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５月９日㈫ 新田地内圃場

第10回津山国際総合音楽祭

❷

夏のイベント・プール情報など
市からのお知らせ（徘徊ＳＯＳメール ほか）
まちかど写真館・おめでとう赤ちゃん（平成28年７月生まれ）
けいじばん
津山の歴史 あ･ら･か･る･と
注目！今月の津山人（山田邦明さん）

❽
･

全プ

4
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10月21日(土)

午後３時開演
(午後２時30分開場)
ところ 津山文化センター
(山下）

特集

第10 回 津山国際総合音楽祭

ログ

The 10th Tsuyama International All-Round Music Festival 2017

ラム

マーラー交響曲
第 4 番演奏会

平成 29 年10月21日㈯～11月26日㈰
を

プレ期間 平成29年９月３日(日)～10月20日(金)

紹

介
し
ま

下野竜也さんの指揮による京都市交響楽団とソプラノ独
唱に今久保宏美さんを迎え、テーマ作曲家グスタフ・マー
ラーの「交響曲第４番」をお届けします。

料金

一般＝5,000円、高校生以下＝無料（整理券要)

曲目

交響詩「死と変容」op.24（R.シュトラウス)、交響曲第４番ト長調（G.マーラー）

す

Ⓒ伊藤菜々子

プログラムパンフレット

インタビュー

津山でタクトを振る意気込み

津山での音楽祭＝マーラーというイメージが、
私の中にずっとありました。音楽祭の音楽監督
である船山隆先生からこの話の依頼があった時、
うれしさと同時に、わたしが思うマーラーの聖
地である津山で演奏することに緊張を覚えまし
た。こうして伝統ある音楽祭で指揮ができるこ
とに感謝しています。

マーラー「交響曲第４番」の魅力は

2017.7

マーラーはやはり偉大な音楽家だと思います。
大指揮者にして、作曲家。現在で言えば誰に当
たるでしょうか。きっと誰も太刀打ちできない
ほどの音楽家だったと思います。ある種、大変
アクの強い音楽を書いている印象の作曲家です
が、この第４番は、温かさとユーモアに満ち溢
れた歌の交響曲です。事前に、歌詞の意味など
を知っておくと、より親しみを持って聴いてい
ただけると思います。

3

津山の人へメッセージ

下野竜也さん（指揮者）

わたしは、津山での演奏は初めてです。津山
の皆さんとお会いできることをとても楽しみに
しています。ぜひ、壮麗な響きのオーケストラ
サウンドを全身で浴びてください。

ⒸNaoya Yamaguchi

今年は、第10回津山国際総合音楽祭が開催されます。
この音楽祭は、｢未来に架ける人の輪・音の輪」を
テーマとして、津山にゆかりのある人や市民などが、
コンサートやリサイタルなど、多彩な催しで音楽を奏
でます。皆さん、ぜひご参加ください。
問津山国際総合音楽祭委員会事務局（津山文化センタ
ー内：山下）☎24-7744

テーマ作曲家：グスタフ・マーラーとは
グスタフ・マーラー（1860～1911年）は、19世紀から20世紀
にかけて、東洋と西洋、芸術音楽と民族音楽、高尚な音楽と通俗的
な音楽、声と楽器、声楽曲と器楽曲、19世紀音楽と20世紀音楽、
生と死など、さまざまな要素を組み合わせて新しい音楽的宇宙を創
造した音楽家として知られています。
音楽祭のメーンテーマ「未来に架ける人の輪・音の輪」は、音楽
を通して人づくりを目指すという意味で設けられました。音楽を通
じた人と人、プロとアマチュア、クラシックとポピュラー、そして
地域と地域、地方と中央、日本と世界の交流を培うことへの希望を
象徴するものです。万能な作曲家であるマーラーは、未来に向けて
さまざまな要素を含みながら音楽都市として飛躍を目指す津山にふ
さわしい作曲家です。

グスタフ・マーラー
2017.7
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ⒸSHIN YAMAGISHI

特集

第10 回 津山国際総合音楽祭

第35回記念 津山第九演奏会

11月12日(日)

伊藤多喜雄コンサート
～この秋津山が熱い～

TBS系テレビドラマ「３年Ｂ組金八先生」の
挿入歌「TAKiOソーラン節」で注目され、｢民
謡界」の枠に捉われず多方面で活躍する民謡歌
手・伊藤多喜雄さんのコンサートです。
ところ 津山文化センター
料金 一般＝3,000円、大学生以下＝1,000円
出演 伊藤多喜雄さん、TAKiO＆TAKiO BAND、
宮坂流津山銭太鼓保存会希星会

伊藤多喜雄さん

11

～ 11

9(木）

13(月）

11 8

（水）

～マーラーの音楽が彩る映画

時間 午後２時上映、午後１時30分開場
ところ 市立図書館（アルネ・津山４階)
料金 無料
※詳しくはお問い合わせください

11 19

（日）

つやま若い芽のコンサート
津山にゆかりのある若手音楽
家たちによるコンサートです。

時間 午後１時30分開場、午後２時開演
ところ ベルフォーレ津山
料金 一般＝1,500円、大学生以下＝500円
出演 佐々木一真さん、河内久美子さん、
神尾彩佳さん、竹内彩佳さん、山岡由佳
さん、安藤毬衣さん、土居綾子さん、神
田遥さん、日笠比咲子さん、髙階ちひろ
さん、井澤廉さん、廣幡敦子さん、只友
佑季さん
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三枝成彰さん

