第12回全日本ターゲット・バードゴルフ（Ｔ
ＢＧ）選手権大会 ２人組戦男子ペアの部・
２人組戦女子ペアの部・個人戦女子Ｇシニア
の部＝優勝、個人戦男子Ｇシニアの部＝３位

11月に東京都で開催された全日本ＴＢＧ選手
権大会。内田照𠮷さん
（新野山形）
、植月勝司さ
ん
（日本原）
、三木喜久子さん
（小田中）はそれぞ
れの部で優勝し、久常肇さん（近長）は３位入賞
を果たしました。
津山市ＴＢＧ協会の会長の河本さんは「良い
結果が出てうれしいです。ＴＢＧは生涯スポー
ツとして楽しめる競技であることを、皆さんに
広めたいですね」と語られました。

炭焼き体験

租税教室

じ

11月23日 加茂町知和
市 内 外 か ら 約30人 が
参加した炭焼き体験。参
加者は、できた炭を手に
「生の木より軽くなっと
るなぁ」などと感想を言
いながら、満足そうな笑
顔を見せていました。

イルミネーションにうっとり
津山街ナリエ2014
12月６日・７日、
ソシオ一番街・今津
屋橋商店街・本町三
丁目・銀天街で「津
山街ナリエ」が行わ
れました。
イルミネーション
やイベントが開催さ
れ、訪れた人たちは
思い思いに楽しんで
いるようでした。
イルミネーション
は、１月31日まで点
灯しています。

津山の秋を全部食べたい、楽しみたい！

秋の津山城2014ご当地グルメフェスティバル・
つやま地域産品まつり・美作国大茶華会
11月22日・23日、津山城
（鶴山公園）
ほか中心市街地で、秋の津山城2014
ご当地グルメフェスティバル・つやま地域産品まつり・美作国大茶華会が開
催され、２日間で市内外から約１万人が訪れました。
家族と一緒に訪れた近藤浩生さん
（福井）
は「各地の美味しいご当地グルメを食べるのを楽しみに、毎年家
族と来ています。紅葉に彩られた秋の津山城に行く良いきっかけにもなっています」と話してくれました。

④

⑤

⑥

①

待ち遠しかった銀盤の世界♪
アイスランド津山 オープン

②

①ご当地グルメフェスティバ
ル飲食スペース②つやま地域
産品まつり出展ブース③津山
城探訪ツアー④美作国大茶華
会（鶴山館）⑤天下一品漬け物
グランプリ試食ブース⑥牛も
も肉の丸焼き⑦華道展示（津
⑦ 山文化センター）

域の特産品が大集合
地作州津山ふるさと交流物産展
作州とくとく市

11月28日 中正小学校
市税務職員による租税
教室が行われ、６年生17
人が税金の使われ方など
を学びました。児童たち
は税金の大切さを知り、
理解を深めているようで
した。

11月29日・30日、アルネ津山地域交流センター
で、作州とくとく市が開催されました。勝北・阿波
・加茂・久米地域と奈義町の特産品の販売やイベン
トなどが行われ、大勢の人で賑わいました。
孫と一緒に訪れた北本清乃さん
（一色）は「普段買
えない洋菓子を買いに来ました。また、地元で製造
されているけど、知らなかった商品を発見できたの
で良かったです」と話してくれました。

ねん じょ

第22回自然薯まつり
12月７日 道の駅「久米の里」
久米地域産自然薯の販
売や、自然薯を使った麦
とろめしの販売などが行
われました。訪れた人た
ちは、新鮮な自然薯を品
定めしながら買い求めて
いました。

③

12月13日、津山陸上競技場で、県北唯一の屋外ス
ケートリンク・アイスランド津山がオープンしまし
た。初日は、家族や友だち連れなどの来場者が多く
見られ、早速、スケートシューズを履き、氷の感触
を確かめながら初滑りを楽しんでいました。
アイスランド津山は、２月22日㈰まで開場してい
ます。

い夜には、こたつでお鍋♪
寒29の日ワンダーランドvol.３こたつdeそずり鍋
11月29日
（いいにくの日）
、まちなかさろん再々
ラビリント広場で「29の日ワンダーランドvol.３こ
たつdeそずり鍋」が開催されました。
参加者は、家族や友人とこたつで暖まりながら、
笑顔でそずり鍋を口にしていました。

秘書広報室☎32-2029

先月の12月号に引き続き、宮古島出身の美作大学生・伊志嶺紗央理さんと大嶺真希さんに宮古島の方言を
お聞きし、クイズにしてみました。さあ皆さん分かるかな？

宮古島方言クイズ

宮古島

交通 信

す︒たとえ︑一人ひとりの力︵技能︶
は小さくても︑みんなで協力し合う
と大きな力になります︒部員それぞ
れが得意な分野を生かして協力し合
い︑ロボットが完成した時はとても
うれしくて︑やりがいを感じます︒

酒の飲み方があります。まず参加者は、泡盛
（沖縄の地酒）を囲んで座

り親を決めます。親になった人は、自己紹介などの口上を述べて、杯

の泡盛を飲み干します。その後、次の人に杯を回し、受け取った人は

同じように泡盛を飲み干します。全員が飲み干すと、親を交替し、延

の方法。諸説ありますが、当時、泡盛は庶民に

とって手に入りにくいものだったので、酒宴で参加者が均等に飲むために行われるようになったと言わ

れています。

全国大会での様子

た時間内にざるそばのセイロをいく
つ運べるかを競いました︒
月に行われた中国地区大会では︑
大会前日にロボットがやっとでき上
がるという状況で︑不安な気持ちが
ありました︒しかし︑順調に勝ち進
み︑優勝をすることができました︒
全国大会では︑ロボットを改良し︑
全国優勝を目指して臨みましたが︑
競技中︑機械のトラブルがあり︑夢
は叶いませんでした︒

宮古島の風習

津山がどんなまちになったらよいで
すか？
津山地域には︑モノづくりを行う
企業がたくさんあると思います︒ま
た︑工業高等専門学校や工業高等学
校などモノづくりを教える学校もあ
ります︒だから︑津山はモノづくり
を大切にしているまちだということ
をＰＲして︑産業の振興を行えば︑
学生の就職や定住促進にも役立つと
思います︒

