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津山の秋を満喫しよう！

市政だより（津山市若者定住促進奨学金返還金
補助制度 ほか）
ふぉとるぽ
けいじばん
あの頃の津山
きらめく津山人
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⓬
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11月14日世界糖尿病デー備中櫓
ブルーライトアップ
とき 11月14日㈪日没〜21：00
津山中央病院（川崎）☎21-8111
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㈯
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10：00〜15：00

お茶席と生け花でおもてなしします。
ところ 津山城（鶴山公園）鶴山館、津山文化
センター（山下）
、城東地区など
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10：00〜15：00

つやま ౷ ֖ ॲ  まつり
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸
内容 つやま和牛ももの丸焼きや津山黒豚のフランクフル
ト・餃子などの販売、
つやま和牛が当たる
抽選会など
同実行委員会事務局
（みらい産業課内）
☎32-2178
つやま和牛ももの丸焼き

11月12日㈯〜23日㈷
8：40〜21：00（入園受付は20：30まで）
ところ 津山城（鶴山公園）
入場料 一般＝300円、中学生以下＝無料
同実行委員会事務局（津山市観光協会：山
下）☎22-3310

11/

19 20
㈯

同実行委員会事務局☎22-3310

ごはんの

おとも” グランプリin津山

ごはんとおかずの相性を競い合うグルメイベントです。
ぜひ、おかずを食べ比べてみませ
んか。
?
とき 11月20日㈰11：30〜13：45
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸
※試食は無料です
つやまＦネット事務局（みらい産業課内）☎32-2178

10：00〜15：00

この秋、津山市ではさまざまなまつりが開催されます。
津山城には、地域の特産品や県内のご当地グルメ、芸術
などが集結します。
また、市内各地域では、ふるさとまつりや文化祭が開
催されます。皆さん、ぜひ、巡ってみませんか。
秘書広報室☎32-2029

見に来てね
ゲッツ

これがあれば朝ごはんがすすむ！
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ご当地グルメフェスティバル
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸
出展内容 津山ホルモンうどん、牛肉料理、日生
カキオコ、新庄村杵つき餅、鏡野ラーメンなど

和傘アート
とき 11月12日㈯
〜23日㈷

!!

＋

お茶席

ダンディ坂野お笑いライブ

津山ホルモンうどん

ƾǔƞƱǇƭǓȷ૨҄ᅛ（雨天決行）
勝北

Ѩ҅ƾǔƞƱᅛǓ
とき 11月５日㈯9：30〜15：30
ところ ハートピア勝北（新野東）
内容 屋台村、マジックショー、餅投げなど
同実行委員会事務局（勝北支所産業建設課内）☎327024

Ѩ҅ᅸƷ૨҄ᅛᲠ܇ƲǋǹȆȸǸȕǧǹȆǣȐȫ
とき 11月５日㈯9：30〜15：30（作品展示は9：00〜
16：00）、６日㈰9：00〜16：00（作品展示のみ）
ところ ハートピア勝北
内容 風神太鼓・銭太鼓、歌・踊りの発表、作品展示など
勝北公民館（新野東）☎36-2101

久米

ʁƾǔƞƱǇƭǓ
とき 11月６日㈰9：00〜15：00
ところ 久米総合文化運動公園グラウンド（中北下）、
久米公民館（中北下）
内容 農林産物販売コーナー、屋台村、真木ことみ歌謡
ショー、芸能発表、ワクワク大抽選会、餅投げなど
久米支所市民生活課☎32-7011

そずり鍋

津山城ミュージックライブ

津山城ライトアップ＆キャンドルイベント

とき 11月12日㈯・13日㈰10：00〜15：00
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸

とき 11月12日㈯〜23日㈷17：00〜21：00
※点灯式＝12日㈯17：00〜
※キャンドルイベントは、
12日㈯、13日㈰、19日㈯、
20日㈰

加茂

紅葉狩りコンサート

ƔǋǇƭǓ

津山お城まつりのフィナーレを飾ります。
とき 11月23日㈷13：00〜15：00
ところ 津山城（鶴山公園）鶴山館

とき 11月６日㈰10：00〜14：00
ところ 加茂町スポーツセンター（加茂
町中原）
内容 屋台村、美作大学沖縄県人会によ
るエイサー、餅投げなど
同実行委員会事務局（津山市観光協会
北支部内）☎42-4402

ьᒔထ૨҄ᅛ
とき 11月12日 ㈯9：00〜16：00、13
日㈰9：00〜15：00
ところ 加茂町公民館および加茂町文化
センター（加茂町塔中）
内容 芸能発表や作品展示
同実行委員会事務局
（加茂町公民館内）
☎42-3035

とき 11月19日㈯13：00〜
ところ 津山城（鶴山公園）
三の丸

おかやま県民文化祭地域フェスティバル

「文化がまちに出る！プロジェクトin津山」
いいづかちくさい

え

ど ひと め
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現代アートin津山の城

落語「飯塚竹斎」「江戸一目図屏風」

ところ・とき 津山城（鶴山公園）＝11月12
日㈯〜23日㈷8：40〜21：00、津山文化セン
ター＝11月12日㈯〜23日㈷9：00〜17：00
（木曜日は休館）
内容 現代アートの作品展示
参加アーティスト 井手豊さん、入江早耶さん、
太田三郎さん、北川太郎さん、下道基行さん、
高松明日香さん、松岡徹さん

とき 11月12日㈯13：00〜14：00
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸
ゆう きょう てい ふく
ま
出演者 遊興亭福し満さん（落語家）

石垣探索ツアー
とき 11月19日㈯10：00〜、
14：00〜
遊興亭福し満さん
ところ 津山城（鶴山公園）三の丸
集合
同実行委員会事務局（文化課内）☎32-2121

市政だより

市政だより
1日㈫

10月1

岡山市と連携中枢都市圏の形成に係る協約を締結しました

連携中枢都市圏とは、圏域の経済成長をけん引する中枢都市（岡山市）が近隣の市町村と連携し、都市機能
のコンパクト化や交通インフラなどのネットワーク化により、人口減少・少子高齢社会でも活力ある社会経済
を維持することを目指す取り組みのことです。
津山市は県都である岡山市と連携し、空港津山道路の整備促進やＪＲ津山線の利便性向上など交通機能面に
おける南北軸の強化を図り、両市の強みを生かした取り組みを進めていきます。

津山市と岡山市が連携して取り組む施策

岡山連携中枢都市圏（８市５町）

分野

施策
圏域全体の戦略的な産業振興に向けた仕組みの
産業
構築
観光
国内外に開かれた広域観光の推進
広域交通 広域道路交通網の整備促進
ＥＳＤ※ ＥＳＤによる人づくりとネットワーク化の推進
交通
公共交通ネットワークの利便性の向上
移住
圏域内への移住・定住の促進
スポーツ 圏域の活性化に向けたスポーツ振興
その他
圏域内行政職員の育成

鳥取県
新庄村

新見市
美咲町

〒708-8501津山市山北520都市計画課
（市役所５階）☎32-2096

国

道

53

美

号

線

市では、都市計画道路河辺高野山西線の整備によ
り、新しく加茂川に架かる橋の名称を募集します。
募集期間 11月１日㈫〜12月15日㈭消印有効
架橋位置 津山市河辺〜押入地内
賞 採用（１人）と最終選考（４人）に記念品を贈呈
応募方法 ハガキに①住所②氏名③年齢④職業⑤電
話番号⑥橋の名称（ひらがなで読み方を記載）⑦
名称の理由（コンセプト）を記入し、郵送または
直接提出する、
中
国
川
自
津山中央
茂
動
車
もしくは市ホー 病院
加
道
架橋位置
ムページから応
津山IC
募する
市道拠点線
※１回の応募で複
新河辺
数の名称の記入
河辺高野山西線
国道179号
可

美作市
兵庫県

久米南町
吉備中央町

和気町
赤磐市
備前市

高梁市
井原市 笠岡市

か

津山市 奈義町
勝央町

連携中枢都市･･･岡山市
連携市町･･･････津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸
内市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、
久米南町、美咲町、吉備中央町

募集します
加茂川に架かる橋の名称

西粟倉村

鏡野町
真庭市

※ＥＳＤとは、Education for Sustainable Developmentの略
で「現代社会のさまざまな課題解決につながる価値観や行動を
生み出し、持続可能な社会を目指す学習や活動」のこと

JR
因

City Information

地域創生戦略室☎32-7001

瀬戸内市
浅口市
里庄町

学生の皆さん、まずは登録を！

津山市若者定住促進奨学金返還金補助
〒708-8501津山市山北520生涯学習課（市役所東庁舎３階）☎32-2009、 32-2147、
gakushuu@city.tsuyama.okayama.jp
市では、若者の定住を促進し、将来の津山圏域を支える優秀な人材を確保するため、地元産業界と協働で、
津山市に定住し津山圏域で就職する新規学卒者の奨学金返還の一部を補助します。お気軽にご応募ください。
対象 今後、津山市に定住を希望し、次のすべてに当てはまる人
①奨学金の貸与を受けていて、将来、返還する予定である
②将来、津山圏域（津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲
町）に就職を希望している
③応募する時点で、次のいずれかに当てはまる
在学する学校
大学院の修士課程
大学（６年制）
大学（４年制）
短期大学（専攻科を含む）
高等専門学校（専攻科を含む）
専修学校専門課程

