に便利な２階に配置 スペースの有効化を

図る集約された書庫
ワンフロアにまとめ独立性
を確保した議会諸室

天井高さ５．０ｍの議場

災害時には災害対策本部
に変わる大会議室

サーバー関連諸室を
まとめて配置

特別職エリア

災害時に連携を図る
関連諸室の配置

市民活動・交流にも利用
できる多目的スペース

執務室と連続するフリー
スペース職員の休憩や
会議、書庫等に利用

宿直室

出入口

診察１

診察２
会議室

会議室

委員会室 委員会室

会議
室

会議室

会議室

会議室

会議室

応接室

正・副
議長室

会議室

会議室

会議室

教育長
室

印刷室

会議室 事務局

書架

耐火書庫

相談

倉庫

相談

相談

記者
クラブ
室

相談

相談

相談

相談

相談

　相談

健診ホール
マザールーム

多目的
スペース

フリー
スペース フリー

スペース 控室

フリー
スペース

会議室

執務室 執務室 議場

録音
室

執務室 書庫

執務室

執務室

執務室

前室

副市長室
市長室

監査事務局

前室 応接室 選挙管理
委員会

執務室

待合 待合

給湯 給湯
給湯

空調
機械
室

議会
図書
室

給
湯

ＷＣ

栄養
指導室

書庫･倉庫
（集密書架）

議場ロビー

書庫･倉庫

議員控室
（会議室）

大会議室
（災害対策室）

サーバー室

ＯＰルーム

更衣室（男） 更衣室
 （男）

更衣室
 （男）

更衣室
 （男）

更衣室
　（女）

更衣室（女）

更衣室（女） 更衣室（女）

多機能トイレ 多機能トイレ 多機能トイレ

多機能トイレ 多機能トイレ多機能トイレ

情報コーナー

エントランスロビー

ギャラリー
・ラウンジ

ＷＣ
（女）

ＷＣ
（女）

ＷＣ
（女）

ＷＣ
（女）

ＷＣ
（女）

ＷＣ（女）

ＷＣ（男）

ＷＣ
（男）

ＷＣ（男） ＷＣ（男）

ＷＣ（男） ＷＣ（男）

銀行
窓口

授乳

倉庫
倉庫 倉庫

給湯 倉庫

執務フレキシブルゾーン
職員のミーティングや作業場所など
を配置した専用ゾーンを設定

更衣
（女）

更衣
（男）

ＷＣ
消火
ポンプ

出入口

主
出
入
口

備前市の魅力・情報を
発信するギャラリー・
情報発信コーナー

南側に面した明るく
開放的な待合

１階エントランス　イメージ
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　 市立図書館の活動　

　市立図書館では、子ども向けも含む蔵書の充実に努めるとともに、子どもの読書習

慣づくりに役立つさまざまな活動を行っています。

■読み聞かせや楽しい遊びを企画

　図書館に足を運んでもらえるよう、月１

回程度、備前市立図書館・日生分館・吉永

分館の３館で、乳幼児から小学生までを対

象にそれぞれの年齢に合わせた絵本の読み

聞かせや手遊び、簡単な工作をボランティ

アの人と一緒に行っています。春と秋には

読書週間にあわせて３館合同で行い大変盛

り上がります。子どもはもちろん、保護者

の人にも楽しんでもらっています。

■図書館司書の仕事を体験

　毎年夏休みに、小学４年生から６年生までを対象に「チャレンジ図書館司書」を行

い、本の貸出返却や書架整理、本のカバーかけ、クイズなど、楽しみながら図書館司

書の仕事を体験してもらいます。仕事をする中で読みたい本を発見し、体験後に手渡

す袋一杯に本を借りていく子どもたちの姿も見られます。今年は、備前市立図書館４

人、日生分館４人、吉永分館３人の参加がありました。

■さまざまな本と出会える工夫

　各館では適宜、テーマを決めて本を並

べ、本に対する興味を高める工夫をしてい

ます。年始には、図書館司書がテーマを決

めて選んだ３冊の本をまとめ、「本の福袋」

として貸出を行います。利用者からは「今

まで読んだことのない本に出会えるので楽

しみにしています」との声を聞いています。

　また、大人用だけでなく子ども用に「ど

くしょてちょう」を作成し、無料で配布し

ています。また、子ども読書週間（４月23

日～５月12日）と読書週間（10月27日～11

月９日）には、読書の記録にくじ引きを組

み合わせたイベントを行っています。自分

が読んだ本の記録を残すことにより、次の

一冊を手にとるきっかけづくりをしていま

す。

 読書活動の意義

　読書を通じて、①想像力を豊かにし情操や思いやりの心を育むことができる、②言葉を

豊かにし相手を正しく理解できる、③言葉をてがかりとし考えを深める習慣が身に付く、

④情報を選択し活用することができる、などが期待できます。

　また、読書と学力には一定の関係があることが分かってきました（図参照）。

　一方で、平成26年のアンケートでは、市内の子どもたちの読書離れが進む傾向が見られ

ました。

　このため備前市では、子どもたちが読書の楽しさや素晴らしさを体感でき、読書習慣を

身に付けることができるよう、発達の段階に応じた読書活動を進めています。

■読書活動と学力

　（平成29年度全国学力・学習状況調査から）

　読書活動は「生きる力」を育む上で重要なものです。備前市では、「読書活動推進計画」を定め、市立図書館、学校園などが連携して、子

どもたちが本に親しめる環境づくりに取り組んでいます。

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。

　学校図書館司書の活動

　休み時間になると学校の図

書館には多くの子どもたちが

訪れ、われ先にと本を選びま

す。「図書館はおもしろい本

がいっぱいあって楽しい！」

「学校の図書館で本をいっぱ

い読んで本が好きになった。

小さい字の本にもチャレンジ

したよ！」そんな子どもたち

をいつも笑顔で迎えているの

が、学校図書館司書です。

■居心地のよい図書館づくり

　学校図書館司書は、図書館

が居心地の良い空間となるよ

うに、季節ごとにレイアウト

を変えたり、子どもたちの

ニーズに合った本を選んだ

り、イベントを企画したりし

て、子どもたちの読書に対す

る興味や関心を高める工夫を

しています。子どもたちの読

書量は確実に増え、全校に司書を配置した平成29年度１学期の市平均

の貸出冊数は昨年度に比べて30％も増加しています。

■授業で使う資料を準備

　また、各教科の授業を充実させるために、学級文庫に授業に関連す

る本を用意したり、公立図書館や近隣の学校と連絡をとりながら資料

の準備をしたりしています。このことにより、調べ学習が充実し、学

習内容も深まっています。授業を行う先生と学校図書館司書がそれぞ

れの専門性を生かし、連携して授業づくりを行っているのです。

★学校図書館司書の声★

　子どもたちには、いろんな

ジャンルの本を読んでもら

い、大人になっても本に親し

んでほしいです。調べ学習も

うまくサポートしたいですね。

教育のまちをめざして

～ 連載 ～

本に親しめる環境をつくる第８回
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平成30年度使用「特別の教科道徳」教科書展示会開催