（金）

宮坂流津山銭太鼓保存会希星会と共演

映画「機動戦士ガンダム 逆
襲のシャア」やNHK大河ドラマ
｢太平記」のテーマ曲を手掛け
たことで知られる音楽界の巨匠･
三枝成彰さんが映画音楽の謎を
紐解きます。

日本伝統芸能の集い～新内・箏・尺八

そして染色 文化庁文化交流使の仲間～

鶴賀若狭掾さん

津山藩医・箕作阮甫の末裔である
藤岡幸夫さんが指揮します。

10月29日(日)
午後２時開演
(午後１時30分開場)

藤岡幸夫さん（指揮者）

時間 午後２時30分開場、午後３時開演
ところ 津山国際ホテル（山下）
料金 一般＝1,000円、高校生以下＝無料(整理券要)
講師 三枝成彰さん（作曲家）
※飲み物１杯無料

11 17

まつ えい

午後０時30分開演
(正午開場)

津山マーラー映画祭 記念講演会
映画に隠された音楽の謎とは？

津山マーラー映画祭

マーラー音楽に彩られた大ヒット人気
映画を上映します。

みつくりげん ぽ

人間国宝・鶴賀若狭掾さんによ
る演奏会と、箏曲奏者・山路みほ
さんとロシア人尺八奏者であるイ
オ・パヴェルさんによる演奏会で
す。染色展示も開催します。

時間 午後１時開場（染色展示)、午後３時開演
ところ 衆楽園迎賓館
料金 一般＝2,000円、大学生以下＝1,000円
出演 鶴賀若狭掾さん、鶴賀伊勢吉さん、鶴賀伊勢
幸さん、山路みほさん、イオ・パヴェルさん、藤
間藤由哉さん(舞踊家)、時友尚子さん(染色家）

津山はわたしの大切なまちで
す。恩師の渡邉暁雄先生が音楽
祭の第１回目に出演され、津山
が誇る江戸時代の洋学者、箕作
阮甫はわたしの祖先にあたりま
す。津山に思いを馳せながら、
皆さんと「第九」を演奏します。

11 2

（木）

ところ 津山文化センター
料金 一般＝2,000円、大学生以下＝1,000円
曲名 歌劇「フィデリオ」序曲、交響曲第９番ニ短調作品125
「合唱付」(L.V.ベートーヴェン）
出演 指揮＝藤岡幸夫さん、ソリスト＝坂口裕子さん(ソプラノ)、
西原綾子さん(アルト)、谷浩一郎さん(テノール)、落合庸平さん
(バス)、管弦楽＝津山交響楽団、合唱＝津山第九合唱団(公募)

小林真理メゾソプラノリサイタル

～マーラーの「子供と魔法の不思議な角笛」と民謡～

小林真理さん

フランスで活躍する小林真
理さんが棚田文紀さんのピア
ノにのせて、マーラー歌曲や
世界の 民謡をア レンジした
20世紀の作曲家たちの声楽
作品をお届けします。

時間 午後６時開場、午後６時30分開演
ところ ベルフォーレ津山（アルネ・津山７階）
料金 一般＝2,000円、大学生以下＝1,000円
出演 小林真理さん(メゾソプラノ)、棚田文紀さん
(ピアノ）

11 5

（日）

いと うた

絲詩の世界 2017

～箏・三弦・尺八・乙女文楽 人形舞～
箏・三弦・尺八と乙女文楽の人形舞
がつくりだす世界をお楽しみください。
※乙女文楽とは、昭和初期に大阪で始
まった、少女たちによる１人遣い人
形芝居の総称です

時間 午後１時30分開場、午後２時開演
ところ ベルフォーレ津山
料金 一般＝2,000円、大学生以下＝1,000円
出演 箏・十七弦＝浜野秀江さん、三弦・唄＝馬場
尋子さん、尺八＝米村鈴笙さん、乙女文楽＝桐竹
繭紗也さん、箏群＝津山邦楽合奏団

11 1

（水）

筑前琵琶で語る平家物語
～美しくも哀れな女人たち～

八百年の時を越え、
平家物語に描かれる美
しくも哀れな女性たち
の姿が、筑前琵琶の繊
細で力強い音色と語り
で色鮮やかによみがえ
ります。

時間 午後２時開場、午後２時30分開演
ところ 衆楽園迎賓館（山北）
料金 2,000円
出演 川村旭芳さん

11 3

（金・祝）

サティ
「ヴェクサシオン演奏会」

フランスの作曲家エリック・サテ
ィのピアノ曲「ヴェクサシオン」｡
１分間ほどの曲を840回繰り返す
ことで、世界一長いピアノ曲として
知られるこの曲を、リレー方式で演
奏する市民参加型コンサートです。

時間 午前８時30分開場、午前９時開演
(午前１時終演予定）
ところ 津山文化センター 料金 無料
出演 青柳謙二さん(くらしき作陽大学元
教授)、一般市民(公募)ほか
2017.7
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市民参加型イベント
9 17
9 3
（日）

