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特集 考えてみませんか？ワーク・ライフ・バランス

❷

夏のイベント・プール情報
❻
市からのお知らせ(津山市臨時職員・育児休業代替任期付職員登録試験 など） ❽
まちかど写真館・おめでとう赤ちゃん(平成29年7月生まれ）
･
けいじばん
津山の歴史 あ･ら･か･る･と(江戸時代の津山の城下町）
注目！今月の津山人(竹内ちずかさん）

第47回阿波ふるさと祭り
バルーンアートショー
５月20日㈰ 阿波ふるさとふれあい会館

特

集

考えてみませんか？ ワーク・ライフ・バランス

スキル
アップ支援

子育てや
介護の時間

好循環
ワーク

仕事

生活
趣味や
交流の時間

UP
仕事帰りに学校に
通って資格を取っ
たら昇進した

生活が充実して
仕事もやる気が出た

第３回認定企業（平成30年４月１日付・認定番号順）
・株式会社妹尾建設
・津山信用金庫
・株式会社本山合金製作所
・IKOMAロボテック株式会社 ・株式会社竹中建設
・株式会社平井組
・山陽ロード工業株式会社
・株式会社イシンホールデ
・大進建設株式会社
・梶岡建設株式会社津山支店
ィングス津山支店
・株式会社五月工建
・株式会社中電工津山営業所 ・坂本建設株式会社
・株式会社美作開発
・株式会社近藤組
・東建設有限会社
・株式会社和田デザイン事務所
・坂田建設株式会社
・株式会社田村工務店津山
・株式会社ワードシステム
・田村工務店株式会社
・株式会社山形電気工事
・鷲田建設株式会社
・株式会社トマト銀行津山
・末沢建設株式会社
支店
※これまでに認定を受けている企業については、市ホーム
ページをご覧ください
※推進企業認定の応募方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい
津山市ワーク・ライフ・バランス
検索
問人権啓発課☎31-2533

どんな取り組みをしているか聞いてみよう！
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みんな取り組めているの？

平成28年から市では、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む企業を推進企業として認定
し、市ホームページでの紹介などを行っています。平成29年度に応募があった25社が平成30年４
月１日付けで新たに認定を受け、認定企業総数は47社になりました。

市が平成 年度に実施したアンケートでは、ワーク・ライフ・バランス
について「言葉は知っているが、内容までは知らない」と答えた人が多く
いました。また、生活の中で理想とする優先度では「仕事を優先したい」
を選んだ人より「家庭生活を優先したい」や「仕事と家庭生活をともに優
先したい」を選んだ人の割合が高くなりました。しかし、実際の生活の中
での優先度では「仕事を優先している」人の割合が高いという結果になり
ました。
アンケートの結果から、誰もが取り組めている状況であるとはいえませ
んが、働き方の多様性が進む中で、その人らしい生き方や働き方について、
働く人と企業がみんなで考えていこうという輪が広がっています。

津山市ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度

能井 和明

ワーク・ライフ・バランスを充実させることは、働く人やその家族だけ
でなく企業にもメリットがあり、社会全体の活性化につながります。

たくさんの企業がワーク・ライフ・バランスの実現に取り組んでいます！

課 主任

人権啓発

31

皆さんは、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を知っていますか。仕

休養の時間

どんな良いことがあるの？

従業員を大切にする
会社として企業のイ
メージが向上した

時間

事と生活の両方が充実した自分らしい生き方や働き方について、みんなで考えてみましょう。

業務の効率化によって、
残業代や光熱費などの
コストが削減できた

働く場所
の見直し

ライフ

問人権啓発課（津山男女共同参画センター「さん・さん」内：アルネ・津山５階）☎ –２５３３

UP

働く時間
の見直し

自己啓発の

集

考えてみませんか？

休暇・休業
制度の充実

休暇を効率良く使い、
親の介護と仕事の両立
が楽になった

特

ワーク・
ライフ・
バランス

従業員の会社への満足感
や仕事への意欲が高まり、
生産性が上がった

残業が減り、家族と
過ごす時間が増えた

ワーク・ライフ・バランスってなに？

育児や介護で仕事を辞める
人が減り、優秀な人材を確
保できるようになった

働くすべての人が、子育てや介護、趣味や学
習、休養、ボランティア活動などの仕事以外の
「生活」と「仕事」との調和を図り、両方を充
実させる生き方や働き方のことです。
仕事と生活に割く時間を半分ずつにして、バ
ランスを保とうというものではありません。ま
た、残業をしていないので問題はない、休暇が
取れているから充実している、といった単純なものでもありません。仕事
がおもしろいと感じ、仕事に集中することで生活が充実する場合もありま
す。仕事と生活の中で、どこに重点を置きたいかは、子育て期や中高年期
など、それぞれの個人の人生の段階によって変わってくるものです。
ワーク・ライフ・バランスが目指す姿は、一人ひとりがやりがいや充実
感を感じながら働き、仕事での責任を果たしつつ、人生のさまざまな段階
に応じた生き方が選択・実現できる社会です。

ワーク・ライフ・バランスの充実で企業も、働く人と家族もみんな幸せに
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レプタイル株式会社(田町)

勤務時間の短縮や在
宅ワーク制度などを取
り入れています。取り
組みを始めたきっかけ
は、岡山市内在住のデ
ザイナーが入社したこ
とでした。ほかの社員
が 分程度で通勤して
いる中、この社員は片道で約２時間が掛かっていま
した。帰宅後の時間が確保できてプライベートが充
実する方が仕事の効率が良くなるのではと考え、給
料はそのままで勤務時間を２時間短くする制度を会
社側から提案し、実施しました。さらに、社員と相
談をして週２〜３回の在宅ワークができるようにも
しました。
わたし自身も子育てをしながら働く大変さを経験
しています。子育て世代の社員にとって働きやすい
環境を作りたかったので、社内に保育スペースを設
け、子どもが病気の時には一緒に出社できるように
しました。子どもの様子が気になる時、そばで仕事
ができるので、社員は喜んでいます。
気になることを抱えたまま、仕事をしてもはかど
りません。子どもの学校行事がある日は休み、家族
が自分を必要としている時は早く帰るなど、気にな
ることをできる限り早く解消した方が、本人にとっ
ても会社にとってもプラスになります。
「一人ひとりに輝いてほしい」という願いを持っ
て、社員それぞれに合わせた支援制度を作っていき
たいです。

どんな取り組みをしているの？ 会社にとって良いことがあるの？
「勤 務 時 間 内 に 仕 事
をして帰る」を目標に、
人の動き方や作業の進
め 方 な ど、業 務 工 程 の
整理とマニュアル化に
会社全体で取り組んだ
と こ ろ、作 業 時 間 の 短
縮 に つ な が り、定 時 に
帰る社員が増えました。残業が必要な時もあります
が、その状態が続かないように職場ごとの目標管理
などを行っています。
また、マニュアルを共有化したことで、担当者が
いなくても誰かが代わりに仕事ができるようになり、
休暇を取りやすくなりました。さらに、残業代に充
てていた経費も減り、その分、給料への還元にも取
り組めました。
新しく作った配偶者出産付添休暇制度や、対象を
未就学児から小学生までに拡充した子の看護休暇制
度は、今では男性社員も多く利用しています。
一方で、女性の育児休暇取得率は１００％ですが、
会社を離れることや金銭面での不安などからか、男
性の育児休暇取得者はいません。制度を作るのは簡
単かもしれませんが、使われる制度にしなければ意
味がありません。誰もが職場で後ろめたさや生活へ
の不安を感じずに取得できる制度にするため、改善
を続けていきたいです。
さらに、孫をもつ社員のための育児休暇制度など、
子育てに関わる社員が安心して働ける環境を充実さ
せていきたいです。

●

突 然、子 ど も が 熱 を
出 し た 時 で も、気 兼 ね
なく看護休暇の取得が
で き る の で、夫 婦 で 助
け合うことができて安
心 で す。洗 濯 な ど の 家
た
事が溜まらないように、
一緒に行っています。
子の看護休暇制度は、職場の人がたくさん利用し
ているので、取ってもいいか悩むことはなく、必要
な時に取ろうと自然に思える環境です。
今は有給休暇が半日単位での取得ですが、時間単
位 で 取 れ る よ う に な れ ば、保 育 園 や 学 校 へ の 迎 え、
学校行事などにも参加しやすくなると思っています。
●

社長

わたしには小学３年
生の子どもがいます。
入社当時はまだ小さか
ったので、急に発熱す
ることもありました。
そのような時は、子ど
もの状態に合わせ、子
連れ出勤や在宅ワーク
ができるので、とてもありがたかったです。子ども
が心細い思いをしている時に、そばにいながら働く
ことができ、この制度には何度も助けられました。
会社は、働いている社員のことだけでなく、子ど
もや家族の状況にも親身になって寄り添い、理解し
てくれるので、会社全体が家族のようです。働き方
に対する会社の考えに魅力を感じて、転職してきた
社員もいます。
普段からしっかりと会話ができ、笑顔の多い職場
です。月に１回は社員全員で昼ご飯を食べ、ゆっく
りと話ができる時間があります。どんな時でも、会
社が社員を大切にしてくれていると感じられるので、
仕事に集中して取り組めます。今後も社内全体でい
ろいろな働き方について考えていきたいです。