　平成30年度から現在小学校で行われている道徳が「特別の教科道徳」となり、教

科書を使っての学習が始まります。

　そこで、広く市民の皆さんに「特別の教科道徳」を知っていただくために「特別

の教科道徳」教科書の展示を行うこととしました。

　日程、会場につきましては、次のとおりです。

　ぜひ、ご来場ください。

　　　　 
が考える「教育のまち」

　皆さん、Ｍプロジェクトをご存知です

か？三石地区の魅力を再発見し広めていく

取組です。久山さんは、会長として発足当

初から事業を推進されています。また、三

石学校支援地域本部の地域コーディネー

ターとしても長年活動されています。

　そんな久山さんに、まちや子どもたちに

対する思いを伺いました。
まちの良さを子どもたちに

　Мプロジェクトは、地域に残る歴史的な建

物を後世に引き継ぐため平成16年に始まり、

内容を少しずつ変えながら「三石灯りの街」

として現在まで続いています。この取組には、

地域の子どもたちが学校ぐるみでキャンドル制

作などに関わっています。久山さんは学校で、

子どもたちに「灯りの街」の説明を行うと同時

に、三石の歴史やこの事業を通じて三石の魅力

を知って欲しいと語りかけています。この他に

も、三石駅で販売されていた駅弁や三石名物

だった「みついし耐火最中」を再現したり、さ

まざまな地域資源の掘り起しに取り組まれています。

　学校支援地域本部事業では、ボランティアの調整を行うだけでなく、自身も子ど

もたちの支援を行っています。読み聞かせ支援では、地域の伝承を伝え残したいと

の思いから、ペーパークラフト作家の弟さんの協力を得て、三石の昔話を紙芝居に

して、子どもたちに伝えています。

地域に誇りを持ち、地域を愛し、愛される子どもに

　地域の魅力を探し、磨きをかけている久山さんは「子どもたちには、この歴史深

いまちがどのように作られ、どのように発展し現在に至っているのかを学んでほし

い。そこには地域の先人たちの苦労があり、努力がある。そうしてできたこのまち

に誇りをもち、愛せるように育ってほしい」「三石地域に限らず、備前市全体に対

しても同じだ。子どもたちには、備前市を好きになり、そして将来の備前市を支え

る人材に成長して欲しい」と思いを語られました。

　地域の大人たちがまちづくりに関わる、その姿は子どもたちにとって魅力的な存

在として映ることでしょう。そして、その姿はきっと「将来、自分たちがもっと地

域を元気にしよう！」という思いを子どもたちの胸に起こさせるでしょう。そんな、

『思いが世代を超えてつながるまち』が久山さんの描くまちの姿であることでしょう。

私

Ｍプロジェクト協議会

久山　陽一 会長

校長室へ
ようこそ

　４月に着任。「一番おどろいた

のが、毎朝、旧国道の通学路に緑

のベストを着た地域の人がおら

れ、下校時には地域の自前の青パ

トが来てくれること」「米作りで

は『うしんが』という農具を使っ

て昔の田起こしを体験させてくれ

ます。とれたお米で毎年２月にロ

ング巻きずし作りに挑戦していて、

今から楽しみです」と、地域との深いつながりを話す校長先生。

　「始業式で、『学校でいいことがあったらビー玉をひとつ、ビンに入れてみん

なで喜びあえるような学校にしよう！』と子どもたちに話しました。がんばっ

たプールそうじ、なかよしの木の取り組みなどで今13個です」。見せてくれた

ビンの隣にはアンパンマンの人形が。「作者が、戦時中の食糧難の体験から生

み出した作品。自分の顔を分けてあげるという斬新なストーリーは、最初世間

に受け入れられませんでしたが、それでも描き続けたことを知って大好きにな

りました」と、アンパンマンのような優しい笑顔。

　「休日には小さなテントをかついで、山歩きをしながらバードウォッチング

を楽しんでいます」という、自然を愛する校長先生です。

　子どもたちに聞きました！校長先生ってこんな人

　「優しい」「備前のことが好きみたい！」「朝会のお話がおもしろい」

　「図書館で本を借りていろんなことを教えてくれる」

  子どもも親も育てる家庭

　「一人一役　全員主役」これは、今夏の高

校野球選手権大会で準優勝した、広陵高校野

球部の合言葉です。百人をはるかに超える部

員がいる野球部。当然全員がベンチ入りで

きるわけがありません。しかし、ベンチ入りした選手は、ベンチ入り

できなかった選手に感謝の気持ちをもっています。なぜでしょうか。

ベンチ入りできなかった選手には、練習の準備や補助員としての役割

があります。部員全員に役割があり、それを果たすことで、全員が主

役となり、チームが一つになるという考えからできた合言葉なのです。

　このことを家庭に置き換えて考えてみるとどうでしょうか。家族一人一

人に役割があり、子どもたちにも家族の役に立っているという満足感があ

るでしょうか。例えば、子どもたちも含めて、家庭の中の仕事を家族で分

担し、役割を果たしていく経験を積み重ねていく。そうすることが、子ど

もたちの自己肯定感を高めることにつながり、自信をもってさまざまな活

動に取り組む原動力となります。家庭版「一人一役　全員主役」です。

　人は互いに支え合って生きています。親も子育てしながら、育っていき

ます。小さなことから確実に役割を果たしていくことが、子どもも親も育

　てる家庭の礎となると思うのです。

社会教育指導員　奥田 泰彦 氏

家庭教育のススメ

トピックス

と　　き ところ

12月１日㈮～14日㈭ 土・日曜日を除く 日生総合支所・吉永総合支所

12月15日㈮～28日㈭ 土・日曜日を除く 備前市教科書センター（備前中学校内）

12月15日㈮～28日㈭ 月曜日を除く 備前市立図書館（市民センター内）

子どもたちに多様な体験を

　８月号でも紹介しました「備前まなび塾＋（プラ
ス）体験活動講座」が順次開催されています。
●森っこクラブ（野外体験）自然体験教室
　この日は、「森の生きものについて学ぼう」と題
して、生きもの図鑑をつくりました。虫や動物の足

跡などを森の中を歩いて探し、イラスト入りでまとめました。中にはヘビの
抜け殻を見つけた子も!!
　午後からはオモチャづくり。アドバイスをもらいながら浮沈子（ふちんし）
をつくりました。
※浮沈子：容器を押したり離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈

んだりするパスカルの原理を用いたオモチャ

●イングリッシュ ･キャンプWorld Trip（英語体験）
　「会場に入ったら全部英語だよ」と聞いて、緊張の面持ちの子どもたち。
外国人講師の出身国の遊びを体験し、名所や食文化などの解説を聞きまし
た。最後には、グループごとに学んだ各国の特色をイラストにまとめて発表。
中学生は学校で学んだ英語を活用し、小学生は身振り手振りで英単語数の少
なさを補いながら、活動に取り組みました。
　活動の様子は、『備前市教育委員会Facebook』でも紹介されていますの
でご覧ください。

香登小学校

太田　　誠 校長

自作紙芝居「深谷の滝伝説」
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　国民健康保険･
　後期高齢者医療からのお知らせ

