春の日差しを浴びて
早春ウォークin津山
勝北地内で、早春ウォークin津山が開催され、
子どもから高齢者まで、約150人が参加しました。
天候に恵まれ、春の日差しを浴びながら、塩手池
周辺を通る約７㎞の特設コースを、景色や会話を
楽しみながら、自分たちのペースでゆっくり歩き
ました。心地よい汗を流した後、市体育協会勝北
支部や勝北ウォーキングクラブの皆さんによる豚
汁やぜんざいのもてなしに、参加者からは笑顔が
あふれていました。

津山圏域の活性化のヒントに

地方創生講演会「地方創生時代における
地域資源を活かしたまちづくりへの可能性」
津山鶴山ホテル
（東新町）
で、東洋文化研究者で
あり、古民家再生事業など、さまざまな活動に取
り組むアレックス・カーさんによる講演会が行わ
れ、約100人が参加しました。津山地域について
「これだけの規模で古いまちが残っているという
のは日本でも珍しい。これからの可能性を感じ
る」
「昔の景観が残っているうちに、いかに手を
打てるかが大切」と力強く語られました。

自分で作るとお酒もおいしいね

男性料理講座「日本酒をおいしくいただく」

２月27日と３月５日、
津山男女共同参画センター（ア
ルネ・津山５階）で日本酒を
おいしく飲みたい男性を対象とした料理講座が開催され
ました。初日に「良いお酒の飲み方」を学び、２日目に
「お酒に合う料理作り実習」が行われました。
参加した藤沢浅さん（南方中）は「お酒について楽しん
で学ぶことができました。習ったレシピで自宅でも作っ
て日本酒を楽しみたいです」とうれしそうに話してくれ
ました。

山の食を支えて10年
津
津山市地産地消センター「サンヒルズ」10周年祭
サンヒルズ駐車場
（大田）
で、津山市地産地消セ
ンター「サンヒルズ」10周年祭が行われました。
会場では、豚汁の振る舞いや、つきたてのお餅
の実演販売、お米の試食コーナー、マグロの解体
ショーなどが行われ、訪れた人たちは各コーナー
に足を止めていました。

城下町に彩りを添えて
津山城下町雛めぐり
３月２日〜４月３日の期間中、ソシオ一番街や
城東・城西地区などで行われた津山城下町雛めぐ
り。華やかな着物の雛人形が店先や店内に飾られ、
その美しさに訪れた人たちは魅了されているよう
でした。また、琴やオカリナのコンサートなどの
イベントもあり、会場は賑わいを見せていました。

いしがいけ

講演では石谷家文書
について分かりやす
く説明してもらった
ので、知らないこと
がよく分かりました

土井鯉喜丸さん（杉宮）、梶並郁江さん（沼）

第34回津山市文化財調査報告会
３月19日グリーンヒルズ津山リージョンセンター

さん・さんの講座にはいろいろな
内容のものがあるので、いつも勉
強させていただいています。今回
も自分の知らなかったことが分か
り良かったです

和田優子さん（院庄）
津山地域のイベントに積極的
に参加しようと思って参加し
ました。とっても楽しいので、
皆さんもこのようなイベント
に参加してみませんか

講演会「〜摂食障害からの回復〜 親ばなれ
と子ばなれ」
３月６日津山男女共同参画センター「さん・さん」

自分の勉強のために参加しまし
た。毎回、自分の知らないこと
を学ぶことができてとても勉強
になるので、たくさんの人に参
加してほしいですね

徳永直之さん（上河原）
太陽さん（弥生小３年生）
光希さん（５歳）

津山文化センター開館50周年記念事業
津山コスプレまつり
３月27日津山文化センター

青柳紀子さん（鏡野町）

津山観光ボランティアガイド養成講座
３月13日衆楽園

気いっぱい駆け抜けて
元グラスハウス第５回健康リレーマラソン
グリーンヒルズ津山特設コースで、健康リレー
マラソン大会が行われました。子どもから大人ま
で約24チームが参加し、温かい日差しを浴びなが
ら、チームでタスキをつなぎ元気いっぱいに駆け
抜けていました。参加者からは、
「しんどい〜」
「気持ち良かった」などの声が聞こえていました。

の香りに春を感じて
梅
第24回津山市神代梅の里公園梅まつり
２月28日〜３月31日の期間、梅の里公園
（神代）
で行われた梅まつり。天候に恵まれた日も多く、
訪れた人たちは、赤や白、ピンクに色付いた梅の
花に鼻を近付けて梅の香りを楽しんだり、写真を
撮ったりするなど、例年より早い春の訪れを思い
思いに楽しんでいる様子でした。

プラザを中止します︒
とき ５月１日㈰
ところ ハピーマート東一宮
店︵東一宮︶
環境事業課☎ ︲２２０３
ています︒ぜひ︑ご利用くだ
さい︒
■消費生活パネル展
とき ５月 日㈮〜 日㈪
ところ 市立図書館︵アルネ
・津山４階︶
津山市消費生活センター
☎ ︲２０５７
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問い合わせください
こども課︵津山すこやか・
こどもセンター内︶☎ ︲
２０６５