市では、企業などへのアドバイザーの派遣を行っています。
相談内容（例） 仕事と生活の両立支援・助成制度に関する情報提供や活用支援、
就業規則の整備や見直しの助言、職場環境の整備に向けた提案 など
対象 ①従業員数が 300 人以下で、津山市内に事業所がある事業者
②津山市内にある２つ以上の事業者で構成する任意のグループ
募集予定数 10 社（グループを含む）程度
派遣回数 １年度に３回（対象②のグループは１年度に１回）
費用 無料
問人権啓発課☎31-2533
ワーク・ライフ・バランスの充実に終わりはありません。充実した自分らしい生き方や働き方は、人
それぞれで異なり、その人自身を取り巻く環境や時期などによってさまざまです。
また、働く人や企業のどちらかが頑張れば良くなるというものでもありません。一人ひとりが自分ら
しく生きるために、今、必要なことやできることを、職場や家族など、みんなで考えていきましょう。

（八出

（東

帰宅

津山市ワーク・ライフ・バランス推進および女性活躍推進アドバイザー派遣事業
津山市ワーク・ライフ・バランス推進および女性活躍推進アドバイザー派遣事業

ワーク・ライフ・バランスの充実で
「住みたいまち、魅力的なまち・津山」に！
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ワーク
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どんな制度があるの？ どんな働き方をしているの？

航さ
戸誠
宍口
山
宮））

一人ひとりに合わせて支援していきたい！認定企業第2号
会社全体が大きな家族のように、わたしも家族も育ててもらっています！

美子さん
水島句神
戸）

（東一

務課 係長

さ
宍戸 誠宮
）

管理本部労

目
業入社11年
オーエヌ工
ん

オーエヌ工業株式会社(上田邑)

休暇を取ってもいいのか悩むのではなく、必要な時は取ろう！

使われる制度でないと意味がない！

認定企業第

1号
最近、子どもが産まれ、配偶者出産付添休暇を利
用しました。今、生活の中で大切にしたいのは子ど
ものことですが、育児休暇の取得は職場の人数など
を考えると難しいと感じています。他の休暇制度を
ず
上手に利用し、夫婦で
協力して子育てをして
いきたいです。
料理など家事は苦手
ですが、将来的に夫婦
で仕事に出るようにな
った時のために、現在、
勉強中です。

目目
業業入入社社1８1年年
オオーーエエヌヌ工工
ん

認定企業さんに聞きました！
働いている人に聞きました！
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考えてみませんか？ ワーク・ライフ・バランス
集
特

ご利用ください！
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だ
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加茂町スポーツセンタープール

(加茂町中原) ☎42-3358

期間 ９月30日㈰まで午前10時～正午、午後１時～
５時（６月・９月は午後のみ営業）
定休日 月曜日
施設 屋内25mプール、幼児用プール
料金 一般230円、高校生以下110円

勝北総合スポーツ公園プール

(西下) ☎36-5800

期間 ７月14日㈯～９月２日㈰午前10時～午後５時
施設 流水プール、小プール、ウォータースライダー、
ロックスライダー
料金 340円（０歳児は無料）
※小学３年生以下は保護者同伴要

!
う
ぼ
遊

第41回こども消防写生大会
とき・ところ ７月23日㈪＝衆楽公園土
の広場（山北)、24日㈫＝イーストラ
ンド駐車場（川崎)、25日㈬＝プラン
ト５鏡野店駐車場（鏡野町）
時間 午前９時30分～正午
対象 小学生以下
参加費 無料
持ってくるもの クレヨン、絵の具、筆
などの写生用具(画用紙は配布します)
※申し込み不要。雨天の場合は、７月23
日㈪は26日㈭に順延、24日㈫・25日
㈬は中止
問こども消防写生大会事務局（津山圏
域消防組合消防本部内：林田）
☎31-1260

久米総合運動公園市民プールレインボー(中北下)

☎57-2311

屋内＝通年（火～土曜日＝午前10時～午後８時45分、日曜日・祝日＝午前10時～午後５時45分)
屋外＝７月1日㈰～８月31日㈮午前10時～午後５時
定休日 月曜日（７月1日㈰～８月31日㈮の間の月曜日
は午前10時～午後５時営業）
プール使い放題！
施設 屋内＝25ｍプール、幼児用プール
「期間限定会員」募集
屋外＝流水プール、ウオータースライダー
期間 ７月１日㈰～８月31日㈮
料金 高校生以上610円、中学生以下・65歳以上510円
料金 高校生以上＝3,080円、
(９月以降は100円割引き）
中学生以下・65歳以上＝2,050円
※７月16日(祝･月)は休館。７月25日㈬は午後２時から営業
期間

グラスハウス(大田)

☎27-7140

期間 通年平日＝午前10時～午後９時、土曜日・日曜日・祝日＝午前10時～午後８時（７月14日
㈯～16日(祝･月)と７月20日㈮～８月31日㈮は午前10時～午後９時)
定休日 火曜日（7月20日㈮～8月31日㈮は無休）
施設 屋内外遊泳プール（流水)、リラクゼーションプール、フィットネスプール、
幼児プール、90ｍウォータースライダー、ジャグジー、サウナ
料金（税込）
大人（中学生以上）
小学生
幼児（４歳以上）
高齢者（65歳以上）

7月～9月
1,400円
700円
300円
800円

午後５時以降
800円
400円
200円
500円

※団体(20人以上)、学生(中学生以上)、障害者割引あり
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ヒントを頼りに隠されたキーワードを探せ！
ウォーターラリー
期間 ７月20日㈮～８月31日㈮
参加賞 正解者に入場料半額券を進呈
参加料 無料（入場料は必要）

!
う
ぼ
学
つやま子ども未来塾「里山の昆虫探検隊」
とき ７月22日㈰午前７時～10時
ところ 久米ロッジ（神代）周辺の里山
内容 カブトムシやクワガタなどの昆虫観
察・採集、飯ごう炊飯体験
対象 小学生と保護者
定員 15組程度（応募者多数の場合は抽選）
参加費 １人100円
締め切り ７月10日㈫
※申込方法など、詳しくは
お問い合わせください
問生涯学習課☎32-2118

津山洋学資料館の夏休み教室

オランダの伝統技法ヒンデローペン
絵付け体験

■親子で作品づくり（壁掛け）
とき ７月28日㈯午後１時30分～４時
対象 小学４～６年生と保護者
定員 10組（応募者多数の場合は抽選）
受講料 親子で１点作成＝2,000円、親子で
２点作成＝3,900円
■一般教室（壁掛け）
とき ７月29日㈰午前10時～午後０時30分
定員 20人（先着順）
受講料 2,000円

江戸時代の化学書からの再現実験教室

とき ８月４日㈯ 午前の部＝10時～正午、
午後の部＝１時30分～３時30分
ようあん
内容 津山藩医宇田川榕菴が書いた日本初の
せい み かいそう
化学書『舎密開宗』に掲載された化学実験
の再現
対象 小学４～６年生
定員 各回20人（応募者多数の場合は抽選）
受講料 無料
――――――――共通項目――――――――
ところ 津山洋学資料館（西新町）
締め切り ７月13日㈮
※申込方法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい
問津山洋学資料館☎23-3324

夏休みの自由研究や工作にもおすすめ！

津山市子どもまつり

とき ７月28日㈯午前10時～午後１時（予
定）
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター（大田）
内容 幼児～小学生向けの工作体験、ゲーム
など
問津山市子どもまつり実行委員会事務局（生涯
学習課内：市役所東庁舎３階）☎32-2009

工場や会社の魅力を発見！

つやまエリアオープンファクトリー

とき ７月27日㈮～28日㈯午前９時～
午後４時（見学先により異なります）
ところ 津山市と周辺５町の会社・工場など
内容 会社や工場の見学、ものづくり体験、
企業見学バスツアー、スタンプラリーなど
案内冊子設置場所 つやま産業支援センター
(みらい産業課内：市役所東庁舎1階)、各
支所・出張所、市立図書館、公民館など
※詳しくは、案内冊子ま
よ！
もある
たは専用ホームページ 景品
をご覧ください
※小学生以下は保護者同
バッジ
伴要
エコバッグ

つやまエリアオープンファクトリー 検索
問つやま産業支援センター☎24-0740

津山郷土博物館の夏の学習プロフラム

弥生土器をつくろう

とき 制作＝７月23日㈪午後１時～４時、野
焼き＝8月16日㈭午後１時～４時
ところ 制作＝津山弥生の里文化財センター
(沼)、野焼き＝津山郷土博物館（山下）
対象 小学５・６年生
定員 20人
参加費 400円
締め切り ７月８日㈰必着

勾玉をつくろう

とき ①８月21日㈫午前10時～11時30分、
②８月22日㈬午前10時～11時30分
ところ 津山弥生の里文化財センター
対象 小学生
定員 各20人
参加費 300円
締め切り ８月５日㈰必着
※申込方法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい
問津山郷土博物館☎22-4567
2018.7
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活

