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｢認知症かも…」不安を和らげるために

❷

市からのお知らせ(平成30年度当初予算の概要 ほか）
まちかど写真館・おめでとう赤ちゃん(平成29年5月生まれ）
けいじばん
津山の歴史 あ･ら･か･る･と(黒木ダムの完工式典）
注目！今月の津山人(中島結里愛さん）

❹

特集

梅まつり
３月17日㈯

梅の里公園（神代）

･

「認知症かも 」
･･･
不安を和らげるために
津山市地域包括支援センターが受ける認知症の相談件数は年間約１２００件
あり、年々、増加傾向にあります。すでに認知症の悩みを抱えている人やその
家族だけでなく、若年性認知症の不安を抱える人からの相談も増えています。
できるだけ早い時期から適切な対処方法を知っておくことは、認知症の人へ
–１００４

の理解や介護に役立ちます。認知症の症状や対応などについて紹介します。
問津山市地域包括支援センター（市役所１階）☎

認知症は誰にでも起こりうる
脳の病気
認知症は、さまざまなことが原因で脳の働き
が悪くなり、記憶力や判断力などが低下し、日
常生活に支障が出る状態のことで、通常の老化
による衰えとは違います。
例えば、朝ごはんで何を食べたか思い出せな
いなど体験の一部を忘れるのは、
老化による「もの忘れ」といえ
ますが、朝ごはんを食べたこと
自体を忘れてしまう場合は、認
知症が疑われます。

状態に合わせた対応が大切

段階

看護・介護を充実させる
い す
寝たきりや車椅子生活な
どになると、衰えていく体
調の管理がさらに大切にな
ります。ケアマネージャー
やかかりつけの医師と相談
しながら、看護と介護の両
面を充実させましょう。
コミュニケーションを工夫
する
表情やスキンシップなど
言葉以外のコミュニケーシ
ョンの方法を工夫して、本
人を安心させましょう。

❹ 「常に介護が必要である」状態

住まいの環境を整える
着替えやトイレなどがう
まくできなくなったり、判
断力が衰えたりすると、家
庭内での事故が増えやすく
なります。介護保険などによる住宅改修を行い、
生活環境を整えましょう。

❸

段階 日
｢ 常生活に手助けや介護が必要
である 状
｣態

認知症はとても緩やかに進行しますが、進行とともに状態が変化する病気
なので、適時・適切な医療や介護などのサポートが必要です。
その人の状態に合わせた対応を考えましょう。

っても自立して生活できている 状
｣態

もの忘れはあ
段階 認
｢知症の疑いがある ｣｢

❶
まずは相談する
認知症の症状があることに気が付いたり、不
安を抱いたりすることがあれば、そのままにし
ないで、かかりつけの医師
や地域包括支援センターな
どに相談しましょう。
早めに発見して適切に対
処すれば、進行を遅らせた
り症状を軽減したりするこ
とができます。
段階 見
｢ 守りがあれば自立して生活で
きる 状
｣態

❷

介護のサポートを検討する
家族がいない時間帯などに、本人の状態に合
わせた専門家によるサポートを依頼できる訪問
介護や通所介護といった介
護保険のサポートを検討し
ましょう。
また、親戚や民生委員、
近所の知人・友人など見守
ってくれる人を増やしまし
ょう。

□置き忘れなどが増え、いつ
も探し物をしている

□新しいことが覚えられない

□慣れた道でも迷うことがあ
る

認知症の人たちが住み慣れた自宅や地域で安
心して暮らせるよう、認知症の進み具合や状況
に応じて受けることができる医療・介護・福祉
サービスなどを説明した『認知症ケアパス』を
作成しました。ぜひ、ご利用ください。
配布窓口 津山市地域包括支援センター（市役
所１階）
、高齢介護課（市役所１階 番窓口）
、
各支所・出張所担当課
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□外出時、持ち物を何度も確
かめるようになった
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チェックシート

｢おあしすカフェ（上之町)」で
認知症について語り合う様子

□下着を着替えず、身だしな
みを気にしなくなった
意欲が無
くなる

□一人になると、寂しくなっ
たり怖くなったりする
不安感が
強い

□ささいなことで怒るように
なった
人柄が変
わる

□料理、片付け、計算、運転
などのミスが多くなった
判断力・
理解力が
衰える

□自分の失敗を人のせいにす
ることが多くなった

専門職による認知症に関する相談日を設けています。
本人や家族、親戚、近隣の住人、知人など、どなたか
らの相談でも受け付けています。
とき 毎月第２水曜日午後１時15分～５時15分
相談窓口 津山市地域包括支援センター☎23‒1004、
FAX 23‒1005
※相談日以外の日でも、随時ご相談を受け付けています

下記の表に記載している認知症の症状と具
体例は、早期発見の目安です。複数当てはま
ることがあれば、かかりつけの医師や地域包
括支援センターなどに相談しましょう。
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□電話を切ったばかりなの
に、相手の名前を忘れる
もの忘れ
がひどい

□約束の日時や場所を間違え
るようになった
時間・場
所が分か
らない

とき ５月23日㈬午後２時～４時
ところ 津山市総合福祉会館
内容 認知症の予防方法を学ぶ、手先を使う工作
定員 40人（先着順） 締め切り ５月21日㈪
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
問津山市地域包括支援センター☎23‒1004

認知症かもしれないという
不安を抱えている人へ

予算

30年度当初予算の 概要をお知らせします

平成
介護保険特別会計

土地開発公社清算
特 事業特別会計
後期高齢者医療特
別 別会計

100億7,404万円

(注）％の数値は、小数第２位を四捨五入したもの
性質別歳出

13億9,814万円

会 食肉処理センター
特別会計
計 公共用地取得事業

7,750万円
1,108万円

特別会計

奨学金特別会計

922万円

磯野計記念奨学金
特別会計

563万円

財産区会計

1,354万円

下水道事業会計

74億4,976万円

水道事業会計

52億1,172万円

工業用水道事業会計

303億2,284万円（63.7％）

国や県の基準に基づき、交付されたり割り当てられたり
するお金

98億3,883万円
24億9,301万円

依存財源

市税や使用料・手数料など、市が自主的に収入するお金

区

分

予算額

構成比(%)

人件費

69億8,056万円

14.7％

物件費

54億1,540万円

11.4％

1億9,850万円

0.4％

108億4,035万円

22.8％

補助費等

75億8,842万円

15.9％

普通建設事業費

68億9,124万円

14.5％

公債費

59億7,866万円

12.5％

繰出金

33億2,037万円

7.0％

その他

3億8,650万円

0.8％

476億円

100.0％

維持補修費
扶助費

歳出合計

4,551万円

用語の説明
一般会計 福祉や教育、道路整備や産業の振興など、基本的な市の事業を行う会計
特別会計 特定の事業を行うために、特定の収入をその支出に充てるため、経理を独立して設ける会計
財産区会計 所有する山林などの管理や処分を目的とした、地方公共団体の特別な会計
下水道事業会計 下水道事業から得た収入で下水処理などの費用を賄う独立採算制の企業会計
水道事業会計 水道事業から得た収入で浄水や給水などの費用を賄う独立採算制の企業会計
工業用水道事業会計 久米産業団地に立地する工場への給水事業の企業会計

一般会計当初予算（骨格予算）

市債 67億7,590万円(14.2％）

市民税 53億2,162万円

国や金融機関などから借り入れるお金

固定資産税 58億493万円

県支出金 34億4,799万円(7.2％）

軽自動車税 3億6,821万円
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県が認めた特定の事務事業の実施に
あたって県から交付されるお金

依

歳入

国庫支出金

63億3,758万円(13.3％）

国が認めた特定の事務事業の実施
にあたって国から交付されるお金

自

存

地方交付税

112億2,000万円(23.6％）

全国の自治体が同水準の行政を進め
られるよう、財政運営の均衡を取る
ために国から交付されるお金

市税

128億5,000万円
主 (27.0％）

476億円
財

財
源

源

36
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歳入のポイント
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●地方交付税は、合併特例期間の終
了に伴う段階的な減額などにより、
６億６千万円 ５(・６％ の)減
●市債 市
( の借入金 は
) 、小・中学校
施設整備事業の本格実施などによ
り、９千万円 １
(・４％ の)増
●骨格予算編成のため、国庫支出金
は５千万円 ０
( ・８％ の
) 減、県支
出 金 は １億 ２千 万 円 ３
( ・３％ の
)
減
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歳出のポイント（性質別）

●扶助費は、子ども医療費や民間教
育・保育施設運営費の増などによ
り、２億８千万円 ２
(・６％ の)増
●人件費は、職員退職手当の減など
に よ り 、 ３ 億 ２千 万 円 ４
(・４％ )
の減
●骨格予算編成のため、物件費は
億４千万円 (・１％ の
) 減、普通
建設事業費は３億 １千万円 ４
(・
４％ の
)減
●今年度から、下水道事業が企業会
計方式に移行したことにより、繰
出金は 億１千万円 (・５％ の
)
減、補助費等は 億円 ( ・６％ )
の増
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道路や橋、公園、住宅整備など