【医療費を大切に】

　医療技術の進歩・高度化、生活習慣病などの増加、高齢化の進行などの

要因で、医療費は増加傾向にあります。

　医療費が増え続けると、保険料（税）の値上げが必要となります。日頃

から健康に気をつけることはもちろん、次のような受診を心がけること

で、医療費を節約することができます。

①同じ病気で複数の医療機関にかかることはやめましょう。

②時間外・休日受診は、なるべく避けましょう。

③薬は適切な用量・用法を守って服用しましょう。

④ジェネリック医薬品を活用しましょう。

⑤かかりつけ医を持ちましょう。

⑥定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。

⑦お薬手帳は１冊とし、飲み合わせのリスクを減らしましょう。

※保険証を忘れずに持参しましょう。

【こんな時には届出を】

　交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷でケガをしたときの治療

費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、健康保険を使って

治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を健

康保険が立て替えて支払うこととなります。後で国民健康保険や後期高齢

者医療が加害者に請求しますので、すみやかに第三者の行為による傷病届

を提出してください。

◆持参するもの　保険証、印鑑、事故証明書

【柔道整復師による施術について】

　整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険・

後期高齢者医療制度が使えない施術がありますので、ご注意ください。

保険が使える場合 保険が使えない場合

・打撲・捻挫・挫傷
・脱臼、骨折
　（※医師の同意が
必要となります。
応急手当の場合
は、手当後に医師
の同意が必要で
す。）

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

・症状の改善が見られない長期の施術（漫然とした
施術）

・同一のケガについて医療機関（病院、診療所など）
で治療中の場合

・通勤中、勤務中にケガをし、労災保険が適用とな
る場合

※「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診しても、保険

の適用が認められなければ、国民健康保険・後期高齢者医療制度が負担

した治療費の全額もしくは一部を返還していただく場合があります。

◆治療を受けるときの注意点

・ケガの原因を正確に伝えましょう。

・医療機関との重複受診はしないようにしましょう。

・「療養費支給申請書」の内容を確認し、必ず自分で署名または捺印しま

しょう。

・領収証を必ずもらいましょう。

・施術が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。

※備前市国民健康保険・岡山県後期高齢者医療広域連合では、受診内容の

確認のため、施術を受けた人に電話や文書などでお問い合わせする場合

があります。

保健課保険医療係（☎64-1819）

明るい選挙啓発標語

明るい選挙を実現するために、広く市民の方に
募集した入賞作品が決定しました！！

 最優秀賞 　思いのせ　未来へ届け　この一票

勝田和香菜さん（伊里小学校・３年）

 優秀賞 　　選挙の日明るい未来へ動き出す

橘　　來愛さん（伊里小学校・３年）

 優秀賞  行こう、せんきょへ、まもろう、ルールを

 松田　大輝さん（西鶴山小学校・２年）

（応募総数：17点 ）備前市選挙管理委員会（☎64-1838）

平成30年度 
幼稚園･保育園･
認定こども園の入園について

幼児教育課（☎64-1825）

 １号認定児 　【幼稚園・認定こども園（幼稚園部）の教育利用を希望する場合】

◆入園できる人

　【香登地区・伊部地区・東鶴山地区・日生地域＜２年保育＞】

　　…平成24年４月２日から平成26年４月１日までに生まれた人

　【片上地区・伊里地区・三石地区・吉永地域＜３年保育＞】

　　…平成24年４月２日から平成27年４月１日までに生まれた人

◆申請書等の配布　11月６日㈪から就園を希望する幼稚園・認定こども園で配布

◆申請期間　11月15日㈬ ８：30～12月８日㈮ 17：00

◆提出場所　就園を希望する幼稚園・認定こども園へ期限までに提出

※預かり保育は、園により実施状況が異なりますので、各園に直接お問い合わせ

ください。

 2号・３号認定児 　【保育園・認定こども園（保育園部）の保育利用を希望する場合】

◆入園できる人

・児童が生後６か月から就学前までであること

・保護者、児童が備前市に居住し、住民登録をしていること

・児童が園での集団生活に支障がないこと

・就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、介護・看護、求職活動など「保

育の必要な事由に」に該当すること

◆申請書等の配布

　11月６日㈪から教育委員会幼児教育課、各保育園・認定こども園で配布

◆申請期間　11月15日㈬ ８：30～12月８日㈮ 17：00

◆提出場所

　新規の入園の場合は、教育委員会幼児教育課へ期限までに提出

　現在通園している場合は、保育園・認定こども園へ期限までに提出

※くわしくは、「入園の手引き」で確認のうえお申し込みください。

※平成29年４月１日から、担当が教育委員会幼児教育課となり、場所も教育委員

会内（西片上７番地）に移転しておりますので、ご注意ください。

幼保一体型施設の整備

　伊部地区幼保一体型施設の建設工事施工業者が決定し、平成29年10月から

本格的に工事に着手しています。建設工事は平成29年度から平成30年度まで

の工期で、（仮称）伊部認定こども園として平成31年４月からの開園予定です。

◆市内幼稚園・認定こども園・保育園　　　　　　

園　　名 認定区分 連絡先

幼稚園

香登幼稚園

１号

☎66-8545
伊部幼稚園 ※１ ☎64-2079
東鶴山幼稚園 ※２ ☎65-8137
日生幼稚園 ☎74-0714

認定

こども園

片上認定こども園
幼稚園部 １号

☎64-2549
保育園部 2号・３号

伊里認定こども園
幼稚園部 １号

☎67-2711
保育園部 2号・３号

三石認定こども園
幼稚園部 １号

☎62-0111
保育園部 2号・３号

吉永認定こども園
幼稚園部 １号

☎84-2231
保育園部 2号・３号

保育園

西鶴山保育園

2号・３号

☎66-9614
香登保育園 ☎66-9106
大内保育園 ☎66-9560
伊部保育園 ☎63-1006
殿土井保育園 ※１ ☎64-4052
日生保育園 ☎72-3825
無憂華保育園 ※２ ☎65-8150

※１殿土井保育園・伊部幼稚園について

平成29年度着手の伊部地区幼保一体型施設整備工事に伴い、殿土井保育園は伊

部幼稚園園庭に設置する仮園舎で保育を実施します。平成30年度の新園舎完成

後は、殿土井保育園・伊部幼稚園の園児の皆さんは新園舎へ移り、伊部幼稚園の

解体および園庭の整備を行い、平成31年度に認定こども園が開園する予定です。

※２東鶴山幼稚園・無憂華保育園について

平成29年度末、私立無憂華保育園の閉園に伴い、平成30年度に東鶴山幼稚園を

幼保一体型施設とする工事を実施する予定です。また、無憂華保育園は、平成

30年度から幼保一体型施設整備が完了するまでの間、公立の保育園として備前

市が管理・運営を行います。

提出期限　12月８日㈮
※８：30～17：00
（土・日・祝日を除く）
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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６月生 １日㈬　13：00～13：30 備前保健センター

１歳６か月児健診 ★ 平成28年５月生 ₁₅日㈬　13：00～13：30
総合保健施設【吉永】

★印は

２歳 6 か月児歯科健診 ★ 平成27年５月生 ９日㈭　12：45～13：15

３歳６か月児健診 ★ 平成26年５月生 ₂₂日㈬　13：00～13：30

かみかみ離乳食と歯の教室 ★ 平成29年１月生 ８日㈬　9：40～10：00

日生育児相談 乳幼児 ₁₆日㈭　10:00～11:30 日生防災センター

吉永育児相談 乳幼児 ₁₀日㈮　9:30～11:30 総合保健施設【吉永】

11月

第 18 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
　　健康講演会（参加無料）

　血糖値が気になる人へ。

　糖尿病になると自覚症状があまり無くても目や腎臓や神

経など全身に影響が出てくることがあります。悪化予防の

ポイントやストレス軽減方法について学んでみましょう。

と　き
11月26日㈰
10：00～12：00
[受付９：40～ ]

12月15日㈮
14：00～15：30
[受付13：30～ ]