問〒708-8501津山市山北520 人事課（市役所３階）☎32-2043
■
募集職種
①臨時職員

写真 1

寄付金の内訳
用

事

業

平成29年度寄付金額

１. ふるさとの父、母サポート事業

3,819,611円

２. ふるさとのこどもサポート事業

18,752,222円

平成29年度の活用事例(平成28年度の寄付金を活用)
バス電光掲示板の設置など【写真①】

6,878,111円

４. 誇りある津山洋学発信事業

850,388円

津山洋学資料館企画展の開催など

５. ふるさと津山のお宝サポート事業

892,724円

無形民俗文化財の伝承など

8,390,944円

地域材を使用した住宅新築・リフォームへ
の助成など

132,773,000円

安全安心でおいしい学校給食の提供、食育
の推進など

計

172,357,000円

子育て

ご利用ください

津山市ふるさと納税

検索

子どものショートステイ

問こども子育て相談室（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-7027
■

子育て中に病気になってしまったり、家族の看護などで一時的に育児が困難になったりした時、近く
に子どもを見てくれる人がいなくて困ったことはありませんか。
そのような時には、子どものショートステイ（子育て短期支援事業）をご利用ください。
対象 次のすべてに当てはまる家族
①子ども・保護者とも市内に在住し住民票を有する、②子どもの年齢が18歳未満
利用できる事例 保護者の病気や出産、看護、事故、冠婚葬祭、出張、学校などの公的行事への参加、
または育児疲れなどで子どもの養育が一時的に困難になった場合など
利用可能日数 １回につき７日間まで
利用料（日額） ２歳未満＝5,350円、２歳以上＝2,750円
利用施設（児童養護施設) わかば園（二宮)、立正青葉学園（西寺町)、
津山二葉園（林田）
申込方法 事前に電話や窓口で空き状況を確認の上、印鑑を持参してこ
ども子育て相談室に直接申し込む
※利用中の医療費や行事に参加する費用など、別途実費が必要な場合が
あります
※世帯の市民税の課税状況により、利用料が軽減される場合があります

職種

人員

事務補助

60人程度

事務職

５人程度

事務職
－司書－

３人程度

栄養士

３人程度

保育士・
幼稚園教諭
保健師・
看護師

３人程度
３人程度

受験資格

高等学校卒業以上の学歴を有し、パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作ができる人（年齢不問）
昭和39年４月２日から平成12年４月１日までの間に生まれた
人で、高等学校卒業以上の学歴を有する人
昭和39年４月２日以降に生まれた人で、図書館司書資格を有
する人
昭和39年４月２日以降に生まれた人で、栄養士免許を有する
人
昭和39年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格もしくは
幼稚園教諭免許を有する人
昭和39年４月２日以降に生まれた人で、保健師もしくは看護
師免許を有する人

試験日時 ８月18日㈯午前９時～ ところ 市役所２階大会議室 試験内容 筆記と面接
申込方法 人事課または各支所・出張所に備え付けの申込書（市ホームページから印刷可）に記入し、
郵送または直接申し込む
募集期間 ７月２日㈪～31日㈫午後５時15分必着
※①と②は併願可能です。詳しくは、お問い合わせください

加茂支所を建て替えます
問財政課☎32-2021

市では、老朽化が進み、耐震性の低い加茂支所の
建て替え工事を実施します。新しい加茂支所は、市
民活動の拠点である現在の加茂町公民館との複合施
設として整備します。
工事期間中はご不便をお掛けしますが、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
工事期間 平成30年６月～平成31年12月（予定）
支所機能の移転期間 平成30年10月～平成31年11
月（予定）
支所機能の移転先 加茂町文化センターエスペリア
内（加茂町塔中）
※工事期間中、加茂町公民館と加茂町文化センター
エスペリアは通常どおり利用できます
新しい加茂支所（完成予想図）

現加茂町公民館

子育て

合

津山城裏中門周辺発掘調査など

耐震

７. その他(使途を指定しない寄付）

②育児休業代替
任期付職員

小学校への非常勤講師の配置など

３. 桜あふれる津山城整備事業

６. 水と緑あふれる環境まちづくり事業

2018.7

津山市 臨時職員・育児休業代替任期付職員 登録試験

問経済政策課☎32-2081
■

市では、魅力あるまちづくりを進めるため、全国の皆さんから、ふる
さと津山サポート寄付金（ふるさと納税）としてご支援をいただいてい
ます。平成29年度は12,857件、1億7,235万7千円のご寄付をいただき
ました。皆さん、ありがとうございました。ふるさと納税をしていただ
いた人へのお礼の品など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

9

採用

寄付金

平成29年度ふるさと津山サポート寄付金（ふるさと納税)

新しい２つの幼稚園の
名称が決定しました

問こども課☎32-2179

東エリア「津山市立つやま東幼稚園｣
西エリア「津山市立つやま西幼稚園｣

現在、市内の東エリア（高野本郷地内）と、
西エリア（二宮地内）に建設中の新しい２つの
幼稚園の園名を募集したところ、43組の応募
をいただきました。園名選考委員会と津山市で
選考・検討した結果、東エリアは「津山市立つ
やま東幼稚園」に、西エリアは「津山市立つや
ま西幼稚園」に決定しました。
名称の決定理由 ｢津山市の公立幼稚園の歴史
を受け継ぐ大切な幼稚園であるため、さま
ざまな世代から親しまれる幼稚園であって
ほしい」という願いが込められていて、東
西の区別も明確であることから、ふさわし
いと認められました

津山市立つやま西幼稚園 津山市立つやま東幼稚園
2018.7
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問高齢介護課（市役所１階11番窓口）☎32-2070

介護保険利用者負担

高額医療・高額介護合算制度

２割負担の内、所得が多い人の負担割合が３割に変
更になります。

平成30年７月算定分まで（変更前）
利用者負担限度額(年額：前年８月〜７月）

平成30年７月診療分まで（変更前）
本人の合計
所得金額
220万円以
上

同一世帯の65歳以上の人の年金
収入＋その他の合計所得金額が単
身280万円以上、２人以上346万
円以上

２
割
負
担

⬇

本人の合計
所得金額
220万円以
上

同一世帯の65歳以上の人の年金
収入＋その他の合計所得金額が単
身280万円以上340万円未満、２
人以上346万円以上463万円未満

現役並み所得者

⬇

67万円

平成30年８月算定分以降（変更後）
利用者負担限度額（年額：８月〜翌年７月)

平成30年８月診療分以降（変更後）

同一世帯の65歳以上の人の年金
収入＋その他の合計所得金額が単
身340万円以上、２人以上463万
円以上

所得区分(課税所得)

70歳以上または後
期高齢者医療費制
度で医療を受けて
いる人がいる世帯

３
割
負
担
２
割
負
担

所得区分(課税所得)

70歳以上または後
期高齢者医療費制
度で医療を受けて
いる人がいる世帯

690万円以上

212万円

380万円以上690万円未満

141万円

145万円以上380万円未満

67万円

※詳しくは、お問い合わせください

国 保

｢限度額適用および食事標準負担額減額認定証」と
｢高齢受給者証」の更新
国民健康保険高齢受給者証の更新

現在、使用中の認定証の有効期限は、７月31日㈫で
す。認定証の更新には申請が必要です。
対象 次の認定証を持っていて、更新を希望する人
◯国民健康保険限度額適用認定証（薄緑色の証）
◯国民健康保険標準負担額減額認定証(黄土色の証)
◯国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
(黄土色の証）
申請方法 ８月１日㈬以降に保険年金課
または各支所・出張所担当課で申請する
持ってくるもの 印鑑、国民健康保険証

現在、使用中の国民健康保険高齢受給者
証の有効期限は、７月31日㈫です。
新しい高齢受給者証は、前年の所得によ
り窓口負担割合（１割～３割）の再判定を
行い７月下旬に送付します。
対象 70歳以上の津山市国保被保険者
※窓口負担割合は、本人の所得や同じ世帯
にいる国保加入者の所得によって決まり
ます。詳しくは、お送りする通知書をご
覧いただくか、お問い合わせください

※ 有効期限を過ぎた受給者証や認定証は、細かく破り捨てるなど個人の責任で処分するか、保険年
金課または各支所・出張所担当課の窓口に返却してください（郵送可）
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問〒708-8501津山市山北520保険年金課(市役所１階８番窓口)☎32-2073、または各支所・出張所担当課

■保険料の計算方法（県内市町村均一）
均等割額

46,600円

＋

所得割額

(総所得金額など－33万円)×9.17％

■保険料の納め方
普通徴収 市内の各金融機関、郵便局
(中国５県に限る)、全国のコンビニ
エンスストア、または口座振替で納
めてください
特別徴収 偶数月に支給される年金か
ら天引きされます

＝

１人当たりの保険料（年額)
※最高限度額62万円

■保険料の軽減措置 平成30年度から軽減率が変わります。
被扶養者軽減 後期高齢者医療制度の被保険者となる前日
に、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、保険
料の均等割額が５割軽減（変更前：７割軽減）され、所
得割額は掛かりません
所得割額軽減の廃止 保険料を決定するもととなる所得金
額が58万円以下の人への所得割額の２割軽減は廃止とな
ります

被保険者証の更新

減額認定証の更新

現在、使用中の被保険者証（緑色)の有効期限
は、７月31日㈫です。
新しい被保険者証（紫色）は、前年の所得によ
り窓口負担割合（１割または３割）の再判定を行
い、７月下旬に郵送します。８月以降、病院で受
診する時は、新しい被保険者証を使用してくださ
い。有効期限を過ぎた被保険者証は、細かく破り
捨てるなど、個人の責任で処分するか、保険年金
課または各支所・出張所担当課の窓口に返却して
ください（郵送可)。