学年
１年生以上
５年生以上
３年生以上
１年生以上
４年生以上
卒業の１年前の学年と卒業の学年

ޛƴ
ų࠙Ƭ
Ư

Ɩǜƪ

ǌƍᲛ

岡山市

総社市
矢掛町

奨学金の返還を支援します

早島町

対象となる奨学金の種類と補助金額
奨学金の種類
補助金額
日本学生支援機構第１種奨学金（無利子）
貸与を受けている奨学金の月賦返還の場合
① 津山市奨学金
の返還月額（上限２万円）の36カ月分
磯野計記念奨学金
貸与を受けている奨学金の月賦返還の場合
② 日本学生支援機構第２種奨学金（有利子）
の返還月額（上限２万円）の24カ月分

倉敷市
玉野市

市民投票を実施します
ご当地プレートデザイン
税制課☎32-2017
市では、地域の魅力の発信や郷土愛の醸成を図る
ため、平成29年度から50cc以下の原動機付自転車
に、市オリジナルのデザインを盛り込んだ「ご当地
プレート」を導入します。
ご当地プレートのデザイン案を次の場所に掲示し
て、市民投票を実施します。
あなたが選んだご当地プレー
トを付けた原動機付自転車が市
内外を走る姿を想像し、ぜひ投
票してください。
とき 11月中旬（予定）
ところ 市役所本庁舎１階市民
ロビー、各支所・出張所、市
立図書館（アルネ・津山４階）
投票方法 各所に備え付けの投票用紙で投票、また
は市ホームページから投票する

※上表の①と②の両方の奨学金の貸与を受けている場合は、①の奨学金のみが対象です。また、①のうち、
複数の奨学金の貸与を受けている場合は、①のすべての奨学金の返還月額を合計します
申込方法 生涯学習課に備え付けの応募用紙（市ホームページから印刷可）に必要事項を記入し、郵送、ファ
クス、Ｅメールまたは窓口で直接申し込む、もしくは市ホームページから申し込む
締め切り 平成29年３月31日㈮消印有効

支給要件はこちら
・大学などを卒業後、津山市の住民基本台帳に通算３年以上記録
・津山圏域で通算３年以上就業する（就労形態に条件有り）
・大学などを卒業した年の翌年の４月末日までに就職する
・対象となる奨学金の返還金を36カ月分支払う など

津山市帰ってきんちゃい若人応援基金への寄付をお願いします
市では、地元産業界などと協働して「津山市帰ってきんちゃい若人応援基金」を設立し、上記補助の原
資となる寄付を募集しています。
津山圏域の企業や各種団体などの皆さんに関係書類をお届けします。ぜひ、ご賛同ください。

11月は児童虐待防止推進月間です

保健師

受験資格

昭和61年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学、短期大学、高
等専門学校、専修学校（専門課程の修了年限が２年以上のものに限る）もしくは
１人程度
高等学校で土木の専門課程を修了している、または平成29年３月31日までに卒
業見込みの人
２人程度

昭和63年４月２日以降に生まれた人で、保健師免許を有する、または平成29年
３月31日までに免許取得見込みの人

とき 12月４日㈰午前９時〜
ところ 津山市役所本庁舎
申込方法 人事課または各支所・出張所担当課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
受付期間 10月31日㈪〜11月22日㈫午後５時15分必着
※詳しくは、お問い合わせいただくか、募集要項または市ホームページをご覧
ください

募集要項

児童虐待とは、本来、子どもを温かく見守るべき保護者などが子どもの心と体を傷つけ、人格の形成と健や
かな成長に重大な影響を与える行為のことです。
近年、社会の急速な変化や子育て環境の多様化などにより、
児童虐待の通告や相談件数が増加しています。

児童虐待の種類
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺れさせるなど
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
性的虐待
ポルノグラフィの被写体にするなど
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく
ネグレクト 不潔にする、自動車の中に放置する、重い
病気になっても病院に連れていかないなど
言葉による脅し、無視、きょうだい間での
心理的虐待 差別的な扱い、子どもの目の前で家族に対
して暴力を振るうなど
身体的虐待

津山市の児童虐待の現状

〜健全な財政運営を保っています〜
財政健全化判断比率と資金不足比率の公表
財政課☎32-2020
平成27年度決算をもとに、市の財政状況を示す指標を算定しました。健全化判断比率（下表①〜④）は、
いずれも早期健全化基準を下回りました。また、６つある公営企業会計の資金不足比率
（下表⑤）は、資金不足を生じた公営企業は無く、経営健全化基準を下回っています。
その結果、健全な財政運営を保っていると判断しています。
しかし、合併特例期間の終了に伴い、地方交付税が年々減額されていることなどから、
市の財政はさらに厳しい状況になると予測されます。今後も健全な財政運営を維持する
ためには、一層の行財政改革が必要です。
（単位：％）

解説
①実質赤字比率

27年度

26年度

財政規模に対する一般会計など
赤字なし 赤字なし
の赤字の割合

②連結実質赤字比率

財政規模に対する全会計の赤字
赤字なし 赤字なし
の割合（財産区会計を除く）

③実質公債費比率

財政規模に対する１年間で支払
った借入金返済額などの割合

12.4

④将来負担比率

財政規模に対する将来支払う借
入金返済額などの割合

156.6

⑤資金不足比率

公営企業ごとの事業規模に対す
赤字なし 赤字なし
る資金不足額の割合

※１

早期・経営
健全化基準※１

財政再生
基準※２

11.91

20.00

（件）
250

233
202

200
150

151

206

169

100

オレンジリボンには、子ども虐待を防止するという
メッセージが込められています

度
度
度
度
度
25年
23年
26年
27年
24年
平成
平成
平成
平成
平成

勇気を出して連絡を！
虐待を受けている子どもやその保護者は、さまざまなシグナルを周りに発していま
す。そのことに気付き、手を差し伸べられるのは、身近な地域や子どもを育む社会全
体です。「虐待かも」と思ったら、勇気を出して連絡しましょう。
なお、名前や内容に関する秘密は堅く守られます。

子

どもからのシグナル

保

護者からのシグナル

やけど

16.91

30.00

13.2

25.0

35.0

145.1

350.0

−

20.0

−

基準を超えると、自主的な改善努力によって財政を健全化するため、財政健全化計画や経営健全化計画の策

定、外部監査の要求などが義務付けられます
※２

市が受け付けた児童虐待が疑われた通告件数

市に寄せられた児童虐待が疑われる通告件数は、年々増
加傾向にあり、乳幼児が全体の半数を占めています。
現在、市には虐待を受けたことがある子どもが約380人
登録され、関係機関と連携して支援しています。

基準を超えると、国の関与による確実な再生を行うため、財政再生計画の策定などが義務付けられます

□
□
□
□
□

不自然なアザや火傷、打撲の痕がある
極端に痩せている
服や体がいつも汚れている
おび
顔に表情がなく、大人を見ると怯える
落ち着きがなく、乱暴な行動が多い

□
□
□
□
□

子どもの健康や安全を配慮していない
家の内外が極端に散らかっていて不衛生なまま
子どもを家に残したまま、外出することがある
いつもイライラして子どもに当たる
地域と交流が無く、孤立している

＜連絡先＞

こども子育て相談室

津山児童相談所（山北）

☎32-7027

☎23-5131

平日8：30〜17：15
その他の時間や休日は☎32-2170（市当直）

児童相談所全国共通ダイヤル
※お近くの児童
つな
相談所に繋が
ります

City Information

土木技術職

採用人員

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

さしのべて
あなたのその手
いちはやく

City Information

〒708-8501津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043
募集職種

市政だより

市政だより

津山市職員採用資格試験を行います

〜国民年金に加入しましょう〜

健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069
市では、糖尿病やがんなどの生活習慣病を早めに発見して、重症化を防ぐことを目的に、集団健（検）診を実
施しています。自分の健康状態を確かめるため、年に１度は健（検）診を受けましょう。
12月１日㈭には、仕事や家庭の都合で日中に受診できない人のために、午後５時〜７時の受診時間を設け
ています。受診を希望する人は、早めに申し込みください。
年齢：平成29年３月31日現在

国民年金は３つの年金であなたをサポートします！
■支給される年金の種類（年金の受給には納付要件や支給要件があります）

健（検）診名

老齢基礎年金…保険料を納めた期間と免除された期間が300月以上ある人に、65歳から支給されます
障害基礎年金…年金加入者が病気やけがで一定障害の状態になった時、支給されます
遺族基礎年金…年金加入者が亡くなった時「18歳到達年度の末日までの間にある子（障害者は20歳）がい
る配偶者」や「子」に支給されます