︵有料広告︶

︵有料広告︶

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
管理課☎ ︲２０８９

倒木の処理のお願い

道路上にはみ出した枝木・

20

お知らせ

人権相談＝法務局職員
岡山地方裁判所広報係︵岡
山市︶☎０８６︲２２２︲
６７７１

農地取得の下限面積
耕作を目的とした農地を取
得する際の平成 年度の下限
面積を決定しました︒
下限面積
アール
農業委員会事務局︵農業振
興課内︶☎ ︲２１５９
みんなの強みを活かせ 〜安全・
安心な社会に一億総活躍〜

５月は消費者月間です︒
近年︑高齢社会の進行や情
報通信機器の普及により︑消
費者トラブルが複雑化してい
ます︒津山市消費生活センタ
ーでは︑これらの相談対応や
講座の開催︑啓発活動を行っ
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人口 103,645人（前月比△129）
男 49,501人（同△46）
女 54,144人（同△83）
世帯 44,754世帯（同△18）
座を受講修了後︑受講料の一
部を支給する制度です︒
対象 市内在住で︑ 歳未満
の子を扶養する父子・母子
家庭の父母で︑次のすべて
に当てはまる人①児童扶養
手当の支給を受けている︑
または同等の所得水準②講
座の受講開始日現在で︑雇
用保険法による教育訓練給
付の受給資格を有していな
い③就労経験や技能などか
ら判断して︑自立支援教育
訓練給付の受給が適切であ
ると認められる④過去に当
給付金を受給していない⑤
市税などに滞納がない
※受講開始前に︑こども課に
申請が必要です︒事前申請
をしないで受講した場合︑
給付金は支給されません
※申込方法など︑詳しくはお

全期

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
の貸付制度です︒
対象 市内に在住し︑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 直接申し込む
※融資利率など︑詳しくはお
問い合わせください
中国労働金庫津山支店︵林
田︶☎ ︲７１６８

ごみの野焼きは禁止です
ごみの野焼きは︑焼き畑な
どの例外を除き︑法律で禁止
されています︒例外の野焼き
であっても︑近隣の生活環境
に支障をきたしたり︑周辺か
ら苦情が入ったりする場合︑
行政指導や改善命令の対象と
なります︒ご理解とご協力を
お願いします︒
環境生活課☎ ︲２０５５

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。

身体障害者巡回更生相談

問い合わせください
仕事・移住支援室︵津山圏
域雇用労働センター内︶
☎ ︲３６３３

経済センサス︱活動調査
総務省と経済産業省では︑
平成 年６月１日現在で︑全
国の事業所を対象に︑平成
年経済センサス︱活動調査を
実施します︒調査結果は︑社
会経済の発展のための基礎資
料などとして活用されます︒
調査対象の事業所などには
５月中旬から調査員が伺いま
す︒ご理解とご協力をお願い
します︒
協働推進室☎ ︲２０３２

自立支援教育訓練給付金
父子・母子家庭の父母が自
立するために︑指定された講
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悩みごと無 料 相 談
10

とき 月・水・金曜日午前
時〜午後５時︵祝日除く︶
とき ５月 日㈭午前 時〜
ところ ライフサポートセン
正午
ターつやま︵津山圏域雇用
ところ 神南備園︵大谷︶
労働センター内 山下︶
相談科目 肢体不自由
※裁判などの実務依頼をする
持ってくるもの 印鑑︑身体
場合は費用要
障害者手帳︑使用中の補装
ライフサポートセンターつ
具︑年金額の分かるもの
やま☎ ︲２４３３
申込方法 障害福祉課に電話︑
または直接申し込む
無料法律・人権相談所
障害福祉課︵市役所１階
とき ５月６日㈮午前 時〜
番窓口︶☎ ︲２０６７︑
︲２１５３
正午
ところ 岡山地方・家庭裁判 ﹁ 相 談 ﹂ は ペ ー ジ に も 掲 載
しています
所津山支部︵椿高下︶
相談内容 土地︑相続︑登記︑
青空リサイクルプラザの中止
金銭貸借︑離婚︑人権など
次の日程の青空リサイクル
応談者 法律相談＝弁護士︑

津山市新規学卒者等就職
奨励金の交付

︵お知らせ︶
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軽自動車税

税
納
月 の

257人
125人
転出
死亡
186人
67人
28

日曜納税窓口
5 月29日㈰ 午前 9 時〜午後 4 時
納税課（市役所 2 階 1番窓口）
32
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月中のひとの動き
（３月１日現在）
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（納期限：5 月 31 日㈫）
税制課（市役所２階２番窓口）☎3
2-2017、各支所・出張所担当課
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軽自動車税は毎年４月１日現在
の所有者に課税されます。５月は
軽自動車税の納付月です。忘れな
いよう、納期限までに納付しまし
ょう。
納期限 ５月31日㈫
税率変更 税制改正により、軽自
動車税の税率が変わります。詳
しくは、５月中旬以降に届く納
税通知書に同封のチラシまたは
口座振替通知書をご覧ください
※これまで、口座振替で納めてい
た人には振替済通知書を送付し
ていましたが、今年度から軽四
輪などの車検制度がある車種の
み送付します。（原付など、車
検制度が無い車種については、
通帳記帳により納税をご確認く
ださい）
身体・精神に障害のある人の軽自
動車税減免制度
障害の等級により軽自動車税が、
減免になる場合があります。申請
方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。
減免の申請期限 ５月31日㈫