現在、使用中の後期高齢者医療限度額適用・標
準負担額減額認定証（ピンク色）の有効期限は、
７月31日㈫です。
新しい減額認定証は７月下旬に郵送します。
ただし、前年の所得を申告していない人がいる
世帯は、所得の簡易申告書を提出していただく必
要があります。当てはまる人には、６月中に通知
しています。
所得の簡易申告書をまだ提出していない人は、
提出してください。

平成30年８月診療分から 70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わります
問国民健康保険加入者＝保険年金課国民健康保険係（市役所１階９番窓口）☎32-2071
後期高齢者医療保険加入者＝保険年金課高齢者医療係（市役所１階８番窓口）☎32-2073

平成30年８月診療分以降の自己負担限度額（月額）
外来（個人単位）

現役並み
所得者

外来・入院時の限度額適用および
食事標準負担額減額認定証の更新手続き

後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中に発送します

平成29年中の所得に基づき、下記の計算方法によって平成30年度の後期高齢者医療保険料額が決定さ
れます。決定通知書に記載されている方法で保険料を納めてください。

高額医療

問〒708-8501津山市山北520保険年金課(市役所１階９番窓口)☎32-2071、または各支所・出張所担当課

保険料

介護保険

平成30年８月診療分から「利用者負担額｣と｢70歳以上の
高額医療･高額介護合算制度の利用者負担限度額｣が変更

Ⅲ 課税所得690万円以上

外来＋入院（世帯単位)

252,600円＋(医療費の総額－842,000円)×１％(限度額140,100円＊1)

Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円＋(医療費の総額－558,000円)×１％(限度額93,000円＊1)
Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満

80,100円＋(医療費の総額－267,000円)×１％(限度額44,400円＊1)

一般

18,000円（年間144,000円＊2）

57,600円(限度額44,400円＊1)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

＊１ 過去12カ月以内に高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の自己負担限度額
＊２ 毎年８月〜翌年７月が対象期間
※現役並み所得者のⅠかⅡに該当し、｢限度額適用認定証」の交付を希望する人は、保険年金課
または各支所・出張所に申請してください
2018.7
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津山市の魅力を動画で楽しめます。

7

平成29年

https://www.youtube.com/watch?v=ddlhLGDFwDs

店自慢の牛肉料理が津山城に集結！
第３回牛うまっ王選手権
しょう まつ もと

しょう まつ もと

あや か

さ

き

ふく だ

もも か

正松本 彩海ちゃん
正松本 彩葵ちゃん
福田 桃禾ちゃん
７月７日生まれ
７月７日生まれ
７月６日生まれ
応募者 正松本志保さん 応募者 正松本志保さん 応募者 福田 愛さん

お姉ちゃんと彩葵と
ずっと仲良しでね‼

お姉ちゃんと彩海と
ずっと仲良しでね‼

みんなが和むような、
心の優しい子に育って
ね。たくさん笑って大
きくなろうね！

ふじ い

もも か

藤井 百花ちゃん
７月４日生まれ
応募者 藤井宏光さん

うらしま

新緑の津山城（鶴山公園）で、市内外から参加し
た飲食店が自慢の牛肉料理を出展する牛うまっ王選
にぎ
手権が開催され、多くの人で賑わいました。
来場者らは、各店が味
や盛り付けなど、工夫を
凝らして提供する牛肉料
理に舌鼓を打ち、気に入
った料理に投票していま
した。

はる と

浦島 悠斗ちゃん
７月１日生まれ
応募者 浦島志保さん

我が家に幸せを運んで お誕生日おめでとう !!
きてくれてありがとう。 これからも元気いっぱ
いすくすく育ってね♡

きね

杵でペッタンペッタン
重たい
エスペリアお楽しみ会 餅つき大会
おお や

たかひろ

大家 隆弘ちゃん
７月15日生まれ
応募者 大家弘之さん

１歳おめでとう。
これからも笑顔で元気
いっぱい大きくなって
ね。

さだもり

こ

た ろう

定森 琥太郎ちゃん
７月25日生まれ
応募者 定森昭典さん

我が家の宝、琥太郎♡
１歳おめでとう！
いつでも 1 番の味方だ
よ♡元気に育ってね♡

あし だ

ち ひろ

いつもかわいい笑顔をあり
がとう♪これからも家族仲
良く、幸せな時間を過ごし
ていこうね！大好きだよ‼

せの お

ふ

み

１歳おめでとう！ふみ
ちゃんの笑顔に家族み
い
んなが癒やされていま
す！

鏡 壮真ちゃん
７月30日生まれ
応募者 鏡友紀江さん

１歳おめでとう！生まれて
きてくれて本当にありがと
う♡これからも笑顔いっぱ
いの壮真でいてね♡

9

にしもと

ひ

な

問秘書広報室(広報)☎32-2029

悠くんたくさんの幸せ
をありがとう J 一緒
にケーキを食べられる
日が楽しみだな☆

ゆ

さ

横野 由彩ちゃん
７月17日生まれ
応募者 横野恵子さん

お兄ちゃんと仲良しで
い
癒やしのゆさちゃん♡
大好きだょ♡

こ

西本 日向子ちゃん
７月29日生まれ
応募者 西本浩一さん

１歳おめでとう。
ゆっくり元気に大きく
なってくださいね。

対象 平成30年９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 ７月10日㈫午後５時必着

13 2018.7

はる

宮脇 悠ちゃん
７月13日生まれ
応募者 宮脇法子さん

よこ の

妹尾 芙実ちゃん
７月18日生まれ
応募者 妹尾幸記さん

かがみ そ う ま

29

みやわき

芦田 千祐ちゃん
７月14日生まれ
応募者 芦田弘記さん

かねさだ

あわ い

はつ ね

粟井 初音ちゃん
７月10日生まれ
応募者 粟井幸子さん

すえふさ

れい と

末房 怜土ちゃん
７月７日生まれ
応募者 末房麻美さん

ニコニコ絵本が大好き 元気いっぱいすくすく
な初音ちゃん。これか 大きくなってね☆
らも元気に大きく成長
していこうね。

ふじわら

いち は

藤原 一葉ちゃん
７月16日生まれ
応募者 藤原 愛さん

いっちゃんのにこにこ
笑顔はみんなの宝物 J
元気にすくすく大きく
なあれ♡

まこと

まえ だ

よしおか

台湾からツアー団体の観光客が阿波地内を
訪れました。あば交流館に到着後、ガイドの
のんだき
案内で布滝や大滝、白髪滝などを訪れ、水量
の豊富な滝や大自然を満喫しながら、写真撮
影や山登りなどを楽しんでいました。

ひ なた

吉岡 陽葵ちゃん
７月15日生まれ
応募者 吉岡由紀さん

ニコニコ笑顔にいつも
い
癒やされてるよ☆
元気いっぱい優しい子
に育ってね！

あい さ

金定 誠ちゃん
前田 和咲ちゃん
７月29日生まれ
７月25日生まれ
応募者 金定佳奈子さん 応募者 前田慶子さん

げんきに大きくなって
ね！

加茂町文化センターエスペリア（加茂町塔
中）で子ども向けの餅つき大会が行われまし
た。参加した親子らは、阿波産のヒメノモチ
(モチ米）を使ったつきたての餅をおいしそ
うに味わっていました。

｢イーアーサー、パシャ！｣
台湾インバウンド 阿波観光

我が家のアイドル♡あ
いさ１歳おめでとう♡
元気が一番！すくすく
大きくなぁれ！

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

平成29年度くすのき賞
５月23日、
地域の文化・
芸能の分野で
活躍する個人
や団体の功績
を称える「く
すのき賞」が、
矢筈城跡保存会
津山市文化連
はず
盟から矢筈城跡保存会に贈られました。
矢筈城跡保存会は、県指定史跡である中世
の山城「矢筈城」の案内看板の設置や、登山
道の整備のほか、会報誌の発行や登山会の実
施など、郷土の文化遺産の保全と活用に積極
的に取り組んでいます。

地域の活性化に挑む図書館
市立図書館開館40周年記念事業

図書館総合展2018地域フォーラムin津山

津山市立図書館の開館40周年を記念した
地域フォーラムを美作大学（北園町）で開催
し、全国から170人が参加しました。まちづ
くりにおける図書館の新しい役割について、
基調講演や事例発表が行われました。

2018.7
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対象
歳以下の求職者（平
成 年３月に大学などを
卒業する予定の人を含む）、
ＩＪＵターン就職希望者
※履歴書は不要
■交通費助成
対象 県外在住の津山圏域
（津山市、鏡野町、勝央町、
奈義町、久米南町、美咲町）
出身者で、平成 年３月に
大学などを卒業する予定の
人、または卒業後３年以内
の人
助成内容 右記の面接会に県
外から参加した際の交通費
の一部（上限２万円）
※申請方法など、詳しくはお
問い合わせください
問県北学生等就活応援フェ

税
月 の 納

335人
84人
転出
死亡
443人
64人
転入
出生

（納期限：７月31日㈫）

狩猟免許試験
野生鳥獣を狩猟するには、
免許が必要です。
■岡山会場
とき ７月 日㈰
午前９時～
ところ 体験学習
施設百花プラザ（岡山市）
締め切り ７月６日㈮
■津山会場