20歳になったら国民年金に加入しましょう
国民年金の加入期間は原則20歳以上60歳未満です。保険料の納付方法は、就業形態などによって異なります。
種別

加入者

保険料の納付方法

第２号被保険者

会社員、公務員など

加入者の給料から天引き

第３号被保険者

第２号被保険者に扶
養されている配偶者

配偶者が加入する年金制度が負担

注意
退職した時や、配偶者
の扶養でなくなった時
は、第１号被保険者に
なる届け出が必要です

お忘れなく 臨時福祉給付金と
障害・遺族年金受給者向け給付金

特定健康診査に関する「検査結
果の提供」にご協力ください

臨時福祉給付金対策室（市役所２階）☎32-7004

保険年金課（市役所１階９番窓口）☎32-2071

平成28年度臨時福祉給付金および障害・遺族年金
受給者向け給付金の申請期限は、

平成28年12月１日㈭です。
給付金の申請を忘れない
ようにお願いします

申請上の注意
■２つの給付金は、市民税が課税されている人や、
市民税が課税されている人の扶養親族は、対象と
なりません
■支給後、課税所得が変更になり、支給対象から外
れると、返金していただく場合があります
■申請期限を過ぎると、支給要件を満たしても申請
できません
※詳しくは、お問い合わせください

市では、特定健康診査を受診せず、生活習慣病な
どの治療のため病院で血液検査などを受けている
人に、検査結果の提供を呼び掛けています。ご協力
をお願いします。
対象者
40歳〜74歳までの津山市国民健康保険の加入者
で、治療のために血液検査などを受けていて、特定
健康診査を受診していない人
提供方法
市から郵送された「特定健康診査受診券」または
保険証を、通院中の病院や
かかりつけ医に提出し、血
液検査などの結果を市に提
供することを申し出る
※本人の費用負担はありま
せん
※詳しくは、お問い合わせ 特定健診ＰＲキャラクター
ハレルン
ください

料金
69歳以下 70歳以上

12月１日㈭
40歳〜74歳の津山市国民
特定健（検）診
500円
健康保険加入者
高齢者健（検）診
後期高齢者医療制度の加入者
500円
8：00〜10：00
13：00〜14：00
結核検診＝65歳以上の人
結核・肺がん検診
400円
200円
17：00〜19：00
肺がん検診＝40歳以上の人
大腸がん検診
40歳以上の人
500円
300円
前立腺がん検診
50歳〜69歳の男性
500円
胃がん検診
40歳以上の人
1,300円
500円
8：00〜10：00
子宮頸がん検診
20歳以上の女性
1,300円
500円
視触診
30歳以上の女性
400円
200円 13：00〜14：00
17：00〜19：00
視触診・マンモ
40歳〜69歳の女性
1,700円
グラフィ併用
乳がん検診

第１号被保険者

加入者が直接納付する
自営業、農業・漁業、
保険料（月額）＝16,260円
学生、無職の人など
※保険料免除・猶予制度あり

対象

とき
12月２日㈮・３日㈯

8：00〜10：00

13：00〜14：00

ところ 津山すこやか・こどもセンター
申込方法 健康増進課に電話または直接申し込む
※定員になり次第、締め切りますので、早めに申し込みください
※午後の集団健（検）診では、託児サービスも行っています
※受診券の再発行や、市県民税非課税世帯の人へのがん検診などの無料券の発行制度
があります。詳しくはお問い合わせください

骨髄・末梢血幹細胞の提供者（ドナー）と
ドナーを雇用している事業所に助成金を交付します
健康増進課☎32-2069
市では、休業して骨髄・末梢血幹細胞を提供する人（ドナー）と、ドナーを雇用している事業所の負担を軽
減し、骨髄移植などの推進やドナー登録の推進を図るため、助成金を交付します。
骨髄・末梢血幹細胞を提供する人（ドナー）

ドナーを雇用している事業所

対象 市内に住所を有し、公益財団法人日本骨髄
バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末
梢血幹細胞の提供を完了した人
助成額 通院は１日につき5,000円、入院は１日
につき20,000円を助成（ただし、１回の提供
につき105,000円を限度）

対象 当該ドナーを雇用している事業所（国や地
方公共団体、独立行政法人の事業所を除く）
助成額 当該ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供
を行うために休業する日数１日につき10,000
円を助成（ただし、１回の提供につき90,000
円を限度）

申請期限 骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日から90日以内
※平成28年４月１日以降にすでに骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了している場合は、提供が完了した日から
90日以上経過していてもさかのぼって適用できる特例があります
※申請方法など、詳しくはお問い合わせください
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保険年金課（市役所１階７番窓口）☎32-2072
公的年金制度は、あらかじめ保険料を納めることで、年老いた時やいざという時に給付を受けることができ
る仕組みです。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入することで、社会全体で支え合い、生涯を通じ
た保障を実現する制度です。みなさん、国民年金に加入して備えましょう。

集団健（検）診を受けましょう

〜健康チェックしませんか〜

市政だより

市政だより

年金は世代と世代の支え合い

City Information

参加者
神本佳央瑠さん、新田匡英さん
荒堀梓さん、水島麻菜美さん
芦田乃依瑠さん、内田葵さん
甲元夢里さん、藥師寺菜月さん
木村シャンさん

農業振興課☎32-2079
11・12月は「耕作放棄地解消強化月間」です。大
切な農地を守り、耕作放
棄地を発生させないため、
地域で農地を守る日など
を設けて、取り組みまし
ょう。
取り組み例

※耕作放棄地で農作物を栽培できるように再生す
る活動を行う人に、必要な経費を支援する制度が
あります
※詳しくは、お問い合わせください

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
地積
（地目） （公簿）
中北下
土地
992㎡
1327番１ （雑種地）

最低売払価格
（予定）

所在地

9,820,800円

入札
とき 11月25日㈮午前10時〜
申込期間 11月７日㈪〜18日㈮
入札方法 一般競争入札
現地説明会
とき 11月７日㈪午前10時30分〜11時30分
対象物件

毎年恒例のさん・さん祭り。さん・さんと輝くまちを目指して、講演会や体験コーナーなど、盛りだくさん
の内容で今年も開催します。皆さんのご来場を、お待ちしています。

12月３日㈯

12月４日㈰

〈学習会・講演会〉 ところ さん・さん

〈学習会・講演会〉 ところ さん・さん

ͤࡍ↞ᇰⅳⅺ↸⅙⊡ᇰ→↕Ꮿ⇁ࣱ҄⊡
とき 午前10時30分〜正午
講師 小林洋栄さん（鏡野町泉公民館長）
ዋஜ↗⇞⇍∙⇦∞
とき 午後１時〜２時30分
内容 絵本から性別意識を学ぶ
申込者優先
∐∏⇕⇢∞⇝∍∙∎⇒≼≲≪≤
とき 午後１時30分〜２時30分、午後３時〜４
時（入れ替え制）
持ってくるもの ヨガマット
（バスタオルでも可）
※動きやすい服装でお越しください
講師 瀬畑史子さん（日本ヨーガ療法学会インス
トラクター）
締め切り 11月28日㈪
έʴⅺ↸ʴೌ⇁↫ܖⅵ
ところ 市立図書館前ホール
（アルネ・津山４階）
とき 午前10時〜午後３時
内容 クイズ、紙芝居、ため池マップの展示など
↭←↝̬ܴͤ≋ͤࡍยࡍͤ⅚ܭႻᛩ≌
とき 午前10時〜午後３時
ところ 津山市地域交流センター（アルネ・津山
４階）

〈喫茶コーナー〉
ところ 市立図書館前ホール
とき 午前10時30分〜午後３時
内容 手作りお菓子と紅茶・コーヒーの提供
料金 200円

申し込み要
ފⅺ↛૨⊡ඐᎍ↝⊡←ڸ
とき 午前10時15分〜午後０時15分
内容 戦没者の妻を撮影した写真集「届かぬ文」
の中から数点の作品と手紙を紹介する
講師 柴田れいこさん（写真家）
締め切り 11月28日㈪
⇷⇷↗ɟደ↚ٶᚕᛖ⇁ಏↆ↱ⅵ≆
とき 午前10時30分〜正午
内容 親子で参加する多言語遊び、ホームステイ
交流報告
申し込み要
ဏⅹ↡↗↹ↄ↭↗ጂᅈ˟
⅙≐↷↹⅚↷↸↻⅚ဃⅼ↕ⅳⅾ≐
とき 午後１時30分〜３時30分
内容 孤独死を防ぐため、人とのつながりを持つ
ことの大切さを学ぶ
講師 大山治彦さん（四国学院大学教授）
締め切り 11月28日㈪
〈体験コーナー①〉 ところ さん・さん
൦مဒ⇁ಏↆ↱ⅵ
とき 午前10時〜正午
ᢊ˳᬴⅙⊡࠰ཞ↝ⅼ૾⊡
とき 午前10時30分〜正午
参加費 100円（材料費）
〈体験コーナー②〉 ところ 市立図書館前ホール
↡↗ⅱↆ↞↳ⅳ⇕∐⇟∄⇟˟
申し込み要
とき 午後１時30分〜３時
参加費 150円
締め切り 11月28日㈪

両日開催
とき 午前10時〜午後３時
ところ 市立文化展示ホール応接室（アルネ・津山４階）

久米図書館
JR姫
新線

久

˺Լޒᅆ∝ѣإԓ
とき 午前10時〜午後５時
ところ 市立文化展示ホール（アルネ・津山４階）
内容 いけばな、書道、絵、写真、手芸などの展示

米

川

久米郵便局
〶

国道181号
↓至美咲町

津山男女共同参画センター「さん・さん」
（アルネ・津山５階）☎31-2533

↭←ⅺ↘૰प↮Ↄ↗Ⴛᛩ

テニスコート

津山市役所
久米支所

←至真庭市

さん・さん祭り2016〜明日へ！学びつながる男と女〜

〈体験コーナー〉

市有地の売り払い

０号
３４
県道

農地を考える日 農作物の作付け状況、農道・水
路などの農業用施設の状況などについて話し
合う
一斉耕うんの日 土づくり・雑草防除・景観保全
のために地域ぐるみで一斉に農地を耕す
一斉草刈りの日 耕作放棄地やイノシシ・シカな
どが隠れる場所になる山際の「草刈り」に地
域ぐるみで一斉に取り組む