市では︑新規学卒者の市内
企業への就職と定住の促進を
図るため︑就職奨励金制度を
新設しました︒
対象 次のすべてに当てはま
る人①中学︑高校︑高専︑
短大︑大学などを卒業また
は中退した日から３年以内
にある②平成 年４月１日
以降に常用雇用者として市
内企業に就職し︑１年以上
勤務する③市内に住所を有
する
交付金額 １人につき３万円
︵１回限り︒津山広域事務
組合の就活学生登録をして
いる人には２万円を加算︶
※事前に認定申請が必要です
※申請方法など︑詳しくはお

軽自動車税の納付のお願い

◇５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

︵お知らせ︑募集︶

付がわかるもの︑運転免許
証など顔写真付きの身分証
明書︑世帯主の印鑑
脱退の場合＝国保の保険証︑
新しくできた保険証︑世帯
主の印鑑
※届け出が遅れると︑加入日
時点︵他の健康保険をやめ
た日や転入日︶までさかの
ぼって保険料を納めること
になったり︑保険証が無い
ため医療費がいったん全額
負担になったりします︒ま
た︑保険料が二重で掛かる
場合もありますので︑必ず
早めに手続きをお願いしま
す︒
届出先 保険年金課︵市役所
１ 階 ９ 番 窓 口 ︶︑ 各 支 所・
出張所担当課
保険年金課☎ ︲２０７１︑
各支所・出張所担当課

第

回 津山ふれあい

募

集

平成 年度職員採用合同
説明会 参加者
とき ６月２日㈭午後０時
分〜
ところ ホテルサンピーチＯ
ＫＡＹＡＭＡ︵岡山市︶
昨年度参加団体 津山市︑真
庭市︑美作市︑鏡野町︑勝
央町︑美咲町
※参加費・申し込み不要
人事課☎ ︲２０４３
北部高等技術専門校 訓練生

■パソコンワーク中級科
訓練期間 ７月１日㈮〜９月
日㈮
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター
定員
人
■総務・経理事務科
訓練期間 ７月１日㈮〜 月
日㈬
訓練場所 津山圏域雇用労働
センター
定員
人
・・・・・・・・・・・・・
募集期間 ４月 日㈪〜６月
９日㈭
対象 求職中の人
受講料 無料︵教材費別途要︶

45

とき ５月 日㈭・６月 日
㈮・ 日㈮午後１時〜４時
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター
対象 市内企業の事業主また
は人事担当者で︑すべての
日程を受講可能な人
定員
人
締め切り ５月 日㈮午後５
時必着
津山市地域雇用創造協議会
︵津山圏域雇用労働センタ
ー内︶☎ ︲３６３３

戦略セミナー 受講者

事業拡大に向けた人材活用
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もえぎの里 あば温泉
利用料金の変更
４月１日から︑中学生〜
歳未満の利用料
金を︑次のとお
り変更していま
す︒
変更前 市内の
人＝４１０円︑
市外の人＝５１０円
変更後 一律＝５００円
もえぎの里あば温泉︵阿波︶
☎ ︲７ １１１
国民健康保険︵国保︶の加入
脱退の手続き を お 忘 れ な く

国保に加入する時や脱退す
る時には手続きが必要です︒
届出に必要なもの
加入の場合＝資格喪失証明
書など健康保険をやめた日

津山少年相撲大会 参加者
ウォークラリー大会 参加者

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︶集合
参加資格 ３〜６人のグルー
プ︵小学校低学年以下は保
護者同伴︶
参加費 ３００円︵１人︶
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
たは窓口で申し込む
申込期間 ４月 日㈪〜５月
日㈮
スポーツ課☎ ︲０２０２︑
︲７２３５

ビブリオバトル 発表者
発表者がお気に入りの本を

フィット

申込方法 最寄りのハローワ
ークで相談し︑申し込む
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５

グラスハウス
ネス・学生 新規会員
グラスハウスでは︑新入会
キャンペーンを実施します︒
期間 ５月１日㈰〜 日㈪
対象
歳以上で︑平成 年
４月以降に新規加入してい
ない人
月会費︵通常︶ フィットネス
会員＝６１７０円︑学生会
員＝４６２０円
特典 初回の月会費を半額
︵ただし︑翌月１カ月分も
同時入金が必要︶
グラスハウス︵大田︶☎
︲７ １４０

日本赤十字社の災害救護な
どの活動は︑皆さんからの社
費︵寄付︶によって支えられ
ています︒今年度も︑町内会
を通じて継続や新規加入を受
け付けます︒ご支援とご協力
をお願いします︒
※詳しくは︑今月号の折り込
みをご覧ください
生活福祉課︵市役所１階
番窓口︶☎ ︲２０６３

日本赤十字社員・寄付

30

29

15

26

16

紹介し合い︑一番読みたくな
った本を発表者と観客の多数
決で決めます︒
とき ５月 日㈯午後２時
分〜４時
ところ 市立図書館
歳以上の人
参加資格
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
市立図書館☎ ︲２９１９