アに関すること＝ ハローワ
ーク津山求人企画部門☎
－２６７５、交通費助成に
関 す る こ と ＝津 山 広 域 事 務
組合（津山圏域雇用労働セ
ン タ ー 内： 山 下 ） ☎ －
３６３３

生ごみ処理機器の購入補助
家庭から排出される生ごみ
の減量を目的に、生ごみ処理
機器の購入を補助します。
■電気式処理機
補助金額 購入額の２分の１
以内（上限３万円）
購入限度 １世帯に付き１台
■コンポスト容器
自己負担額 １個に付き２５
００円
購入限度 １世帯に付き２個
以内
■ぼかし処理容器
自己負担額 １セット（２個）
に付き２６００円
購入限度 １世帯に付き２セ
ット以内
※ぼかし処理容器には、別途、
発酵促進剤（ぼかし）が必
要です
※予算額に達し次第、終了
※補助条件など、詳しくはお
問い合わせください
問 環 境 事 業 課（ 市 役 所 ６ 階 ）
☎ －２２０３

とき ８月 日㈮午前９時～
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター（大田）
締め切り ７月 日㈮
―――― 共通項目 ――――
試験内容 適性・技能・知識
試験
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問美作県民局森林企画課（山
下）☎ －１３８４

市では、体外受精や顕微授
精（特定不妊治療）
を受けた夫婦に対
し、治療費の一部
を助成しています。
対象 次のすべてに当てはま
る人①「岡山県不妊に悩む
方への特定治療支援事業」
の助成決定を受けている②
交付申請日において、夫婦
のいずれかが津山市に１年
以上住所を有している
助成内容 医療機関への支払
い金額（受診証明書〈市に
提出していただく書類〉に
記載されている金額）から
県の助成額を引いた金額の
２分の１以内（１０００円
未満は切り捨て）で１回の
治療に付き 万円を限度に
助成
※１年度当たり２回を限度に、
初年度から５年以内に夫婦
１組に付き４回まで助成
※一定の男性不妊治療を行っ
た場合、上限を 万円とし
て上乗せ助成
※申込方法など、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）☎ －
２０６９

不妊治療支援事業 助成制度

27

お知らせ

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
わかちあい の 会
問障害福祉課（市役所１階
大切な人を自死（自殺）で
番窓口）☎ －２０６７、
亡くした人同士が語り合うこ
－２１５３
とで、悲しみや苦しみを分か
土地家屋調査士の日
ち合い、支え合うための会で
登記無料相談会
す。
とき ７月 日㈮午後１時
とき ７月 日㈫午前９時
分～３時
分～午後３時 分
ところ 美作保健所 椿高下
ところ 法務局津山支局（田
(
)
町）
参加費 無料（申込不要）
相談内容 土地の分筆、地目
問美作保健所☎ －０１４５
変更、相続、売買、贈与、
身体障害者巡回更生相談
新築・増築の表示登記など
※予約不要
問岡山県土地家屋調査士会津
山支部（石本さん）☎ －
３００４
そ の 他 の 相 談 は、 ペ ー ジ
に掲載しています
とき ７月 日㈭午前 時～
正午
ところ 神南備園（大谷）
相談内容 肢体不自由・聴覚
障害に関すること
持ってくるもの 印鑑、身体

狩猟免許取得補助金制度
狩猟免許を初めて取得する
人に、免許の取得費用を補助
しています。
申込方法 森林課（市役所４
階）に備え付けの申込書（市
ホームページから印刷可）
に記入し、必要書類を添え
て直接提出する
締め切り
月 日㈬
問森林課☎ －２０７８

県北学生等 就 活 応 援
フェアと交 通 費 助 成

（お知らせ）

問健康増進課☎32-2069

32

11

■県北学生等就活応援フェア
とき ７月５日㈭午後１時
分～４時
ところ 津山総合体育館

けいじばん

10

10

（有料広告）

（有料広告）
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※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。
2018.7

日曜納税窓口
７月29日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
23

10

30

24

食中毒予防の３原則

（５月１日現在）
22

●固定資産税･都市計画税 第２期
●国民健康保険料
第１期
（普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第１期
（普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第２期
35

31

7
22

４ 月中のひとの動き
32

30

31

夏季は食品が傷みやすいなど、
食中毒が心配な季節です。食中毒
にならないために、次のことに注
意しましょう。

人口 101,686人(前月比＋88)
男 48,651 人 (同＋41)
女 53,035 人 (同＋47）
世帯 45,124 世帯（同＋136）

問津山市民間保育事業協会事務局（津山市総
合福祉会館内）☎24-7080

24

32

35

23

31

食中毒に気を付けましょう
32

30

30

31

13

19

32 10

津山市民間保育事業協会に所属する市内
の民間保育園(所)・こども園が、平成31年
度採用に向けて合同就職ガイダンスと就活
エントリーを開催します。
とき ８月10日㈮午前10時～正午
ところ 美作大学（北園町）
対象 保育士資格を有する人、または平成
31年３月31日までに資格を取得見込み
の人
締め切り ７月31日
㈫
※申込方法など、詳
しくは、お問い合
わせください

■清潔「食中毒菌を付けない」
・調理前、食事前、トイレ後には
手をよく洗う
・まな板、ふきんなどの調理器具
は洗浄消毒する
■迅速・冷却「食中毒菌を増やさ
ない」
・調理したものや生鮮食品はでき
るだけ早めに食べ、保存する場
合は冷蔵庫に入れる
■加熱「食中毒菌をやっつける」
・加熱して食べる食品は中心部ま
で火を通す（特に食肉などは中
心部まで十分に火を通すこと)
15

※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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合同就職ガイダンス＆
就活エントリー

険者②年間 日以上農業に
従事している③ 歳以上
歳未満
保 険 料（ 掛 け 金 ） 月 額 ２ 万
～６万７千円で、自由に選
択可能
農業者年金の特徴
・ 歳までの保証付きの終身
年金
・税制上の優遇措置あり
・条件により国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎
－２１５９

オレンジカフェ吉井川
認知症の人とその家族、認
知症に関心のある人などが集
い、交流を深める場です。
とき 毎月第２水曜日午後１
時 分～３時 分
ところ 西苫田公民館（小原）
料金 ２百円（お茶・菓子代）
※申し込み不要
問オレンジカフェ吉井川実行
委員会（齋藤さん）☎０５
０－６８６６－６４１５

勤労者融資制度
（自治体提携ローン）
市が中国労働金庫と提携し
て行う低利な生活関連資金の

（津山市観光協会内：山下）
☎ －３３１０

花いっぱいコンクール
参加団体募集
対象 道路の沿道や公共施設
などを利用し、花壇づくり
に取り組む団体（町内会、
市民団体、学校など）
申込方法 環境生活課（市役
所１階１番窓口）または各
支所・出張所担当課に備え
付けの申込用紙に記入し、
申し込む
締め切り ７月 日㈬
問津山市環境衛生推進委員会
事務局（環境生活課内）
☎ －２０５５

集

貸付制度です。
対象 市内に居住し、本人と
扶養家族の生計を維持する
ための資金を必要とする勤
労者で、貸付金の返済が確
実であると認められる人
融資内容 限度額＝１５０万
円、融資期間＝５年以内
申込方法 窓口で直接申し込
む
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問中国労働金庫津山支店（林
田）☎ －７１６８

募

■エクステリア科 人
ＯＡ事務科 人
ケアサービス科 人
訓練期間
月３日㈬～平成
年３月 日㈮
訓練場所 北部高等技術専門
校（川崎）
試験日 ９月６日㈭
受講料 無料（教材費要）
申込方法 最寄りのハローワ
クに相談し、申し込む
締め切り ８月 日㈫
問北部高等技術専門校☎ －
１１２５

北部高等技術専門校
訓練生 募集

22

とき ７月 日㈮午前 時
分～午後３時
■加茂町図書館（加茂町塔中）
とき ８月３日㈮午前 時
分～午後３時
■勝北図書館（新野東）
とき ８月３日㈮午前 時
分～午後３時
―――― 共通項目 ――――
対象 市内の小学５・６年生
募集人数 各３人
応募期間 ７月 日㈫～ 日
㈮
※応募者多数の場合は抽選
※応募方法など、詳しくはお
問い合わせください
問久米図書館☎ －３４４４、
加茂町図書館☎ －７０３
２、勝北図書館☎ －８６
２２

30

60

一日図書館員 体験者募集

30

80

■久米図書館（中北下）

30

（お知らせ、募集）

戦時中の生活に関するもの
問人権啓発課（アルネ・津山
５階）☎ －００８８

津山納涼ごんごまつり
おどり講習会 参加者募集
とき ７月４日㈬、 日㈬、
日㈬、 日㈬午後７時～
９時
ところ 津山総合体育館
内 容 「 ご ん ご お ど り 、｣「 和
っしょい！津山 ｣の踊りの
講習
持ってくるもの 体育館用の
上履き
■第 回津山納涼ごんごまつ
り 吉井川 ごんごおどり
とき ８月４日㈯午後４時
分～（予定）
ところ ごんご通り
問ごんごおどり分科会事務局