オトーリの様子

々と続けます。

57

インタビュー中も︑部室の脇では︑
ほかの部員が次のロボコン大会に向
けてロボットの設計やプログラム︑
部品の製作を行っていました︒次回
は︑全国優勝できるといいですね︒

宮古島には、オトーリ（御通り）という、宴会で行われる不思議なお

競技ロボットを作るために大切なこ
とは︑何ですか？
ロボコンは︑チーム戦略やロボッ
トに取り入れたアイデアも審査対象
になります︒たとえ︑競技で負けて
も︑発想やアイデアが良ければ︑評
価は高くなります︒だから︑わたし
たちは︑みんなで話し合い︑意見を
出し合うことがとても重要だと思っ
ています︒大会に出場したメンバー
は８人ですが︑アイデアの絞り出し
や部品の製作などは︑情報総合研究
部の部員 人全員で行っています︒

大嶺真希さん

津山工業高等専門学校
情報総合研究部

うん、久しぶりに会ったよ。やっぱりあぐと会うと楽しいね♪
宮古島は暖かかったけど、津山に戻って来ると、だいず寒くて
びっくり！

モノづくりの魅力は何ですか？
自分たちが思いついたアイデアが
形になることですね︒また︑みんな
が協力して一つのモノを作り出すこ
とで達成感が得られます︒
ロボットを作るためには︑さまざ
まな知識や技術︑アイデアが必要で

うん！春の鶴山公園の桜もあぱらぎ〜よ♪
紗央理ちゃんと話すと楽しい！まいふか〜、いかっと〜♪

11

真希ちゃん、明けましておめでとう！
お正月は宮古島に帰ってあぐと会った？

18

だよねー、雪が降るとだいず寒くなるよね。
雪と言えば、衆楽園の雪景色はあぱらぎだね！

昨年 月に東京で開催された﹁アイ
デア対決・全国高等専門学校ロボッ
トコンテスト２０１４全国大会﹂︵高
専ロボコン︶に出場した津山工業高
等専門学校・情報総合研究部の皆さ
んに︑モノづくりについてお話を伺
いました︒

※答えは21ページ下にあります

﹁高専ロボコン﹂って何ですか？
全国に 校ある高等専門学校で学
ぶ学生が︑競技課題に合わせてロボ
ットを製作して対戦し︑その技術や
アイデアを競う大会です︒
今年の競技課題は﹁出前迅速﹂︒ス
ラロームや傾斜︑角材など障害物が
設定されたコースを走り︑決められ

２人の会話の中に宮古島の方言が登場します。（太字になっている部分が方言です）

10

伊志嶺紗央理さん

モノづくりはチームワーク

津山

流

乾杯
16世紀ごろ、琉球王国で流行した中国式の
由来

君にも宮古島の
方言が分かるかな？

vol.10

【宮古島方言クイズの答え】あぐ＝同級生 だいず＝とても・すごく あぱらぎ＝美しい・きれい まいふか＝ありがとう いかっと＝またね

の定期修繕を行います︒
修繕の期間中は︑ごみの焼
却ができません︒一層のごみ
減量にご協力ください︒
期間 １月 日㈭〜２月１日
㈰
※ごみの収集は︑通常どおり
行います
環境事業所☎ ︲８２５５

市民と議員が語り合う会

７期

とき １月 日㈪午後１時〜
児
４時
条件 ①義務教育諸学校在学
中に遺児になった︵保護者
ところ 津山市スポーツセン
死亡見舞金・平成 年度中︶
ター相撲場横︵勝部︶
②中学校または中等部を卒
提供方法 受付簿に記入して︑
業︵卒業激励金︶
各自で袋に詰めて持ち帰る
支給額 １人に付き１万円
※スコップや袋などは持参
締め切り ２月 日㈮
※天候によっては︑中止する
※申込方法など︑詳しくはお
ことがあります
問い合わせください
土木課☎ ︲２０９５
こども課︵津山すこやか・
２０１５年農林業センサス
こどもセンター︶☎ ︲ ２
０６５
農林業センサスは︑日本の
農林業や農山村の実態を把握
する基礎調査です︒
１月中旬から調査員が︑農
家などを訪問します︒ご協力
をお願いします︒
協働推進室☎ ︲２０３２

津山市遺児激励金

時︑南児童館＝午前 時
分〜正午
※加茂児童館は説明会なし
中央児童館☎ ︲２０９９︑
南児童館☎ ︲４４００︑
加茂児童館☎ ︲３１６８

四島返還 ひとりの力が 大
きな力に
北方領土返還要求運動への
ご協力をお願いします︒
岡山県北方領土返還要求運
動県民会議︵県公聴広報課
内︶☎０８６︲２２６︲７
１５８

２月７日は北方領土の日

26

お知らせ
鶴山塾休日相談
とき １月 日㈯︑２月１日
㈰午後１時〜４時
ところ 津山教育相談センタ
ー﹁鶴山塾﹂︵山下︶
鶴山塾☎ ︲２５２３

無料調停相談会
とき １月 日㈮午後７時〜
９時
ところ 西苫田公民館︵小原︶︑
久米公民館︵中北下︶︑高野
公民館︵高野本郷︶︑城西公
民館︵小田中︶
議会事務局☎ ︲２１４０

剪定枝チップの提供

（納期限：2 月 2 日㈪）

対象 生活保護世帯または市
民税非課税世帯に属する遺

32

津山市スキー教室
︵スキー大会︶
参加者

11

28

とき ２月 日㈮午前 時〜
午後３時
ところ 津山市総合福祉会館
※秘密は厳守します
岡山地方裁判所津山支部
☎ ︲９３２６
﹁相談﹂は ページにも掲載
しています

４期
市県民税（普通徴収）

集

27

22

24

42

11

小桁焼却場の休止

26

30

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

介護保険料（普通徴収） ８期

とき 第１次＝２月１日㈰︑
第２次＝２月 日㈷︑両日
とも津山総合体育館午前８
時出発︑午後５時帰着予定
ところ 恩原高原スキー場パ
ノラマゲレンデ︵鏡野町︶
対象 小学３年生以上
定員 各 人︵先着順︶
参加費 各５千円︵リフト代
含む︒貸しスキー代などは
別途要︶
申込方法 申込書に記入し︑
参加費を添えて申し込む
締め切り 第１次＝１月 日
㈬︑第２次＝２月４日㈬
※小学４年生以上を対象にス
ノーボードの指導も行いま
す︵第１次のみ︶
※津山市市民スキー大会は２
月 日㈷に開催します
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
津山市スキー連盟︵田島さ
ん ︶ ☎ ︲ ９ ０ ０ ５︑０ ９
０︲２８６４︲８８０８
50