ところ 総合保健施設（吉永病院併設）２階会議室

内　容

① 「糖尿病が引き起こ
す合併症って？～家
庭でできる予防のポ
イント～」

② 「仕事と趣味と生き
がいと」（仮）

講　師
おさふねクリニック
院長 中村　明彦さん 
　　　　　　　 ほか

備前病院
診療部長 片山　弘さん 

 ほか

◆定員　50人（先着順）

①は11月20日㈪、②は12月11日㈪までに、保健課保

険医療係（☎64‒1819）、 総合保健施設（☎84-9113）へ

スペシャルポイントで
　Ｂポイント！！ 

　野山の木々も色づき始め、紅葉のきれいな季

節となりました。今月は「市民ふれあい福祉ま

つり・こども応援フェスタ」が行われます。ぜ

ひご来場ください。

　これからＢポイント活動を始める人も、まだ

まだポイントを貯めるチャンスがありますよ。

今回はスペシャルポイントの紹介です。

◆２人以上で30分以上運動など健康に良いこと

◆地域のボランティア活動　…１人でもOK ！

をして、ポイントカードに記入すれば、それ

だけで１回につき２ポイントもらえます。

カードの有効期限内に５回まで記入できま

す。（最大10ポイント）

◆Ｂポイントカードは市役所本庁（保健課・介

護福祉課・福祉事務所）、各総合支所、出張所、

市立病院、地区公民館、ポイント事業実施会

場などで配布しています。

◆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（☎64-1820）

【江
え

角
すみ

　明
あ

日
す

香
か

】

　昨年６月に備前地域おこし協力隊へ就任し

た江角明日香です。

　アート・デザインを通した魅力発信が使命

で、イラストならタッチ・画材を問わず、何

でも描けます。

　具体的な活動として、吉永町笹目地区で始

まった岡山県初の有償運送車両のロゴ作成、

お子様との触れ合いを目的とした家族参加の

チョークアート教室、国保定期健診を促すパ

ンフレット・ポスター、日本遺産に認定され

た備前焼をPRするのぼり・ポスターなど、

絵の持つ魅力や、協力隊以前から培ってきま

した現場での技術経験を活かし、備前市の魅

力を広めることを常に意識しながら活動に取

り組んでいます。

　これまでの活動を通して、自分自身がもっ

と勉強し成長してこそお役に立てると実感し

ています。今後は、残りの任期をなるべく回

り道の無いように目的意識をしっかりと持

ち、集中して活動していきたいと考えています。

【作り方】

①イイダコは塩もみしてぬめりをとり、

洗う。

②鍋にＡの調味料を入れて火にかけ、ひと

煮たちしたらイイダコを入れる。時々イ

イダコをかえしながら、10分程煮る。

★さらに鍋に蓋をして、ほたる火で10分程

蒸し煮すると柔らかく仕上がる。

保健課（☎64-1820）

保健課

　12月１日は「世界エイズデー」です。平成29年度の
キャンペーンテーマは「UPDATE ！エイズのイメー
ジを変えよう」です。
　日本では、１日に約４人が新たにHIVに感染してい
ます。また、感染に気づかずAIDSを発症した（いき
なりエイズ）人の割合は３割と多いのが現状です。平
成28年の岡山県の新規HIV感染者・AIDS患者の報告
数は12人であり、HIV感染者・AIDS患者数は増加傾
向にあります。
　HIVに感染してもすぐにAIDSを発症するわけでは
なく、自覚症状のない期間が数年程度続きます。HIV
への感染は検査でしか分かりません。しかし、早期に
分かれば色々な治療方法が可能になり、定期的な受診
と服薬でAIDSの発症を抑え、仕事などを続けること
もできます。
●備前保健所東備支所では無料・匿名で検査を実施し
ています

検査日 受付時間 検査内容 検査結果

通
常
検
査

毎月
第２木曜日

（11月９日）
（12月14日）
（１月11日）

午前
9：30～11：30
（前日までに
予約をして
ください）

HIV抗体検査･
性感染症検査

（クラミジア・  
 梅毒）

検査実施日か
ら約１週間後
です。

　健康のためにも、大切な人を守るためにもぜひ、検
査を受けてください。検査などに関する相談も受け付
けています。
備前保健所東備支所

　（☎0869‒92‒5180　和気郡和気町和気487‒2）

　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。 

と　　き ところ
11月７日㈫

9：30～11：30
市民センター

11月21日㈫ 東鶴山公民館
11月28日㈫ 9：30～11：00 三石出張所　別棟
11月29日㈬

9：30～11：30
伊里公民館

11月30日㈭ 伊部公民館

※今年度特定健診の受診がお済の人は結果を持ってお
越しください。

　40歳～74歳までの備前市国民健康保険の被保険者
で、今年度の特定健診の結果、生活習慣病の危険が高
い人は、保健師・管理栄養士から「半年間の特定保健
指導（ダイエットプログラム）」が受けられます。対象
となった人には、健診結果に案内が同封されています。
ぜひご参加ください。（※備前市国民健康保険でない人
は、加入している健康保険組合などにご確認ください。）
＜プログラムに参加した結果♪＞
　H27年度に参加した人の81％が体重が減少、56％が
腹囲も細くなりました。
 

　参加者からは、「無理せず、自分にあった予定を立
てることが継続につながる」「一人でがんばるより、
見守ってくれる人がいることは心強いですよ」などの
メッセージがありました。　 保健課（☎64-1820）

※11月６日㈪から、新庁舎建て替えに伴い保健課健康係が総合保健施設へ仮移転します。乳幼児健診の実施場所も変更となり
ますのでご注意ください。市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

世界エイズデー

なんでも健康相談 （予約不要）　　　　

半年間のダイエットプログラム（特定保健指導）
で体すっきり健康になりましょう！！

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
5ポイント

　昨年６月に備前地域おこし協力隊へ就任し

伝えていきたい備前の味伝えていきたい備前の味

イイダコの煮つけ
〈１人分 エネルギー 97Kcal、塩分1.3ｇ〉

～ 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
イイダコ300ｇ、
　　酒60㏄､ しょう油大さじ２
Ａ　みりん大さじ２、砂糖大さじ１と1/2
　　水150㏄