10

されます
国民年金保険料の免除や
※詳しくは、お問い合わせく
納付猶予期間がある人へ
ださい
問津山年金事務所（田町）
国民年金保険料の免除や若
☎ －２１６０、保険年金
年者納付猶予を受けた人は、
課（市役所１階７番窓口）
全額を納付した人に比べて、
☎ －２０７２
老齢基礎年金の受給額が少な
くなります。免除や猶予を受
農業者年金に加入しませんか
けた期間の保険料は、過去
農業者年金は、農業者がよ
年以内であれば、後から納付
（追納）することができます。 り豊かな老後の生活を過ごす
ことができるよう、国民年金
追納した場合の利点 免除や
納付猶予によって将来減額 （ 老 齢 基 礎
年金）に上
される年金額を増やすこと
乗せする公
ができる
的な年金制
※免除・猶予が承認された期
度です。
間から起算して３年度目以
対象 次のすべてに当てはま
降に追納する場合、当時の
る人①国民年金第１号被保
保険料額に加算額が上乗せ

自衛官候補 生 募 集
募集期間 通年
応募資格 採用予定月の１日
現在 歳以上 歳未満の人
※試験日など、詳しくはお問
い合わせください
問自衛隊岡山地方協力本部
津山出張所（山下）☎ －
５６３７

戦争に関する資料の収集
市では、戦争の記憶を語り
継ぎ、後世に平和の尊さを伝
えるため、戦争に関する資料
の収集と保管を行っています。
随時、寄贈を受け付けていま
すので、ご連絡ください。
収 集 品（ 例 ） 軍 服、 兵 士 の
装備品、召集令状、千人針、
きん
防 空 頭巾、 新 聞 や 雑 誌 な ど

（募集）

10

けいじばん

お知らせ

けいじばん

10

とき ７月 日㈭～ 日㈫午
後１時～２時 分
ところ 勝北総合スポーツ公
園ゲートボール場（西下）
申込方法 電話で申し込む
締め切り ７月 日㈬
※どなたでも参加可
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問津山市ゲートボール協会
（赤木さん）☎０９０－５７
０３－００８１

ゲートボール教室 参加者募集

20

60

32

（有料広告）

（有料広告）
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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。
※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。

26

20

問美作保健所保健課☎23-0163
30

15 10

月〜金曜日（12月28日〜１月４日、祝日
を除く）午前８時30分〜午後５時
11

21

10

57

30

25

25

31

エイズホットライン
電話番号 0868-23-9949

31

31

32

IN 40

津山ファミリー・サポート・セン
ター（通称：ファミ・サポ）は、市
内に住む「子育て中の家庭（＝依頼
会員)」を、｢地域の会員（＝提供会
員)」が寄り添い、支えていこうとい
う有償のボランティア組織です。
子育てを手伝ってほしい人や子育て
を手伝いたい人は、ファミ・サポまで
ご連絡ください。
援助できる内容 保育施設などへの送
迎、保育施設の保育開始前や終了後
の援助、親の通院・急用時の預かり
など
対象 依頼会員＝０歳～小学６年生の
子どもがいる家庭で、子育てを手伝
ってほしい人、提供会員＝健康で子
育てを応援したい人、両方会員＝依
頼会員と提供会員の両方を兼ねる人
利用料金 基本時間（平日午前７時～
午後７時）＝１時間当たり500円、
基本時間以外＝１時間当たり700円
※当センターは会員の活動中の事故に
備えて補償保険に加入しているので、
安心して活動できます

27

26

10

22

20

問津山ファミリー・サポート・センタ
ー（津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」内：アルネ・津山５階）
☎31-8753

第１木曜日＝午
前９時〜10時
40分、第３木曜
日＝午前10時〜
11時30分

骨髄ドナー登録、肝炎
相談、肝炎ウイルス検
査、エイズ相談・抗体
検査、性感染症(梅毒・
クラミジア)相談・検査

受付時間

相談・検査
27

30

11

次の日程で相談・検査を実施しています。
ぜひ、ご利用ください。
料金 無料（予約要）
18

30

※原則匿名。肝炎ウイルス検査の結果により
紹介状が必要となる場合は匿名不可
※エイズ抗体検査は、第３木曜日のみ迅速検
査ができます
18

22

32

美作保健所相談・検査
津山ファミリー･サポート･
センター会員募集

◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時58分～00分
◇７月のこんにちは市役所さんの放送はありません
※放送日時は変更になる場合があります
☎24-4000

【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７月下旬まで
※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

（募集、講座・講演会）

保 育 士・ 幼 稚 園 教 諭 就 職

問美作大学☎

－７７１８

－２１１８

問生涯学習課（市役所東庁舎
３階）☎ －２００９

つやまインターンシップ
参加者募集
学生の自己発見などを目的
とした４つのインターンシッ
プを開催します。
■２ weeks
インターンシップ
実施日 ８月 日㈭～ 日㈭
のうち 日間
実施場所 市内の３企業
内容 仕事体験、自分発見・
成長につながる津山市独自
カリキュラムの受講
■１ day
インターンシップ
実施日 ８月 日㈭
実施場所 市内の２企業
内容 自分に合う企業を選ぶ
ための研修、企業見学、社
員との座談会
■企画創造インターンシップ
実施日 ８月 日㈫～ 日㈪
実施場所 津山圏域雇用労働
センター
内容 津山市が抱える課題の
解決に向けた事業企画の策
定と提案
■魅力発掘インターンシップ
実施日 ８月 日㈪～９月
日㈬のうち５日間
実施場所 津山圏域雇用労働
センター
内容 津山圏域企業の取材、

イベント
夏季企画展「洋書が伝

｣

紹介記事の制作
―――― 共通項目 ――――
対象 平成 年３月に大学、
大学院、短大、高等専門学
校などを卒業予定の人
定員 ３～ 人（コースによ
って異なります）
締め切り ７月 日㈫
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問仕事・移住支援室（津山圏
域雇用労働センター内）
☎ －３６３３

とき ７月 日㈯午後２時～
３時 分
ところ 津山男女共同参画セ
ンター「さん・さん」
内容 黄色の蛍光ペンに使わ
れるフルオレセインの合成
と蛍光発光の実験など
講師 廣木一亮さん（津山工
業高等専門学校准教授）
定員
人（先着順）
対象 市内在住の小・中学生
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り ７月 日㈮
問市立図書館（アルネ・津山
４階）☎ －２９１９

光の化学実験ショー

講座・講演会

31

とき ７月 日㈰午前９時
分～午後３時
と こ ろ 道 の 駅「 久 米 の 里 」
（宮尾）
内容 メダカの販売、ガラガ
ラ抽選会など
問道の駅「久米の里」☎ －
７２３４

道の駅「久米の里」
夏の大感謝祭

（加茂町黒木）
内容 そうめん流し、テント
村、買い物をした先着 人
にくじ引き（小学生以下対
象）など
問津山市観光協会北支部☎
－７０１１

13

津山市成人を祝う会
実行委員募集
成人を祝う会の企画や運営
をしてみませんか。
対象 平成 年４月２日～平
成 年４月１日生まれで成
人を祝う会に出席できる人
募集人数 ８人程度
締め切り ７月 日㈮
※５回程度の会議あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
■津山市成人を祝う会
とき 平成 年１月 日㈰
ところ 津山総合体育館

問生涯学習課☎

人権について学びませんか
ひと・ふれあい講演会

｢

ほほえみ彩菜

回納涼お滝まつり
とき ７月 日㈰午前 時～
午後２時
ところ 黒木第３キャンプ場

第

とき ７月 日㈰午前８時
分～正午
ところ ほほえみ彩菜（杉宮）
内容 特産品の特価販売など
問勝北マルシェ「ほほえみ彩
菜」☎ －１１２３

ほほえみ夏まつり

勝北マルシェ

とき ７月 日㈰午後１時
えた不思議な生き物」
分～３時
江戸時代にオランダ船がも
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター（大田） たらした洋書に描かれている
動物たちについて、本や版画
内 容 「 生 」 と「 死 」 に 関 す
などを通じて紹介します。
る講演
講師 金子稚子さん（ライフ ･ とき ７月７日㈯～９月 日
㈪・㉁
ターミナルネットワーク代
ところ 津山洋学資料館（西
表）
新町）
定員 ２５０人（先着順）
主 な 展 示 資 料 『 紅 毛 雑 話 』、
※手話通訳・要約筆記あり
長崎版画など約 点
問人権啓発課☎ －００８８
休館日 月曜日・祝日の翌日
文化庁平成 年度
※入館料要
伝統文化親子教室事業
問津山洋学資料館☎ －３３
２４
■小・中学校茶道教室
とき 毎週土曜日午前 時
分～午後３時
ところ 勝北公民館（新野東）
費用 ２百円（１回あたり）
■加茂伝統文化茶道教室
とき 毎週水曜日午後３時
分～６時 分
ところ 加茂町公民館（加茂
町塔中）
費用 ２百円（１回あたり）
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問茶道教室（濃野さん）☎
－２４１０

（講座・講演会、イベント）
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10

14

24

支援セミナー 参加者募集
とき ７月 日㈭午前９時～
午後３時
ところ 勝北風の子こども園
（新野東）
内容 保育に使うもの作りや
保育参加、現職保育士・幼
稚園教諭の話など
対象 保育現場への就職・復
職を希望する人、保育や子
育て支援の仕事に興味があ
る人
締め切り ７月 日㈭
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください

生涯学習講 座
かつては吉井川の交通の主
役だった高瀬舟。地域の風エ
ネルギーを利用した先人の知
恵と、津山の風土に合った風
エネルギーの利用について、
簡単な模型実験を通じて解説
します。
とき ７月 日㈯午後１時
分～３時 分
ところ 市立図書館
演題 高瀬舟の運航に利用し
た風の流れ・風の力を探る
講師 細谷和範さん（津山工
業高等専門学校准教授）
定員
人（先着順）

12

けいじばん

※自動起動で配信します

けいじばん

24

30

20

16

23

21

13

作州津山宮川朝市
とき ７月８日㈰午前７時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
問同実行委員会事務局（岡田
さん）☎
５
- ８４５

加茂の朝市
とき ７月 日㈰午前８時～
９時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター駐車場
問津山市観光協会北支部☎
－７０１１

（有料広告）

（有料広告）
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※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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※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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問津山市史編さん室(津山郷土博物館内)☎22-5820

31

29

30

30

26

30 14
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津山市健康づくり計画「第２次健康つやま21｣
の平成25～29年度の取り組みについて評価を行
い、中間報告書を取りまとめました。
健康づくりには、生涯を通じた継続的な取り組
みが必要です。家族や地域、職場などが一体とな
り、健康づくり活動に取り組みましょう。
■計画の指標（目標）との比較（99項目）
策定時より中間評価時の方が改善したもの
｢歯と口の健康」や「休養・こころの健康づく
り」など53項目
横ばい、または悪化したもの
｢栄養・食生活」や「健康管理」など46項目
■人生の段階で区切った分析
子育てや働き盛りの世代である青壮年期の取り
組みが進んでいないことが分かりました。
※｢第２次健康つやま21」中間評価報告書は、市
ホームページから閲覧できます
50

津山市に伝わる昔話・伝説など
760話を収録した市史の民話編です。
市立図書館などでご覧いただけるほ
か、次の場所で販売しています。
価格 2,000円（税込み）
販売場所 津山郷土博物館（山下)、
市内書店

11

｢第２次健康つやま21｣中間評価の結果
『つやまの民話』を刊行しました

問健康増進課☎32-2069
30

30
30
29

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

「図書館を使った調べる学習コンクール」
サポート勉強会を開催します

視覚障害などで本を読むことにお困りの人へ

｢サピエ図書館｣が利用可能に！

市立図書館を通じて、点字図書・録音図
書の全国最大のネットワーク図書館である
「サピエ図書館」を利用することができる
ようになりました。録音図書データをＣＤ
に保存したものを貸し出します。ぜひ、ご
活用ください。
対象 視覚に障害のある人、病気や高齢な
どで本を読むことに困っている人 など
申込方法 市立図書館に備え付けの申請書
に記入し、直接提出する
※代理で申請することが可能です
※申し込み後、利用可否の審査を行います
※詳しくは、お問い合わせください

興味があることや疑問に思ったことを、図書館の資料
などを使って調べて発表す
る「調べる学習コンクー
ル」のためのサポート勉強
会を開催します。
とき・内容 7月７日㈯＝
古代の火おこし体験と文
化財センターの見学、８日㈰＝津山城の秘密をさぐろ
う、14日㈯＝光の化学実験ショー、15日㈰＝津山洋
学資料館で津山の偉人について調べよう
コンクール参加者の学習相談会
とき ７月23日㈪～25日㈬、8月20日㈪～22日㈬
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
７月の
休館日

市立図書館：31日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：２日㈪、９日㈪、
16日㈷、23日㈪、30日㈪、31日㈫

７月

夏だ！カレー作りに挑戦 とき：７月21日㈯午前
10時30分～午後１時30分 対象：小学生
定員：12人(先着順) 参加費：150円 受付：７月
１日㈰午前10時～
南(ワイワイ)児童館
赤ちゃんあそぼ♪ とき：７月11日㈬午前10時30
分～11時30分 対象：０歳児と保護者 定員：
15組 受付：７月４日㈬午後１時～（電話のみ)
加茂(ぐりむ)児童館
あそぼっと・コンサート とき：７月13日㈮午前10
時30分～11時30分 出演者：リトルウィンド
参加費：無料

今月の一押しイベント 阿波児童館
かも☆あばウキウキDAY

●児童館情報は、
市ホームページで 児童館

検索

内転筋トレーニング（方法)
①いすに座った状態で、膝でゴムボールや四つ
折りにした座布団などを挟む
②息を吐きながら、ボールをつぶすように膝を
閉じていく
③閉じきったところで５秒間、体勢を維持する
④ゆっくりと膝を緩める

１セット10回
を１日に
３セット！

忙しい人はこんな方法も！
仕事中や車での移動中など、意識して両膝を付ける
だけでも内転筋を鍛えることができます。

明るい家庭で豊かな心を育みましょう
～７月は青少年健全育成強化月間です～

入学や進級シーズンがひと段落し、子どもたち
は新しい環境にも慣れてきたころでしょう。しか
し、中には、環境の変化にうまく適応できず、友
人関係や学習で悩み、苦しんでいる子どももいて、
不登校や非行が起こりやすい時期でもあります。
近年、通信機器やインターネット環境の発達な
どにより、子どもたちが抱える問題が、外部から
見えにくくなってきています。子どもたちの非行
の防止と健全な成長に向けて、地域や家庭でしっ
かりと子どもたちを見守っていきたいものです。
子どもは心が安らぐ場所があると幸せを感じま
す。安定した気持ちは、他人の立場を受け入れる
心の豊かな人間への成長を促してくれます。家庭
の中で、子どもの話をよく聞き、子どもの心が安
らぐ家族関係を大切にしていきましょう。
家族のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと、
ご相談ください

宅配便を１回で受け取り
ませんかキャンペーン
｢宅配便の再配達」は、配送トラックを何度も走
らせるため、排気ガスに含まれる二酸化炭素の排
出量の増加に伴う環境負荷の増大や、配送員の労
働時間が増加するなどの損害につながっています。
再配達の削減に向けて新たな取り組みが必要です。
環境省では、環境に優しく賢い行動をする、Ｃ
クール
チョイス
OOL CHOICEの取り組みの一環として「１回で
受け取りませんかキャンペーン～みんなで宅配便
再配達防止に取り組むプロジェクト～」を進めて
います。皆さん、一緒に取り組みましょう！
一人ひとりにできること
■荷物を送る際は、相手の受け取りやすい日時を
確認し、相手に配達日
を事前に伝える
■荷物を受け取る際は、
受け取り場所や受け取
り時間の設定を行う
再配達を防ぎ、

2018.7

中央児童館・南児童館・加茂児童館
２日㈪、９日㈪、15日㈰、17日㈫、23日㈪、
30日㈪

いすに座っている時、両膝を付けた状態を長時間維持することができますか。できない人は、太もも
の内側の大きな筋肉である内転筋が弱っていると考えられます。内転筋を鍛えると、Ｏ脚の予防や脚を
引き締める効果があります。
内転筋を鍛えるトレーニングを紹介します。皆さん、ぜひ試してみてください。

物流の低炭素化

わくわくタイム とき：７月２日㈪・４日㈬～６日
㈮午後３時30分～４時30分 内容：七夕飾りの
作成

緑に囲まれ、涼しい気候の阿波で、思いっき
り遊びませんか。皆さん、ぜひご参加ください。
とき ７月30日㈪午前10時30分～正午
ところ 阿波児童館
内容 阿波の木を使
った木工クラフト
の作成、しゃぼん
玉、的当てなど
対象 ０歳児～小学
校低学年
参加費 無料
申し込み 不要

問健康増進課(津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069

Let’
s
Exerc se

を図るのじゃ

阿波児童館
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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

中央児童館

７月の
休館日

●図書館情報は、
市ホームページで 図書館

目指せ美脚！
「内転筋トレーニング」のススメ

けいじばん

けいじばん

７月

■
問 環境生活課☎32-2051
2018.7
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なぜ、お忍びの旅をしていたのかは、この町奉行
御用日記に書かれていませんが、お忍びの旅とはい
え、大名家のお姫様が通行するため、町奉行は対応
を迫られます。対応策として、①城下を通行する際
に町から先払を付ける、②町奉行の配下の役人であ
る同心組から２名を見え隠れに差し出す、③休泊所
として札元の茂渡庄右衛門の屋敷をあてることとし
ました。
しかし、実際には先触の予定通りにはいかず、お
姫様一行は急きょ、津山に宿泊することになります。
そのため、町奉行は宿泊についても手配することに
なりました。その内容は、①お姫様の宿は茂渡庄右
衛門の屋敷を本陣とし、その他の人々は本陣近隣の
宿屋に泊まらせる事、②同心組を夜通し警備のため
出張させる事、③本陣の近隣の町は夜回りをする
事、④大年寄と町年寄の各１名と町奉行自身が、本
陣へ伺いとして参上する事、⑤火災の際の避難場所
を最寄りの寺院とし、宿屋や本陣詰めに心得させる
事、というものでした。このような苦労のかいもあ
り、翌日、無事にお姫様は津山城下を出発していき
ど
ました。町奉行もきっと安堵したことでしょう。
ちなみに、身分を隠して旅をするといえば、時代
劇・水戸黄門の一行を想像する人もいると思います。
今回の先触の写しを見ると、必要な人足は 人、本
ひき
馬は３疋と書かれています。お忍びの旅とはいえ、
今回のお姫様の一行はそれなりの大きな規模であっ
たと推測できます。