市民コンサートⅡ

津山ジュニアオーケストラ演奏会

（日）

日本音楽コンサート
時間 正午開場、午後０時30分開演
ところ 津山文化センター
料金 300円
出演 市民邦楽団体

11 4

（土）

ブラスフェスティバル
時間 午後０時30分開場、
午後１時開演(予定)
ところ 津山総合体育館 料金 300円
出演 美作圏域各中学校・高等学校、一般吹
奏楽団、指揮者＝吉田行地さん、ゲスト＝
くらしき作陽大学ウィンド・フィルハーモニー

市民コンサートⅠ

幼児による鼓笛
ミュージックフェスティバル

時間 午後０時30分開場、午後１時開演
ところ 津山総合体育館
内容 園児による鼓笛、踊りなどの披露
料金 無料
出演 作陽保育園、高野保育園、やよい保育
園園児

津山文化センター☎22-7111、ベルフォーレ津山☎31-2525
津山市勝北文化センター☎36-7121、津山市加茂町文化センター☎42-7031 ほか
※都合により、公演内容の一部が変更になる場合があります
※詳しくは、お問い合わせください

第35回記念 津山第九演奏会合唱団員募集

10月29日開催の津山第九演奏会に出演する合唱団
員を募集します。
定員 120人（ソプラノ・アルト・テノール・バス)
締め切り ９月６日㈬
※申込方法など、詳しくはホームページ(http://tsu
yama-ongakusai.jp/)をご覧いただくか、事務局
にお問い合せください

問 津山国際総合音楽祭委員会事務局
〒708-0022 津山市山下68 津山文化センター内
☎24-7744 FAX24-1199 E-mail：ongakusai＠t-arts.or.jp
7
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午後２時開演
(午後１時30分開場)

来てください。

ところ 津山文化センター
料金 500円
出演 石川徹さん(指揮者)、津山ジ
ュニアオーケストラ ほか

写真左から福井智香子さん(美咲町)、
野上愛里さん(美咲町)、髙山このは
さん(綾部)、山平なおさん(東一宮）

（土）

購入場所

音楽祭事務局では、音楽祭を一緒に
運営するボランティアスタッフを募集
しています。あなたも一緒に音楽祭を
運営しませんか。
詳しくは、ホームページをご覧いた
だくか、事務局にお問い合せください。

11月23日(木･祝)

習しています。ぜひ見に

時間 午前９時30分開場、午前10時開演
ところ ベルフォーレ津山
料金 300円
出演 市民洋楽団体

第10 回津山国際総合音楽祭チケット発売中！

募 集 ボランティアスタッフ募集

みんな笑顔で仲良く練

合唱・室内楽コンサート

10 28
市民コンサートⅢ

平成28年４月に結成した津山ジ
ュニアオーケストラによる初のコン
サートです。

11 26

（日）

カルロス菅野さん

10

熱帯ＪＡＺＺ楽団コンサート
けんいん

日本のラテン音楽界を牽引してきたパー
カッショニスト・カルロス菅野さんが、日
本のインストゥルメンタルシーン ( 器楽曲
界 ) を代表するミュージシャンを一堂に集
めた、ラテン・ジャズ・ビッグバンドによ
る演奏をお楽しみください。

熱帯JAZZ楽団

時間 午後５時45分開場、午後６時30分開演
ところ 津山文化センター
料金 一般＝5,000円、大学生以下＝2,000円

月13日(金)「笛の楽園」に遊ぶ
リコーダー

フランドル楽派（15世紀）に始まるリコーダー500年のパノラマ
講師による話とリコー
ダー演奏によるレクチャ
―コンサートです。

時間 午後６時開場、午後６時30分開演
ところ 津山洋学資料館(西新町）
料金 1,000円
講師 船山信子さん（上野学園大学元学長）
出演 ヴァルター・ファンハウヴェさん、田中
せい子さん、ダニエレ・ブラジェッティさん

出演

熱帯ＪＡＺＺ楽団

プレ期間イベント

10月12日(木) ベトナム音楽の夕べ

津山を活動の拠点とする三船ヴ
ァンさんがベトナムの民族楽器・
ダンチャインの音色を奏でます。

時間 午後６時開場、午後６時30分開演
ところ 津山文化センター
料金 一般＝1,000円、中学生以下＝無料(整理券要)
出演 三船ヴァンさん、稲見節子さん(ヴァイオ
リン)、安藤毬衣さん(ピアノ）ほか
2017.7
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今年も夏をおもいっきり 楽しもう!
つやま子ども★未来塾

津山郷土博物館の夏休み教室
講座名
と

き

対
象
定
員
参 加 費
締め切り

行ってみよう！

弥生土器をつくろう

勾玉をつくろう

トンボ玉をつくろう

土器製作＝７月27日㈭午後１ ８月８日㈫
８月９日㈬
時～４時、土器の野焼き＝８ ①午前９時30分～11時30分 ①午前９時30分～11時
月16日㈬午後１時～４時
②午後１時30分～３時30分 ②午後２時～３時30分
小学５・６年生
30人
400円
７月10日㈪