商工費 16億6,724万円(3.5％）

商工業や公共交通、観光の振興など

使用料及び手数料

5億19万円(1.0％）

市の施設使用料や住民票、各種証明書などの
交付手数料

総務費 39億7,974万円(8.3％）

税務、戸籍、選挙などの事務や市役所
の管理など

災害復旧費 2,853万円(0.1％）

土木費 40億4,240万円(8.5％）

市が行う事業で特定の利益を受ける人
などから徴収するお金

市議会の運営

公債費 59億8,079万円(12.6％）

津山圏域消防組合の負担金や
消防団の車両整備など

6億9,299万円(1.5％）

議会費 3億9,262万円(0.8％）

諸支出金、予備費

消防費 17億340万円(3.6％）

分担金及び負担金

国が徴収した税金から一定の基準に従い譲与されるお金

その他 5億3,276万円(1.1％）

幼稚園や小中学校、社会教育、
芸術文化・スポーツの振興など

都市計画税 6億5,514万円

地方譲与税 4億7,000万円(1.0％）

地方消費税のうち県から交付されるお金など

市の借入金の返済
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入湯税 10万円

どの費目にも含まれない他の収入

20億7,137万円(4.4％）

教育費 77億1,279万円(16.2％）

市たばこ税 7億円

諸収入ほか 32億3,398万円(6.8％）

地方消費税交付金ほか

道路や水路などの災害復旧

特徴

国民健康保険特別
会計

予算額

当初予算の

名

平成 年度当初予算
は、骨格予算として編
成しました。政策的な
判断が必要となる新規
施策や補助金などは、
原則として計上を見送
りました。
そのため、市民生活
への影響に配慮しなが
ら、義務的な経費や継
続的な事業に必要な経
費を中心に計上してい
ます。
なお、今回計上を見
送っている新規施策や
政策的経費については、
６月補正予算において
対応することになりま
す。

計

172億7,716万円（36.3％）

骨格予算とは
市長選挙などを控えた自
治体が、義務的経費や経常
経費、継続事業費などを中
心に編成する予算です。
選挙後の補正予算で、市
長の意向を反映させた事業
などを予算計上します。

会

自主財源

問 財政課（市役所６階）☎32-2020

歳出
（目的別）

476億円

民生費 173億891万円(36.4％）

高齢者や乳幼児、障害者などの福祉、
生活保護、災害救助など

衛生費 26億6,993万円(5.6％）
各種健康診断や環境対策など

労働費 2億2,819万円(0.5％）
雇用労働対策、人づくり事業など

農林水産業費 13億5,270万円(2.8％）

農林水産業の振興、農道・林道・ため池の整備など

2018.5
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30年度当初予算の概要をお知らせします

平成

平成30年度当初予算の主な事業

副市長・教育長
就任のあいさつ
副市長

教育長

任期
平成30年４月１日～
平成34年３月31日

任期
平成30年４月１日～
平成31年３月31日

山田 賢一

平成30年４月１日をもって、副市長に就
任することとなりました。
私が学生、県職員としても過ごした、ここ
津山で仕事をさせていただける機会を与えら
れたことに感謝いたしますとともに、責任の
重さに改めて身の引き締まる思いです。
さて、谷口市長は、少子高齢化への対応、
地域経済の活性化、人材育成等を通じて、拠
点都市津山の確立に、情熱と実行力を持って
取り組むとされております。
もとより微力ではありますが、市長の思い
が実現できるよう、しっかりと職責を全うし
てまいりたいと存じますので、市民の皆様の
ご支援とご協力をいただきますよう、よろし
くお願いいたします。

表彰

み

つ

く

子育て環境の充実と人と文化を育むまちづくり

り

箕作賞

有本 明彦

この度、教育長に任命され、その職責の重
さに身が引き締まる思いです。
津山市の将来を担う子ども達一人ひとりが、
確かな学力とともに優しさとたくましさを身
に付けられるよう、保護者や地域の方々、関
係機関の方々との「対話」を大切にしながら、
あふ
活気に溢れる「大切な人を大切にする学校づ
くり」と、市民の皆様の豊かな生涯学習・ス
ポーツの機会の充実を着実に進めてまいりた
いと考えております。
津山市教育の一層の充実・発展のために尽
力してまいる所存ですので、市民の皆様のご
支援とご協力を賜りますよう心からお願い申
し上げます。

～歴史と文化のまち津山での勉励をたたえて～
問秘書広報室☎32-2026

市では、毎年、市内の大学（大学院や高専などを含む）を優秀な成績で卒業する学生に「箕作賞」を贈
げん ぽ
さん
っています。洋学者・箕作阮甫を始め、洋学の先駆者を輩出した津山の地で研鑚を積んだ学生生活を良き
思い出に、今後さらに活躍されることを願っています。
美作大学
三野 敦子さん（香川県）
具志堅 有希さん（沖縄県）
上田 紗也さん（島根県）
美作大学大学院
藤原 由佳さん（勝央町）
美作大学短期大学部
絹田 千穂さん（美作市）
吉永 花さん（高知県）
諸遊 真子さん（津山市）
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津山工業高等専門学校
尾原 光さん（津山市）

イアン パンニャーさん
（カンボジア）
遠藤 大誠さん（美作市）
ケセヴァン ヴェローさん
（マレーシア）
地木 郁真さん（美作市）
平松 考樹さん（津山市）
※（

）内は出身地

小・中学校施設整備事業
22億2,557万円
市内の小・中学校の普通教室や特別支援学級
教室への空調施設の整備や、老朽化した施設の
改修などを年次計画で実施します。
幼稚園再構築施設整備事業
10億5,715万円
旧津山市地域にある公立幼稚園12園の再構
築を行い、新設園２園を整備（東西エリアに各
１園を配置）します。
津山文化センター施設整備事業 ５億2,030万円
津山の芸術や文化の拠点施設である津山文化
センターについて、意
匠を継承した耐震化・
内外装の改修を行い、
施設の機能と利便性の
向上を図ります。

子ども医療費公費負担事業
４億6,103万円
子どもたちの健やかな成長をより一層支援す
るため、平成29年７月から制度を充実し、通
院・入院ともに、中学校卒業までの子どもの医
療費の自己負担を完全無料化としています。
第３子以降保育料無償化事業
9,091万円
国・県制度を拡充し、第3子以降の子どもの
幼稚園・保育所等利用料(保育料)を完全無償化
としています。
まちなか子育て支援拠点事業
4,175万円
アルネ・津山内に設置した「親子ひろば わ
くわく」と「一時預かりルーム にこにこ」に
ついて、現在、定休日としている火曜日を開設
し、子育て支援の充実や中心市街地の活性化を
図ります。

企業立地促進事業
４億346万円
津山産業・流通センターや久米産業団地など
への企業立地を促進するとともに、市内立地企
業の事業拡大を支援するため、各種奨励金制度
による企業支援を行います。
城下地区にぎわい再生事業
３億3,156万円
国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業｣ の
補助金を活用し、平成30年度中の完成に向けて、
津山国際ホテルの移転新築の支援を行います。
つやま産業支援センター事業
１億5,000万円
つやま産業支援センターが取り組む、地域内
中小企業の新技術・新製品の開発支援や創業支
援、地域産業人材育成プログラムの充実などに
補助金を交付します。

地域材利用促進事業
4,000万円
住宅の新築やリフォーム時の木材利用促進と
地域材の積極的な利用を
促進するため補助金を交
付し、地域材の需要拡大
と地域経済の活性化を推
進します。
ＩＪＵトータルサポート事業
3,807万円
津山市への移住希望者に対するワンストップ
相談窓口として「津山ぐらし移住サポートセン
ター」を開設し、生活環境・住まい・仕事など
暮らしに関する情報の発信や、移住体験ツアー
を実施するほか、移住・定住に対する各種助成
を行います。

庁舎耐震化事業
５億8,510万円
災害時の防災拠点や避難場所としての機能が
維持できるように、平成29年度に引き続き本
庁舎の耐震化と長寿命化の改修を実施します。
また、加茂支所を加茂町公民館との複合施設
として新たに整備します。

神庭66号線整備事業
市街地へのアクセス
と通学路の安全性の向
上を図るため、綾部か
ら下高倉間の市道の改
良を行います。

雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり

災害への備えと都市機能の充実したまちづくり

２億9,032万円

豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるまちづくり

津山圏域衛生処理組合負担金
２億1,899万円
津山圏域衛生処理組合（津山市、鏡野町、美咲町で構成）で実施している汚泥再生処理センター施
設建設事業について、建設費などを負担します。
2018.5
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健康

健康

健康診査・がん検診を受けましょう

子どもと高齢者の予防接種

問健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069
市内の医療機関では、６月から健康診査・がん検診が始まります。また、津山すこやか・こどもセン
ターなどで行う集団健(検)診もあります。自分の健康状態を確かめるために、ぜひ、受診してください。
なお、健康診査受診券・がん無料クーポン券の対象者へは、５月下旬に個別通知します。

平成30年度の健(検)診
対象

20歳代

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

70歳代

年齢：平成31年４月１日現在

75歳～

特定健診＝40～74歳の津山市国民健 高齢者健診＝後期高齢者医療保険加入
康保険加入者
者
肝炎ウイルス検診(Ｂ・Ｃ型、Ｂ型のみ、Ｃ型のみ)＝40歳以上で、今まで肝
炎ウイルス検診を受けたことがない人

男女
とも

胃がん(胃部エックス線)・結核・肺がん・大腸がん検診＝40歳以上の人

※注意点①⇒ 胃がん検診(胃内視鏡)＝50歳以上（２年に１回、偶数年齢）

女性
男性

子宮頸がん検診＝20歳以上の女性
※注意点②⇒

乳がん視触診＝40歳以上の女性(偶数年齢）

乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用)＝41歳以上の女性
（奇数年齢）
前立腺がん検診＝
50～69歳の男性

受診の際の注意点
注意点① 平成29年度に胃内視鏡検査を受けた人は、今年度は胃内視鏡検査と胃部エックス線検査のいずれ
も受けることができません
注意点② 偶数年齢の人は視触診を、奇数年齢の人は視触診・マンモグラフィ併用を受けることができます

市では、第３期津山市障害者計画（計画
期間：2018～2023年度)・第５期津山市
障害福祉計画（計画期間：2018～2020年
度)・第１期津山市障害児福祉計画（計画
期間：2018～2020年度）を策定しました。
この計画は、アンケートや津山市障害者
施策推進審議会での協議など、広く市民の
意見を取り入れて策定した津山市障害者施
策の総合的な計画です。さまざまな要望に
対して、必要な支援を利用できる体制や仕
組みづくりを進めていきます。
基本理念
だれもが住み慣れた地域で 健やかに安
心して暮らせる 支え合いのまちづくり
閲覧場所
障害福祉課または市ホームページ
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問障害福祉課(市役所１階10番窓口)
☎32-2067