鶴山塾 市民ボランティア
﹁とまり木﹂新規会員
教育相談センター鶴山塾で
子どもたちと一緒に活動する
ボランティアを募集します︒
活動内容 賛助的支援＝子育
て講演会や行事への参加・
協力︑具 体 的 活 動 支 援 ＝ 鶴
山塾の活動支援︵学習︑農
園作業︑行事︑環境整備︑
調理実習︑通信の発行など︶
申込方法 鶴山塾に備え付け
の様式︵ホームページから
印刷可︶に記入し︑ファク
スまたは直接提出︑あるい
は鶴山塾ホームページ︵ htt
p://www3.tvt.ne.jp/˜ka
︶から申し込む
93juku/
締め切り ５月 日㈮
※現在登録中の人は更新可
鶴山塾︵山下︶☎・
︲
８３２９

︵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。

30

23
27
12
30

22

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︶
種目 団体戦︵低学年の部︑
高学年の部︶︑個人戦
参加要件 団体戦＝市内のス
ポーツ少年団や子供会︑隣
接町内会などの単位である
こと︑個 人 戦 ＝ 市 内 在 住 の
小学生であること
締め切り ５月９日㈪午後５
時必着
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
スポーツ課︵津山総合体育
館内︶☎ ︲０２０２

︵募集︶
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25

20

32
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24
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24
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20

24

15

32

25

24

10
建築住宅課（市役所５階）☎32-2099

30

46

津山勤労者総合福祉センター
☎22-5450
68,000円
300㎡未満

79,000円

10

60,000円

200㎡以上

70,000円
200㎡未満

22

耐震診断
補助金額
費用
（１棟当たり）
延床面積

22

一戸建住宅耐震診断補助金
地震に強い安全なまちづくりを進めるた 24
め、古い基準で建てられた住宅の耐震診断
にかかる費用の一部を補助します。
対象 次のすべてに当てはまるもの①市内
にある民間の住宅②昭和56年５月31日以
前に建てられた一戸建て住宅（店舗併用
住宅は店舗部分の面積が半分未満のもの）
③構造が木造在来工法の住宅（柱・梁・
筋交いなどで構成された住宅。ツーバイ
フォー、ログハウス、プレハブなどは対
24
象外）④２階建て以下の住宅
補助金の例（一般診断法による現況診断）

30

吹付けアスベスト調査・除去工事補助金
民間建築物の吹き付けアスベストの分析
調査や除去工事にかかる費用を補助します。
補助金額 分析調査＝経費の10分の10（１
棟当たり上限25万円まで）
、除去工事＝
経 費 の ３ 分 の ２ 以 内（ １ 棟 当 た り 上 限
400万円まで）
受付開始 ５月（予定）
※申請方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい

津山勤労者総合福祉センターで
は、体育館や会議室など、施設の
貸し出しを行っています。
ぜひ、ご利用ください。
利用時間 午前９時〜午後10時
休館日 毎週木曜日、年末年始
ところ 津山勤労者総合福祉セン
ター（勝部）
利用可能施設 体育館、会議室、
和室、音楽室、調理実習室
申込方法 電話または窓口で直接
申し込む
※雇用保険などに加入している人
を優先しますが、一般の人も利
用できます
※利用料金など、詳しくはお問い
合わせください
70

ご利用ください
津山勤労者総合福祉センター
一戸建住宅耐震診断補助金
吹付けアスベスト調査・除去工事補助金

︵募集︑講座・講演会︶

廃棄物減量等推進審議会
市民委員

話番号を︑電話または直接
伝え︑申し込む
締め切り ５月 日㈮
※汚れてもよい服装で参加し
てください
中央公民館☎ ︲５１１１

岡山県老人福祉大学
津山会場 受講生

とき ①６月 日㈭②７月８
日㈮③９月 日㈫④ 月
日㈪⑤ 月 日㈬の午前中
ところ 津山市総合福祉会館
内容 ①老後の雑学②時事問
題③地域で楽しく暮らすに
は④郷土の歴史⑤笑いと健
ージから印刷可︶に記入し︑
康
郵送または直接提出する
対象 老人クラブ会員または
締め切り ５月 日㈮
一般の概ね 歳以上の人
〒７０９︲４６０３津山市
定員 ２２０人
中北下１３００久米支所内
受講料 老人クラブ会員＝２
環境事業課☎ ︲２２０３
５００円︑一般＝３５００
円
季節の園芸教室 受講者
※ 申 込 方 法 な ど︑ 詳
しくはお問い合わ
せください
津山市老人クラブ連合会事
務局︵津山市総合福祉会館
内︶☎ ︲５１３７

とき ５月 日㈬午後１時
分〜２時 分
ところ 中央公民館︵大谷︶
内容 季節の花の寄せ植えを
楽しむ
定員
人︵応
募者多数の場
合︑抽選︶
参加費 １５００円
申込方法 ①住所②氏名③電
小学生〜高校生のための
夏休み海外研修交流 参加者

とき ７月 日㈮〜８月 日
㈰︵滞在日数はコースによ

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︑モンゴル
研修内容 ホームステイ︑ボ
ランティア︑文化交流︑学
校体験︑野外活動など
対象 小学３年〜高校３年生
万〜 万円
参加費
締め切り コースにより異な
る
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
公益財団法人国際青少年研
修協会︵東京都︶☎０３︲
６４１７︲９７２１