小学生以上
各30人
300円
７月24日㈪

小学５・６年生
各12人
400円
７月24日㈪

※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
問津山郷土博物館☎22-4567

津山洋学資料館の夏休み教室

オランダの伝統技法ヒンデローペンで絵付け体験
親子で作品づくり(小物入れ)
とき ７月29日㈯午後１時30分～４時
対象 小学４～６年生と保護者
定員 10組（応募者多数の場合は抽選）
参加費 親子で１点作成＝2,000円、親子で２点
作成＝3,900円
絵付け体験教室(ミニティッシュボックス)
とき ７月30日㈰午前10時～午後０時30分
定員 20人（先着順） 参加費 2,000円

江戸時代の化学書からの再現実験教室
とき ８月５日㈯午前の部10時～正午
午後の部１時30分～３時30分
ようあん
内容 津山藩医の宇田川榕菴が書いた日
せい み かいそう
本初の化学書『舎密開宗』に掲載され
た実験を再現します
対象 小学４～６年生
定員 40人（応募者多数の場合は抽選)
受講料 無料

共通項目
締め切り

７月14日㈮

内容・とき ①料理教室『｢味噌ぼーる」de朝ご
はん』＝７月29日㈯午前10時～午後１時、②天
神人形のお話しと絵付け体験＝８月20日㈰午
前10時～正午、③本源寺「ドキドキお寺探検
とお抹茶体験｣＝８月26日㈯午前９時～11時、
④津山綜合木材市場「大工さん体験と箸づく
り｣＝９月23日(土･祝)午前10時～正午
対象 ①＝小学４～６年生と保護者
②・③・④＝小学３～６年生と保護者
締め切り ７月14日㈮
※各回ごとに開催場所や参加費が異なります。詳
しくは、お問い合わせください
問生涯学習課☎32-2118

こども体験の国「浴衣を着てみよう」
とき ７月26日㈬午後１時30分～３時30分
ところ 中央公民館（大谷）
内容 着付け教室
対象 小学３年生～高校生 参加費 無料
定員 10人（応募者多数の場合は抽選）
持ってくるもの 浴衣、腰ひもなど
締め切り ７月14日㈮
※小学生は保護者同伴
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
問中央公民館☎24-5111

第40回こども消防写生大会

とき・ところ ７月24日㈪＝衆楽公園土の広場(山
北)、25日㈫＝イーストランド駐車場（川崎)､
26日㈬＝プラント５鏡野店駐車場（鏡野町）
時間 各回午前９時30分～正午
対象 小学生、幼稚園児、保育園児 参加費 無料
持ってくるもの 絵の具、筆などの写生用具（画
用紙は配布します）
※申込不要。雨天時は、７月24日㈪は27日㈭に
順延、25日㈫、26日㈬は中止
問こども消防写生大会事務局（津山圏域消防組合
消防本部内：林田）☎31-1262

キッズまちなかチャレンジ

オープンファクトリー

とき ７月22日㈯午前10時30分～午後０時30分
ところ アルネ・津山東広場、ソシオ一番街ほか
内容 津山工業高校と津山東高校の生徒による、
幼児・小学生向けの工作教室
参加費 無料 申し込み 不要
問津山工業高等学校(山北)☎22-4174
津山東高等学校(林田)☎22-9307

※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
問津山洋学資料館☎23-3324

加茂町スポーツセンタープール

(加茂町中原)☎42-3358

グラスハウス(大田)

期間 通年午前10時～午後 8時（７月15日㈯～17日㈪
と7月20日㈭～8月31日㈭は午前10時～午後9時）
定休日 火曜日（7月20日㈭～8月31日㈭は営業）
施設 屋内外遊泳プール（流水)、リラクゼーションプ
ール、フィットネスプール、幼児プール、90ｍウォー
タースライダー、ジャグジー、サウナ
7月～9月
午後５時以降
料金（税込)
大人（中学生以上)
1,400円
800円
小学生
700円
400円
幼児（４歳以上）
300円
200円
高齢者（65歳以上)
800円
500円
※団体(20人以上)、学生(中学生以上)、障害者割引あり
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に行こう

☎27-7140

ウォーターラリー
プールエリア内に隠されている10個のキ

ーワードを探し当て、答えを考えます。
期間

参加料

７月15日㈯～８月31日㈭

参加賞

無料(入場料要)

正解者には入場料半額券を進呈
（９月から使用可）

期間 ９月30日㈯まで午前10時～正午、午
後１時～５時（６月・９月は午後のみ営業)
定休日 月曜日
施設 屋内25mプール・幼児用プール
料金 一般＝230円、高校生以下＝110円

勝北総合スポーツ公園プール

(西下)☎36-5800

期間 ７月8日㈯～8月31日㈭午前10時～午後5時
(７月10日㈪～14日㈮は休館）
施設 流水プール・小プール・ウォータースライダ
ー・ロックスライダー
料金 340円（０歳児は無料）
※小学３年生以下の子どもは保護者同伴

久米総合運動公園市民プールレインボー

(中北下)☎57-2311

屋内＝通年(火～土曜日＝午前10時～午後８時45分、日曜日・祝日＝午前10時～午後5時45分）
屋外＝７月1日㈯～８月31日㈭午前10時～午後５時
プール使い放題の
定休日 月曜日（７月1日㈯～８月31日㈭は営業）
｢期間限定会員」募集！
施設 屋内＝25ｍ・幼児用プール、
期間 ７月1日㈯～８月31日㈭
屋外＝流水プール・ウォータースライダー
料金 高校生以上＝3,080円
料金 高校生以上610円、中学生以下・65歳以上510円
中学生以下・65歳以上＝2,050円
(９月以降は100円割引き）
期間