福

障

障害者計画を策定しました

～支えあう 住みよい社会地域から～

５月12日は民生委員･児童委員の日
問生活福祉課(市役所１階12番窓口)☎32-2064

民生委員・児童委員と主任児童委員は、市民の身近
な相談相手です。福祉に関する悩みがある人はご相談
ください。
また、｢民生委員・児童委員の日」に伴い、５月14日
㈪には地元の民生委員・児童委員の存在や取り組みを
知っていただく活動の一環として、市内の各小学校の
正門で、朝の登校時に「あいさつ運動」を実施します。
こんな相談ができます
・高齢者や障害のある人などの福祉に関する悩みごと
・妊娠中や子育てなどでの心配ごと
・虐待やＤＶ(ドメスティック・バイオレンス) など
※各委員は、個人の私生活に立ち入ることがあります
が、活動上知り得た秘密は堅く守られます。また、
委員退任後も守秘義務が課せられています
※各地域の委員の連絡先など、詳しくはお問い合わせ
ください

問健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069
病気の多くは、ウイルスや細菌の感染で発症します。それらを感染症といいます。予防接種は、それ
らの感染症に対する免疫を獲得して、病気にならないようにするために行います。予防接種でしっかり
体を守りましょう。
予防接種にはそれぞれに適した年齢や時期があります。体調が良い時に、早めに接種してください。
接種可能な医療機関など、詳しくはお問い合わせください。

子どもの予防接種

定期予防接種の種類（対象年齢であれば無料）

予防接種名
ＢＣＧ

対象年齢

接種回数

１歳になるまでの間

１回

四種混合（ジフテリア・百日咳 １期 生後３〜90カ月（７
・破傷風・ポリオ）
歳６カ月）未満
※２期は二種混合（ジフテリ
２期 11〜13歳未満
ア・破傷風)
１期

麻しん（はしか）
風しん（ＭＲ）
日本脳炎＊1

生後12〜24カ月未満

４回
１回
１回

２期 ５歳〜７歳未満であっ
て小学校就学前の１年間

１回

１期

生後６〜90カ月未満

３回

２期

９〜13歳未満

１回

ヒ ブ
生後２〜７カ月未満
乾燥ヘモフィルスｂ型（Ｈib)
生後７〜12カ月未満
ワクチン
生後12〜60カ月未満

４回
３回
１回

生後２〜７カ月に至るまで

４回

生後７〜12カ月未満

３回

生後12〜24カ月未満

２回

生後24〜60カ月未満

１回

Ｂ型肝炎ワクチン

１歳になるまでの間

３回

水痘（水ぼうそう）ワクチン

生後12〜36カ月未満

２回

小児用肺炎球菌ワクチン

＊1 平成19年４月１日生
まれ以前で20歳未満
の人は、20歳になる
までの間、接種できな
かった１～２期の回数
分を特例対象者として
接種することができま
す。平成19年４月２日
～平成21年10月１日
生まれの人は、９歳～
13歳未満の間、接種
できなかった１期の回
数分を特例対象者とし
て接種することができ
ます

高齢者の予防接種（高齢者肺炎球菌予防接種）
■予防接種法に基づく定期接種
対象 平成30年４月２日～平成31年４月１日の間に
65、70、75、80、85、90、100歳になる人で市が
実施する任意接種を受けていない人、または、60歳
～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する人
接種費用 5,120円（3,000円の助成後の自己負担額）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
助成回数

１回

助成期限

共通項目

■市が実施する任意接種
対象 定期予防接種の対象年齢以外の70歳
以上で、前回の肺炎球菌ワクチン接種か
ら５年が経過し、市の助成制度を利用し
ていない人
接種費用 各医療機関の接種料金から
3,000円の助成額を引いた差額分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成31年３月31日㈰
2018.5
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外構工事（門扉、塀、緑化施設、側溝など）、ネッ
ト、フェンス、受変電設備、広告塔、看板、箱文
字看板、壁面文字、浄化槽・管理設備、駐車場舗
装・設備、外灯、ルームエアコン、屋外の給排水
設備、駐車装置、駐車料金自動計算装置、舗装路面、
太陽光発電設備一式（屋根材一体型を除く）など

外構工事（門扉、塀、緑化施設、側溝など）、受
製造業、印刷業、 変電設備、自家発電設備、広告塔、金属製品製造
倉庫業、卸売業 設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、
工場等の幹線動力設備、機械の給排水設備 など
建設業、工事請 ブルドーザ、パワーショベル、大型特殊自動車、
負業、建設機械 発電機、ランマ、タンパ、ロードローラ、パソコ
等リース業
ン、コピー機、看板、舗装路面、応接セット など

ビニールハウス、果樹棚、ボイラー、搾乳機、自
農業、林業、酪 動給餌機、パワーショベル、発電機、乾燥機、も
農業
みすり機、米選機、林業用機械、林内作業車、
チェーンソー、パソコン、保冷庫 など

32

２
-０１６

受変電設備、広告塔、看板、箱文字看板、壁面文
ガソリンスタン 字、サインポール、浄化槽・管理設備、地下タン
ド、自動車修理 ク・設備、防火壁、舗装路面、独立キャノピー、
業
洗車機、ガソリン計量器、防犯装置、コンプレッ
サー、旋盤、プレス、測定工具、検査工具 など

問財政課（市役所６階）☎32-2122
次の市有財産の売り払いを行います。
種別(地目)
所在地
地積(公簿)
備考
最低売払価格(予定)
土地(宅地) 阿波1453番115 2,527.3㎡
―
建物
同上
259㎡ 元山荘(鉄骨造・二階建)建築年不詳
200,000円
建物
同上
17㎡ 元山荘トイレ(木造・平屋建)建築年不詳
あばグリーン公社
あば温泉

阿波郵便局
津山市役所
阿波出張所

中土居
加茂川
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阿波駐在所
大ヶ山荘

津山まなびの鉄道館「扇形こどもまつり」

鉄道の歴史や仕組みに触れ、社会や地域の発展と鉄道の関わりにつ
いて学ぶことができます。
とき ４月28日㈯～５月６日㈰午前９時～午後４時
内容 収蔵車両の頭出し展示、記念撮影用子ども制服の貸し出しなど
問津山まなびの鉄道館（大谷）☎35-3343

春のみまさか
スローライフ列車の旅

懐かしい風情を残す駅舎や地元の楽しいおも
てなしを満喫してみませんか。
とき ５月12日㈯・13日㈰
上り＝JR津山駅発12：03 → JR智頭駅着14：43
下り＝JR智頭駅発14：50 → JR津山駅着16：49
内容 各停車駅で特産品の販売、餅投げなどの
おもてなしイベント、
写真展示など
※イベントに合わせて、
津山まなびの鉄道館で
転車台回転実演イベン
トを開催します
問みまさかローカル鉄道観光実行委員会（津山ま
なびの鉄道館内）☎35-3343

医 療

公売

市有財産の売り払い

入札
とき ６月５日㈫午前10時～
大ヶ山スキー場
申込期間 ５月14日㈪～25日㈮
対象物件
入札方法 一般競争入札
付近拡大図
現地説明会
とき ５月14日㈪午前10時～11時
※詳しくは、お問い合わせください
大ヶ山荘

｢鉄道」や「牛肉」のイベントを楽しもう！

５月には、市内でさまざまなイベントが開催されます。皆さん、この機会にぜひ、行ってみませんか。

問課税課（市役所２階４番窓口）☎

受変電設備、広告塔、看板、箱文字看板、壁面文
字、サインポール、浄化槽・管理設備、駐車場舗
理・美容業、医 装、理美容いす、ルームエアコン、医療機器（レ
（歯科）業、ク ントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットファ
リーニング業
イバースコープ等）、ガス（麻酔）設備、洗濯機、
乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包機
など

実地調査について
市では、毎年、償却資産の適正な申告をし
ていただくため、市内にある事業所などに対
して計画的な実地調査を行っています。訪問
日は事前に連絡しますので、ご協力ください。
調査時に確認・照合するもの
減価償却資産台帳、固定資産台帳、確定申
告書、決算書、貸借対照表、工事内訳書、リ
ース資産契約書、仕訳書、総勘定元帳など
※申告の必要があるにもかかわらず申告をし
ていないと、さかのぼって課税される場合
や延滞金の対象となる場合がありますので、
ご注意ください

日除け、看板、箱文字看板、広告塔、受変電設備、
壁面文字、駐車場舗装・設備、ルームエアコン、
店舗、小売販売
陳列棚、陳列ケース、カウンター、テーブル、い
業、料理飲食業
す、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、レジ
スター など

課税

固定資産税（償却資産）申告のお願い

不動産貸付、賃
貸マンション、
アパート・共同
住宅、駐車場業
（貸付を含む）、
売電事業

主な償却資産の内容

観光

業 種

会社や個人で、工場や商店などを経営して
いる人や、駐車場やアパートなどを貸してい
る人が、その事業のために用いている構築
物・機械・車両・運搬具・工具・備品などの
資産を償却資産といいます。償却資産の所有
者は、毎年１月１日現在で所有している資産
を申告する必要があります。
申告の主な対象
土地・家屋以外で所得税法や法人税法に基
づき、減価償却資産として固定資産台帳や減
価償却明細書に計上しているものから、自動
車税・軽自動車税の課税対象となるものや無
形減価償却資産などを除いたもの