22

市道の街路樹の剪定枝など
を細かく砕いてチップにした
ものを無料で提供します︒

落ち着いて、
正しく、
はっきりと

日曜納税窓口
１月25日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

11

（ 12 月 1 日現在）

急がない 相談事は ＃9110
急を要さない要望や相談、苦
情などは、津山警察署または警
察総合相談電話＃9110へ連絡
ください。

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

税
納
の

175人
111人
転出
死亡
174人
68人
転入
出生

月

1

募

30

32

急ぐほど 慌てず正しく 110番
事件や事故に遭ったり、目撃
したりした時は、一刻も早い
110番通報をお願いします。

30 11

11 月中のひとの動き
22

７期

30

22

32

32

10

人口 104,764 人（前月比△44）
男 50,040 人（同△12）
女 54,724 人（同△32）
世帯 44,692 世帯（同＋8）

津山警察署☎25-0110

市では︑小桁焼却場︵小桁︶

通報は、

国民健康保険料
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

11

30

50

23

32

10

31

22

20

30

生活を支える制度です︒
また︑林退共へ加入してい
個人設置の 農 作 物 鳥
たかどうか分からない人はお
歳の誕生日を迎えたら︑
獣害防護柵 補 助
調べします︒お問い合わせく
保険年金課の窓口または各支
ださい︒
イノシシなどの有害鳥獣に
所市民生活課で手続きをして
独立行政法人勤労者退職金
よる被害から田畑の農作物を
ください︒
共済機構林業退職金共済事
守るための防護柵設置に補助
保険料︵月額︶ １５２５０円
業本部☎０３︲６７３１︲
します︒
※厚生年金に加入している人
２８８７
対象 個人で新規に ｍ 以上
は手続き不要です
の鳥獣害防護柵を設置する
※学生や収入が少なく保険料
農業者
の納付が困難な人は﹁学生
補助率 資材経費の２分の１
納付特例﹂や﹁若年者納付
以内︵上限 万円︶
猶予﹂など保険料の支払い
児童館子育てクラブ会員
申込期間 ２月２日㈪〜３月
を猶予する制度があります︒
日㈫
対象 中央児童館︵山北︶
・南
詳しくは︑お問い合わせく
※申込方法など︑詳しくはお
児童館︵横山︶＝市内在住で
ださい
問い合わせください
満２歳以上の未就園児と保
保険年金課︵市役所１階７
森林課☎ ︲２０７８また
護者︑加 茂 児 童 館 ︵ 加 茂 町
番窓口︶☎ ︲２０７２
は各支所産業建設課
中 原 ︶＝ 市 内 在 住 で 満 ０ 歳
林業退職金共済制度︵林
以上の未就園児と保護者
歳になったら国民年金
退共︶からのお知らせ
活動内容 親子で遊びを通し
国民年金は︑老齢年金だけ
林退共では︑林業に従事し︑
て交流や親睦活動を行う
でなく︑不慮の事故や病気で
退職後︑退職金をまだ受け取
活動日 中央児童館・加茂児
障害を負ったり︑死亡した時︑ っていない人を探しています︒
童 館 ＝ 毎週水・金曜日︑ 南
児 童 館 ＝ 毎週火・木曜日︑
各午前 時 分〜 時 分
定員 曜日ごとに 組︵先着
順︶
入会金 千円︵保険料別途要︶
申込方法 入会を希望する児
童館に直接申し込む
申込開始 説明会の日から
■説明会
とき・ところ ２月５日㈭中
央児童館＝午前 時 分〜

110番の日です

10

32

10

20

22

31

20

１月10日は

◇２月のこんにちは市役所さんの放送はありません
◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時57分〜00分

※放送日時は変更になる場合があります

時 分〜６時
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
定員 各５人︵先着順︶
参加費 １１３００円
申込方法 電話で申し込む
申込受付 １月 日㈬〜
勝北支所市民生活課☎ ︲
７０２３

とき ３月１日㈰午後１時
分受付︑午後２時開始
ところ 津山鶴山ホテル︵東
新町︶
内容 軽食ビュッフェを囲ん
メイトとして活動できる人
だ婚活パーティー
受講料 無料
対象 男性＝市内または津山
申込方法 津山市地域包括支
周辺に在住︑勤務する 〜
援センターや各支所市民生
歳の独身者︑女 性 ＝ 〜
活課などに備え付けの申込
書に記入し︑申し込む
歳の独身者
締め切り １月 日㈮
定員 各 人︵申込多数の場
津山市地域包括支援センタ
合は抽選︶
ー︵市役所１階︶☎ ︲１０
参加費 男性＝４５００円︑
０４
女性＝３５００円
申込方法
︵岡山市︶
の
Lapish
ろくろで陶芸体験参加者
ホームページまたは電話で
コース・とき 手びねりコー
申し込む︵ホームページ ht
ス＝２月 日㈬︑ 日㈬︑
☎ ０８６︲
tp://lapish.jp
３月４日㈬︑ 日㈬︑ 日
２３５︲０８０４︑０９０
㈬︑電動ろくろコース＝２
︲７１２５︲１９６９︶
月 日㈮︑ 日㈮︑ 日㈮︑ 締め切り ２月 日㈭
３月６日㈮︑ 日 ㈮ 午 後 １
津山広域事務組合☎ ︲３

︵仮称︶参加者

カップリングパーティー
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ほほえみ彩菜☎ ︲１１２
３

久米老人ホーム組合﹁静
香園﹂嘱託・臨時職員
平成 年度の嘱託・臨時職
員を募集します︒
■嘱託職員
職種・受験資格・定員 平成
年４月１日現在︑ 歳以
下の人で①介護職員＝ヘル
パーなどの介護福祉資格を
持つ人・４人②給食調理員
＝ 調理師免許を持つ人・ ２
人
■臨時職員
職種・受験資格・定員 お年
寄りに理解がある 歳位ま
での人で①看護職員＝正看