2017.7
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問こども課☎32-2065
平成29年７月１日から、小・中学生の外来診療に係る医療費の自己負担額が１割負担から無料（外
来・入院ともに）に変わります。これに伴い、新しい子ども医療費の資格者証を６月下旬に発送します。
７月になっても届かない場合は、こども課までお問い合わせください。
また、医療機関を受診する際は、次のことに心掛け、適正受診にご協力をお願いします。
休日診療や救急医療は適切に利用しましょう
夜間や休日に子どもの急な病気で心配にな
ったら、まずは小児医療電話相談（＃8000ま
たは☎086-801-0018）の利用を
考えましょう。小児科の医師や看
護師から、子どもの症状に応じた
適切な対処の助言が受けられます。

はしご受診（重複受診）はやめましょう
体調が悪い時のはしご受診は、病気を悪化さ
せることがあるのでやめましょう。
また、同じ病気で複数の病院に
かかると、同じ検査や診察を受け
ることになり、医療費のむだ遣い
につながるのでやめましょう。

お薬手帳を持ちましょう
薬の重複処方を防ぎ、飲み合
わせの確認やアレルギー反応を
避けるため、薬の使用を記録で
きるお薬手帳を活用しましょう。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を有効に利
用しましょう
先発医薬品と同じ効能・効果を
持つジェネリック医薬品（後発医
薬品）を有効に利用しましょう。

子育て

ご利用ください 子どものショートステイ・子育て相談窓口
問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
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か い

徘徊SOSメール 捜索協力者の登録を！
問高齢介護課（市役所１階11番窓口）☎32-2070

市では、津山市認知症高齢者等徘徊ＳＯＳメール事業に取り組み、６月１日からメール配信を開始し
ました。これは、徘徊の恐れのある認知症高齢者などが行方不明になった時に、携帯電話やパソコンの
メールを使って、登録協力者や見守り協定事業者などにメールを一斉送信し、行方不明者を地域ぐるみ
で捜索する仕組みです。
認知症の人やその家族が安心して地域で暮らすことができるように、登録をお願いします。

津山市認知症高齢者等徘徊ＳＯＳメール事業の流れ
行方不明
家

族

通報・捜索願を提出することで、ＳＯＳメール
が送信できます

①家族からの捜索願

警

察

②行方不明者の捜索開始・メール配信希望の連絡

高齢介護課

③情報を送信
(ＳＯＳメール）
年齢・性別・日時・場所・服装
などの特徴を配信します

登録協力者・見守り協定事業者など
④受信したメールをもとに捜索に協力

発見！

登録方法

【携帯電話・スマートフォンから】メール送信画面の宛先に「t-tsuyama@sg-m.jp」と入力し、件
名や本文には何も入力せずに、そのまま送信する。折り返し、｢仮登録完了のお知らせ」メー
ルが届くので、本文中に記載されているＵＲＬをクリックし、本登録を行う。
【パソコンから】https://service.sugumail.com/tsuyama/member/にアクセスして登録する。
職場環境

子どものショートステイ
子育て中に病気になってしまったり、家族の看護などで育児ができなくなったりした時、近くに子ど
もを見てくれる人がいなくて困ったことはありませんか。
そのような時には、子どものショートステイ（子育て短期支援事業）をご利用ください。
対象 次のすべてに当てはまる家族
①子ども・保護者とも市内に在住し、津山市に住民票を有する②子どもの年齢が18歳未満
利用できる事例 保護者の病気や出産、看護、事故、冠婚葬祭、出張、学校などの公的行事への参加、
または育児疲れの場合など
利用可能日数 １回につき７日間まで 利用料（日額) ２歳未満＝5,350円、２歳以上＝2,750円
利用施設（児童養護施設) わかば園（二宮)、立正青葉学園（西寺町)、津山二葉園（林田）
申込方法 印鑑を持参の上、こども子育て相談室に直接申し込む
※利用中の医療費や行事などに参加する費用など、別途実費が必要な場合があります
※世帯の市県民税の課税状況により、利用料が軽減される場合があります
子育て相談窓口
子育てに悩んだり困ったりしたときは、お気軽にご相談ください。
とき 毎週月曜～金曜日午前９時30分～午後５時（祝日除く）
ところ こども子育て相談室
相談内容 児童虐待、非行、いじめ、不登校、障害など、子育てに関すること全般
応談者 専門の児童相談員
※できるだけ事前にご予約ください

認知症

医療費

中学校卒業までの医療費の自己負担額が無料になります
～適正受診にご協力ください～

は い

取り組む企業が増えています ワーク・ライフ・バランス
問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