このような資産があれば申告してください

第３回牛うまっ王選手権
古くから食肉牛の生産地として発展してきた津
山で、牛肉料理のコンテストを開催します。
とき ５月３日㈷・４日㈷午前10時～午後３時
ところ 津山城（鶴山公園）つるまる広場（三の
丸）の特設テント会場
内容 来場者による投票
と、販売食数などで優
秀作品を決める
※出展者の料理は有料で、
料理によって金額が異
なります
※津山城入園料（大人
300円、中学生以下無
料）が別途必要です
問津山市観光協会（山下）☎22-3310

柔道整復療養費の適正化にご協力ください
問保険年金課（市役所1階９番窓口）☎32-2071

整骨院・接骨院などで受ける施術には、健康保険が使えないものがあります。施術を受ける場合は、
次のことにご注意ください。
次に該当する施術は健康保険を使えない場
療養内容についての照会や領収書の提示を求め
合があります
ることがあります
■医師の施術同意書が無い骨折や脱臼の施術
市では、療養費の支給記録の点検を実施して
■単なる疲労や慢性的な肩こり・筋肉疲労
いて、国保被保険者の人に療養の内容について
■脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられ
照会や領収書の提示を求めることがあります。
ない長期の施術
※柔道整復等施術の療養費支給申請書を開示し
■保険医療機関（病院、診療所など）で同じ傷病と
ています。希望する人は、ご相談ください
して治療中のもの
領収書は大切に保管してください
■労災保険の適用となる仕事中や通勤途中での負傷
整骨院・接骨院には領収書の無料発行
使用した場合
が義務付けられています。高額療養費の
保険を使用して支払った額の返還を求めることが
請求や、税の医療費控除を受ける際に必
あります。
要となりますので必ずもらいましょう。
2018.5
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平成29年

卵の流通を支える機械に興味津々つやま子ども☆未来塾
オンリーワンのものづくり企業｢共和機械株式会社」工場見学

やす だ

し

ほ

さ とう

ゆう き

よこ べ

ゆ

ず

き

うじひら

たつ ま

たる い

保田 詩歩ちゃん
５月５日生まれ
応募者 保田慶子さん

佐藤 祐樹ちゃん
５月４日生まれ
応募者 佐藤祐美さん

１歳おめでとう。こ
れからもたくさんの
出会いがありますよ
うに。

いつも笑顔で可愛い お兄ちゃんとずっと 1 歳おめでとう♡元
祐樹ちゃん！元気い 仲良しでいてね !!
気に育ってね♡
っぱい大きくなって
ね !!

横部 友澄騎ちゃん
５月２日生まれ
応募者 横部孝太さん

津山の歴史や文化・産業・人材などを親子で学ぶ
参加型の体験学習「つやま子ども☆未来塾｣。今回
は、日本で初めて自動洗卵機を開発し、オンリーワ
ンの技術と製品で、メディアにも取り上げられるこ
とが多い共和機械株式会社(河面)の工場を見学しま
した。参加者らは、パックに詰められた卵を箱に入
れる機械などを間近に見て、真剣な表情で説明を聞
いていました。また、卵に関するクイズも行われ、
子どもたちから笑顔がこぼれていました。

ひろ と

氏平 龍真ちゃん
垂井 寛翔ちゃん
５月２日生まれ
５月１日生まれ
応募者 氏平明日香さん 応募者 垂井健一さん
いつも笑顔でみんな
を笑わせてくれる寛
翔くん♡元気いっぱ
い大きくなってね !!

間の声援を力に快走
仲
第7回グラスハウス健康リレーマラソン
へん み

はる と

たけもと

いっ さ

ふく だ

め

い

逸見 悠仁ちゃん
武本 一心ちゃん
福田 芽生ちゃん
５月16日生まれ
５月16日生まれ
５月９日生まれ
応募者 逸見智恵子さん 応募者 武本みなみさん 応募者 福田奈美さん
生まれてきてくれた
ことに感謝☆これか
らも元気いっぱい大
きくなってね！

きしかわ

はる

岸川 陽ちゃん
５月27日生まれ
応募者 岸川麻里さん

しば た

み

さ

き

い っ 君 1 歳 お め で １歳おめでとう。笑 これからも笑顔で元 わが家のアイドル美
と う J こ れ か ら も 顔の可愛い、芽生ち 気にすくすく大きく 咲希ちゃん♪１歳お
ニコニコ笑顔で大き ゃん大好きよ。
なってね！
めでとー☆大好き
くなーれ♡
だょ♡

お

だ

りく あ

いち の

せ

あや と

小田 陸愛ちゃん
一ノ瀬 絢斗ちゃん
５月26日生まれ
５月23日生まれ
応募者 小田なつみさん 応募者
一ノ瀬由貴恵さん
陽 く ん 1 歳 お め で りくあのために頑張
絢斗は我が家の宝物
とう！これからも元 れる。りくあがいる
気いっぱい大きくな から頑張れる。何よ ☆元気いっぱい大き
ろうね J
り、りくあがすべて♡ くなってね♪

29

ふく だ

福田 はるちゃん
柴田 美咲希ちゃん
５月８日生まれ
５月８日生まれ
応募者 福田壮一郎さん 応募者 柴田真希さん

なが た

さ

な

おか の

な

岡野 奈々ちゃん
５月17日生まれ
応募者 岡野由奈さん

食いしん坊の紗奈ち
ゃ ん !! こ れ か ら も
たくさん食べて、元
気に育ってね♡

可愛い笑顔にいつも
い
癒 やされているよ。
これからも一緒に成
長していこうね！

かたやま

しょう じ

7

13 2018.5

ふ

み

お

林業の基礎知識や技術を学ぼうと県内外か
ら７人が参加した林業インターンシップ。７
日間の日程で、高所作業のためのロープワー
クやチェンソーのメンテナンス(整備)、山の
面積を測る技術などを体験しました。

な

永田 紗奈ちゃん
５月21日生まれ
応募者 永田美咲さん

対象 平成30年７月に満１歳の誕生日を迎える赤ちゃん（津
山市在住） 締め切り ５月10日㈭午後５時必着
応募方法 赤ちゃんの「氏名、ふりがな、生年月日」と、応募者の「氏
名、住所、連絡先、お子様へのひとこと」を明記し、写真を添えて、
Ｅメールまたは郵送で送付（Ｅメールの容量は10メガバイト以内)
送付先 kouhou@city.tsuyama.lg.jp または〒708-8501津山市
山北520秘書広報室
※掲載人数によりお子様へのひとことが掲載できない場合があります。
応募者多数の場合は抽選
問秘書広報室(広報)☎32-2029

グラスハウス健康リレーマラソンがグリー
ンヒルズ津山(大田)で開催され、35チーム
(約250人）が参加しました。参加者らは沿道
からの声援を受け、１周1.3kmのコースをタ
つな
スキを繋ぎながら力いっぱい駆け抜けました。

森の仕事の新たな担い手育成
林業インターンシップ

片山 二三雄ちゃん
５月28日生まれ
応募者 片山英之さん

庄 司 なおちゃん
５月27日生まれ
応募者 庄司雅哉さん

ふみおの笑顔は家族
い
の癒やしです。元気
いっぱいたくましく
育ってね！

たくさん、幸せをく
れて Thank you ♡
元気に育っていって
ね☆

サムハラ神社を目指して
早春ウォーク in つやま
加茂町スポーツセンター（加茂町中原）を
発着点に、サムハラ神社（加茂町中原）を経
由する約７kmのコースを歩く早春ウォーク
in つやまに約150人が参加し、晴天の下でさ
わやかな汗を流しました。

みんなで作ると楽しいね
イクメン・イクジイ料理教室

男性保護者向け料理教室が中央公民館(大
谷)で開催されました。男性保護者とその子
や孫、19人が参加し、献立を見ながら協力し
て野菜の皮をむいたり、切ったりするなどし
て「おにぎらず」などの調理を楽しみました。

2018.5
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お知らせ

相談日 平日午前９時～午後
４時（祝日と年末年始を除
く）
ところ 岡山地方法務局津山
支局（田町）
※事前に予約が必要です
問岡山地方法務局津山支局
☎ －９１５５

生活困窮者自立相談
とき 平日午前９時～午後４
時（祝日と年末年始を除く）
ところ 自立相談支援センタ
ー（市役所１階 番窓口）
相談内容 生活費や仕事など
に関する困りごと
※事前に予約が必要です
問生活福祉課☎ －２１３３

身体障害者巡回更生相談

相談内容 肢体不自由障害に
関すること
持ってくるもの 印鑑、身体
障害者手帳、使用中の補装
具、年金額が分かるもの
申込方法 障害福祉課に電話
または直接申し込む
問障害福祉課（市役所１階
番窓口）☎ －２０６７、
－２１５３

（３月１日現在）

全期

10

日常生活での困りごとやプ
ライバシー問題など、ご相談
を受け付けしています。
とき 平日午前９時～午後５
時（祝日と年末年始を除く）
問人権教育啓発推進センター
専用フリーダイヤル☎０１
２０－７７１－２０８
その他の相談は ページに
も掲載しています

アイヌの人々のための
相談専用電話

32

２ 月中のひとの動き
とき ５月 日㈭午前 時～
正午
ところ 神南備園（大谷）

川と海の環境啓発パネル展
自然環境の美化について考
えてみませんか。
とき ５月 日㈮～ 日㈮午
前８時 分～午後５時 分
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
問環境生活課☎ －２０５５
18

無料法律・人権相談所
とき ５月２日㈬午前 時～
正午
ところ 岡山地方・家庭裁判
所津山支部（椿高下）
相談内容 土地、家屋、金銭
の貸借、離婚、相続など
問岡山地方裁判所（岡山市）
☎０８６－２２２－６７７１

相続登記はお済みですか

22

道路上にはみ出した枝木や
倒木の処理のお願い
道路上にはみ出した木の枝
や倒木は、運転者や歩行者の
視界を妨げ、危険にさらすこ
とがあります。安全な通行の
ため、樹木の所有者は、伐採
などの処理をお願いします。
※枝木や倒木が原因で交通事
故が発生した場合、所有者
が事故の責任を問われる場
合があります
問管理課☎ －２０８９