秘書広報室☎ ︲２０２９

市長 経費や運営面などの理由で︑継
続できなくなりました︒車いす駅伝終
了後はスポーツ大会やふれあい村︑作
品展などを開催し︑障害者への理解を
深め交流する機会を作っています︒今
あるスポーツ大会の種目に車いす競技
などを入れることは︑今までにない視
点なので今後の参考にしたいです︒
参加者 将来︑都会で就職するか︑津
山に帰ってくるか︑悩んでいます︒
市長 市外の大学を卒業する人から︑
津山に帰りたいけど就職する企業がな
いと言われますが︑市サイト﹁ＬＩＦ
Ｅ津山﹂で地元企業の魅力や求人情報
などを発信しています︒若い人に津山
に帰って来てもらうため︑就職奨励金
や企業説明会に出席する際の交通費な
ど助成を行っています︒また﹁津山市
帰ってきんちゃい若人応援基金﹂を作
り︑奨学金返還の一部支援を行います︒
ぜひ︑津山に戻ってきてください︒
参加者 災害が起きた時︑わたしたち
は︑どう動けば良いですか︒
市長 防災対策では︑自分の身は自分
で 守 る﹁ 自 助 ﹂
︑地域の人などで助け
合 う﹁ 共 助 ﹂︑ そ し て︑ 市 な ど が 行 う
﹁公助﹂の連携が重要です︒日頃から
﹁自助﹂の意識を持って備え︑災害情
報の取得方法やハザードマップで自宅
や通学先に近い避難場所の位置を確認
しておいてください︒

〜農地いきいきキャンペーン〜
地域ぐるみで農地を守ろう！

32

至津山市街

→

ひと

※学習会・講演会は託児あり（事前予約要）
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください

〈体験コーナー〉
⇟⇥∙⇽∏∐∞
とき 午前10時〜午後３時（予定）
ところ 市立図書館前ホール
は ぎ
内容 古布や端切れを使ったしおり作りやハ
ンドマッサージ、クイズ、各コーナーでの
体験学習などに参加して、スタンプを集める
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とき ９月15日㈭
テーマ 津山の子育て、選
挙、福祉、雇用、災害

ひと

市政だより

美作高等学校

市民と市長のふれあいトーク︵学生版︶
を開催しました

参加者 津山市では︑保育士は不足し
ていませんか︒
市長 市内の保育園や認定こども園で
は︑受け入れる子どもの年齢や人数に
応じて必要な職員数は満たしています︒
しかし︑保育士免許を所有する人が職
に就かないことも多く︑募集してもな
かなか応募が無い場合もあるようです︒
参加者 高校生が選挙に関心を持つた
めに︑小学生の時から徐々に選挙や政
治を学ぶことが必要だと思います︒
市長 子どもの頃から行政
運営の仕方や選挙の仕組み
などを知ってもらえるよう
教育に取り入れたいですね︒
参加者 以前︑開催してい
た車いす駅伝は︑なぜ終了
したのですか︒今ある市民
のスポーツ大会に障害者の
種目を入れるのはどうです
か︒

市政だより

第４回

あなたの子育て応援します
おぎゃっと21in津山
グリーンヒルズ津山リージョンセンター
（大田）
でおぎゃっと21in津山が開催。ベビーマッサージ
やおもちゃ作り体験など子育てに関するコーナー
にぎ
が設けられ、親子連れの参加者で賑わいました。
参加した池上淳子さん
（山北）
は「マッサージを
すると赤ちゃんがとても喜んだので、ぜひ家でも
してあげたいです」と話してくれました。

月を愛でる郷土の夜
第17回観月と邦楽の夕べ
雲の切れ間から時折月が顔を出す中、津山城
（鶴山公園）
で観月と邦楽の夕べが開催されました。
会場では、お茶席のほか、横仙歌舞伎
（奈義町）
や津山城天守の鐘と題したＣＧ映像の石垣への投
影、童謡歌手・大島良子さんの歌声が披露される
など、会場が一体となり、来場客らは、思い思い
に月夜の晩を楽しんでいるようでした。

音楽に酔いしれた秋

2016津山市民総合音楽祭

ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
や津山文
化センター
（山下）
で津山市民総合音楽祭が開催さ
れました。参加者たちは、合唱、楽器演奏、日本
舞踊など、さまざまなジャンルの音楽を思い思い
に楽しんでいるようでした。

９月４日 合唱室内楽コンサートⅠ
津山工業高等専門学校歌唱部
９月11日 合唱室内楽コンサートⅡ
コール東津山

メッセージカードにシール
を貼ったり、小物入れに紙
粘土をくっ付けたりするの
が、とっても楽しかったよ。
おじいちゃんとおばあちゃ
んが喜んでくれると良いな

大和智保さん、央樹さん、
栞都さん（山北）

おじいちゃん・おばあちゃんにプレゼントを作ろう
９月10日中央児童館（山北）

毎日の練習の成果が発揮できて良かっ
たです。次の県予選会でも頑張りたい
です

時間を忘れて創作に没頭
かぼちゃ型のランプシェード作り
北本凪沙さん（中正小４年生）

第37回津山市スポーツ少年団剣道交歓会兼
第39回全国スポーツ少年団剣道交流大会津山予選会
９月４日久米総合文化運動公園体育館（中北下）

環境に優しい生活を送るため、普
段から身近にある材料を再利用し
て、モノづくりを楽しんでいます。
今回はきれいな小物入れができた
ので、大切に使っていこうと思い
ます

山﨑敬子さん（桑上）

牛乳パックで作るおしゃれな小物と環境のお話し
９月14日中央公民館（大谷）

９月25日 ブラスコンサート
津山ジュニアブラス

インターネットで調べてこのイ
ベントを知り、朝７時に広島市
を出発しました。目当てのシャ
インマスカットが買えて大満足
です

牧原義和さん（広島市）

第16回ぶどうまつり
９月11日道の駅「久米の里」
（宮尾）

勝北陶芸の里工房
（杉宮）
で、ハロウィンにちな
んだかぼちゃ型のランプシェード作りが行われま
した。
参加者たちは、かぼちゃの形に成形された粘土
に穴を空け、目や口を作ったり、模様を描いたり
するなど、世界に一つしか無い自分だけのランプ
シェード作りに夢中になっていました。

９月18日 日本音楽コンサート
津山鶴丸太鼓

色に輝く果実を求めて
紫第13回つやまふれあいぶどうまつり
地産地消センター
「サンヒルズ」前駐車場
（大田）
で、つやまふれあいぶどうまつりが行われました。
販売開始前から多くの人が列を作り、販売が始
まると粒の大きさや房の形などを見比べながら品
定めをし、気に入ったぶどうを買い求めていまし
た。また、ピオーネカレーの販売やビンゴ大会も
にぎ
行われ、多くの人で賑わっていました。

お知らせ
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人口 103,154人（前月比△80）
男 49,291人（同△22）
女 53,863人（同△58）
世帯 44,889世帯（同△7）

（納期限：11 月 30 日㈬）
国民健康保険料
第５期
（普通徴収）

後期高齢者医療保険料 第５期
（普通徴収）

日曜納税窓口
11月27日㈰ 午前 9 時〜午後 4 時
納税課（市役所 2 階 1番窓口）

応談者・とき 司法書士＝
月２日㈬・ 日㈬午後１時
分〜３時 分︑弁護士＝
４日㈮午前 時〜正午︑午
後１時〜３時
ところ 環境生活課︵市役所

夫や恋人からの暴力など︑
女性の人権に関する相談を電
話で受け付けています︒
月 日㈪〜 日㈮午
とき
前８時 分〜午後７時︑
月 日㈯・ 日 ㈰ 午 前 時
〜午後５時

支援について理解を深めるた
め︑パネル展を開催します︒
とき
月 日㈪〜 月１日
㈭午前８時 分〜午後５時
分
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
環境生活課☎ ︲２０５６
マイバックを持参しましょう

月は﹁マイバック持参月
間﹂です︒買い物にはマイバ
ックを持参し︑レジ袋の削減
にご協力ください︒
環境事業課３Ｒ推進係
☎ ︲２２０３
交通遺児などへの育成資金
貸付・介護料支給制度