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の向上に積極的に取り組む企業を、平成28年度に募
集したところ、次の企業から応募があり、このたび推進企業として13企業が認定されました。
今回で認定企業総数は、22企業になりました。さらに多くの企業がワーク・ライフ・バランスの推進
に取り組むことで、「住みたいまち、魅力的なまち・津山」にしていきましょう。
■第２回津山市ワーク・ライフ・バランス推進企業認定（平成28年度募集分）
・菅田株式会社
・津山工業高等専門学校
・医療法人東浩会
・有限会社内田縫製
・フォーチュンタカクラ合同会社 ・学校法人美作学園
・社会福祉法人津山福祉会
・株式会社ありき
・株式会社ソフィア
・株式会社津山朝日新聞社
・株式会社ダンケ
・株式会社ゆうゆう
・一般財団法人津山慈風会
※平成29年度の推進企業認定の募集は、11月から開始予定です。詳しくは、お問い合わせください
2017.7
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問〒708-8501津山市山北520保険年金課(市役所１階９番窓口)☎32-2071、または各支所・出張所担当課

外来・入院時の限度額適用および
食事標準負担額減額認定証の更新

国民健康保険高齢受給者証の更新

現在、お持ちの認定証の有効期限は、７月31日㈪で
す。認定証の更新には申請が必要です。
対象 次の認定証を持っていて、更新を希望する人
◯国民健康保険限度額適用認定証（薄緑色の証）
◯国民健康保険標準負担額減額認定証(黄土色の証)
◯国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
(黄土色の証）
申請方法 ８月１日㈫以降に保険年金課
または各支所・出張所担当課で申請する
持ってくるもの 印鑑、国民健康保険証

現在、お持ちの国民健康保険高齢受給者
証の有効期限は、７月31日㈪です。
新しい高齢受給者証は、前年の所得によ
り窓口負担割合（１割～３割）の再判定を
行い７月下旬に送付します。
対象 70歳以上の国民健康保険被保険者
※窓口負担割合は、本人の所得や同じ世帯
にいる国保加入者の所得によって決まり
ます。詳しくは、お送りする通知書をご
覧いただくか、お問い合わせください

※ 有効期限を過ぎた受給者証や認定証は、細かく破り捨てるなど個人の責任で処分するか、保険年
金課または各支所・出張所担当課の窓口に返却してください（郵送可）

金

問津山年金事務所(田町)☎31-2360、保険
年金課(市役所１階７番窓口)☎32-2072

津山年金事務所で予約相談を実施中！
相談内容に合わせて、事前に資料などを準
備し、対応します。基礎年金番号の分かるも
のをご準備のうえ、お気軽にお電話ください。
津山年金事務所（予約電話） 0868-31-2360
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臨時福祉給付金(経済対策
分)の申請はお済みですか
問臨時福祉給付金対策室(市役所２階)
☎32-7004

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請期間は、
平成29年７月11日㈫までです。
この期間内に申請しなかった場合、給付金を受
け取ることができません。まだ申請をしていない
人は、早めに申請を済ませてください。
対象要件など、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。
■申請上の留意点
●臨時福祉給付金（経済対策分）は、平成28年
度の市民税が課税されている人や、平成28年
度の市民税を課税されている人の税法上の扶養
になっている人は対象外です
●申請後、所得などが変更になり、
対象でなくなった場合には返金
していただくことになります
●申請期間を過ぎて支給要件を満
たした場合でも、支給はできま
臨時福祉給付金キャラ
せん
クター カクニンジャ

後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中に発送します
問〒708-8501津山市山北520保険年金課(市役所１階８番窓口)☎32-2073、または各支所・出張所担当課

平成28年中所得に基づき、下記の計算方法によって平成29年度の後期高齢者医療保険料額が決定され
ます。決定通知書に記載されている方法で保険料を納めてください。

■保険料の計算方法（県内市町村均一）
均等割額

49,200円

＋

所得割額

(総所得金額など－33万円)×9.87％

■保険料の納め方
普通徴収 市内の各金融機関、郵便局
(中国５県に限る)、全国のコンビニ
エンスストア、または口座振替で納
めてください
特別徴収 偶数月に支給される年金か
ら天引きされます

＝

１人当たりの保険料（年額)
※最高限度額57万円

■保険料の軽減措置 平成29年度から軽減率が変わります
被扶養者軽減 後期高齢者医療制度の被保険者となる前日
に、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、保険
料の均等割額が７割軽減（変更前：９割軽減）され、所
得割額は掛かりません
所得割額軽減 保険料を決定するもととなる所得金額が58
万円以下の人は、所得割額が２割軽減（変更前：５割軽
減）となります

被保険者証の更新

減額認定証の更新

現在、持たれている被保険者証（クリーム色)
の有効期限は、７月31日㈪です。
新しい被保険者証（緑色）は、前年の所得によ
り窓口負担割合（１割または３割）の再判定を行
い、７月下旬に郵送します。８月以降、病院にか
かる時は、新しい被保険者証を使用してください。
有効期限を過ぎた被保険者証は、細かく破り捨
てるなど、個人の責任で処分するか、保険年金課
または各支所・出張所担当課の窓口に返却してく
ださい（郵送可)。

高額医療

国民年金保険料の免除や若年者納付猶予を受け
た人は、全額を納付した人に比べて、老齢基礎年
金の受給額が少なくなります。
免除や猶予を受けた期間の保険料は、過去10
年以内であれば、後から納付（追納）ができます。
追納することで、免除や納付猶予によって将来減
額される年金額を増やすことができます。
なお、免除・猶予が承認された期間から起算し
て３年度目以降に追納する場合、当時の保険料額
に加算額が上乗せされます。
追納の申し込みや納付書の発行など、詳しくは
津山年金事務所にお問い合わせください。