など、ＩＪＵコンシェルジュ
の下限面積（平成 年度）は
■納付猶予制度
５月は「消費者月間」
次のとおりです。
（案内人）がきめ細やかに対
本 人（ 歳 未 満 の 人 ）・ 配
下限面積
アール（３００
応します。お知り合いの人で
偶者の、対象期間における前
■統一テーマ
０平方メートル）
移住を検討している人がいま
年所得が一定額以下の場合、
ともに築こう 豊かな消費
問農業委員会事務局（農業振
したら、ぜひ、ご案内ください。 申請により保険料の納付が猶
社会 誰一人取り残さない
興課内）☎ －２１５９
問津山ぐらし移住サポートセ
予されます（平成 年６月分
■消費生活トラブル相談
ンター☎ －３７８７
以前は、 歳未満の人が対象）。
とき 平日午前８時 分～午
津
山
ぐ
ら
し
移
住
サ
ポ
―――― 共通項目 ――――
後５時 分
ご利用ください 津山勤労者
ートセンター 開設
ところ 津山市消費生活セン
対象期間 申請時点の２年１
総合福祉センター
移住促進の拠点となる「津
ター（市役所１階１番窓口）
カ月前の月～平成 年６月
山ぐらし移住サポートセンタ
■消費者パネル展
開館時間 午前９時～午後
まで
ー」を津山圏域雇用労働セン
とき ５月 日㈪～ 日㈬
時（毎週木曜日・年末年始
申請に必要なもの 個人番号
ところ 市立図書館（アルネ・ ター内（山下）に開設しました。
を除く）
の分かるものと顔写真付き
住居や仕事
津山４階）
施設内容 体育館、会議室、
身分証明書、または年金手
のマッチング
問津山市消費生活センター
和室、音楽室、調理実習室
帳、印鑑、離職票か雇用保
（適合）、トラ
☎ －２０５７
申込方法 電話または窓口で
険受給資格者証（失業が理
イアルステイ
直接申し込む
由で申請する場合）
農地取得の 下 限 面 積
（お試しぐら
※利用料など、詳しくはお問
問保険年金課（市役所１階７
し）のご案内
い合わせください
耕作を目的とした農地取得
番窓口）☎ －２０７２、
問津山勤労者総合福祉センタ
各支所・出張所担当課、津
ー（勝部）☎ －５４５０
山年金事務所（田町）☎
－２３６０

土地や建物の相続登記をし
ないうちに相続人が亡くなる
と、相続関係が複雑になり、
調査に時間がかかったり、手
続き費用が高額になったりし
ます。大切な財産を未来につ
なげるため、早めに相続登記
をしましょう。

25

けいじばん

（お知らせ）

国民年金保険料の免除申請

24

経済的な理由などで国民年
金保険料を納付することが困
難な場合、さかのぼって免除
申請することができます。
■保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主の、
対象期間における前年所得が
一定額以下の場合、申請によ
り保険料の全額または一部
（４分の３、半額、４分の１）
が免除されます。

30

障害の等級などにより、軽
自動車税が減免になる場合が
あります。
締め切り ５月 日㈭
※申請方法など、詳しくはお
問い合わせください
問税制課（市役所２階２番窓
口）☎ －２０１７、
－２１５１

軽自動車税の減免

身体・精神に障害のある人の

30

い じ ゅ う

15

31
32

32

（有料広告）

（有料広告）

14
2018.5

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
2018.5

32

28

22

30

50

人口 102,074人(前月比△88)
男 48,841 人 (同△22)
女 53,233 人 (同△66）
世帯 45,084 世帯（同△8）

32

●軽自動車税

税
月 の 納

226人
111人
転出
死亡
191人
58人
転入
出生

（納期限：５月31日㈭）

5
10

32

32

31

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
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🆀

22

12

32

30

17

日曜納税窓口
５月27日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
32

30

30

10

30

11

問課税課（市役所２階４番窓口）
☎ 32-2016

15

21

昨年、古い住宅を取り壊しました。
今年、その土地の固定資産税の税額
が、昨年と比べて高くなりました。なぜ
ですか？
人が居住するための建物が建築され
ている土地の固定資産税は、住宅用地
の特例が適用され、減額されています。
しかし、建物を取り壊すとこの特例が適
用されなくなり、固定資産税が高くなる
ことがあります。ただし、建て替えのた
めに住宅を取り壊した場合には、住宅用
地の特例を１年間延長できる制度があり
ます。詳しくは、お問い合わせください

🅐

32

土地の固定資産税が高くなった
のですが…

税金Q＆A

（お知らせ）

集

自動車の排気ガスなどに含ま
新規学卒者等就職奨励金
れる大気汚染物質が太陽光の
強い紫外線を受けることで発
対象 次のすべてに当てはま
生する有害物質です。
る人①常用雇用者として就
発生状況は県環境保健セン
職している②勤務先の事務
ターホームページ (http://pref
所またはその本社が市内に
ある③市内に住所を有する
-okayamataiki.blue.coocan.jp
④学校を卒業または中退後
）で
/kanshi/mapg/index.html
３年以内
知ることができます。
支給額 ３万円（就活学生登
症状 濃度が高くなると、目
録者は２万円加算）
がチカチカしたり、息苦し
申請期限 就職から１年以内
くなったりするなどの健康
※申請方法など、詳しくはお
被害が発生する場合がある
問い合わせください
問環境生活課☎ －２０５５
問仕事・移住支援室（津山圏
平成 年工業統計調査に
域雇用労働センター内：山
ご協力く だ さ い
下）☎ －３６３３
経済産業省が「平成 年工
光 化 学 オ キ シ ダントに注意を
業統計調査」を実施します。
光化学オキシダントとは、
調査結果は中小企業施策や
気温が高くて風が弱い日中に、 地域振興など、国や地域行政

募

施策のための基礎資料として
き３５０万円まで
活用されます。
利率 年１・ ％（平成 年
対象 製造業の事業所
月 日現在）
調査基準日 ６月１日
返済期間
年以内
※対象の事業所には、５月中
※母子家庭の人などには金利
旬から調査員が伺います
や返済期間の優遇あり
問協働推進室☎ －２０３２
※対象や申込方法など、詳し
くはお問い合わせください
津山消防協力会
問日本政策金融公庫津山支店
（山下）☎ －６１３５
津山消防協力会は、市民の
安全で安心な暮らしを守る消
土曜・日曜・祝日と年次有給
防活動を支援する団体です。
休暇の連続取得の促進
会費のみで運営し、消防団
の装備品の援助や防火広報活
働き方改革の一つとして、
動の支援、消防音楽隊の活動
土曜・日曜・祝日に年次有給
補助などを行っています。
休暇を組み合わせて連休を作
問 津山市消防団事務局（危機
る「プラスワン休暇」があり
管理室内）☎ －１１９０
ます。５月の連休に合わせて、
取り組んでみませんか。
交通遺児等育成資金の貸付
問岡山労働局（岡山市）☎０
８６－２２５－２０１７
自動車事故が原因で被害に
あ
遭った交通遺児や重度後遺障
タカタ製エアバッグ リコー
害を負った人を支援するため、
ル未改修車両について
資金の貸し付けや介護料支給
タカタ製エアバッグを搭載
制度があります。
している特定の車両で、リコ
支給額や申請方法など、詳
しくはお問い合わせください。 ール作業が未実施の車両は、
平成 年５月から車検が通ら
問自動車事故対策機構岡山支
なくなります。詳しくは、販
所（岡山市）☎０８６－２
売店か専用ダイヤルへお問い
３２－７０５３
合わせください。
お子さんの教育資金として
問国土交通省タカタ専用ダイ
「国の教育ローン」
ヤル☎０３－５５３９－０
４５２
融資額

学生や生徒一人につ

29

専門調理師・調理技能士の
国家試験です。
■すし料理、中国料理、給食
用特殊料理

18

76

15

22

29

10

32

11

30

40

32

22

32

問津山市生涯現役促進協議会
☎24-3633
問岡山労働局☎086-225-2014

30

申し込み 不要
試験日 ７月 日㈰～８月
―――― 共通項目 ――――
問人事課☎ －２０４３
日㈯の間で指定する日
対象 求職中の人
締め切り ５月７日㈪
受講料 無料（教材費別途要）
高齢者保健福祉・介護保険
※申請方法など、詳しくはホ
申込方法 最寄りのハローワ
事業運営協議会 委員募集
ームページ（
ークで相談し、申し込む
http://www.
問北部高等技術専門校（川崎） 任期 平成 年６月１日～２
）をご覧
chouri-ggc.or.jp
☎ －１１２５
年間（年３回程度開催）
いただくか、お問い合わせ
要件 市内在住の介護保険被
ください
平成 年度採用 職員採用
保険者（他の審議会などの
問調理技術技能センター（東
合同説明会 参加者募集
公募委員、介護サービス従
京都）☎０３－３６６７－
事者、自治体職員を除く）
とき ①５月 日㈮午後５時
１８６７
募集人数 ２人
分～、②５月 日㈰午後
市民農園 利用者募集
報酬 日額７１００円
０時 分～
ところ ①美作大学（北園町）、 応募方法 任意の様式に①住
自宅に畑を持たない市民の
オ
カ
所②氏名③生年月日④職業
②ホテルサンピーチＯＫＡ
皆さんに農業が体験できる場
ヤ
マ
⑤電話番号⑥介護保険制度
を提供しています。
ＹＡＭＡ（岡山市）
への意見 ８
ところ 大田地内
参加団体（予定）津山市、真
( 百字程度 を
)記
対象 市内に住所がある個人
庭市、美作市、鏡野町、勝
入し、郵送、ファクス、Ｅ
または団体で、農業経験が
央町、美咲町、津山圏域消
メールまたは直接提出する
無い人（営利目的は不可）
防組合
募集期間 ５月１日㈫～ 日
利用可能面積 １区画あたり
㈮
平方メートル
問〒７０８－８５０１津山市
募集区画数 ３区画程度（先
山北５２０高齢介護課（市
着順）
役所１階 番窓口）☎ －
２０７０、
－２１５３、 利用期間 最長５年（更新可）
kaigo@city.tsuyama. 利用料（年額） １区画あた
り６千円（年度の途中で利
lg.jp
用開始する場合の利用料は
平成 年度 調理技術技能
月額５百円）
評価試験 受験者募集
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問市民農園実行委員会事務局
（ 農 業 振 興 課 内： 市 役 所 ４
階）☎ －２０７９
27