30

20 20

24

認知症キャラバン・メ
イト養成研修参加者
認知症キャラバン・メイト
は︑認知症の人やその家族を
応援する認知症サポーターを
養成する講座で講師として︑
講話や紙芝居︑絵本・詩の朗
読︑寸劇などを行います︒
とき ２月 日㈯午前９時
分〜午後４時 分
ところ 津山市総合福祉会館
講師 近藤啓子さん︵積善病
院医師︶︑妻井令三さん︵認
知症の人と家族の会岡山県
支部代表︶など
対象 認知症支援に関心があ
り︑年３回以上キャラバン・

農産物直売所・勝北マルシェ
﹁ほほえみ彩菜﹂新規出荷者

勝北マルシェ﹁ほほえみ彩
菜﹂︵６月中旬オープン予定︶
の新規出荷者を募集します︒
資格 農産物などを直接生産
している市内またはＪ Ａ勝
英管内などに在住の人
応募方法 ほほえみ彩菜︵杉
宮︶
︑市役所農業振興課︑各
支所産業建設課またはＪ Ａ
勝英各店などに備え付けの
応募用紙に記入し︑ほほえ
み彩菜に直接応募
※出荷は︑４月中旬以降にな
ります
※資格や選考方法など︑詳し
くはお問い合わせください

14

６３３
第４回グラスハウス健康リ
レーマラソン大会参加者

１周１・３㎞のコースを周
回し︑タスキでつなぐハーフ
マラソンです︒
とき ３月８日㈰午前 時ス
タート
ところ グリーン
ヒルズ津山特設
コース
対象 小学生以上
で１・３㎞を完走できる人
応募条件 ３人以上 人以下
のチームで︑一 般 の 部 ＝ 中
学生以上︑小 学 生 混 合 の 部
＝１人でも小学生がいる
定員
組︵先着順︶
参加費 中学生以上＝千円︑
小学生以下＝５００円︵締
め切り後の返金は不可︶
申込方法 グラスハウスに備
え付け︵ホームページから
印刷可︶の申込用紙に記入
し︑参加費を添えて直接申
し込む
締め切り ２月 日㈰
※参加者は当日︑グラスハウ
スの施設が利用できます
グラスハウス︵大田︶☎ ︲
７１４０︑ホームページ ht
tp://www.mizuno.co.jp/sc
hool/facility/shisetsu̲19/
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護師免許または准看護師資
除く︶に在籍する１〜３年
格を持つ人・１人②夜間支
生の男子学生②健康な身体
援 員 ＝ 若干名︵オムツ交換︑
を持ち︑寮での共同生活が
可能な人③学業成績が優秀
トイレ誘導など︶ ③管理宿
直員＝若干名
で勉学に熱意のある人④館
試験 書類選考︑面接
費・食費そのほかの生活費
締め切り ２月 日㈭必着
が支払える人⑤独立した生
計を営む確実な保証人がい
※勤務条件など︑詳しくはお
る人
問い合わせください
募集人数
久米老人ホーム組合﹁静香
人程度
園﹂︵美咲町︶☎ ︲００１
費 用︵ 月 額 ︶ 約 ４ 万 ６ 千 円
２
︵館費︑食費など含む︶
応募方法 入館願︑履歴書︑
北部高等技術専門校訓練生
家庭及び志望調書︑小論文
■介護サービス科
︵テーマ﹁共同生活におけ
る自由と規律﹂
︶を︑直接ま
訓練期間 ３月３日㈫〜５月
日㈮
たは郵送で提出
対象 求職中の人
応募期間 ２月２日㈪〜３月
定員
人
７日㈯必着
受講料 無料︵教材費要︶
選考方法 第１次＝書類選考
申込方法 ハローワーク津山
と小論文︑第２次＝面接と
︵山下︶に相談し︑申し込む
意見交換
■第２次選考
締め切り ２月 日㈫
とき ３月 日㈰午前９時
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
分〜
北部高等技術専門校︵川崎︶ ところ 美作教育会館︵大手
☎ ︲１１２５
町︶
※合格発表が３月７日以降に
﹁鶴山館﹂入館生
なる人も期間内に提出
※応募書類は鶴山館に請求
〒２０２︲００１３東京都
西東京市中町５︲ ︲８公
益財団法人鶴山館☎ ０４ ２
４︲ ︲５９５１

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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応募資格 次の条件を満たす
こと①岡山県に本籍または
縁故がある人で︑今年４月
に東京都とその周辺にある
大学︵短期大学︑夜間部は
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30
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11

27

30

20

19

19

66

10

64

65

45 45

29

26

27

30

10

10

津山広域事務組合（津山圏域雇用労働
センター内）☎24-3633

18

保健給食課☎32-2117
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15

23

25

27

18

20

13

29

13

27

28

学校給食は、食の正しい知識や食習慣を
身に付けられる生きた教材です。
おいしい給食を子どもたちに
健やかな発育に必要な栄養やバランスの
取れたおいしい給食を提供します
地産地消の取り組み
平成25年度産地別
食材使用率
米は100％津山市産、
飲用牛乳は100％岡
津山産
14.9％
山県産。キャベツ・
県内産
35.2％
大根・ネギの３品目
は、定期的に津山産
県外産63.7％
を使用しています
学校給食を活用した食育
主食・主菜・副菜が
揃った給食を題材に
して、食育指導を行
っています
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就活学生登録を行うと、希望する業種やあな
たのやる気を、県北企業にアピールできます。
対象 平成27年３月卒業見込みで、県北地域
に就職を考えている人
登録方法 津山圏域雇用労
働センターホームページ
（http://www.koyou.or.
jp/job/g-touroku.html）
から登録
就活学生登録
登録特典
・岡山県北企業情報誌「企業ガイドみまさか
2015」を進呈
・県内の合同企業説明会や市町村職員採用試験
の情報を提供など
30

就活学生登録
県北への就職を応援

全国学校給食週間
１月24〜30日は

放送大学平成 年度

問い合わせください
津山市地域包括支援センタ
ー☎ ︲ １００４
︲１
００５

とき ２月７日㈯午後１時
分〜３時 分
ところ 津山男女共同参画セ
ンター﹁さん・さん﹂
︵アル
ネ・津山５階︶
演題 ワーク・ライフ・バラ
ンス初めの第一歩！〜人生
の主人公を目指して〜
講師 小崎恭弘さん︵大阪教
育大学准教授︶
人︵先着順︶
定員
受講料 無料
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を電話︑ファクスま
たは直接伝え︑申し込む
締め切り １月 日㈮
※無料託児あり︵予約要︶
さん・さん☎ ︲２５３３
︲２５３４