給付金

年

国民年金保険料の免除や
納付猶予期間がある人へ

保険料

医療費

国民健康保険「限度額適用および食事標準負担額減額
認定証」と「高齢受給者証」の更新

現在、持たれている後期高齢者医療限度額適
用・標準負担額減額認定証（ピンク色）の有効期
限は、７月31日㈪です。
新しい減額認定証は７月下旬に郵送します。
ただし、前年の所得を申告していない人がいる
世帯は、所得の簡易申告書を提出していただく必
要があります。当てはまる人には、６月中に通知
しています。
所得の簡易申告書をまだ提出していない人は提
出してください。

平成29年８月診療分から 70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わります
問国民健康保険加入者＝保険年金課国民健康保険係(市役所１階９番窓口)☎32-2071
後期高齢者医療保険加入者＝保険年金課高齢者医療係(市役所１階８番窓口)☎32-2073

平成29年７月診療分まで（変更前）
現役並み
所得者
一般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

世帯単位
(入院含む)
80,100円＋1％＊1
44,400円
(44,400円)＊2

平成29年８月診療分以降【変更後】

個人単位
(外来のみ)

12,000円 44,400円
8,000円 24,600円
8,000円 15,000円

個人単位
(外来のみ)

➡

世帯単位
(入院含む)
現役並み
80,100円＋1％＊1
57,600円
(44,400円)＊2
所得者
14,000円 ＊3 57,600円
一般
(年間限度額 144,000円) (44,400円)＊2
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

＊１ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた額の１％
＊２ 過去12か月以内に「外来＋入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が
４回以上あった場合、４回目以降の自己負担限度額は44,400円となります
＊３ 毎年８月〜翌年７月が対象期間
2017.7
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参加者
さよなら原発ママパパ美作ネッ
トワーク
田口雄司さん、和泉富美子さん
西田好孝さん、黒瀬正義さん
為貞祐二さん

問秘書広報室☎

問秘書広報室（秘書）☎32-2026

皆さんは「津山市」と聞いて何を連想しますか。津山城の桜やホルモンうどん、洋
学など、人によって、さまざまなものを思い浮かべることでしょう。市では、全国に
津山のイメージを浸透させ、知名度を高めていくため、平成27年11月に津山市のロ
ゴを制作しました。
津山城を中心とした歴史と文化の象徴として「石垣」をモチーフとし、人々の夢や
希望が開花する様子を、淡いピンク色と桜の花びらで表現しました。ハートにも見え
津山市ロゴ
ひ
る桜の花びらは、人々の心を惹き付け、まちの愛らしさや優しさを表しています。
｢暮らし、ほんもの｡」のキャッチコピーは、長い歴史や豊かな自然など、多くの“ほんもの”を身近
に感じながら、充実した暮らしを送ることができる津山のイメージを伝えようとしています。
市では、このロゴへの愛着心を広めるため、ロゴを使用したピンバッジ（25㎜×25
㎜）とクリアホルダー（A４サイズ）を販売中です。ぜひ、お買い
求めください。また、このロゴは、申請していただければ印刷物な
どへの掲載も可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
ピンバッチとクリアホルダーの販売
場所 市役所地下売店（山北)、津山観光センター（山下)
価格 各１個100円
ピンバッチ
クリアホルダー
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問経済政策課☎32-2081

活

用

事

業

平成28年度寄付金額

平成28年度の活用事例(平成27年度の寄付金を活用)

１. ふるさとの父、母サポート事業

6,507,500円

市内循環バス(ごんごバス)運営への補助など

２. ふるさとのこどもサポート事業

31,902,000円

小学校への非常勤講師の配置など

３. 桜あふれる津山城整備事業

9,484,500円

津山城裏鉄門周辺の整備など

４. 誇りある津山洋学発信事業

1,082,500円

津山洋学資料館企画展の開催など

５. ふるさと津山のお宝サポート事業

1,317,000円

指定文化財の周辺整備など

６. 水と緑あふれる環境まちづくり事業
７. その他(使途を指定しない寄付）
合

計

127,055,100円

地域材住宅新築、リフォームの活用助成など
小中学校のパソコン教室の整備など(写真1)

189,693,100円

津山市オリジナル
ご当地プレート交付
問税制課(市役所２階２番窓口)
☎32-2017

市では、７月12日㈬から50㏄以下の
原動機付自転車を対象に、津山工業高等
学校デザイン科の生徒がデザインした
「津山市オリジナルご当地プレート」の
交付を開始します。

扇形機関車庫

12,344,500円

備中櫓と桜

・現行プレートと２種類のオリジナ
ルご当地プレートの中から一つを
選ぶ「選択式」です
・現行プレートと交換する場合、新
しい番号に変わります
・交付は無料(１台につき１回限り)
・プレートの番号指定はできません
※詳しくは、お問い合わせください

公売

まちのイメージづくりに一役買います
～津山市ロゴの紹介～

平成28年度ふるさと津山サポート寄付金(ふるさと納税)