視覚障害のある人を対象に︑

32

25

募

集

32

12

32

11

介護保険料（普通徴収）第６期

届け出に必要なもの 加入の
場合＝健康保険をやめた日
付が分かるもの︑顔写真付
きの身分証明書︑世帯主の
津山工業高等専門学校
印鑑︑脱 退 の 場 合 ＝ 国 保 の
専攻科入学生
保険証︑新しくできた保険
証︑世帯主の印鑑
区分 学力検査選抜︵後期︶︑
届け出先 保険年金課︵市役
社会人特別選抜
所１階９番窓口︶または各
願書受付期間
月 日㈪〜
支所・出張所担当課
日㈮
保険年金課☎ ︲２０７１
募集人数 各専攻８人
月５日㈪
試験日
おかやまマラソン２０１６
合格発表日
月９日㈮
大会当日の交通規制
※受験資格や出願方法など︑
月 日㈰に﹁おかやまマ
詳しくはお問い合わせくだ
さい
ラソン２０１６﹂
︵岡山市︶が
津山工業高等専門学校︵沼︶
開催されます︒当日は通行止
めになる区間があるため︑交
☎ ︲８２９２
通渋滞が予想されます︒岡山
北部高等技術専門校
市内にお出掛けの際は︑交通
障害者委託訓練 訓練生
規制時間をご確認の上︑公共
■実践能力習得科
交通機関をご利用ください︒
募集期間 平成 年３月まで
交通規制の日時
月 日㈰
訓練期間 １〜３カ月程度
訓練場所 各種事業所など
午前７時
分頃〜午後
対象 障害のある人
定員 委託先ごとに１〜２人
３時 分頃
試験内容 筆記と面接
※詳しくは︑公式ホームペー
ジ︵ http://www.okayam 受講料 無料
a-marathon.pref.okaya 申込方法 ハローワークに備
︶をご覧ください
え付けの願書に健康診断書
ma.jp/
おかやまマラソン実行委員
を添えて直接提出する
会事務局︵岡山市︶☎ ０８
北部高等技術専門校︵川崎︶
６︲２２６︲７９０５
☎ ︲１１２５

16

11

農作物鳥獣害防護柵設置補助

イノシシなどの野生鳥獣の
被害から田畑を守るための防
護柵の設置費用を補助します︒
受付期間
月１日㈫〜 月
日㈪必着
対象団体 受益戸数が３戸以
上で︑集落全体を囲む防護
柵を新規で設置する団体
申請方法 事前に︑森林課ま
たは各支所・出張所担当課
に購入する資材などを相談
し︑申請書と必要書類を直
接提出する
森林課︵市役所４階︶☎
︲２０７８

犯罪被害者支援パネル展
あ

自動車事故で親を亡くした
子や︑後遺障害を負った本人
などを経済的に支援する制度
です︒申請方法など︑詳しく
はお問い合わせください︒
独立行政法人自動車事故対
策機構岡山支所︵岡山市︶
☎０８６︲２３２︲７０５３
国民健康保険 加入・脱退の
届け出

社会保険に加入・脱退した
時や︑転入・転出をした時な
どは︑国民健康保険への届け
出が必要です︒
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犯罪被害に遭われた人への

︵お知らせ︑募集︶
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︵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。

月 の 納 税

11

222人
101人
転出
死亡
186人
57人
転入
出生

月中のひとの動き
（９月１日現在）

8
32

音声で﹃広報津山﹄の内容を
１階１番窓口︶
※上記以外でも平日午前８時
分〜午後５時 分相談可
聴くことができる﹃声の広報﹄
※予約要
女性の人権ホットライン
を提供しています︒利用を希
環境生活課☎ ︲２０５７
☎０５７０︲０７０︲８１０
望する人は︑ご連絡ください︒
悩みごと無料相談
鶴山塾 休日相談と延長相談
提供内容 ＣＤまたはカセッ
身体障害者巡回更生相談
トテープを郵送で毎月提供
とき 月・水・金曜日午前
悩みを持つ子どもや保護者
秘書広報室︵市役所３階︶
時〜午後５時︵祝日除く︶
とき
月 日㈭午前 時〜
の相談を受け付けています︒
☎ ︲２０２９︑
ところ ライフサポートセン
正午
︲２
とき 休日相談＝ 月 日㈯・
１５２
ターつやま︵津山圏域雇用
日㈰午後１時〜４時︑延
ところ 神南備園︵大谷︶
労働センター内 山下︶
長相談＝ 月 日㈮午後５
相談科目 肢体不自由︑聴覚
農地法許可申請の
時 分〜８時
相談内容 労働︑福祉︑債務︑
障害
受付期間を変更します
法律など
持ってくるもの 印鑑︑身体
ところ 鶴山塾︵山下︶
※裁判や実務依頼は費用要
障害者手帳︑使用中の補装
毎月 日を締め切り日とし
鶴山塾☎ ︲８３２９
ている申請の受付期間を︑平
ライフサポートセンター
具︑年金額の分かるもの
女性の人権ホットライン
☎ ︲２４３３
申込方法 障害福祉課に電話
成 年１月審査分は変更しま
強化週間 電話相談
または直接申し込む
す︒
司法書士・弁護士 無料相談
障害福祉課☎ ︲２０６７︑ 受付期間
月 日㈬〜 月
︲２１５３
日㈭
﹁相談﹂は ページにも掲載
※１月の農業委員会定例会は
しています
１月 日㈫に開催予定
農業委員会事務局︵農業振
﹃声の広報﹄をご利用ください
興課内 市役所４階︶☎
︲２１５９
13

15

19

15

32

11

15

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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11

12

32

一般社団法人地方税電子化協議会
ヘルプデスク☎0570-081-459

11

10 30 16

11

ｅＬＴＡＸで申告するメリット
自宅や事務所から手続きができます
複数の地方公共団体に一度にまとめて
送信できます
サービス利用料が無料
ｅＬＴＡＸホームページ
http://www.eltax.jp

32

35

30

26

で
給与報告書の提出は

◇こんにちは市役所さん：11月７日㈪〜13日㈰偶数時台の各15分から
「けんこうＧＯ！ 〜あなたの健康探しませんか〜」
◆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

︵募集︶

共通項目

時〜

ところ 津山東公民館︵川崎︶
参加費 ３５０円
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山友の会︵河邑さん︶☎０
８０︲３８７１︲８３２０

図書館サポーターズ研修
ワークショップ 参加者

対象 中学生以下の親子
参加費 大人＝１４３０円︑
中学生以下＝９２０円
申込方法 ①希望施設②住所
③氏名④年齢⑤電話番号を︑
電話︑ファクスまたはＥメ
ールで伝え︑申し込む
締め切り
月 日㈭必着
生涯学習課☎ ︲２１１８︑
︲２１４７︑
gakus
huu@city.tsuyama.oka
yama.jp

32 10

月〜９月
受講料 無料︵教材費別途要︶
※科によって対象者や申込方
法が異なります︒詳しくは
お問い合わせください
北部高等技術専門校☎ ︲
１１２５

日㈪午前

11

津山城・中世山城医王山の
城郭見学会 参加者

26

講座・講演会

めぐみ荘 介護予防講座
とき
月 日㈮午前 時〜
ところ 百々温泉の湯めぐみ
荘︵加茂町小中原︶
内容 骨の健康について
定員
人︵先着順︶
参加費 １千円︵昼食・入浴
料込み︶
めぐみ荘☎ ︲７３３０

鶴山塾 こころの子育て
フォーラム
とき
月 日㈯午後２時〜
ところ 津山東公民館
演題 発達障害を知るとコミ
ュニケーションの取り方が
大きく変化する
講師 津守慎二さん︵臨床健
康セラピスト︶
人
定員
申込方法 電話で申し込む
鶴山塾☎ ︲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。

32

﹁津山城﹂ができたルーツ
を探る見学会です︒
とき
月 日㈯午前 時〜
午後３時
ところ 医王山城登山口︵吉
見︶集合︑︵午後は津山城︶
対象 未就園児以上の親子
定員
組︵先着順︶
参加費 １組５百円
持ってくるもの
弁当︑水分
申込方法 ①氏名
②年齢③電話番
号を︑ファクス
で伝え︑申し込む
美作の中世山城連絡協議会
︵長瀧さん︶☎０９０︲９
４１８︲７１５０︑
︲
０９２７
10

29

11

30

北部高等技術専門校 訓練生

﹁体験！ 昔の遊びと暮らし
自分の持つ特技や技術を図
の知恵﹂参加者
書館の運営に生かす図書館サ
ポーターを養成します︒
とき
月６日㈰午前 時
とき
分〜正午
月 日㈯午後２時〜
ところ 津山男女共同参画セ
４時
ンター﹁さん・さん﹂
︵アル
ところ 市立図
ネ・津山５階︶
書館︵アルネ・
内容 お手玉や竹ぽっくりを
津山４階︶
作って遊ぶ︑風呂敷の活用
講師 岡本真さん
方法を学ぶ
︵アカデミックリソースガ
定員
イド株式会社代表取締役︶
組
申込方法 電話または窓口で
参加費 百円
申し込む
持ってくるもの
締め切り
風呂敷または
月 日㈫
バンダナ
市立図書館☎ ︲２９１９
月２日㈬
締め切り
家族の週間 親子陶芸教室
※申込方法など︑詳しくはお
参加者
問い合わせください
津山ファミリー・サポート・ とき ① 月 日㈯② 月
センター︵アルネ・津山５
日㈷午前 時〜正午
階︶☎ ︲８７５３
ところ ①久米ふれあい陶芸
センター︵中北上︶②勝北
家事家計講習会 参加者
陶芸の里工房︵杉宮︶
定員 ①５組② 組

