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津山広域農道は、野村地内から鏡野町を通り、中
北上地内までを結ぶ道路です。分散・孤立している
営農団地を連結し、作目別の集団産地化を図り、農
業に取り組みやすい生活環境を整備するため、総事
業費 億５千万円余りをかけて建設されました。
農道の建設は、当初、４カ年の計画で昭和 年度
に着工しましたが、遺跡の発掘調査や予算の関係な
どで完成が遅れてしまったようです。昭和 年 月
号の広報紙に、ようやく一部区間で仕上げの舗装工
事が始まったことが掲載されています。
写真は昭和 年に、起点の野村から籾保まで約５
㎞の区間の工事の様子を写したものです。資材を載
せた多くのトラックが並び、その後ろで重機が舗装
作業を行っている様子が写っています。同年、この
区間は、計画されていた農道の路線の中で最初に開
通しました。
現在では、津山市の東西を結ぶ主要な道路となっ
ている津山広域農道
の建設の様子を写し
た貴重な写真です。
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現在の津山広域農道（下高倉西地内)
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
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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

応募方法

31

2019.２

（※希望者には作品を返却）

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）

応募方法

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
Ⓐ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）
記念品
Ⓓ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31年２月20日㈬当日消印有効

12月号の正解 メイド（応募 52人、正解 52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。

健

康

問健康増進課☎32 - 2069

高齢者歯科検診
と き
３日㈰ 9：00～12：00

元気な子どもを育てるために

と こ ろ
津山歯科医療センター（沼)

内 容
と き
乳児健診
12日㈫､ 13日㈬
１歳６カ月児健診 １日㈮､ ５日㈫､ ６日㈬
３歳児健診
19日㈫､ 20日㈬､ 22日㈮

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

妊婦歯科検診

と き
21日㈭ 13：30～16：00

ところ

と こ ろ
津山歯科医療センター

と こ ろ
市役所１階市民ロビー
※400ml献血のみの受付

名

と

13:00
～
13:30

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30年７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

相
談

間

津山すこやか・こどもセンター

と き
27日㈬ 13：30～15：00

「愛の献血」にご協力を

相

時

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)

対象 14人（先着順）
申込先 健康増進課☎32-2069
と き
22日㈮ 10：00～11：30
12：30～15：30

２月

検索

談

き

と

こ

ろ

問い合わせ先

育児相談・健康相談

４日㈪・18日㈪・25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 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

悩みごと無料相談

毎週月・水・金曜日 10：00〜17： ライフサポートセンターつやま
00 ※祝日を除く
(津山圏域雇用労働センター内）

ライフサポートセンターつやま
☎35-2433

家庭と子どもの法律
相談(無料・予約要)

４日㈪・18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、休日
相談＝２日㈯・３日㈰ 13 ： 00〜
16 ： 00、延長相談＝８日㈮17 ： 15
〜20：00、15日㈮ 13：30〜15：30、
28日㈭ 10：00〜12：00

教育相談センター「鶴山塾」

鶴山塾☎22‐2523

弁護士法律相談
(無料・予約要)

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

環境生活課(市役所１階)

環境生活課☎32‐2057

司法書士法律相談
(無料・予約要)

６日㈬・20日㈬ 13：30〜15：30

環境生活課(市役所１階)

環境生活課☎32‐2057

人権・行政相談

12日㈫ 10：00〜12：00

阿波公民館

阿波出張所地域振興課☎32‐7042

福祉総合相談

13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

13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

行政相談委員・公証
人合同相談

15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

行政・民生合同相談

20日㈬ 10：00〜15：00

久米支所

久米支所市民生活課☎32‐7011

行政相談

20日㈬ 10：00〜15：00

加茂町公民館

加茂支所市民生活課☎32‐7032

人権・行政・民生合
同相談

21日㈭ 9：00〜12：00

勝北公民館

勝北支所市民生活課☎32‐7023

住宅無料相談

28日㈭ 13：30〜16：30

市役所１階市民ロビー

都市計画課☎32‐2099

※22ページのお知らせにも掲載があります

▶谷村 結菜さん

４月号

問

津山市医師会

土・日・祝18：00～翌８：00、平日19：00～翌８：00

▶高岡 優貴さん（５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 津山市の○○年の
あゆみと100周年に向けて
○に入る数字２文字は？

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

けいじばん

写真：津山市所蔵

津山広域農道（野村～籾保間）
の舗装工事の様子（昭和 年撮影）

救急医療案内
☎23-9910

▲福田 彩乃さん
2019.２
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