ウィズカレッジ
津山さん・さん塾

23

自分たちでできる地域の防
災力強化について学びます︒
とき ２月 日㈯午後１時〜
４時
ところ 勝 北 文 化 セ ン タ ー
︵新野東︶

地域防災力パワーアップ講座

30

ナースのための復職
支援セミナー
とき ２月３日㈫午前９時〜
午後４時 分
ところ 津山中央病院︵川崎︶
対象 看護師・准看護師など
の免許を持ち︑看護職とし
て復職を希望する人
人程度︵先着順︶
定員
受講料 無料
持ってくるもの 筆記用具︑
昼食︑動きやすい服装︑室
内シューズ
申込方法 電話で申し込む
締め切り ２月２日㈪
美作地域看護師等就労促進
連絡会議︵美作保健所内︶
☎ ︲０１４８

津山市地域包括支援
センターフェア
とき ２月６日㈮午後１時受
付︑１時 分開会
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター︵大田︶
演題 進む！地参・地笑のま
ちづくり
講師 小坂田稔さん︵美作大
学教授︶
参加費 無料
※寸劇︑パネルディスカッシ
ョンあり
※申込方法など︑詳しくはお

イベント
つやま〜もっ
はじめよう〜

環境フォーラム
たいないから

とき １月 日㈰午後１時
分〜
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
内容 基調講演︑環境ミュー
ジカル︑パネル展示など
環境事業所☎ ︲８２５５

つやまギャラリーⅢ﹁浮
世絵︱役者絵のあれこれ﹂

23
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第１学期
︵４月入学︶
学生
放送大学は︑ＢＳデジタル
放送などを利用して授業が受
けられる通信制大学です︒１
科目から学べます︒
科目 実践英語や発達心理学
概論など約３００科目
締め切り ２月 日㈯
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
放送大学岡山学習センター
︵岡山市︶☎０８６︲２５４
︲９２４０

講座・講演会
津山洋学資料館
オムニバス講演会
今年︑生誕１９０年を迎え
る箕作秋坪︒洋学資料館職員
が秋坪の知られざる一面を紹
介します︒
とき １月 日㈰午後１時
分〜３時
ところ 津山洋学資料館︵西
新町︶
テーマ 意外と知らない 箕
作秋坪の真実
入場料 無料
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

すこやかハツラツ講座
﹁手打そば体験教室﹂
とき ２月 日㈫午前９時
分〜午後１時
ところ 中央公民館︵大谷︶
歳以上の人
対象
定員
人︵先着順︶
参加費 千円︵材料代︶
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を電話または直接伝
え︑申し込む
申込期間 １月 日㈬〜 日
㈮
中央公民館☎ ︲５１１１
とき １月 日㈮〜２月６日
㈮午前 時〜午後６時︵最
終日は午後１時まで︶
ところ くらやアートホール
︵沼︶
内容 津山洋学資料館が所蔵
する江戸時代の役者絵など
約 点を展示
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

絵本作家おはなし会

定員 ２５０人
※無料託児有り︵予約要︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１１８

映画会﹁何のために﹂
講演家・中村文昭さんと出
会い心を動かされた人びとを
追ったドキュメンタリーです︒
とき ２月７日㈯午後１時
分〜３時
ところ 中央公民館
定員 １００人程度︵先着順︶
入場料 無料
生涯学習課☎ ︲２１１８

らんま先生のｅｃｏ 実験
パフォーマンスショー
とき ２月 日㈰午後１時
分〜３時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
出演 らんま先生︵環境パフ
ォーマー︶

演題 東 日 本 大 震 災 に 学 ぶ
﹁災害を乗り切る﹂地域の
絆〜防災は被災地の現状を
知ることから始まる〜
講師 中井政義さん︵一般社
団法人防災プロジェクト代
表理事︶
※自主防災活動に関する事例
発表あり
危機管理室☎ ︲２０４２
さんさん

おんな・おとこ塾

﹁ほめる﹂をテーマにした
初心者向け絵手紙教室です︒
とき ２月 日㈰午後１時
分〜３時 分
ところ さん・さん
講師 木尾恵美子さん︵参讃
の会︶
対象 絵手紙を書いたことが
ない小学生以
上の子と保護
者
定員
組︵先着順︶
受講料 １人に付き２００円
︵材料代︶
申込方法 ①住所②氏名③年
齢④電話番号を電話︑ファ
クスまたは直接伝え︑申し
込む
締め切り ２月 日㈮
※無料託児あり︵予約要︶
さん・さん☎ ︲２５３３
︲２５３４

第

回津山幼児音楽祭

とき ２月 日㈷午前 時
分開場︑正午開演
ところ 津山文化センター
津山幼児音楽祭実行委員会
︵津山文化センター内︶☎
︲０２０１

福力荒神社大祭
まむし除けと安産の神様と
して知られる福力荒神社の大
祭︒沿道には露店が並びます︒
とき ２月 日㈭〜 日㈯午
前 時〜午後５時
ところ 福力荒神社︵福力︶
福力荒神社☎ ︲３３０５︑
観光振興課☎ ︲２０８２

作州宮川朝市
とき ２月８日㈰午前８時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
新産業創出課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき １月 日㈰︑２月 日
㈰午前 時〜 時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

15

31

対象 小学生と保護者
定員 ２５０人
参加費 無料
※申し込みが必要です︒詳し
くはお問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１１８

11

21

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

32

13

31

32 26

32

11

30

31

30

30

絵本作家・なかえよしをさ
んによる読み聞かせ会です︒
とき １月 日㈯午後１時
分〜３時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター

19

18

42

市民公開講 座 ﹁ 切 ら
ずに治すが ん 治 療 ﹂
とき ２月 日㈯午前 時〜
正午
ところ 津山 文 化 セ ン タ ー
︵山下︶
演題 陽子線治療とは︑津山
中央病院陽子線センター︑
岡山大学病院の連携
講師 不破信和さん︵兵庫県
立粒子線医療センター病院
長︶
︑藤木茂篤さん︵津山中
央 病 院 病 院 長 ︶︑ 金 澤 右 さ
ん︵岡山大学病院副院長︶
受講料 無料
※申し込み不要
津山中央病院︵川崎︶☎ ︲
８１１１