月

共通項目

さん・さん☎31-2533

とき
正午

申込方法など、詳しくはお問い合わせください

■パソコンワーク初級科 人
募集期間
月 日㈪〜 月
８日㈭
訓練期間 平成 年１月５日
㈭〜３月 日㈮
訓練場所 勝央共同福祉施設
︵勝央町︶
■①電気設備科 人︑木造建
築科 人︑木工科 人
②エクステリア科 人︑Ｏ
Ａ事務科 人︑ケアサービ
ス科 人
募集期間
月７日㈪〜平成
年１月６日㈮
試験日 １月 日㈯・ 日㈰
訓練期間 ①平成 年４月〜
平成 年３月②平成 年 ４
23

☎ ︲３６３３
ナダ︑サイパン︑フィリピ
はちまる に まる
ン︑カンボジア
﹁８０２０運動﹂達成者
締め切り
月２日㈬
平成 年度に満 歳以上で︑ ※料金や申込方法など︑詳し
自分の歯が 本以上ある人を
くはお問い合わせください
公益財団法人国際青少年研
表彰する取り組みです︒
修協会︵東京都︶☎０３︲
応募方法 かかりつけ歯科医
または健康増進課に相談し︑
６４１７︲９７２１
応募する
締め切り
月 日㈬
健康増進課☎ ︲２０６９
小学・中学・高校生

※各講座を主催する団体に申し込みが必要です。

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。

11

冬休み海外研修交流 参加者

締め切り 11月16日㈬

11

32 30

20

11

24

定員 16人（先着順）

29
10

28

12

表）

11

24 15

15

80

19

11

19

10

11

11

24

講師 青山利通さん（美作クリニカル・アート代

﹃企業ガイドみまさか
２０１８﹄掲載企業

■臨床美術体験講座−リンゴの量感画−

クリスマスカップリング

定員 60人（先着順）

26

10

10

申込期間 11月１日㈫〜12日㈯

パーティー 参加者

参加費 500円

18

42

26

22

30

定員 40人（先着順）

とき
月 日㈯〜平成 年
１月４日㈬のうち６日〜
日間
ところ オーストラリア︑カ

ところ さん・さん

11

14

11

講師 南前ひとみさん（断捨離トレーナー）

30

とき 11月20日㈰午後１時30分〜３時30分

11

30

31

税制課☎32-2017
12 20

長）

10

講師 万代京央子さん（岡山県笑いヨガ協会理事

11

ところ さん・さん

29

21

ところ 久米公民館（中北下）

29

とき 11月19日㈯午後１時30分〜３時30分

10 20

22

29

24

29

20

21

45

20

11

とき 11月19日㈯午前10時〜11時50分

２０１８年に新規就職を予
定している学生に配布する冊
子とホームページに︑企業情
報を掲載しませんか︒
発行日・ホームページ公開日
平成 年３月１日㈬
掲載内容 Ａ４判フルカラー
１ページとホームページ内
１ページ
対象 ハローワーク津山管内
に事業所などがある企業
掲載料 １万６千円
締め切り
月 日㈬
津山広域事務組合︵津山圏
域雇用労働センター内︶

だんしゃ り

この社会 あなたの税が いきている

とき
月４日㈰午前 時〜
午後４時
ところ モンレーヴ︵大田︶
対象
歳〜 歳の独身の男
女︵男性は市内
在住または在勤
の人のみ︶
定員 男女各 人
参加費 男女各２千円
月 日㈪
締め切り
※申込方法など︑詳しくはお
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 山
下︶☎ ︲３６３３

■断捨離ミニ講座

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.
jpでは、税金の役割や使途などを学ぶことが
できる「税の学習コーナー」を掲載していま
す。ぜひ、ご覧ください。
10

31

20

11

10

20

30

12

24

を咲かそう〜」

11

40

11

80

ひと
ひと

20

〜女 と男、地域に笑顔の花
■講演「笑いヨガ

︵募集︑講座・講演会︶

締め切り 11月11日㈮

11月11日㈮〜17日㈭は
税を考える週間
29

男女共同参画 市民企画講座

日㈯開場正午︑

津山モラロジー事務所︵太
田さん︶☎ ︲６４９８

津山市文化協会文化講座

とき
月 日㈰午後２時〜
ところ ベルフォーレ津山
︵アルネ・津山７階︶
津山圏域消防組合総務課
︵林田︶☎ ︲１２５０

津山ボランティア祭り
２０１６
とき
月 日㈯午後１時
分〜４時 分
ところ 津山総合福祉会館

子育て講演会
とき
月 日㈯午後２時
分〜４時
ところ 美作学園創立１００
周年記念館︵北園町︶
演題
年後子どもに感謝さ
れる育て方
講師 ミセス・パンプキンさ
ん︵作家︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
城北保育園︵上河原︶☎
︲０３５３

イベント
グラスハウスのイベント
■フィットネス・プール会員
１週間体験キャンペーン
月 日㈯〜 日
申込期間

内容 市内のボランティアサ
ークルの活動紹介︑市作業
療法士による健康のお話
津山市社会福祉協議会
☎ ︲５ １３０
勝北マルシェ﹁ほほえみ彩菜﹂
１周年記念イベント

とき
月 日㈰午前８時
分〜
ところ ほほえみ彩菜︵杉宮︶
内容 野菜や特産品の特価販
売など
ほほえみ彩菜☎ ︲１１２
３
道の駅﹁久米の里﹂秋の味覚祭

とき
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 久米地域産の安納いも
の焼きいもや野菜の販売
道の駅﹁久米の里﹂☎ ︲
７２３４

㈷
対象 平成 年４月以降に会
員利用していない人
料金 １千５百円︵１週間︶
■骨密度測定会
骨密度を測定し︑病気の予
防・改善策などを指導します︒
とき
月 日㈰・ 日㈪午
前 時〜午後６時
ところ グラスハウス︵大田︶
対象
歳以上の人
料金 ３百円
※予約要
グラスハウス☎ ︲７１４
０
11

︵講座・講演会︑イベント︶

津山中央病院 医療情報プ
ラザ 相互協力セミナー

岡山弁再発見ＰＡＲＴ２
とき
月６日㈰午後２時〜
３時 分
ところ 津山文化センター
︵山下︶
講師 青山融さん︵岡山弁協
会会長︶
文化課☎ ︲２１２１

岡山県看護協会津山支部

とき
月 日㈫午後２時〜
ところ 市立図書館
演題 知っておきたい薬の基
礎知識
講師 杉山哲大さん︵津山中
央病院薬剤部部長︶
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
市立図書館☎ ︲２９１９
モラロジー生涯学習セミナー

とき
月 日㈯午後１時〜
３時 分
ところ 津山中央病院慈風会
記念ホール︵川崎︶
講師 近藤啓子さん︵積善病
院認知症医療センター長︶
健康増進課☎ ︲２０６９

認知症に関する研修会

感謝や思いやりなどの温か
い心を育む学問︵モラロジー︶
について学ぶセミナーです︒
月 日㈭・ 日㈮午
とき
後７時〜９時 分
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター︵大田︶
参加費 １千５百円

開演午後０時 分
第８回 津商モール
ところ 津山文化センター
学内全体をデパートに見立
入場料 ５百円︵小学生以下
は無料︶
て︑高校生などが食品や生活
美作地区高等学校音楽連盟
雑貨を販売するイベントです︒
とき
月 日㈯午前９時
事務局︵津山商業高校内
牧野さん︶☎ ︲２４２１
分〜
ところ 津山商業高校︵山北︶
津山消防音楽隊２０１６
津山商業高校☎ ︲４３３
火災予防ふれあいコンサート
６
﹁見つけよう！津山の魅力﹂
調べる学習コンクール表彰式

子どもたちが津山の魅力を
調べた作品の表彰式です︒
月 日㈯午後２時〜
とき
ところ 市立図書館
市立図書館☎ ︲２９１９

月

美作地区高等学校音楽祭
とき

ところ 津山洋学資料館（西新町）
申し込み 不要

作州津山ふるさと交流物産展

みまさかスローライフ列車
の旅

とき
月 日㈯・ 日㈰
津山駅発午後０時３分↓
智頭駅着午後２時 分︑
智頭駅発午後２時 分↓
津山駅着午後４時 分
内容 各駅の地元特産品の販
売︑郷土芸能︑餅まきなど
■秋のスローライフ写真コン
テスト作品募集
募集期間
月 日㈪〜 日
㈬
※応募方法など︑詳しくはお
問い合わせください
みまさかローカル鉄道観光
実行委員会︵津山市観光協
会内︶☎ ︲３３１０
30

作州津山商工会︵新野東︶
☎ ︲５５３３

︵有料広告︶

︵有料広告︶

ソシオのフリーマーケット

とき
月 日㈰午前 時
分〜午後２時
ところ ソシオ一番街
ソシオ一番街事務局☎ ︲
７６５４

津山マンドリンオーケストラ

とき
月 日㈰午後２時〜
ところ ベルフォーレ津山
料金 高校生以上＝５百円︑
小・中学生＝３百円︑幼児
＝無料
津山マンドリンオーケスト
ラ︵川崎︶☎ ︲２２７１