このコーナーに掲載する懐かしい

‐４５６７

津山の写真を募集しています

問 津山郷土博物館☎
22

津
山
の
歴
史
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kouhou@city.
tsuyama.lg.jp

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

１日㈰ 9：00～12：00

2018.7

①答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④良かった記事・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

平成30年7月20日㈮当日消印有効

５月号の正解 ケア（応募 55人、正解 55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。

津山歯科医療センター（沼）

ところ

たんぽぽ運動（歯みがき指導とフッ化物塗布)
26日㈭

①10:00〜
⑤13:00〜

時 間
②10:30〜 ③11:00〜
⑥13:30〜 ⑦14:00〜

名

と

間

13:00～13:30

津山すこやか・こどもセンター

と き

④11:30〜
⑧14:30〜

19日㈭ 13：30～15：00

相
談

時

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)

ところ 津山歯科医療センター
内容 むし歯予防の話、歯科検診、フッ化物塗布など
対象 ２歳～小学３年生までの子どもと保護者
定員 各回16組
持ってくるもの 歯ブラシ、コップ、タオル（保護者分も
要)
申込先 健康増進課☎32-2069

相

と き
10日㈫､ 11日㈬
３日㈫､ ４日㈬
17日㈫､ 18日㈬

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12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

｢愛の献血」にご協力を
と き

27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

き

と

こ

ろ

問い合わせ先

育児相談・健康相談

２日㈪・９日㈪・23日㈪・30日
㈪ 10：00〜11：30

津山すこやか・こどもセンター

健康増進課☎32‐2069

女性の悩みごと相談

毎週水曜日・21日㈯ 10：00〜16：
00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣

さん・さん☎31‐2533

女性と子どもの法律
相談(無料・予約要)

２日㈪・17日㈫ 13：30〜16：40

津山すこやか・こどもセンター

こども課☎32‐2065

鶴山塾教育相談

毎週木曜日 13：30〜16：30、20日㈮
13 ： 30〜15 ： 30、26日㈭ 10 ： 00〜
12：00

教育相談センター「鶴山塾」

鶴山塾☎22‐2523

司法書士法律相談
(無料・予約要)

４日㈬・18日㈬ 13：30〜15：30

環境生活課(市役所１階１番窓口)

環境生活課☎32‐2057

弁護士法律相談
(無料・予約要)

13日㈮ 10 ： 00〜12 ： 00、13 ： 00〜
15：00 受付＝６日㈮ 8：30〜

環境生活課(市役所１階１番窓口)

環境生活課☎32‐2057

福祉総合相談

11日㈬ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

津山市社会福祉協議会☎23‐5130

巡回行政相談

11日㈬ 13：00〜15：00

加茂町福祉センター

加茂支所市民生活課☎32‐7032

18日㈬ 10：00〜15：00

加茂町公民館

加茂支所市民生活課☎32‐7032

20日㈮ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

岡山行政監視行政相談センター
☎086-231-4322

勝北公民館

勝北支所市民生活課☎32‐7023

人権・行政・民生合 19日㈭ 9：00〜12：00
同相談
20日㈮ 10：00〜15：00

久米支所

久米支所市民生活課☎32‐7011

人権相談

19日㈭ 10：00〜15：00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣

人権啓発課☎31‐0088

住宅無料相談

26日㈭ 9：00〜16：00

市役所１階市民ロビー

岡山県木造住宅建設協会津山支
部☎22‐4924

※14ページのお知らせにも掲載があります

▶ペンネーム きっくん

応募方法
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応募方法

元気な子どもを育てるために

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
とき

7月

検索

問健康増進課☎32 - 2069

内 容
乳児健診
１歳６カ月児健診
３歳児健診

と こ ろ

▶曽我 京 さん

（※希望者には作品を返却します）
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

康

高齢者歯科検診
と き

▶桑守 美羽 さん（７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

今月号の特集
｢ワーク・○○○・バランス」
○に入るカタカナ３文字は？

津山市医師会

土・日・祝18：00～翌８：00、平日19：00～翌８：00

健

行政相談

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

けいじばん
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江戸時代の津山の城下町
出雲往来を旅する人々

江戸時代、津山の城
下町は出雲往来が通っ
ていたことから、旅人
が宿泊などをする宿駅
としての機能も果たし
ていました。当時の町
奉行の御用日記を見ると、さまざまな諸国の人々が
津山の城下町を通っていることが記されています。
今回はその一例を紹介します。
にんそく
当時、街道などの宿駅では、馬と人足を用意し、
前の宿駅から来た人や荷物を引き継いで次の宿駅ま
てん ま
で運ぶ「伝馬」という制度が整備されていました。
しかし、この制度は主に幕府の役人や大名と家臣、
公家、寺社などが、公用で通行する場合に限って認
められていたもので、一般の庶民には縁が無いもの
でした。この制度は、必要な馬や人足の数、宿泊予
さきぶれ
定地などを書いた先触という書類をあらかじめ宿駅
に出して、準備をしてもらうという仕組みでした。
文化３年（１８０６年）３月 日、町奉行に対し
て１通の先触の写しが提出されます。この先触は、
松江藩の家臣が久世方面から津山に入り、津山の城
下町で休憩したのち、夜に勝央町の勝間田で宿泊す
るというものでした。こういった内容の先触は珍し
いものではありませんが、実はこの一行は、身分を
隠して旅をする松江藩のお姫様だったのです。
『町奉行御用日記』
所蔵 津山郷土博物館

救急医療案内
☎23-9910

2018.7
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注目！
７
月
号
2018

（平成30年）

No.764

津山市教育相談センター鶴山塾
市民ボランティア「とまり木」会員

〒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）

竹内 ちずか さん（林田）

昭和59年10月に設立した津山市教
育相談センター鶴山塾（山下）で、開
塾当初から33年間ボランティアとし
て運営の支援活動を続けている。
毎週欠かさず鶴山塾に通い、自宅で
栽培する花を塾内に飾っているほか、
子どもたちの声に耳を傾けるなど、こ
れまで鶴山塾の歴史を見守り続けてき
た貴重な存在である。

☎ 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/

鶴山塾でボランティアを始めたきっかけは？
鶴山塾ができた当初、さまざまな悩みを抱えた子どもたち
が通って来る中、塾を運営する先生は２人だけで、職員数が
十分とはいえない状態でした。親しくしていた先生が塾長と
して奮闘している姿を見て、｢わたしも力になりたい。そし
て、悩みを抱える子どもたちのそばに寄り添いたい」と考え、
ボランティアを始めました。
鶴山塾に通う子どもたちに、穏やかな気持ちで過ごしてほ
しいと願い、毎週、塾内に花を飾っています。
子どもたちと接する中で感じることは？
｢花のおばちゃん、おはよう！」と子どもたちが元気良く
声を掛けてくれることが、とてもうれしいです。
悩みを抱える子どもたちが鶴山塾で大人と真剣に向き合い、
生活を送っていく中で、悩みを乗り越えてだんだんと変化し、
成長していく姿を見ていると、わたし自身が勇気づけられま
す。｢人は優しさに包まれることで、安心して成長していけ
る」ということをいつも実感しています。
▲楽しみながら花を活ける竹内さん
ボランティアをしていて良かったことは？
鶴山塾の先生やボランティアの皆さんなど、多くの人と人
間関係を築けたことが、わたしの人生にとって大きな糧にな
りました。仲間と一緒に子どもたちの成長を支えることが、
わたしのやりがいになっています。
津山の皆さんにメッセージを
津山の宝である子どもたちと一緒に時間を過ごすことが
できる鶴山塾が、わたしは大好きです。一人でも多くの市
民の皆さんに、鶴山塾でのボランティア活動に参加してい
▲子どもと一緒に農作業に取り組む竹内さん ただきたいと願っています。

皆さん、ワーク・ライフ・バ

ランスに取り組めていますか？

・

今月号の特集によると「残業を

・

せずに帰っているから大丈夫、

・

休暇をきちんと取っているから

・

問題ない、といった単純なもの

・

ではない」とのこと。う～ん、

・

なかなか複雑なんだな。認定企

・

業の多さにもビックリ。詳しく

・

はＰ２～５をお見逃しなく。（Ｗ）

― ― ― ― ― ― ― ―

毎朝見てしまうテレビの星占

い。良いことは信じ、悪いこと

は忘れる。でも最下位といわれ

・

ると…。そんな気持ちを盛り上

・

げてくれるのがラッキーアイテ

・

ム。花と聞いたある日、通勤途

・

中に咲く花を見て気分を盛り上

・

げようと思っていたら、花の咲

・

いたマリーゴールドの苗を偶然

・

いただき、ほくほく気分に。（☽）

― ― ― ― ― ― ― ―

夜、車で帰宅していると、フ

がい

ロントガラスにたくさんの虫が

ぶつかり、死骸が張り付いて困

っています。早く汚れを取れば

良いのですが、つい、そのまま

にしてしまい固まっています。

運転中の視界を確保し、愛車を

長くきれいに保つため、その日

の汚れは、できるだけその日の

うちに落とそうと思います。（♨）

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

・

つぶ
やき
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