Bポイント
各3ポイント

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

　11月の健康教室は、９月開催の「ウォー

キング講座」参加者を対象とした実技を

行います。

　今後もウォーキングに関する教室など

を企画していきますのでご了承ください。

備前病院（☎64-3385）

糖尿病教室

　「くすり」の話や、糖尿病食体験など

の教室を開催します。

　どなたでも参加できます。

11月17日㈮　12：30～14：30

日生病院　　 500円

11月10日㈮までに、

　日生病院（☎72-1111） へ

東備西播定住自立圏構想推進事業 

公開学術講演会（参加無料･申込不要）

　東備西播定住自立圏域内の医療体制の

確保・充実を図るため、超高齢化社会に

おいて需要が益々増加している整形外科

についての講演会を開催します。多数の

ご参加をお待ちしています。

11月６日㈪　17：30～

赤穂市民病院３階講義室

神戸大学医学研究科整形外科学

　黒田良祐 教授

赤穂市民病院総務課
　（☎0791-43-3222）

在宅医療・
介護に関するシンポジウム
　～介護が必要となった時を

　　　　　　　　　　考えてみよう～

　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。元気な今から、聞

いておきたい内容です。

11月25日㈯　13：30～15：30

　　　　　　　（受付13：00～）

日生防災センター

医師、介護支援専門員、訪問介護員、

訪問リハビリ職員など

80人（申込順、定員に達し次第締切）

医療福祉連携課（☎64-1875）へ

もの忘れ相談会（相談無料・要予約）

　ご自身やご家族が「認知症ではないか」

と心配になったり、悩んだりしているこ

とはありませんか？

　認知症に関するお薬や受診のことな

ど、不安や疑問について、認知症専門医

と認知症地域支援推進員などが相談に応

じます。お気軽にご利用ください。

11月30日㈭　12：00～13：30

市民センター４階 第１会議室　

先着３人（１組 約30分）

地域包括支援センター
　　（☎64-1844）

介護者の会

「65歳からの未来計画ノート

～老後も自分らしく生きていくために～」

　いつまでも自分らしく生きたい、家族

も自分らしく生きてほしい。その思いは

誰にでもあることではないでしょうか。

65歳からの未来計画ノートの作成を通

し、今後の家族や自分のことについて考

えてみませんか。講話後は参加者同士の

情報交換もします。

11月15日㈬　10：00～11：30

日生市民会館３階 講座室

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

「自宅でできる嚥下食作り」

　食事は生きていくうえで必要かつ楽し

みなもの。いつまでも口から食べられる

ことはとても大切なことです。12月は、

飲み込みの機能が低下しても食べやすい

食事を実際に作ります。調理実習後は参

加者同士の情報交換もします。

　通常より開催時間が長いため、途中退

席可能です。都合に合わせてご参加くだ

さい。

12月５日㈫　10：00～12：30

三石公民館　調理室

500円

エプロン・三角巾・米1/2合・

　筆記用具

11月24日㈮

　地域包括支援センター（☎64-1844）
　東サブセンター（☎72-1240）
　北サブセンター（☎84-9114）

児童虐待防止推進月間

 いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声

　11月は「児童虐待防止推進月間」です。

　子どもにとって有害ならそれは「虐待」

です。

　「もしかして虐待」と感じたり、発見

したりしたら、間違いを恐れないで通告

（相談）しましょう。

子育て支援課（☎64-1853）、岡山県中
央児童相談所（☎086-235-4152）

第35回いんべ会館文化祭関連行事

いんべ会館（☎64‒0890）

人形劇サークル
『風の子』による公演

11月４日㈯　11：20～12：20

いんべ会館２階大会議室

★フランネルシアター

　・月のうさぎ

★大型紙芝居

　・いのちのまつり

　・ちょうずをまわせ

※三連休のひとときをちょっと変

わった紙芝居などで楽しんでみま

せんか！

人権啓発DVD上映会

※障がい者、LGBT、若年性認知症、

同和問題などさまざまな人権問題

について考えましょう。

11月４日㈯　13：00～14：30

　　　５日㈰　10：00～11：30

いんべ会館２階大会議室

・光射す空へ

・風の匂い

・そんなの気にしない

※上映時間各30分程度

青少年健全育成大会
（入場無料・申込不要）

　次代を担う青少年の健全育成推進を図

るため青少年健全育成大会を実施します。

11月11日㈯　13：00～

日生市民会館

明るい家庭づくり作文最優秀作品朗読

発表、青少年健全育成啓発ポスター表

彰、講演など

　講演 14：50～16：20

・演題  「笑育～いい親ではなく笑う

親になろう～」

・講師　NPO法人パパジャングル

　　　　理事長 荒巻　仁氏

備前市青少年育成センター
  （☎64-4158）

第25回備前吹奏楽フェスティバル
（入場無料）

　小学生から大人まで市内で活動する楽

団の流行の曲から懐かしの曲まで、さま

ざまな曲の生の演奏をお楽しみください。

11月12日㈰　13：00～16：00

市民センターホール

片上小学校トランペット鼓隊、

備前中学校・伊里中学校・日生中学校

吹奏楽部、備前緑陽高等学校吹奏楽部、

スライドワークス、備前ブラスバンド

クラブ

文化スポーツ課（☎64-1837）

企画展「医王山東麓窯跡群の全貌！」

関連イベント

ギャラリートーク
　　「上京遺跡を語る」

「茶室のしつらい体験」

　企画展は、備前焼窯跡出土品のほか京

都上京遺跡で出土した備前焼も展示しま

す。発掘調査を担当した同志社大学歴史

資料館の浜中邦弘先生のギャラリートー

クもあります。

　茶室では出土品の備前焼も展示し、茶

の「しつらい」を再現し、学生による茶

席体験コーナーも設けます。

【ギャラリートーク】

11月18日㈯　①13：30～②14：30～

11月19日㈰　③10：00～④11：00～

【しつらい体験】

11月18日㈯・19日㈰　10：30～14：00

・定員　各日50人（先着）

加子浦歴史文化館

お茶・菓子300円

　（ギャラリートーク参加者は、お茶券

を進呈します）

火曜日、祝日の翌日

無料

加子浦歴史文化館（☎72-9026）

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

 ▲山形恵美子さん（坂根）

 ▲中井重子さん（香登西）

 ▲山形恵美子さん（坂根）

 ▲中井重子さん（香登西）

市民センター４階 第１会議室　
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東備地域新規学卒者等合同
就職面接会開催