周年記念

講座・講演会
勝北陶芸の里工房

とき ①５月３日㈷②５月７
日㈯午前９時 分〜
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
参加費 一般＝１５３０円︑
高校生以下＝９２０円
※ 申 込 方 法 な ど︑
詳しくはお問い
合わせください
勝北支所市民生活課☎ ︲
７０２３

﹁コーヒーカップづくり﹂

20

13

24

イベント

25

ハワイアンダンス︑景品付
き餅投げ︑抽選会︑テント
村︑ニジマスのつかみ取り
︵子ども対象・有料︶
阿波出張所地域振興課☎
︲７ ０４ ２

作州津山宮川朝市
とき ５月８日㈰午前７時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
みらい産業課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
５ 月の加茂の朝市はありま
せん︒
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

︵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。

32

シャルム事務局（高梁市）
☎0866-22-9403

32

69

30

環境生活課☎32-2055

締め切り ５月９日㈪
受講料 無料︵教材費などと
さん・さん☎ ︲２５３３︑
して１万円程度実費要︶
︲２５３４︑ sun-sun 受付期間 ５月 日㈫〜 日
㈫
@city.tsuyama.okayama.
※申込方法など︑詳しくはお
jp
問い合わせください
女性の再就職を支援！
県男女共同参画推進センタ
キャリアアップ講座
ー﹁ウィズセンター﹂
︵岡山
市︶☎０８６︲２３５︲３
とき ６月８日㈬〜７月 日
㈯の毎週水〜土曜日午前
３０７
時 分〜午後４時
ところ さん・さん
内容 エクセル検定３級程度
の技能や︑パワーポイント︑
第 回阿波ふるさと祭り
就業に関する知識の習得
とき ５月 日㈰午前９時〜
対象 結婚︑出産︑育児︑介
午後２時
護などで仕事を辞め︑再就
職を希望する女性で︑すべ
ところ 阿波ふるさとふれあ
い会館︑阿波森林公園
ての日程を受講できる人
人︵選考により決定︶ 内容 歌謡ショー︑大道芸︑
定員

ちふれＡＳエルフェン埼玉

32
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ＶＳ

42

10

ＦＣ吉備国際大学Charme

45

2016なでしこリーグ２部
第11節

31

30 25

16 13 30

60

10

10

23

22

20

32

31

ごみの減量や処理手数料な
ど︑清掃行政に対して意見を
述べる市民委員を募集します︒
募集人数 ２人
任期 ２年
応募資格 市内に在住し︑平
成 年４月１日現在で 歳
未満であること
応募方法 ①住所②氏名③生
年月日④職業⑤電話番号⑥
応募の動機やごみ問題に対
する意見︵８００字程度︶
を︑任意の様式または環境
事業課︵久米支所内︶に備
え付けの様式︵市ホームペ

ＭＩＯ びわこ滋賀

﹁さん・さん﹂
セミナー

30 15

30

16

10

ファジアーノ岡山事務局（岡山市）
☎086-948-5654

31

10

71

30

ＶＳ

15

とき ５月８日㈰午後１時キックオフ
ところ 津山陸上競技場（志戸部）
入場料 一般＝1,000円
中学・高校生＝400円
小学生以下＝無料（夢パス会員
登録要）
※チケットの購入方法など詳しくは、ファ
ジアーノ岡山ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

光化学オキシダントにご注意を
作州絣の復活とその取り組
みについて学びます︒
とき ５月 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 ふるさとの心を織り込
む作州絣
講師 日名川茂美さん︵作州
絣保存会会長︶
定員
人︵先
着順︶
申込方法 ①住
所②氏名③電話番号④託児
の要・不要を︑電話︑ファ
クス︑Ｅメールまたは直接
伝え︑申し込む
40

︵講座・講演会︑イベント︶

ファジアーノ岡山ネクスト

10

とき ５月29日㈰午後１時キックオフ
ところ 津山陸上競技場
入場料 一般（当日券）＝1,000円
一般（前売券）＝700円
中学・高校生＝500円
小学生＝100円
小学生未満＝無料
※チケットの購入方法など詳しくは、な
でしこリーグホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

５月10日〜９月10日は大気汚染防止夏期対
策期間で、光化学オキシダントについて監視を
強化し、注意を呼び掛けています。
光化学オキシダントとは
気温が高く、風が弱い日中に、自動車の排気
ガスや工場の煙などに含まれる窒素酸化物や炭
化水素が、太陽の紫外線により光化学反応を起
こして発生する大気汚染物質です。
発生状況を知る方法
県では、光化学オキシダントの大気中濃度を
常時測定し、基準に応じて「情報・注意報・警
報」を発令しています。発令状況は、県環境保
健センターホームページ（http://homepage2.
nifty.com/okayamataiki/top.html）で確認で
きます。
県から発令情報を受けた場合、市では津山災
害情報メールの発信や広報車でのお知らせを行
います。
28
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5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
●木曜ビデオ館 とき：毎週木曜日14：30〜
内容：５日＝「フクロウ」
、12日＝「キングコング」
、
19日＝「小澤征爾」
、26日＝
「チャールズ・リンドバー
グ」
●ファミリーシアター とき：４日㈷14：30〜
内容：「母をたずねて三千里」
●むかし話を聞く会 とき：７日㈯14：00〜14：30
●「脳を活性化する大人の音読会」
とき：10日㈫14：00〜15：00
●「ほっこり江戸の湯話」
とき：14日㈯14：00〜15：30
講師：平茂寛さん（作家）
●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