32

25

30

31

45

北部高等技 術 専 門 校
訓練生募集
■①介護サービス科 人
②パソコンワーク科 人
訓練期間 ６月１日㈮～８月
日㈭
訓練場所 ①ニチイ学館津山
教室（堺町）②久世エスパ
ス（真庭市）
締め切り ５月８日㈫
■総務・経理事務科 人
訓練期間 ７月３日㈫～ 月
日㈮
訓練場所 津山圏域雇用労働
センター
締め切り ６月 日㈪

（募集）

30

11

けいじばん

お知らせ

けいじばん

11

26

40

15

15

20

（有料広告）

（有料広告）
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2018.5
2018.5

18

32

11

32

津山市など12団体で構成する津山
市生涯現役促進協議会では、平成30
年４月から、55歳以上のシニアの皆
さんを対象とした、就労や社会参画活
動の相談ができる専
用窓口を津山圏域雇
用労働センター内に
開設しました。ぜひ、
ご利用ください。
内容 相談者が希望する賃金や雇用形
態、活動内容を聞き、企業や団体と
のマッチング（適合）を行う
ところ 津山圏域雇用労働センター内
（津山市山下92-1）

24

改定日 平成30年３月１日
■カプラー差し（電線の端末に取り付け
られた端子を非防水タイプのカプラー
に差し込む作業）
規格・単価（電線１本あたり）
20cm以下＝35銭、20cm超～50cm
以下＝41銭、50cm超～２ｍ以下＝50
銭、２ｍ超＝58銭
■チューブ通し（電線の被覆を保護する
丸チューブを電線の端から差し入れる
作業）
規格・単価（チューブ１本あたり）
15cm以下＝27銭、15cm超～30cm
以下＝39銭、30cm超～50cm以下＝
53銭、50cm超＝63銭

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

17

30

シニアのための｢セカンドライ
フの相談窓口｣ができました
30

30

岡山県車両電気配線装置
製造業 最低賃金

◇こんにちは市役所さん：５月７日㈪～13日㈰ 偶数時台の各10分から
｢自分らしく輝こう さん・さんプランと働き方改革」
◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時58分～00分 ※放送日時は変更になる場合があります

【工事期間】耐震化＝平成31年３月15日まで
東側トイレ改修＝平成30年５月上旬～４カ月間程度
※工事の状況などにより、期間が変更になる場合があります

市役所本庁舎
耐震化・改修工事

けいじばん
（募集）

ノルディックウォーク
初心者講習会 参加者募集
とき ５月 日㈰午前 時
分～ 時 分
ところ グラ
スハウス周
辺（大田）
対象 ノルデ
ィックウォ
ークに興味
がある人
参加費 ５百円
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り ５月 日㈯
問グラスハウス☎ －７１４
０

イベント
エ ス ぺ リ ア お楽しみ会 端午
の 節 句 こ ど もの日イベント

とき ５月３日（祝・木）午
前 時～午後３時
ところ 加茂町文化センター
エスぺリア（加茂町塔中）
内容 こども餅つき大会（つ
き た て 餅 の 食 べ 放 題 ）、 ビ
ンゴ大会、縁日（輪投げ、
ペットボトルボーリング）
参加費 無料
※ビンゴカード＝１枚 円、
餅の販売＝５個入り３百円
問加茂町文化センターエスぺ
リア☎ －７０３１

（イベント）

津山少年相撲大会 参加者募集

とき ５月 日㈰午前９時
分～
ところ 津山スポーツセンタ
ー相撲場（勝部）
参加資格 団体戦（小学１～
３年生の部、小学４～６年
生の部）＝ 市内のスポーツ
少年団や子ども会、町内会
など、個人戦＝市内在住の
小学生
締め切り ５月 日㈮午後５
時必着
※中学生の部と成年の部も特
別開催します。詳しくはお
問い合わせください
問スポーツ課（津山総合体育

いちご

スイーツまつり

とき ５月 日㈰午前 時～
午後２時
ところ まほらファーム（野
村）
内容 いちご狩り（有料）、い
ちごスイーツや地元農産物
を使った加工品の販売など
問まほらファーム（鈴木さ
ん）☎０８０－６３３５－
６５４０

阿波ふるさと祭り
とき ５月 日㈰午前９時～
午後２時
ところ 阿波ふるさとふれあ
い会館、阿波森林公園
内容 歌謡ショー、バルーン

館内）☎

－０２０２

岡山県老人福祉大学
津山会場 受講生募集
とき ①６月 日㈮②７月
日㈫③９月 日㈫④ 月
日㈫⑤ 月１日㈭
ところ 津山市総合福祉会館
内容 ①健康づくり②雑学③
音楽④健康づくり・介護予
防⑤大道芸
対象 概ね 歳以上で老人ク
ラブに加入していない人
定員 ２７０人
受講料 ３５００円（５回分）
締め切り ５月 日㈬
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問岡山県老人クラブ連合会
（岡山市）☎０８６－２２６
－２８７７
16 31

夏休み海外研修交流
参加者募集
とき ７月 日㈭～８月 日
㈭（コースにより異なる）
研修地 イギリス、オースト
ラリア、カナダ、サイパン、
シンガポール、フィジー、
フィリピン
研修内容 ホームステイ、ボ
ランティア、文化交流など
対象 小学３年生～高校３年
生

アートショー、吹奏楽演
奏、景品付き餅投げ、抽選
会、特産品の販売、ニジマ
スのつかみ取り（対象：子
ども、有料）
問阿波出張所地域振興課
☎ －７０４２

津山ふれあいウォー
クラリー大会
とき ５月 日㈰午前 時～
午後１時（小雨決行）
ところ アルネ・津山東広場
（新魚町）
参加資格 ３～６人のチーム
（小学校低学年以下は保護
者同伴要）
参加費 １人３百円
持ってくるもの お茶、雨具、
時計、筆記用具など
申込方法 電話、ファクス、
または窓口で直接申し込む
申込期間 ４月 日㈪～５月
日㈮（当日参加可）
問スポーツ課☎ －０２０２、
－７２３５

※参加費など、詳しくはお問
い合わせください
問公益財団法人国際青少年研
修協会（東京都）☎０３－
６４１７－９７２１

鶴山塾市民ボランティア
「とまり木」新規会員募集
学校や家庭に悩みを持つ子
どもや保護者の相談に乗り、
一緒に活動するボランティア
を募集します。
登録期間 平成 年５月 日
まで（更新あり）
内容 農園作業、学習支援、
環境整備、調理実習など
申込方法 鶴山塾（山下）に
備え付けの用紙（ http://w
ww3.tvt.ne.jp/~ka93juk
から印刷可）に記入し、
u/
直接提出する
締め切り ５月 日㈮
問鶴山塾☎ －８３２９
日本赤十字社員・寄付 募集

日本赤十字社の災害救護活
動などの取り組みは、皆さん
から寄せられた活動資金で支
えられています。本年度も５
月頃から、町内会を通じて継
続と新規加入を募集します。
詳しくは、今月号の折り込
みをご覧ください。
問生活福祉課☎ －２０６３

持 ち 寄 っ て、「 ま ち ラ イ ブ
ラリー（小さな図書コーナ
ー）」を開設する
講師 磯井純充さん（まちラ
イブラリー提唱者）
定員
人（先着順）
申込方法 電話または窓口で
申し込む
締め切り ５月 日㈮
問津山まちなかカレッジ事務
局☎ －２２３２

美作大学 市民キャンパス
とき ５月 日㈰午前９時
分～午後３時
ところ 城西公民館・西小学
校体育館・西幼稚園（小田
中）
内容 乳幼児の発達に関する
講演、認知症体験講座、調
理実習、コンサート、エイ
サーやよさこいの披露など
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り ５月 日㈮
問美作大学☎ －７７１８

とき ５月 日㈰午後１時～
４時
ところ 津山まちなかカレッ
ジ（アルネ・津山４階）
内容 参加者同士がまちなか
カレッジにおすすめの本を

まちカレ・植本祭

とき ５月 日㈰午前７時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
問みらい産業課☎
２
- １７
８

作州津山宮川朝市

（有料広告）

（有料広告）
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2018.5

32

18

24

11

60

2018.5

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

19

生徒募集中！
7/7 開講

検索
ウェル福祉学習センター

お申込み・
お問合わせ先

受講期間 約3か月(週1回/計14回)
導入！
※資格取得状況により変動

金 額 や 講 座 の 詳 細につきまし て は 、
下 記まで お 気 軽にお 問 合 わ せくださ い 。

受講期間

約1か月～

システム

31

30

31

30

98,000円
※資格取得状況により変動

eラーニング

受講料

30,000円～

受講料

場 津山勤労者総合福祉センター
会

場 津山勤労者総合福祉センター
会

50

32

18

18

32

介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修 6/25 開講

22

27

22

13

※自動起動で配信します

けいじばん

10

11

10

16

10

27

16

23

30

25 22

24

19

27

問こども課（津山すこやか・こどもセンター内)
☎32-2065

10

■
問環境事業課３Ｒ推進係☎32-2203

10

50

de
13

30 20

｢プラスチック容器包装」は容器包装リサ
イクル法に基づき、プラスチック製品など
にリサイクルされます。しかし、津山圏域
クリーンセンターに搬入される家庭ごみの
中には、正しく分別されていないものが数
多く見られます。
違反ごみは処理に手間がかかるだけでな
く、適切に排出されているものを汚してし
まうこともあります。正しい分別と出し方
で資源を大切にする社会を目指しましょう。
ごみの分別・出し方
｢ごみの分別・出し方ガイドブック」(環
境事業課：市役所６階で配布、市ホームペ
ージから印刷可）でご確認ください。