　備前市では、赤磐市、和気町、ハロー

ワーク和気および和気地区雇用開発協会

と共催で、来春大学などを卒業予定の人

を対象とした就職面接会を開催します。

11月10日㈮　13：30～16：00

和気商工会館３階研修室（和気町尺所２）

平成30年３月　高校、大学、短大、高

専、専修学校等卒業予定者および卒業

後３年以内の未就職者

和気地区雇用開発協会のホーム

ページから応募票をダウンロードし、

入力のうえプリントアウトして当日受

付に提示してください。学生および求

職者の事前の参加申し込みは不要です。

ハローワーク和気（☎93-1191）
　ハローワーク備前（☎64-2340）

韓国語講座

　本場のハングルの読み書きを習ってみ

ませんか？

12月５日㈫～平成30年３月まで　

　毎週火曜日（全12回）

　各回18：30～20：00

市民センター４階　第１会議室

金
キム

 惠
ヘ

珍
ジン

さん（地域おこし協力隊）

市内在住または在勤・在学の人

10人（応募者多数の場合は抽選）

１回につき500円

実費

11月14日㈫17時までに、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

ふれあいサロン講座（参加無料）

健康軽スポーツのすすめ

『ニュースポーツ

　ユニカールやってみませんか！』

　中高年の人でもお気軽にできます。

11月29日㈬　13：00～15：00

いんべ会館

18人

※軽い運動ができる服装でお越しくださ

い。

11月１日㈬から、

　いんべ会館（☎64‒0890）

日生地区人権教育研修会
　　　　　　　　（参加無料）

　「認知症とともに地域で豊かな暮らし

を続ける」

11月18日㈯　14：00~（開場13：30)

日生地域公民館２階会議室

佐藤ゆかり准教授

　（岡山県立大学　保健福祉学科）

認知症に関心のある人

30人

日生地域公民館
　（☎72-1006　FAX72-1098）

男女共同参画講座

11月28日㈫　10：00～11：30

いんべ会館２階大会議室

迫田悦子さん（岡山公共職業安定所）

「働く前に、ちょっと知っておくと

　　　便利なマネープラン」

ライフスタイルと仕事、働きたい時間

帯で条件に合う仕事の探し方など

無料

15人（応募者多数の場合は抽選）

11月21日㈫ 17時までに、

　市民協働課（☎64-1823）　

図書館
「ボランティアスタートアップ講座」

（参加無料）

　絵本の読み聞かせを始めたい人やスキ

ルをみがきたい人を対象とした絵本の読

み聞かせ講座を開催します。

11月30日㈭・12月７日㈭

　10：30～12：00

市民センター３階視聴覚室

文庫えぱみなんだす伊丹弥生さん

20人

※両日参加できる人

11月22日㈬までに、備前市立図書館
（☎64-1134　FAX64-1250）へ

ウィズびぜん “ 虹の広場 ”