加茂町図書館

（加茂町塔中）
午前10時〜午後６時

☎ 42-7032

●昔話のおはなし会 とき：14日㈯10：30〜11：00
●おはなし会 とき：29日㈰10：30〜11：00

勝北図書館 （新野東）
午前10時〜午後６時

☎ 36-8622

●おはなしタイム とき：５日㈷、15日㈰10：30〜11：00
●昔ばなしのじかん とき：28日㈯14：00〜14：30

久米図書館

（中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

市立図書館：31日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：２日㈪、６日㈮、
９日㈪、16日㈪、23日㈪、30日㈪、31日㈫

●図書館情報は、市ホームページで

図書館

検索

☎ 22-2099

●お話タイム とき：11日㈬、27日㈮13：00〜13：30
●赤ちゃん広場 とき：12日㈭11：00〜11：30
対象：１歳未満児と保護者 定員：10組
（先着順）
（電話のみ）
受付：４月26日㈫10：00〜
●親子で遊ぼう とき：16日㈪10：30〜11：30 対象：２
歳未満児と保護者

南（ワイワイ）児童館

（横山）
午前10時〜午後５時

毎日朝ごはんを食べましょう
朝ごはんは一日の活動を始めるための重要な食事です。忙し
い朝でも手軽に作れる具だくさんスープを紹介します。朝ごは
んをしっかり食べて、元気に過ごしましょう。

ふわふわスープ

☎ 24-4400

●ワイワイあそぼ♪ とき：11日㈬10：30〜11：30
対象：１歳から未就園児と保護者 ※申し込み不要
●ぺったん！の日（^^） とき：16日㈪10：30〜12：00、
13：00〜14：00 内容：手型、足型のスタンプ
●絵本タイム とき：17日㈫13：15〜13：45
●赤ちゃんあそぼ！ とき：18日㈬、25日㈬10：30〜
11：30 対象：１歳未満児と保護者 定員：15組
（先
（電話のみ）
着順） 受付：３日㈷13：00〜

加茂（ぐりむ）児童館

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

☎ 42-3168

●エアーマット・デー とき：７日㈯、
22日㈰11：00〜
11：30、14：00〜14：30
●６月のカレンダーづくり とき：８日㈰13：30〜14：30
定員：10人
（先着順） 受付：１日㈰〜 ※幼児は保
護者同伴
●手型足型アート とき：16日㈪10：30〜12：00
内容：お子さんの手型や足型を使ったアート作品の作
成 対象：幼児と保護者
●お話タイム とき：19日㈭11：00〜11：30

阿波児童館 （阿波）

1 杯当たり栄養価
エネルギー60kcal、
たんぱく質2.9ｇ、脂質1.6ｇ、
カルシウム49㎎、食物繊維1.2ｇ、塩分0.8ｇ

毎月19日は食育の日
問 健康増進課☎32-2069

Vol.62

【材料（４人分）】
タマネギ…80ｇ
ニンジン…20ｇ
ジャガイモ…100ｇ
小松菜…80ｇ
卵…１個
パン粉…大さじ２
水…600ml
コンソメスープの素（固形）…１個
塩、こしょう…適量
【作り方】
①タマネギはうす切り、ニンジンはせん切り、ジャガイモは皮
をむいて１㎝の角切りにする。小松菜は２㎝の長さに切り、軸
と葉の部分に分ける②ボウルに卵を溶きほぐしパン粉を混ぜる
③鍋に水、コンソメスープの素、タマネギ、ニンジン、ジャガ
イモを入れて火にかける④材料が柔かくなったら小松菜を軸、
葉の順に入れて煮る⑤塩、こしょうで味をととのえ、❷を回し
入れる
一口メモ
野菜と卵が入ったスープは、１度にいろいろな栄養素を摂るこ
とができます。切って煮るだけのとっても簡単なスープは、忙
しい朝にぴったりです。

☎ 46-2076

月・水・木・金曜日 午後１時〜５時 21日㈯午前10時30分〜11時30分

●わくわくタイム
とき：11日㈬〜20日㈮までの開館日15：30〜16：30
内容：廃材を使った飛ぶおもちゃ作り
●ふれあいデー とき：21日㈯10：30〜11：30
内容：草取りや花植え、
ペットボトルを使ったミニプ
ランター作りなど 持ってくるもの：軍手など
休館日

休館日

●いっしょにあそぼ！０・１・２・３てくてく
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〜

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㈪、４日㈷、５日㈷、６日㈮、９日㈪、
15日㈰、23日㈪、30日㈪

●児童館情報は、市ホームページで

児童館

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
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
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
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
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
河辺小学校10:15〜10:45 ⇒ 東小学校13:00〜13:45