32

11

24

■自立支援教育訓練給付金
指定される教育訓練講座を受講する人に支給
します。
給付額 受講費の６割（上限20万円、受講費が
１万２千円以下の場合は支給無し）
■養育費確保支援事業補助金
離婚後、養育費の請求に伴う弁護士費用を支
払う際、その一部を補助します。
給付額 対象費用の８割（上限10万円）
■ひとり親家庭等福祉協力員による相談支援
日常生活を営む上での相談を受け、支援策な
どの情報提供を行います。
対象 市内在住のひとり親家庭と寡婦
※各種給付金の受給を希望する場合、必ず事前
にご相談ください。支給要件など、詳しくは
お問い合わせください
11

42

プラスチック容器包装の分別

20

ひとり親家庭への支援
10

〜混ぜればごみ、分ければ資源〜

26

20

20

放送時間 毎日
午前７時 30 分 ～、午後０時 30 分 ～、午後６時 30 分 ～

緊急告知防災ラジオで
津山市の情報を配信中

市立図書館（アルネ・津山４階）午前10時～午後７時 ☎24-2919
加茂町図書館（加茂町塔中）午前10時～午後６時 ☎42-7032
勝北図書館（新野東）午前10時～午後６時 ☎36-8622
久米図書館（中北下）午前10時～午後６時 ☎57-3444

市立図書館開館40周年記念事業

図書館ボランティアを募集しています！

市立図書館開館40周年を記念し、全国
の図書館関係者が集う図書館総合展地域
フォーラムを津山で開催します。
どなたでもご参加いただけます。皆さ
ん、ぜひ、お気軽にご参加ください。
とき ５月19日㈯午後１時～
ところ 美作大学美作学園創立100周年
記念館（北園町）
テーマ 地域活性化に挑む図書館
内容 基調講演、パネルディスカッション

市立図書館では、市内の各図書館でボランティア活動
をしていただける18歳以上の人を随時募集しています。
興味がある人は、ぜひ、お気軽に問い合わせください。
募集内容（活動の例）
・布えほんなどの製作
・読み聞かせやストーリー
テリング（お話を覚えて
語ること）
・資料の修理や装備
・本の整理、整頓
・外国語を翻訳することが
おはなし会の様子
できる（通訳ができる）

図書館総合展2018
地域フォーラムin津山

５月の
休館日

市立図書館：29日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：６日㈰、７日㈪、
14日㈪、21日㈪、28日㈪、29日㈫

５月

●図書館情報は、
市ホームページで 図書館

検索

中央児童館(山北）午前10時～午後５時 ☎22-2099
南(ワイワイ)児童館(横山）午前10時～午後５時 ☎24-4400
加茂(ぐりむ)児童館(加茂町中原）午前10時～午後５時 ☎42-3168
阿波児童館(阿波）月・水・木・金曜日 午後１時～５時 ☎46-2076

今月の一押しイベント 加茂児童館
あそぼっと・親子 de 運動あそび

中央児童館
赤ちゃん広場
とき：５月10日㈭午前11時～11時30分
対象：０歳児と保護者(申込不要) 定員：10人(先
着順) 受付：５月２日㈬午前10時～(電話のみ)
南(ワイワイ)児童館
いっぱいあそぼ♪
とき：５月16日㈬午前10時30分～11時30分
対象：０歳～未就園児と保護者（申込不要）
加茂(ぐりむ)児童館
手型・足型アート
とき：５月21日㈪午前10時30分～正午
対象：幼児と保護者（申込不要）
阿波児童館

親子で一緒に体を動かして遊びましょう。
とき ５月18日㈮午
前10 時30分 ～ 11
時30分
ところ 加茂児童館
講師 小西千恵子さ
ん（幼児体育指導
員）
対象 幼児と保護者
参加費 無料
申し込み 不要

わくわくタイム メッセージカードと小物作り
とき：５月７日㈪・９日㈬・10日㈭・11日㈮午
後３時30分～４時30分
５月の
休館日
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中央児童館・南児童館・加茂児童館
１日㈫、４日㈷、５日㈷、６日㈰、７日㈪、
14日㈪、20日㈰、28日㈪

●児童館情報は、
市ホームページで 児童館

検索

ノルディックウォーキング
体験グループ募集！

問健康増進課(津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069

けいじばん

けいじばん

５月

Let’
s
Exerc se

皆さん、ノルディックウォーキングをご存知ですか。ノルディックウォーキン
グは、年齢、性別、身体能力に関係なく、自分のペースで無理なく始められるス
ポーツです。昨年度は21組の団体が体験し、
｢新しいスポーツを
たくさんの人が継続して運動しています。
始めたい！」
｢気軽に簡単に
体験者から「姿勢が良く歩けて気持ち良
できる運動がいいな！」と
かった」｢いい汗をかいた」｢全身の運動に
考えている皆さん、ノルデ
なった」などの感想が寄せられています。
ィックウォーキングを始め
10人以上が集まる場所ならどこへでも伺
てみませんか？
い、体験会を開催します。お気軽にお申し
込みください。
対象 10～20人のグループ

ノルディックウォーキングの利点
・カロリー消費量は通常のウォーキングの約1.3倍
・全身の筋肉の約９割を使う
・膝や腰への負担が少ない
・ポールの突き方で運動量の調節ができる
・ダイエットやリハビリの効果が見込める

？？

申込方法 健康増進課に電話または直接申し
込む
※体験用のポールは貸し出します
※体験会を行うにあたり、市で保険などには
加入しません。各団体で加入していただく
か、健康管理を各自でお願いします
※詳しくは、お問い合わせください

？

ここが ギモン Q＆A
？ ？

？

定期的に、津山洋学資料館を津山市民
質問
に無料開放してもらえれば、親子で入館
でき、次の世代へ津山の歴史や文化を伝えていく
ことができるのではないでしょうか？
津山洋学資料館では、中学生までの子
どもや市内在住の65歳以上の人の入館料
を無料にしています。
特別に無料開放日を設けていませんが、津山洋
学資料館で開催する講演会やワークショップなど
のイベントに参加した人に対して、入館料を無料
にする取り組みを行っていますので、これに合わ
せて館内をご見学ください。
また、津山洋学資料館の友の会（年会費1,500
円）に入会すると入館料が無料になるほか、行事
案内が届くなどの特典があります。
津山洋学資料館には、日本の近代化に貢献した
みつくり
宇田川家や箕作家などの貴重な資料を多数展示し
ています。ぜひ、津山の洋学を学んでください。
回答

■
問 津山洋学資料館（西新町）☎23-3324

資源化物のリサイクル
缶・びん・ペットボトル・古紙類などの資源化
物は、地域の集団（廃品）回収やスーパーマーケ
ットなどの店頭での資源回収、民間設置の古紙回
収ボックスなどを利用してリサイクルしましょう。
近年、資源化物の店頭回収の協力事業者や民間
の回収業者が増え、排出機会が充実してきました。
長年、ご利用いただいた青空リサイクルプラザ
は平成30年３月末で終了していますが、地域の
環境活動である集団回収など、ライフスタイルに
合った回収の機会をご利用ください。
※違法な不用品回収業者は利用しないでください

資源化物を、可燃ごみや
不燃ごみのごみ袋に入れ
てはダメじゃぞ

■
問 環境事業課３Ｒ推進係☎32-2203
2018.5
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津
山
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現在の黒木ダム
このコーナーに掲載する

懐かしい津山の写真を募

集しています

問 津山郷土博物館
☎ ‐４５６７

22

42

50

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

kouhou@city.
tsuyama.lg.jp

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

（※希望者には作品を返却します）
応募方法
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絵を描いたはがきに ①氏名とふりがな（ペンネーム可）
②住所 ③年齢（学生は学校名と学年も）④次のⒶ～Ⓔの
記念品の中から１つを明記して送る
Ⓐあば温泉無料入浴券（５枚）
掲載者 Ⓑ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（５枚）
記念品 Ⓒ津山洋学資料館無料招待券（２枚）
Ⓓ津山まなびの鉄道館無料入館券（２枚）
Ⓔベルフォーレ津山 映画鑑賞チケット（２枚）

問
応募方法

①答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④感想・ご意見 ⑤次のⒶ～Ⓕの記念品の中から
１つを書いて、秘書広報室へ送る
記念品 Ⓐあば温泉無料入浴券（５枚）
Ⓑ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（５枚）
Ⓒ津山洋学資料館無料招待券（２枚）
Ⓓ津山まなびの鉄道館無料入館券（２枚）
Ⓔベルフォーレ津山 映画鑑賞チケット（２枚）
Ⓕ図書カード

締め切り

問健康増進課☎32 - 2069

元気な子どもを育てるために
内 容
乳児健診
１歳６カ月健診
３歳児健診

と こ ろ

６日㈰ 9：00～12：00

津山歯科医療センター（沼）

対象 65歳以上の人（予約要）
申込先 津山歯科医療センター☎22-4021

と こ ろ
さん・さん(アルネ・津山5階)
津山すこやか・こどもセン
ター

内容 ①バランスの良い食事づくり（調理実習と講話）
②お産に向けた準備（助産師の話と呼吸法）
③出産後の準備（沐浴と赤ちゃんの泣き声体験など）
対象 初産婦(できるだけ３回ともご参加ください）
参加費 ①のみ500円(調理実習代）
定員 20人(予約要) 申込先 健康増進課☎32-2069