作州津山宮川朝市
とき
月 日㈰午前８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

とき
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
津山市観光協会北支部☎
︲７ ０１１

加茂の朝市

15

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。

23

27

12

11

共通項目

とき
月 日㈯・ 日㈰午
前 時〜午後３時
ところ 津山市地域交流セン
ター︵アルネ・津山４階︶
内容 勝北・加茂・阿波・久
米や奈義町の特産品販売︑
ステージイベント︑餅投げ

13

49 50 43

10

22
42

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。

28

27

14

22

32

26

11

22

20

27

13

20

11

津山洋学資料館☎23-3324
30
23

20

11

11

11

11

22

11

36

11

32

12

13

31

23
30
30

57

11

20

28

32

30

15 11

11

12

29

27

30

11

24

15

22

︵イベント︶

人権啓発課☎31-0088

20

20

26

15

10

12

12

23

11

11

11

11

さまざまな人権問題について理解を
11
深めるため、行事に参加しませんか。
12
■人権を考える市民のつどい
とき 11月27日㈰午後１時〜３時15分
24
ところ グリーンヒルズ津山リージョ
ンセンター
講演 ＬＧＢＴを理解する〜同性婚・
新しい家族のかたち〜
講師 東小雪さん（元タカラジェンヌ）
※人権メッセージとポスターの表彰式
やアトラクションあり
■人権週間津山市児童生徒ポスター展
11
とき 12月５日㈪〜11日㈰
30 19
ところ 市立図書館前ホール
■人権週間特設なやみごと相談所
とき 12月９日㈮午前10時〜午後３時
ところ さん・さん

11

11

11

10

30

■冬季企画展「山田純造生誕180
周年記念 海田の医家山田家の人
と学問」
華岡流の医学を学び、地域の医療
に尽くした医家山田家の人々を紹介
します。
会期 11月19日㈯〜平成29年２月
19日㈰
主な展示資料 山田家伝来の医療器
具、医学書など約30点
入館料 通常どおり
■津山洋学資料館・上廣歴史文化フ
とう
ォーラム「海外留学の志−波濤を
越えた津田真道の思い−」
津山出身で、幕末にオランダへ留
学した法学者・津田真道についてお
話しします。
とき 11月19日㈯午後２時〜４時
講師 岩下哲典さん
（東洋大学教授）
、
大久保健晴さん（慶應義塾大学准
教授）
、下山純正さん（津山洋学
資料館元館長）
入館料 無料
30 11

津山洋学資料館 イベント
12月４日〜10日は人権週間

11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：３日「成功争ひ ほか」 10日「密教と曼荼羅
世界」 17日「ヤヌシュ・コルチャック−すべてをこ
どものために−」 24日「ぶなの木立/赤髪連盟」
●むかし話を聞く会 とき：５日㈯14：00〜14：30
●「脳を活性化する大人の音読会」
とき：８日㈫14：00〜15：00
●おはなし会 とき：17日㈭11：00〜11：30
●小学生のための「物語をたのしむ会」
とき：19日㈯14：00〜14：40
●ファミリーシアター とき：23日㈷14：30〜
内容：「日本の昔ばなし 浦島太郎ほか」

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：12日㈯10：30〜11：00
●おはなし会 とき：27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：３日㈷・20日㈰10：30〜11：00
●昔ばなしのじかん とき：26日㈯14：00〜14：30

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

●介護の日特別上映会「家で死ぬということ」
とき：13日㈰14：00〜
●いっしょにあそぼ！０・１・２・３てくてく
とき：16日㈬10：30〜11：30
●こくちゃんの紙芝居劇場
とき：12日㈯15：30〜
●チャレンジ！ ふるさとクイズ
とき：26日㈯14：00〜15：00

●育児相談 とき：８日㈫10：30〜11：30
対象：未就園児と保護者または妊産婦
●お話タイム とき：９日㈬・25日㈮13：00〜13：30
●赤ちゃん広場 とき：10日㈭11：00〜12：00
対象：０歳児と保護者 定員：10組 受付：１日㈫
10：00〜
●親子であそぼう とき：21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

ポトフ（４人分）

☎ 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

エネルギー180kcal、
たんぱく質10.8ｇ、脂質7.4ｇ、
カルシウム43㎎、食物繊維3.6ｇ、塩分1.3ｇ

阿波児童館 （阿波）

Vol.

☎ 46-2076

中央児童館・南児童館・加茂児童館
４日㈮、７日㈪、14日㈪、20日㈰、24日㈭、
28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
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
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
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
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
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
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
秀実小学校10:15〜11:00 ⇒ 中正小学校12:50〜13:20
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

検索

１日㈫
２日㈬
４日㈮
７日㈪
９日㈬
10日㈭
11日㈮
15日㈫
16日㈬
17日㈭
21日㈪
30日㈬

Vol.65

毎月19日は食育の日

【材料（４人分）】
鶏もも肉…200ｇ、タマネギ…１個、ニンジン…１本、ジャガイ
モ…１個、キャベツ…１／10玉、ブロッコリー…１／２株、水…
800ml、コンソメスープの素（固形）…２個、塩・こしょう…各
少々
【下準備】
①鶏もも肉は大きめの一口大に切る。②タマネギはくし形に切る。
③ニンジン、ジャガイモは乱切りにする。④キャベツはざく切り
にする。⑤ブロッコリーは小房に分ける。
【作り方】
①鍋に水、コンソメスープの素、鶏肉を入れて火にかけ、沸騰し
たら弱火にして、アクを取る。②タマネギ、ニンジン、ジャガイ
モ、キャベツを入れ、15分程度煮る。③塩、こしょうで味を調え、
ブロッコリーを加えて、柔らかくなるまで煮る。

1 人当たり栄養価

●12月のカレンダー作り とき：13日㈰13：30〜14：30
定員：10人
（先着順） 受付：１日㈫〜
●手型・足型アート とき：21日㈪10：30〜12：00
対象：幼児と保護者
●子育てのワークショップ とき：25日㈮10：30〜11：30
対象：子育て中の人
●リース作り とき：26日㈯10：30〜12：00
対象：子育て中の人 定員：10人
（先着順）
参加費：200円 受付：11日㈮〜

月・水・木・金曜日 午後１時〜５時

検索

気温が下がり空気が乾燥すると、風邪をひきやすくなりま
す。風邪の予防には、たんぱく質を多く含む肉、魚、卵、大
豆製品や、ビタミンA・Cを多く含む野菜をしっかり取るこ
とが大切です。元気に毎日を過ごすために、栄養バランスの
よい食事を心掛け、抵抗力や免疫力を高めましょう。

●赤ちゃんあそぼ！ とき：９日㈬・30日㈬10：30〜
11：30 対象：１歳未満児と保護者 定員：15組
（電話のみ）
（先着順） 受付：２日㈬13：00〜
●いっぱいあそぼ♪ とき：16日㈬10：30〜11：30
対象：未就園児と保護者
●ぺったん！の日(^^)
とき：21日㈪10：30〜12：00、13：00〜14：00
●リース作り とき：25日㈮10：00〜11：30
対象：子育て中の人 定員：10人
（先着順）
（電話のみ）
参加費：200円 受付：５日㈯10：00〜

休館日

休館日

図書館

☎ 22-2099

●わくわくタイム とき：２日㈬〜11日㈮の開館日
15：30〜16：30 内容：野菜のスタンプあそび
●ふれあいデー とき：16日㈬15：30〜16：30
●お飾り作り とき：26日㈯10：00〜12：00
参加費：100円 受付期間：11日㈮〜21日㈪

市立図書館：29日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：４日㈮、７日㈪、
14日㈪、21日㈪、24日㈭、28日㈪、29日㈫

●図書館情報は、市ホームページで

中央児童館

（山北）
午前10時〜午後５時

風邪を予防しましょう

問 健康増進課☎32-2069

一口メモ

使う食材は、鶏肉の代わりにウインナーやベーコンでもおい
しくできます。野菜は大根やかぶ、白菜など、旬の食材を使
って作ってみましょう。
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10代でもドメスティックバイオ
レンス（ＤＶ）があります

エコアクション21
参加事業者を募集します

内閣府が行った「男女間における暴力に関する
調査」
（平成26年度実施）によると、交際相手が
いる10代、20代のうち、10人に１人は相手から
何らかの暴力を受けた経験があるという結果が出
ています。暴力は「殴る・蹴る」だけでなく、常
に相手の意に反して自分の意見に従わせようとし
たり、交際相手の携帯電話をチェックしたりする
ことも「暴力」に当たります。
暴力は、愛ではなくあな
たを支配するための手段で
す。「暴力は認めない！」
という強い意志を持って対
応しましょう。心当たりが
あれば、身近な人や相談窓
口に相談したり、緊急時に
は逃げたり、110番通報し
女性に対する暴力根絶の
てください。
ためのシンボルマーク

エコアクション21とは、中小企業が環境活動
に取り組む際の経営体制や手続きなど、環境省が
定める仕組みのことです。企業や事業所などが、
省エネルギーや廃棄物削減などに取り組んだ時、
認証登録を行います。
環境面だけでなく、経費削減の効果も期待でき
ることから、岡山県内でも約80事業者が登録し
ています。
市では、平成29年１月から４回にわたってエ
コアクション21認証取得に向けた研修会を開催
します。現在、参加事業者を募集しています。募
集内容や研修会の日程など、詳しくは市ホームペ
ージをご覧いただくか、お問い合わせください。