干支づくり

～和紙で作る平成30年の干支～

12月１日㈮　９：30～12：00

ウィズびぜん

1,500円

15人（先着順）

工作用はさみ、ボンド

ウィズびぜん登録団体：備前市母子

寡婦福祉連合会

11月20日㈪までに

　市民協働課（☎64-1823）へ

手づくりうどん講座受講生募集！

　親子、友だち、みんなで楽しく美味し

い手作りうどん、食べましょう！

12月３日㈰　９：30～13：00

市民センター調理実習室

15人（先着順）

500円

エプロン、筆記用具、手ふき、ふきん

11月１日㈬~28日㈫までに、

　市民センター（☎64-1133）へ

簡単なおせち料理づくりに
挑戦してみませんか？

12月９日㈯　９：30～

子育て交流センター調理実習室

20人（先着順）

500円

エプロン・筆記用具・手ふき

11月１日㈬~30日㈭までに、

　吉永地域公民館（☎84-3839）へ

使用済み廃食油の回収について

　使用済みの天ぷら油を回収・精製し、

BDF（バイオディーゼル燃料）として

再利用しています。市内の地区公民館な

どに回収場所があります。

　植物由来の菜種油やサラダ油などが対

象です。ラードや牛脂などは除きます。

　くわしくは、環境課保全係のホーム

ページ、または下記へお問い合わせくだ

さい。

環境課（☎84-3502）

おかやまマラソン2017

　11月12日㈰に開催する「おかやまマラ

ソン2017」では、16,200人のランナーが

岡山市内を駆け抜けます。

　大会当日は、コースおよび周辺道路に

おいて最大７時間30分（７：45～15：15）

にわたる交通規制を行うため、交通渋滞

が予想されます。

　岡山市内へのお出かけの際には、交通

規制時間をご確認の上、公共交通機関を

ご利用いただくなどノーマイカーにご協

力をお願いします。

おかやまマラソン実行委員会事務局
（☎086-226-7905）

　【大会公式ホームページ】

　http://www.OkayamaMarathon.jp/

国の教育ローン
（日本政策金融公庫）のご案内

　高校、大学などへの入学時・在学中に

かかる費用を対象とした公的な融資制度

です。

　お子さま１人につき350万円以内を、

固定金利（年1.81％（平成29年10月18日

現在））で利用でき、在学期間内は利息

のみのご返済とすることができます。

　くわしくは、「国の教育ローン」で検

索していただくか、コールセンターへお

問い合わせください。

教育ローンコールセンター（☎0570-
008656（ナビダイヤル）、☎03-5321-
8656）

市営住宅等　入居者募集

◆募集期間　11月１日㈬～10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）

11月18日㈯　10：00～13：00 ※要申込

◆住よろず相談会

　（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（ジャンボ松ぼっくりをつ

かった木工クラフト）

◆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）

Bポイント
3ポイント

Bポイント
3ポイント

ありがとうございました

 ▲長畑美江子さん（畠田） ▲長畑美江子さん（畠田）

 ▲横山芳子さん（浦伊部）

H28.4.1 ～H28.9.30

寄　附　帳

　
（敬称略）　

◆幼稚園へ　【日生】PTA＝テント
◆小学校へ　【西鶴山】西鶴山産直
市推進協議会＝児童図書ほか、
【香登】NTN社宅自治会＝ミニ耕
耘機、【片上】(有)角野自動車商
会＝自転車10台、【吉永】吉永ラ
イオンズクラブ＝ひな壇ほか
◆中学校へ　【三石】(財)岡山県教
育職員互助組合＝児童図書
◆教育委員会へ　㈱ゼンリン 岡山
営業所＝キッズセーフティマッ
プ、岡山県教職員組合＝文詩集
「おか山っ子」、(医)草加草仁会草
加病院＝書籍「幸せながん患者」
◆備前まなび塾＋へ　啓和炉材㈱・
興亜耐火工業㈱・㈱茂山組・㈱長
崎鉄工所・㈱ノブハラ・㈱フジッ
クス・㈱三石深井・匿名希望の企
業・中国銀行＝学習参考書ほか
◆備前さつき苑へ　松本伊勢夫＝リ
クライニング車いす１台ほか、播
本正毅＝コールマット１台
◆備前焼ミュージアムへ　森毅＝藤
原啓の書、清水芳子＝備前焼関連
アルバム、池田重隆＝備前焼の
皿、ジム・キーリング＝ウィッチ
ホード・フラワーポット、豆田美
和子＝備前焼三石入大甕、藤原祥
宏＝備前焼細工物（金重陶陽作）、
森岡晋＝備前焼三石入大甕、ト
ロック祥子＝書籍113点、岡山県
備前焼陶友会＝1,005,000円

H29.4.1 ～H29.9.30

寄　附　帳

ありがとうございました



■総合運動公園使用予約（12月分）

11月10日㈮ 18：00～ 窓口、電話（☎63-3811）で予約可。

市内施設ご案内

■体育施設利用（管理者：（一財）備前市施設管理公社）

☎63-3811

☎63-3812

☎72-2226

☎72-1741

☎84-3776

問い合わせ先体 育 施 設

総合運動公園

伊部運動公園

三石運動公園

シーサイドプールびぜん（久々井）

日生運動公園

シーサイドプールひなせ

吉永Ｂ＆Ｇ海洋センター

※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。

11月 休日当番医

萩原医院　　　　 寒河 ☎74-0007

たかばクリニック　吉永中 ☎84-2017

浦上医院　　　　 穂浪 ☎67-0302

吉永病院　　　 吉永中 ☎84-2120

