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㈪
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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
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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
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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
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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！
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至津山市街
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※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

City Information

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