15

10

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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2月
市立図書館 （アルネ・津山４階）
午前10時〜午後７時

☎ 24-2919

●小さな子どものえほんのじかん とき：毎週水曜日
10:30〜11:00（25日を除く）
●木曜ビデオ館 とき：毎週木曜日14:30〜（26日を除
「元気法
く） 内容：５日＝
「北極のナヌー」、12日＝
「元気法話〜寂庵にて〜
話〜寂庵にて〜上」
、19日＝
下」
●むかし話を聞く会 とき：７日㈯14:00〜14:30
●わくわくおはなしランドパート９
とき：15日㈰14:00〜15:00
●おはなし会 とき：19日㈭11:00〜11:30
●小学生のための「物語をたのしむ会」 とき：21日㈯
14:00〜14:40
●ファミリーシアター とき：22日㈰14:30〜
内容：「世界名作劇場ロミオの青い空
（完全版）」

加茂町図書館

（加茂町塔中）
午前10時〜午後６時

☎ 42-7032

●リサイクル花瓶づくり とき：11日㈷14:30〜15:30
対象：小学生以上 定員：20人（先着順） 受付：１
日㈰〜10日㈫
●昔話のおはなし会スペシャル とき：14日㈯10:30〜
11:30
●おはなし会 とき：22日㈰10:30〜11:00

勝北図書館 （新野東）
午前10時〜午後６時

☎ 36-8622

●名作映画鑑賞会 とき：７日㈯、14日㈯14:30〜
内容：７日㈯＝「大学は出たけれど」
、
「東京の合唱」
14日㈯＝「大人の見る絵本生れてはみたけれど」
●おはなしタイム とき：15日㈰10:30〜11:00
●おたのしみ映画会 とき：21日㈯14:30〜
内容：「世界名作劇場「赤毛のアン」
」

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

●いっしょにあそぼ！０１２３てくてく
（幼児向け）
とき：18日㈬10:30〜11:30
●こくちゃんの紙芝居劇場 とき：21日㈯15:30〜

☎ 22-2099

●豆まき とき：３日㈫15:00〜15:30
●子育て講座
「エンジョイ子育て」 とき：６日㈮10:30
〜11:30 内容：子育てについての話や親子遊び
●バレンタインクッキング とき：14日㈯13:30〜15:00
対象：小学生 定員：10人
（先着順） 参加費：200
円 持ってくるもの：エプロン、タオル、三角巾、
お茶 受付：１月31日㈯10:00〜
●親子であそぼう とき：16日㈪10:30〜11:30
対象：１〜２歳児と保護者
●赤ちゃん広場 とき：19日㈭11:00〜11:30
対象：１歳未満児と保護者 定員：10組
（先着順）
受付：３日㈫10:00〜
●お話タイム とき：27日㈮13:00〜13:30

南（ワイワイ）児童館

（横山）
午前10時〜午後５時

☎ 24-4400

●先生とあそぼ☆ とき：３日㈫10:30〜11:30
対象：未就園児と保護者
●絵本タイム とき：５日㈭、17日㈫13:15〜13:45
●赤ちゃんあそぼ！ とき：18日㈬10:30〜11:30
対象：１歳未満児と保護者 定員：20組
（先着順）
（電話のみ）
受付：４日㈬10:00〜
●ワイワイあそぼ♪ とき：25日㈬10:30〜11:30
対象：１・２歳児と保護者 定員：25組
（先着順）
（電話のみ）
受付：４日㈬10:00〜

加茂（ぐりむ）児童館

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

☎ 42-3168

●お話タイム とき：６日㈮、18日㈬13:15〜13:45
●エアーマット・デー とき：７日㈯、22日㈰11:00〜
11:30、14:00〜14:30 ※幼児は保護者同伴
●育児相談 とき：18日㈬11:30〜12:00 内容：保健
師と栄養士による育児相談、体重・身長測定など

阿波児童館 （阿波）

ノルディックウォーキングで全身運動 (導入編)
健康増進課☎32-2069

Let s
Exerc se

皆さんは、ノルディックウォーキングというウォーキング法をご存知ですか？
ノルディックウォーキングは、２本のポールを
準備するもの
使って行う全身運動で、普通に歩くよりも効果的
服装
に体を動かすことができます。
動きやすいもの
今回は、利点や準備するものを紹介します。

ノルディックウォーキングの利点
・カロリー消費量はウォーキングの約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
・ポールの突き方の違いで、運動量が調節できる
・ダイエットやリハビリの効果が見込める
市では、ポールの貸し出しを行っています。
詳しくは、スポーツ課ホームページ（http://
www.tvt.ne.jp/˜sportska/）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
スポーツ課☎24-0202

で、寒い時には、
保温性のあるも
のを選ぼう

ノルディックウォ
ーク用ポール
ポールの長さの目
安は、
（身長×0.65
〜0.68）
cmが基準
です

靴
運動靴で、踵の
靴底が厚いもの
を選ぼう

☎ 46-2076

月、水、木、金曜日午後１時〜５時、21日㈯午前10時30分〜正午

●ふれあいデー とき：４日㈬15:30〜16:30
●作ってあそぼう！ とき：18日㈬15:30〜16:30
●にこにこクッキング「簡単で楽しいおやつ作り」
とき：21日㈯10:30〜正午 参加費：100円
（先着順） 持ってくるもの：エプロン、
定員：15人
三角巾、手ふき 受付：９日㈪13:00〜
休館日

休館日

市立図書館：２日㈪、23日㈪〜28日㈯（システ
ム更新による臨時休館）
加茂町・勝北・久米図書館：２日㈪、９日㈪、
12日㈭、16日㈪、23日㈪〜28日㈯（システム
更新による臨時休館）