草加病院　　　 西片上 ☎64-3811

吉本医院　　　　 三石 ☎62-1122

大ヶ池診療所　　 大内 ☎64-4648

渋藤医院　 和気町父井原 ☎88-0023

日生浦上医院　　 日生 ☎72-0935

武田整形外科　　 伊部 ☎64-1221

日生病院　　　　 寒河 ☎72-1111

平病院　　 和気町尺所 ☎93-1155

3日
㈮

5日
㈰

12日
㈰

19日
㈰

23日
㈭

26日
㈰

◆開館時間　9：30～18：00

◆休館日　毎週月曜日と ４日㈯、24日㈮、30日㈭

※11月１日㈬～ 26日㈰の開館時間、古本リサイクル市を開催します。くわしくは、図書館ホームページをご覧ください。

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

21日㈫ 10：30～11：30

18日㈯ 10：30～11：30

9 日㈭ 10：30～11：30

11日㈯ 10：30～11：30

14日㈫ 10：30～11：30

25日㈯ 10：30～11：30

おはなしの森

おはなし広場

おはなしみかん

海辺のおはなし会

もこもこ

よみきかせ会

よみきかせ会

わくわくるーむ

☎64-0087　月～土曜日（月・土隔週）
10：00～15：00（伊部小学校裏）

うみっこ丸

☎070･5425･8461　月～金曜日
9：00～14：00（市社会福祉協議会日生支所裏）

11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（11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
11月

自
動
車
文
庫
巡
回
日
程

17日㈮

と　　き と　こ　ろ

16日㈭

22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

神 根 公 民 館

三 国 公 民 館

三 石 出 張 所

日生町漁協頭島支所前

日 生 東 公 民 館

日 生 教 員 住 宅

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

10：30～11：00

11：30～12：00

14：30～15：00

11：00～11：30

14：00～14：30

15：00～15：30

◆利用時間　9：00～21：00

　(総合運動公園温水プール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11:30～17:00までとなります)

◆休園（館）日　毎週月曜日、４日㈯、24日㈮

　※４日㈯は各施設にお問い合わせください。

納
税

固定資産税・都市計画税（４期）、
国民健康保険税（５期）、
後期高齢者医療保険料（５期）、
介護保険料（６期）の納期限は、

11月30日㈭です。

17日㈮

24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

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）

14日㈫・29日㈬
　　　　13：00～16：00

▼　と　き ▼　相談会場・電話

21日㈫　13：00～

21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

市民センター４階　講習室 ■☎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

28日㈫　13：00～15：00

21日㈫　13：00～15：00

28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

市民センター４階　講習室 ■☎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

21日㈫　13：00～15：00

28日㈫　13：00～15：00

15日㈬　10：00～12：00

市民センター４階　講習室 ■☎64-1800 電話相談可

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

保健課保険医療係　　■☎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

21日㈫　13：00～15：00

市役所勤務日と同一

市役所勤務日と同一

９日㈭　10：00～15：00

市民センター４階　講習室 ■☎64-1800

市民協働課　　　　　■☎64-1823

危機管理課　　　　　■☎64-1876

法律相談

吉永総合支所２階会議室　要予約

■☎64-1818・☎72-1102・☎84-2511

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11月の相談

■「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。

※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。

■税務課（☎64-1814）

誕生会（10・11月生まれ）
※17日㈮までに予約すると誕生カード
　のプレゼントがあります。

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問
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