離乳食教室

と き

25日㈮ 10：00～12：00

と こ ろ

津山すこやか・こどもセンター

内容 調理実習、試食、説明、個別相談など
対象 ７～11カ月児と保護者 定員 10人程度（予約要）
持ってくるもの エプロン、三角巾、親子(母子)健康手帳など
申込先 健康増進課☎32-2069

相
相 談 名
育児相談・健康相談
女性の悩みごと相談
悩みごと無料相談
女性と子どもの法律
相談(無料・予約要)
鶴山塾教育相談
司法書士法律相談
(無料・予約要)
福祉総合相談
巡回行政相談
行政相談

ところ

と き
15日㈫､ 16日㈬
８日㈫､ ９日㈬
22日㈫､ 23日㈬

時

間

13:00
～
13:30

津山すこやか・こどもセンター

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)
と き

17日㈭ 13：30～15：00

と こ ろ

津山すこやか・こどもセンター

内容 身体測定、情報交換、保育士によるふれあい遊び
対象 第１子の７カ月児（平成29年10月生まれ）
持ってくるもの 親子(母子)健康手帳、おむつ、ミルクなど

親子歯科教室 子どもを虫歯から守る学習会
と き

20日㈰
9：00～12
と こ
ろ ：00

と こ ろ

津山歯科医療センター（沼）

対象 未就学児と保護者（予約要）
申込先 津山歯科医療センター☎22-4021

｢愛の献血」にご協力を

と き

25日㈮ 10：00～11：30
12：30～15：30

と こ ろ

市役所１階市民ロビー
※400ml 献血のみ受付

談

と
き
毎週月曜日 10：00〜11：30
毎週水曜日・19日㈯
10：00〜16：00
毎週月・水・金 10：00〜17：00
（祝日除く）

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター
津山男女共同参画センター
｢さん・さん」
ライフサポートセンターつやま
(津山圏域雇用労働センター内）

問い合わせ先
健康増進課☎32‐2069

７日㈪・21日㈪ 13：30〜16：40

津山すこやか・こどもセンター

こども課☎32‐2065

さん・さん☎31‐2533
ライフサポートセンターつやま
☎35-2433

10日㈭・17日㈭・24日㈭・31日㈭
13：30〜16：30、18日㈮13：30〜15： 教育相談センター「鶴山塾」
30、24日㈭10：00〜12：00

鶴山塾☎22‐2523

２日㈬・16日㈬ 13：30〜15：30

環境生活課(市役所１階)

環境生活課☎32‐2057

９日㈬ 10：00〜15：00
９日㈬ 13：00〜15：00
16日㈬ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館
加茂町福祉センター
加茂町公民館

18日㈮ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

津山市社会福祉協議会☎23‐5135
加茂支所市民生活課☎32‐7032
加茂支所市民生活課☎32‐7032
岡山行政監視行政相談センター
☎086-231-4322
人権啓発課☎31‐0088
勝北支所市民生活課☎32‐7021
久米支所市民生活課☎32‐7011
建築住宅課☎32‐2099

人権相談
17日㈭
人権・行政・民生合 17日㈭
同相談
21日㈪
住宅無料相談
24日㈭

10：00〜15：00
9：00〜12：00
10：00〜15：00
9：00〜16：00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣
勝北保健福祉センター
久米支所
市役所１階市民ロビー

※14ページのお知らせにも掲載があります

平成30年5月20日㈰当日消印有効

３月号の正解 大人（応募 57人、正解 57人）
当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせ
ていただきます。

5月

検索

▲ペンネーム A・T

▲吉田 薫さん（６歳）

▶ペンネーム ちか（６歳）

※お便りの内容は広報紙やホームページで
紹介させていただくことがあります

秘
書
広
報
室
行

認知症の人たちをサポートする
ための冊子『認知症○○パス』
○に入るカタカナ２文字は？

康

高齢者歯科検診
と き

も く よ く

写真は、昭和 年４月 日にダム管理事務所広場
で執り行われた黒木ダム（加茂町黒木）の完工式典
の様子を写したものです。
貯水容量６００万立方メートルを誇る黒木ダムは、
洪水を防止するための水量調整、耕作地や開拓用地
への用水確保、落差を利用した発電などを目的に計
画され、昭和 年の着工以来７年の歳月をかけ、総
事業費 億３７１８万１千円を費やし完成しました。
当時の加茂町の広報紙によると完工式典では、神
職による神事の後、功労者に感謝状が贈られ、工事
で犠牲となった人に対する犠牲者慰霊碑と完工記念
碑の除幕が行われたそうです。
写真を見ると中央には完工記念碑が建っていて、
周りにはたくさんの関係者が参列しています。記念
碑の左側にはふわりと白い布が落ちていく様子が写
っていて、ちょうど記念碑の除幕の場面を写したも
のと思われます。この式典の後、加茂中学校の講堂
に場所を移し、祝賀会が執り行われました。
完成から 年以上が
とうとう
経過した現在も滔々と
たた
水を湛えている黒木ダ
ムの完工式典の様子を
写した貴重な写真です。
35

健

と き
①4月26日㈭ 10:00〜14:00
②5月11日㈮ 13:30〜16:00
③5月20日㈰ 10:00〜12:00

47

津山市医師会

土・日・祝18：00～翌８：00、平日19：00～翌８：00

妊婦ぽんぽこ学級

42

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

けいじばん

（昭和 年４月）

写真：津山市所蔵

黒木ダムの完工式典

救急医療案内
☎23-9910

2018.5
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〒708－8501 岡山県津山市山北520番地

編集・発行
津山市総合企画部秘書広報室（市役所３階）

第19回ショパン国際ピアノコン
クール in ASIA
アジア大会 金賞、ソリスト賞

中島 結里愛さん

（一宮小学校３年生）

☎ 0868－32－2029
0868－32－2152
kouhou@city.tsuyama.lg.jp
FAX

広報津山は、環境保護のため再
生紙と植物性インキを使用して
います。読み終えた後はリサイ
クル（雑誌）にご協力ください

☆広報津山はホームページで
閲覧できます
https://www.city.tsuyama.lg.jp/

ピアノを始めたきっかけは？
赤ちゃんの頃から、本物のピアノをおもちゃとして遊ん
でいたと聞きました。小さい頃から遊びとして弾いていた
ので、今もピアノを演奏することが楽しいです。
ピアノはいろいろな音が出せる楽器なので、自分が思う
ような音色が出せると、とてもうれしいです。
練習はどのくらいしていますか？
平日は1～２時間、休日は３～４時間練習しています。
練習していて思ったように弾けないと、悔しくて泣いたこ
ともありますが、家族やピアノの先生、応援してくれる友
だちがいるので、もっと練習を頑張ろうと思うことができ
ます。
第19回ショパン国際コンクール in ASIA大会で金賞とソリ
スト賞を受賞した感想は？
たくさん練習したので、とてもうれしかったです。大会
に向けて、８月頃から練習を始めました。これまでいろい
ろな大会や演奏会に出ていたので、本番では全然緊張せず
に演奏することができました。
金賞を受賞したことを聞いて、ビックリして夢みたいで
した。さらにソリスト賞の受賞を聞き｢本当にわたしな
の？｣と思いました。
今後の目標は？
い
みんなの心を癒やし、楽しませることができるピアニス
トになりたいです。コンクールや演奏会に出るときには、
▲ふれあいコンサート(３月24日：大田) ぜひ聴きに来てください。これからも応援をよろしくお願
いします。
に出演する中島さん
ピアノ教室の先生である母の影響で、
幼い頃からピアノを始める。徐々に頭
角を現わし、昨年８月に国内最大のピ
アノコンクールとされる「ピティナ・
ピアノ・コンペ全国決勝大会｣に出場
し、１・２年生以下の部門で銅賞を受
賞。今年１月に神奈川県で開催された
｢第19回ショパン国際ピアノコンクー
ル in ASIA」では、全国大会とアジア
大会の１・２年生部門に出場し、とも
に最高賞である金賞を受賞。アジア大
会では、各部門から１人のみ選ばれる
ソリスト賞にも選ばれるなど、演奏技
術・表現力ともに高い評価を得ている。

平成
27

～

つぶ
やき

29

年度の３年間続い

たＷ・雨・♨の取材体制。この

たび雨さんが人事異動で入れ替

・

わりました。取材先で新しい顔

・

年度から広報に

・

26

を見掛けたら、ぜひ、声を掛け

・

てください。

・

配属となったわたしも、カメラ

・

の使い方や写真の撮り方などを

・

皆さんから教えていただいて慣

・

れてきたなぁとしみじみ。
（Ｗ）

― ― ― ― ― ― ― ―

春は出会いと別れの季節と言

いますが、今回がわたしにとっ

て最後のつぶやき編集室になり

・

ます。この仕事を通じて多くの

・

人に出会い、津山の魅力に触れ

・

たことは、大きな財産となりま

・

した。雨男だと言われていまし

・

たが取材に行く行事では雨が降

・

る こ と の 方 が 少 な か っ た で す。

・

一体誰が雨男か雨女か…。（雨）

― ― ― ― ― ― ― ―

子どもの卒業式に出席した時、

ひょっとしたらわたしも広報担

当を卒業するのではないだろう

か…と思いましたが、卒業は雨

さんでした。６月号からは新体

制で取材や編集を行います。よ

り一層、皆さんに親しまれる広

報紙作りに取り組んでいきます

ので、インタビューなどご協力

をよろしくお願いします。（♨）

☆津山市のフェイスブックはこちらから
https://www.facebook.com/
city.tsuyama.kouhou

・

2018.5
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