検索

10日㈫
11日㈬
12日㈭
13日㈮
16日㈪
17日㈫
18日㈬
19日㈭
20日㈮
23日㈪
25日㈬

今月のテーマ「子どもの居場所」
皆さんはどう感じますか？
事例 先日、レストランで食事をしていると、子
どもが両親と手をつなぎ店に入って来ました。子
どもは満面の笑みを浮かべ、家族での食事を楽し
みにしている様子で、親と一緒にうれしそうにメ
ニューを決めていました。
しかし、注文が済むと両親は携帯電話を手に取
り、子どもの問いかけに対して「うるさい、だま
ってじっとしておけ」など叱っていました。する
と、子どもの表情は硬くなり、親の顔色を伺いな
がら黙り込んでしまいました。
食事が運ばれ、両親は自分の食事が届いたら全
員の食事がそろう前に食べ始めました。子どもは
自分の食事が来るまで待ち、自分の食事が来ると
黙って食べていました。
「美味しいね」などの会
話もなく静かな食事でした。両親は自分の食事が
済むと、再び携帯電話をつつき始めました。
子どもの心地よい居場所はどういうところなの
でしょう？家族とは何でも話せる仲であってほし
いし、子どもにとって心休まる居場所であってほ
しいですね。
津山市青少年育成センター 学校のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと、
市役所東庁舎３階☎31-8650
ご相談ください

生ごみ処理機器の購入補助
市では生ごみの削減に取り組んでいます。生ご
み処理機器購入補助などを活用し、生ごみの削減
にご協力ください。
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台限り
コンポスト容器
自己負担金 １個に付き2,400円
購入限度 １世帯に付き２個以内
ボカシ処理容器
自己負担金 １セット（２個）に付き2,400円
購入限度 １世帯に付き２セット以内
※ボカシ処理容器の使用には発酵促進剤（ボカシ）
が必要です
※補助条件など、詳しくはお問い合わせください
環境事業課☎32-2203

食べ残しをしない
ことが一番じゃぞ

さあいざ、はろーごー

ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

あの頃の津山

山下界隈
︵昭和 年︶

写真提供・江見写真館

11

写真は︑右上に天守閣のような建物や周辺に大き

な建物が見えることから昭和 年に姫津線︵現在の
Ｊ Ｒ姫新線の津山〜姫路間︶の全面開通を記念して
行われた産業振興大博覧会の際に復元作業中の天守
閣を写したものと思われます︒
写真下側の道路は︑鶴山公園方向から伸びてきて
いるように見え︑現在の田町にある新開地通りから
美作県民局の北側を通り︑鶴山公園西側の交差点に
至る道路と思われることから︑この写真は︑西から
東へ向けて撮られたものであることがわかります︒
写真中央の塔のようなものがある大きな建物は
﹁産
業本館﹂です︒この建物は博覧会の中で一番大きか
ったもので︑各地の特産品を展示・販売していまし
た︒北は岩手県から南は鹿児島県まで︑ の府県市
から出品があり︑好評を博したそうです︒
写真下には︑昔ながらの建物が立ち並び︑右下に
は二階に洗濯物を干している光景が見え︑当時の生
活の様子が伺えます︒
その後︑この界隈には︑鶴山通りができるなどの
開発が進み︑当時の建物はほ
ぼ無くなって︑様相が一変し
てしまいました︒
昭和の初め頃の鶴山公園西
側周辺の様子を知ることがで
きる貴重な一枚です︒

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
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正解者の中から抽選
で５人に当たる！

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

内容 ①バランスの良い食事づくり（栄養士の話と調理実
習）②お産に向けた準備（助産師の話と呼吸法）③赤ち
ゃんが生まれた時の準備（沐浴と赤ちゃんの泣き声体験
など）
対象 初産婦（できるだけすべての回にご参加ください)
定員 20人（予約要）
参加費 ①のみ500円（調理実習代）
申込先 健康増進課☎32-2069

応募方法

①答え ②記事の感想や市政へのご意見
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。

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

内容 調理実習、試食、個人相談など
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、三角きん、母子健康手帳など
申込先 健康増進課☎32-2069

「愛の献血」にご協力を
と こ ろ
市役所１階市民ロビー
※400ml 献血のみの受付

ところ

と き
17日㈫、18日㈬
10日㈫、11日㈬
24日㈫、25日㈬

時

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
19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27年10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

高齢者歯科検診
と き
１日㈰ 9:00〜12:00

と こ ろ
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

妊婦歯科検診
と き
15日㈰ 9:00〜12:00

と こ ろ
津山歯科医療センター（沼）

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

談

相 談 名
と き
育児相談・健康相談 毎週月曜日 10：00〜11：30
11日㈬、18日㈬、21日㈯、25日
女性の悩みごと相談
㈬ 10：00〜16：00
女性と子どもの法律
２日㈪、16日㈪ 13：30〜16：40
相談（無料・予約要）
毎週火・木曜日 13：30〜16：30、20日㈮
鶴山塾教育相談
13：30〜15：30、26日㈭ 10：00〜12：00
司法書士法律相談
11日㈬、25日㈬ 13：30〜15：30
（無料・予約要）