中央児童館 （山北）
午前10時〜午後５時

中央児童館・南児童館・加茂児童館：
２日㈪、９日㈪、12日㈭、15日㈰、23日㈪

北小学校10:00〜10:40⇒総社東第二遊園地11:10〜11:40⇒高田小学校13:00〜13:30
高倉小学校10:15〜10:45⇒衆楽公園駐車場（市役所東側）12:00〜13:10⇒小原会館14:00〜14:40⇒院庄公民館15:20
〜16:20
成名小学校10:15〜11:00⇒清泉小学校13:00〜13:40⇒大崎小学校14:40〜16:15
ときわ園9:50〜10:20⇒高野公民館11:10〜11:50⇒広野小学校13:00〜13:30⇒弥生小学校14:30〜16:20
佐良山小学校10:00〜10:40⇒津山口駅前11:05〜11:35⇒一宮小学校12:50〜13:30⇒林田小学校14:30〜16:00
勝加茂小学校10:15〜11:00⇒新野小学校13:00〜13:30⇒広戸小学校14:30〜16:00
喬松小学校10:15〜10:45⇒道の駅「久米の里」11:25〜12:00⇒誠道小学校13:00〜13:40⇒田邑公民館15:00〜16:00
秀実小学校10:15〜11:00⇒中正小学校12:50〜13:20
向陽小学校10:15〜10:45⇒鶴山小学校13:00〜14:00⇒塩手荘14:40〜15:10
阿波公民館10:35〜11:00⇒旧ＪＡ上加茂11:25〜11:50⇒加茂小学校13:00〜13:40⇒めぐみ荘14:00〜15:00
河辺小学校10:15〜10:45⇒東小学校13:00〜13:45

４日㈬
５日㈭
６日㈮
９日㈪
10日㈫
12日㈭
13日㈮
16日㈪
18日㈬
19日㈭
20日㈮

子どもの目線で

生ごみを減量しよう

忙しい朝の時間、朝食を食べるのが遅い子ども
に「早く食べなさい」「何度言ったらわかるの」
と言ってしまったことはありませんか。心に余裕
が無い時ほど、子どもにキツイ言葉を投げ掛けて
しまうことがあります。
そのような時には、子どもが自然とできるよう
に周りの大人が工夫する必要があるのではないで
しょうか。食事中はテレビを消したり、朝、眠く
て食事が取れないことが多いなら、「何時には寝
るようにしようね」と、声を掛けてみてはどうで
しょう。小さい子どもなら一緒に
寝るのも良いかもしれません。
すぐに叱るのではなく、大人が
子どもの目線に立つことも大切で
はないでしょうか。

生ごみは、水分を多く含み重いため、家庭から
出る可燃ごみの重量の約３割を占めると言われて
います。ごみを減量するため、生ごみの減量に取
り組みましょう。
減量のコツ
調理くずを減らす
食べ残しをしない
水切りを十分に行う
生ごみ処理機・処理容器を利用する

学校のこと、友だちのこと、
教育相談センター「鶴山塾」
にこにこ にっこりさん
青少年の悩みごと、
山下87番地☎22-2523
ご相談ください

市では、生ごみ処理容器（コ
ンポスト・ボカシ処理容器）の
購入補助を行っておるぞ。
詳しくは、環境事業所に聞い
てみるのじゃ。
ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

環境事業所☎22-8255

▶宮田 月之︵小学５年生︶

▶三井 明子︵加茂町中原︶

▶赤松 未来︵高校１年生︶

休日診療
診療時間
とき

午前９時〜午後５時まで
科

内科系
１月
18日㈰
外科系

25日㈰

内科系
外科系

内科系
２月
１日㈰
外科系

▲鍋島 津矢子（加茂町小渕）

８日㈰

▲ペンネーム・スヌーピー大好き

内科系
外科系

12

津

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

※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

問

○○たちから見た津山
○に入る漢字２文字は？

応募方法

③次のⒶ〜Ⓓの記念品の中から１つ を書いて、

秘書広報室へ応募してください。
記念品 Ⓐ図書カード Ⓑ津山洋学資料館招待券（2枚）
Ⓒあば温泉無料入場券（5枚）Ⓓグラスハウス招待券（2枚）

締め切り
応
募
方
法

絵を描いたはがきに ①氏名とふりがな・ペンネーム可
②年齢（学生は学校名と学年も）を記入してください
※掲載された人には粗品を贈呈します
※希望者には作品を返却します

①答え ②記事の感想や市政へのご意見

平成27年２月10日（火）当日消印有効

当選者は３月号で発表

11月号の正解 知らせて（応募41人、正解41人）
当選者 髙橋波枝さん、池田富子さん、和田憲尚さん、
有木絵実さん、安藤ゆきさん

15日㈰

内科系
外科系

元気な子どもを育てるために

ところ
でんわ
勝北すこやかクリニック
29-7701
（坂上）
安田医院（上河原）
平井病院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
日本原病院（日本原）
薄元医院（山北）
只友医院（加茂町塔中）
津山第一病院（中島）
影山医院（上村）

23-5537
42-3131
28-2211
36-3311
22-2465
42-2043
28-2211
29-1511

健 診
と
き
受付時間
乳 児 健 診 17日㈫、18日㈬
１歳６カ月健診 ３日㈫、４日㈬、６日㈮ 13:00〜13:50
３ 歳 児 健 診 24日㈫、25日㈬、27日㈮
ところ

平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
本位田診療所（新野東）
中島病院（田町）
万袋医院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
弓狩小児科医院（南新座）
わたなべ内科医院（二宮）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
日本原病院（日本原）
いちば医院（二宮）
平井病院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）

42-3131
21-8111
36-5613
22-8251
42-3025
28-2211
24-2035
28-5001
42-3131
21-8111
36-3311
28-8300
42-3131
28-2211

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
:
５日㈭ 13 30〜15:30

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26年７月生まれ）
持ってくるもの 母子健康手帳、おむつ、ミルクなど

またの内科循環器科
22-4758
クリニック（新職人町）

※医療機関は変更になる場合があります。受診の前に、
救急医療案内☎23-9910へお問い合わせください

〜子どもを虫歯から守る学習会〜
と
き
15日㈰ 9:30〜10:30

母親歯科教室

と こ ろ
津山歯科医療センター（沼）

対

象 未就学児と保護者
津山歯科医療センター☎22-4021

「愛の献血」にご協力を
と
き
27日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

と

こ

ろ

市役所１階市民ロビー

※400ミリリットル献血のみの受付です

献血キャラクター
けんけつちゃん

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

２月の相談
※お詫びと訂正
広報つやま 月号８ページ﹁第４回津山市版事業仕分けを実施しまし
た﹂の表内の項目に誤りがありました︒正しくは︑③市が実施︵要改
善︶︑④市が実施︵現行どおり︶です︒お詫びして訂正いたします︒
広報つやま 月号 ページ︑今月の表紙の場所の表記に誤りがありま
した︒正しくは︑新野山形です︒お詫びして訂正いたします︒