「男女がともにさんさんと 津山男女共同参画センター
輝けるまち つやま」
☎31-2533
をめざして 「さん・さん」

環境問題に積極的
に取り組む事業者
を応援するのじゃ
ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

低炭素都市推進室☎32-2051

あの頃の津山

姫津線全通記念産業振興大博覧会

︵昭和 年︶

写真提供・江見写真館

11

救急医療案内
☎23-9910

と き
22日㈫ 10:00〜12:00

元気な子どもを育てるために

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

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

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
もくよく

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
22

※お詫びと訂正
広報津山 月号９ページ︑特集記事内の表記に誤り
がありました︒お詫びして訂正します︒
︵誤︶津山総合体育館弓道場↓︵正︶津山市弓道場

写 真 は︑ 姫 津 線︵ 現 在 のＪ Ｒ 姫 新 線 の 姫 路 〜 津 山
間︶の全通を記念して︑鶴山公園を主会場に昭和 年
に開催された産業振興大博覧会の様子を写したもので
す︒写真右奥に鶴山館の瓦屋根が見えることや︑当時
の催しの配置図から︑この場所は津山城の三の丸で︑
二の丸に上がる表中門の辺りから鶴山館方向に向けて
撮られたものと思われます︒
この博覧会では︑産業や機械に関する展示館などの
ほか︑興行を行う館が造られていました︒写真の左奥
に見える建物は﹁海女実演館﹂で︑海女が真珠を採取
する様子の実演をしていました︒
﹃津山市主催姫津線
全通記念産業振興大博覧会誌﹄によると︑
﹁怒涛を乗
りきり︑神秘の海底深く︑真珠採取を取行ふ娘子が︑
人魚の如き鮮かな実演を水中に繰り拡げる様は見事な
ものであり﹂と記載されていて︑好評を博していたこ
とが伺えます︒
写真を見ると︑お酒の広告塔なども作られていて︑
会場内を歩く多くの人で賑わっていることが分かりま
す︒今から 年も前にも現在と同様に︑鶴山公園でさ
まざまな催しが行われてい
た様子を伺い知ることがで
きる貴重な一枚です︒

現在の津山城（鶴山公園）三の丸でのイベント

10

11

当時の会場配置図

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
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）
Ⓒあば温泉無料入浴券（5枚）
Ⓓ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（5枚）

締め切り

平成28年11月20日㈰当日消印有効

９月号の正解 市史（応募49人、正解49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。

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

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

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28年４月生まれ）
持ってくるもの 親子健康手帳、おむつ、ミルクなど

妊婦歯科検診
と き
20日㈰ 9:00〜12:00

20

24

と こ ろ
津山歯科医療センター

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

相

談

相 談 名
と き
育児相談・健康相談 毎週月曜日 10：00〜11：30
２日㈬、９日㈬、16日㈬、19日㈯、30日
女性の悩みごと相談
㈬ 10：00〜16：00
女性と子どもの法律
７日㈪、21日㈪ 13：30〜16：40
相談
（無料・予約要）
毎週火・木曜日 13：30〜16：30、18日㈮
鶴山塾教育相談
13：30〜15：30、24日㈭ 10：00〜12：00

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」

福祉総合相談会

９日㈬ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

人権・行政相談

10日㈭ 10：00〜15：00

加茂町公民館

人権相談

16日㈬ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

16日㈬ 10：00〜15：00

加茂町公民館

18日㈮ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

17日㈭ 9：00〜12：00

勝北老人憩いの家

21日㈪ 10：00〜15：00

久米支所

24日㈭ 9：00〜16：00

市役所１階市民ロビー

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」

行政相談

10

11

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

人権・行政・民生
合同相談
住宅無料相談

鶴山塾☎22-2523
津山市社会福祉協議会
☎23-5135
加茂支所市民生活課
☎32-7032
人権啓発課☎31-0088
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
建築住宅課☎32-2099

※14ページのお知らせにも掲載があります
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▲ペンネーム

ハイジ

▶松永 知佳︵小学４年生︶

応
募
方
法

応募方法

津山すこやか・こどもセンター

高齢者歯科検診

▶山県 冨美子︵阿波︶

※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

今月号の巻頭記事
津山の○を満喫しよう！
○に入る漢字１文字は？

と こ ろ
市役所１階市民ロビー
※400ml 献血のみの受付

▶工藤 圭志︵上河原︶

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

秘
書
広
報
室
行

問

※変更
広報津山 月号 ページに掲載のソシオのフリーマーケット・にぎわい
市の開催日が 月 日㈰に変更になりました︒今月号の ページにイベ
ントとして改めて掲載しています︒

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

ところ

対象 未就学児と保護者
申込先 健康増進課☎32-2069

「愛の献血」にご協力を
と き
25日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

内 容
と き
時 間
乳 児 健 診 ８日㈫、９日㈬
１歳６カ月健診 １日㈫、２日㈬、４日㈮ 13:00〜13:30
３ 歳 児 健 診 15日㈫、16日㈬

と き
６日㈰ 9:00〜12:00

妊婦ぽんぽこ学級
と
①11月11日㈮
②11月25日㈮
③12月11日㈰

検索

康

離乳食教室

内容 調理実習、試食、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、親子健康手帳など
申込先 健康増進課☎32-2069

80

津山市医師会

土・日・祝18：00〜翌８：00、平日19：00〜翌８：00

健

11月

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

sparkling tsuyama people

月号

11

2016

߈ࠄߊ
ޓᵤጊੱ

（平成28年）

No.744

津山市地域おこし協力隊

〒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）

中河 俊昭

さん（大田）

今年４月から津山市地域おこし協力隊と
して、大阪府から津山市に移り住む。NPO
法人エコネットワーク津山など、環境問題
に取り組む市民団体や地域団体、事業者な
どと協働し、再生可能エネルギーの活用や
環境施策の推進・充実に取り組んでいる。
津山市地域おこし協力隊になろうと思ったきっかけは？
津山市が募集していた活動内容の「エネルギーと環境分野か
らの地域活性化」に魅かれたことがきっかけです。
わたしは鳥取県出身で、大阪で建築士として働いていました。
近年、住宅の新築を希望する人から、省エネルギーや再生可能
エネルギーの活用に関する要望が多く、学びを深めるうちに、
自分自身が、エネルギーや環境の分野で何かできることがある
のではないかと考えるようになりました。そして、出身地の近
くに帰って働こうと考えた時、津山市が協力隊を募集している
ことを知り、その内容がまさに自分がやりたかったことでした。
ひ

☎ 0868−32−2029
0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.okayama.jp
FAX

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

水の学校で水生生物の生態を教える中河さん

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

森の学校
とき 11月27日㈰午前９時〜
ところ 衆楽公園駐車場集合→久米山
（神代）
内容 野鳥や動植物の観察、炭焼き体験
など
対象 市内の小学生と保護者
申込方法 低炭素都市推進室へ電話また
は直接申し込む
低炭素都市推進室（市役所１階）
☎32-2051

今後の目標は？
建築士として持ち合わせている住宅に関する知識と、現在学
んでいることを組み合わせ、環境意識を普及していきたいです。
先日、各家庭の光熱量や二酸化炭素排出量について、それぞ
れの生活様式に合わせて適切な指導や提案を行う「うちエコ診
断士」という環境省認定の公的資格を取得しました。身近なと
ころから環境意識を高め、環境分野で地域を盛り上げたいと思
っています。

今年４月に開館した津山まなび

の鉄道館︒９月末で早くも来館者

数５万人を達成しました︒ゴール

１千人ものお客様が訪れ︑その多

デンウィークには多い日で１日に

くが県外からのよう︒県外から来

てくださる方々に︑良い気分で津

山を楽しんでいただき︑思い出を

持ち帰ってもらいたいですね︒︵Ｗ︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
取材に行った衆楽園の観月会と

いうイベントで︑俳句会がありま

した︒俳句の講評を聴き︑短い言

葉で︑さまざまな表現をする俳句

の奥深さを改めて感じました︒そ

こで︑娘の運動会で一句﹁運動会︑

駆けるわが子に︑笑みこぼれ﹂当

日は︑写真撮影に力が入りました︒

もっと肉眼で見たかった〜︒︵雨︶

た

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
台風や秋雨の影響で田んぼに水

ことができませんでした︒土があ

が溜まり︑なかなか稲刈りをする

まり乾いていませんでしたが︑こ

の日を逃すと︑しばらく雨が降る

予報だったので︑あまり休憩をせ

ず︑なんとか稲刈りを終わらせる

ことができました︒苦労して収穫
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した米は︑格別な味がします︒︵♨︶

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

実りの秋を実感！
稲刈り体験学習
９月 日︵弥生小学校︶

今月の表紙

地域おこし協力隊の活動について教えてください
市民団体であるエコネットワーク津山の環境学習などの活動
支援や低炭素都市推進室の再生可能エネルギー活用などの業務
に携わっています。これまで親子エコフェスタや水の学校など
の環境学習を実施しました。皆さんと一緒に学び、楽しみも味
わっています。
現在、11月に開催予定の自然体験学習・森の学校の準備を進
めています。たくさんの人に気軽に参加していただき、津山の
自然環境の豊かさを学んでもらえると嬉しいですね。