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」

福祉総合相談会

津山市総合福祉会館

11日㈬ 10：00〜15：00

18日㈬
20日㈮
人権・行政・民生合 19日㈭
同相談
20日㈮
人権相談
25日㈬
住宅無料相談
26日㈭
行政相談

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

津山すこやか・こどもセンター こども課☎32-2065
教育相談センター「鶴山塾」 鶴山塾☎22-2523
環境生活課
（市役所１階１番窓口）

加茂町公民館
津山市総合福祉会館
勝北老人憩いの家
久米支所
津山市総合福祉会館
市役所１階市民ロビー

環境生活課☎32-2057
津山市社会福祉協議会
☎23-5135
加茂支所市民生活課☎32-7032
岡山行政評価事務所☎086-231-4322
勝北支所市民生活課☎32-7022
久米支所市民生活課☎32-7011
人権啓発課☎31-0088
建築住宅課☎32-2099

※18ページのお知らせにも掲載があります

平成28年５月20日㈮当日消印有効

３月号の正解 コンビニ（応募60人、正解59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。

▲尾宮 清子（小田中）

間

定員 18人（予約要・先着順）
申込先 健康増進課☎32-2069

相

記念品 Ⓐ図書カード Ⓑ津山洋学資料館招待券（2枚）
Ⓒあば温泉無料入浴券（5枚）
Ⓓ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（5枚）

締め切り

内 容
乳 児 健 診
１歳６カ月健診
３ 歳 児 健 診

ゴマちゃん

応
募
方
法

４月にグランドオープンした
津山まなびの○○館
○○に入る漢字２文字は？

5月

元気な子どもを育てるために

き
と こ ろ
10:00〜14:00 さん・さん（アルネ・津山５階）
13:30〜16:00
津山すこやか・こどもセンター
10:00〜12:00

と き
27日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

検索

津山市医師会

▶ペンネーム

※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

と
①５月12日㈭
②５月27日㈮
③６月12日㈰

休日診療

康

妊婦ぽんぽこ学級

▶山県 冨美子︵阿波︶

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

問

土・日・祝18：00〜翌８：00、平日19：00〜翌８：00

離乳食教室

11

秘
書
広
報
室
行

小児救急医療電話相談☎＃８０００

健

と き
31日㈫ 10:00〜12:00

現在の山下界隈の様子

22

救急医療案内
☎23-9910

sparkling tsuyama people

５月号

（平成28年）

2016

（油木下出身）
一級建築士・近畿大学非常勤講師

プロフィール
近畿大学を卒業後、神奈川県で建
築事務所を開設。津山に建築した住
宅が、日本建築設計学会により今年
５月からイタリアで開催される「ベ
ネチア・ビエンナーレ国際建築展
2016」の日本の今を象徴する10の
住宅のひとつに選ばれた。
〒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）

建築家になろうと思ったきっかけは？
子どもの頃から図工や絵が好きだったので、モノをつくる仕事
がしたいと思っていました。建築は、ほかの芸術作品とは違い、
建物の中に入って光や風などを感じることができます。そこに魅
かれ、大学の建築学科に進学しました。大学で、すばらしい建築
家の先生に出会い、作品を見たり考えを聞いたりしているうちに、
自分も建築家になりたいと思うようになりました。
外観
☎ 0868−32−2029
0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.okayama.jp
FAX

国際建築展に出展される作品について教えてください
１階は、12本の柱が立ち並び、ガラスの建具11組を動かすこ
とで、周りの環境や生活スタイルの変化に合わせ、柔軟に間取り
を変えることができます。上部には、柱が全くない大空間を作り
ました。絶えず変化する空間とずっと変化しない空間という全く
異なる世界を行き来しながら、住む人が自分たちの生活を自分た
ちで作れるようになっています。
小屋裏
広報津山は、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

今後の津山に期待することは？
津山は城下町で、昔から良いものを残すという土壌があると思
います。古い建築物も多いので、建築を通じていろいろな取り組
みができると思います。古き良きものの力を再発見・再構築し、
津山の文化や魅力を外に発信できれば良いですね。

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

内観

今年の津山さくらまつりは晴れ

の日が多く︑３Ｄプロジェクショ

ンマッピングや城東竹灯籠まつり

など︑魅力的なイベントも後押し

にぎ

し︑市外から大勢のお客様が来ら

れました︒多くの人で賑わう夜︑

取材をしていると︑津山ではない

どこか別の観光地に来たような不

思議な気持ちになりました︒︵Ｗ︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
５月号からフルカラーになりま

した︒作る側としては色の表現の

幅が広がり︑悩むところが増えま

したが︑多くの人に読んでもらえ

るよう頑張ります︒雨男のわたし

としては表紙写真が今まで以上に

難しかったです⁝てるてる坊主を

作ろうかな〜声かけて掲載できな

かった皆さんごめんなさい︒︵雨︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
子どもが自分で釣りをしたいと

言うので︑簡単な仕掛けの作り方

を教えました︒なかなか糸を上手

に結ぶことが出来ず︑目に涙を浮

かべながらやっとのことで出来上

がりました︒早速︑その仕掛けと

竿などを持って近くの小川へ釣り

に行ったのですが⁝︒どうやら地

球が食い付いたようでした︒︵♨︶

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

桜の花に魅せられて
津山さくらまつり
４月３日︵鶴山公園︶

今月の表紙

さん
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