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

秘
書
広
報
室
行

内科系
外科系

山珈琲倶楽部と

↑こちらから登録

は何ですか？

︲２０２６

32

広 報 つ や ま 月号に﹁津山珈琲
倶楽部﹂のことが掲載されていま
したが︑詳しく教えてください
︵市内・男性︶

津山珈琲倶楽部は︑市外在住の
人を対象とした﹁津山市﹂のファ
ンクラブです︒会員の皆さんには︑
津山市の最新情報をお送りし︑津
山を全国の人たちに広めていくた
めのＰＲをしてもらいます︒
１月 日㈭午前９時から︑会員
専用ホームページ︵
http://www.
︶で︑ 会
city.tsuyama.lg.jp/tcc/
員登録できます︒
市外に知り合いの人がおられま
したら︑ぜひ︑ご紹介ください︒

秘書広報室☎

15

11日㈷

２月の健康

１月18日㈰〜２月15日㈰

11
28

11

相 談 名
育児相談・健康相談
女性の悩みごと相談
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）
福祉総合相談会
行政相談
人権・行政・民生合同相談
弁護士法律相談
（無料・予約要）
行政相談
行政・民生合同相談
住宅無料相談

と き
毎週月曜日 10:00〜11:30
４日㈬、18日㈬、25日㈬
10:00〜16:00

と こ ろ
問い合わせ先
津山すこやか・こどもセンター 健康増進課☎32-2069
津山男女共同参画センター
さん・さん☎31-2533
「さん・さん」

２日㈪、16日㈪ 13:30〜16:40

津山すこやか・こどもセンター こども課☎32-2065

毎週火・木曜日 13:30〜16:30、
20日㈮ 13:30〜15:30、26日㈭
教育相談センター「鶴山塾」 鶴山塾☎22-2523
10:00〜12:00
環境生活課
４日㈬、18日㈬ 13:30〜16:30
環境生活課☎32-2057
（市役所１階１番窓口）
津山市社会福祉協議会
18日㈬ 10:00〜15:00
津山市総合福祉会館
☎23-5135
18日㈬ 10:00〜15:00
加茂町公民館
加茂支所市民生活課☎32-7032
19日㈭ 10:00〜15:00
勝北老人憩いの家
勝北支所市民生活課☎32-7023
20日㈮ 10:00〜12:00、13:00〜
環境生活課
環境生活課☎32-2057
15:00
岡山行政評価事務所
20日㈮ 10:00〜15:00
津山市総合福祉会館
☎086-231-4322
20日㈮ 10:00〜15:00
久米支所
久米支所市民生活課☎32-7011
26日㈭ 13:30〜16:30
市役所１階市民ロビー
建築住宅課☎32-2099

※22ページのお知らせにも掲載があります
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広報つやまは、環境保護のため再生紙と大豆油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
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号の交流通信のコーナーで宮古島

の中身汁を取材したので今年の正

月はこれに挑戦してみようと思い

ます︒どんな味か楽しみです︒︵雨︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
皆さんは︑初詣で何を願掛けし

ましたか︒今年の干支・羊は群れ

を成すことから家族の安泰を示し︑

いつまでも平和に暮らす事を意味

しているそうです︒海外では︑紛

争などが後を絶ちません︒わたし

は︑世界や日本︑そして︑何より

︵修︶

我が家が平和でありますようにと

願い手を合わせました︒

新年を彩るひつじたち
津山民芸社︵田町︶

津山市フェイスブック

EC

歳 に な っ た 時︑ ど の

ような自分でいたいか︒しっかり

考えておかないと︑やみくもに日

が経つばかり︒ 年後は長女が中

う味に挑戦してみたいです︒ 月

日同じ味は飽きるので︑今年は違

の家は︑すまし汁仕立てです︒毎

地域や各家庭で違うようです︒私

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
正月に食べるお雑煮の味付は︑

よう︑わたしも成長したい︒︵Ｗ︶

学生になっている︒娘に負けない

10

あの頃の津山

歳 の 誕 生 日︑ 叔 父 か ら の 一 言

昨年︑ついに 歳代に突入した︒

30

﹁次の 年を見据えてしっかり学

10

ぶ こ と ﹂︒

40

皇太子行啓時の今津屋橋
︵大正 年︶
写真提供・江見写真館

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

津山郷土博物館
４
☎
- ５６７

12
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☆津山市のフェイスブックは
こちらから
http://www.facebook.com/
city.tsuyama.kouhou

☆広報つやまはホームページ

で閲覧できます
津山市総合企画部秘書広報室（市役所３階）〒708−8501 岡山県津山市山北520番地
☎0868−32−2029 FAX 0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.okayama.jp http://www.city.tsuyama.lg.jp/

編集・発行（毎月10日発行）
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22

30

今月の表紙

写真は︑大正 年に当時の皇太子・裕仁親王︵後の
昭和天皇︶が津山を行啓された際の様子と思われます︒
今津屋橋から船頭町の方へ向けて写されたもので︑写
真右下には橋の欄干が写っています︒
この行啓は︑岡山・広島・山口県を視察したもので︑
津山では︑鶴山公園や旧制津山中学校︵現在の津山高
等学校︶などへ立ち寄られました︒
津山への行程は︑横須賀から軍艦日向に乗船され︑
２日かけて宇野港へ到着されました︒岡山市内を視察
した後︑中国鉄道︵現在のＪ Ｒ津山線︶で移動され︑
津山駅からは自動車を使って回られたようです︒
写真中央には︑石油久世荒物店と書かれた上り旗や
日下洋服店の看板が見え︑往時の商店街のにぎわいが
伺えます︒また︑
﹁奉迎﹂と書かれた歓迎の門があり︑
道の両脇の家には国旗がたなびいています︒道には数
人の警官が立ち︑物々しい雰囲気が伝わってきます︒
しかしまだ︑皇太子の到着まで時間があるのか︑沿道
の人はまばらで︑通りには荷物を運ぶリヤカーの列が
見えます︒
裕仁親王の津山での滞在時間は︑１時間 分余りと
短かったのですが︑歓迎の準備を整え︑皇太子の訪問
を待ちわびているまちの様子を写した一枚です︒

現在の今津屋橋周辺
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