市では、魅力あるまちづくりを進めるため、全国の皆さんから、ふる
さと津山サポート寄付金（ふるさと納税）としてご支援をいただいてい
ます。平成28年度は12,417件、約1億9,000万円のご寄付をいただきま
した。皆さん、ありがとうございました。ふるさと納税をしていただい
た人へのお礼の品など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
寄付金の内訳
写真 1

原付プレート

２
-０２９

くの支援があったからです。
市長 津山市も島根原子力発電所が
１００㎞圏内にあるので、災害時の放
射能被害については他人事ではないと
感じています。被災地の人たちに、津
山の素晴らしい自然の中で保養してい
ただくという皆さんの活動は、とても
素晴らしいですね。
参加者 保養事業に参加した人から感
謝 の 手 紙 を い た だ く こ と も あ り、「 津
山の空気、水、野菜はとてもおいしく、
人は親切です」と喜ばれています。ま
た、放射能被害の不安から、今まで外
で遊んだことが全く無かった５歳の子
どもから「空ってこんなに広いの？ こ
の土は触っていいの？」といった言葉
や、「 子 ど も が 一 日 中 外 遊 び を し て い
る姿を見るのが幸せ」という保護者か
らの声を聞くと、わたしたちにとって
当たり前の「日常」が、福島では奪わ
れているのだと痛感します。
東日本大震災から５年が経ちました
が、この保養事業を望む人がいる限り、
続けていきたいと考えています。わた
したちの活動を多くの人に知ってもら
いたいです。
市長 市としても、広報など、できる
限りのことで協力していきたいと思い
ます。
ョン
モーシ
ロ
プ
シティ ーズ②
シリ
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寄付金

とき ４月24日㈪
テーマ ｢ふくしまっ子津山
でのびのび元気回復 親子
保養プロジェクト」につい
て

市民と市長のふれあいトークを開催しました

参加者 わたしたちは、東日本大震災
の福島第一原発の事故による放射能被
害に不安を抱える人に、少しでも放射
能の不安が少ない所で保養させてあげ
たいという思いから「さよなら原発マ
マパパ美作ネットワーク」を立ち上げ
ました。
平成

年から久米ロッジや阿波地域
で保養事業を
８回行い、延
べ３００人を
受け入れてき
ました。これ
まで活動を続
けることがで
きたのは、市
や大学生、高
校生、ボラン
ティアなど多

24

第29回

市有地の売り払い
問財政課☎32-2122

次の市有財産（旧一宮保育所）の売り払いを行います。
種別
(地目)

地積
(公簿)

土地

1,232.00㎡

宅地

土地

1,584.00㎡

宅地

同上

建物

769.19㎡

同上

建物

17.60㎡

同上

その他
工作物

所在地
東一宮
1226番地
東一宮
1227番地

一式

備考

最低売払価格
(予定)

元園舎（昭
383,000円
和53年築）
元倉庫（昭
和53年築）
遊具・フェ
ンスほか

入札

とき ８月８日㈫午前10時～
申込期間 ７月18日㈫～31日㈪
入札方法 一般競争入札
現地説明会 とき ７月18日㈫午前10時～11時
※建物や工作物などを含めた現状のまま売り払います

対象物件

一宮公民館
天王公園

中山神社

宮川
2017.7
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てらさかすず な

寺坂涼那ちゃん
７月６日生まれ
応募者 寺坂愛子さん

生まれてきてくれてありがとう！
笑顔の素敵な女の子になってね♡

あかつか れ

み

赤塚玲海ちゃん
７月14日生まれ
応募者 赤塚涼佑さん

いつも元気な玲海ちゃん☆生ま
れてきてくれてありがとう♪

ひ ぐちよし き

ただともなつ め

樋口嘉紀ちゃん
只友夏芽ちゃん
７月５日生まれ
７月４日生まれ
応募者 樋口良太郎さん 応募者 只友佳奈さん
笑顔を絶やさず、大き
くなってね！

お姉ちゃん達とスクスク
元気に大きくなってね☆

う ち だ りゅう す け

りゅう も ん え い た

元気いっぱいの龍くん
がみんな大好きだよ♡

のびのび元気に育って
ね！

内田 龍 助ちゃん
７月13日生まれ
応募者 内田彩香さん

おお た

あおい

太田 葵ちゃん
７月３日生まれ
応募者 太田 彩さん

いつも笑顔で元気に
育ってね♪

みやつぐかいせい

龍 門英汰ちゃん
７月12日生まれ
応募者 龍門輝行さん

宮次海成ちゃん
７月10日生まれ
応募者 宮次和久さん

おく

湯浅みのりちゃん
７月19日生まれ
応募者 湯浅友佳さん

これからもその笑顔で
癒してね！

城下町津山の歴史と文化を今に伝える
津山城下町歴史館開館記念式
ふく だ

せ

り

な

福田千莉奈ちゃん
７月２日生まれ
応募者 福田奈穂さん

元気で優しい女の子に
なってね♡

ひら た りく と

平田陸翔ちゃん
７月７日生まれ
応募者 平田由香利さん
元気いっぱい、笑顔いっ
ぱい 大きくなぁれ！

8

対象 平成29年８月に満１歳の誕生
日を迎える赤ちゃん(津山市在住)
締め切り ６月28日㈬正午必着
応募方法 赤ちゃんの「氏名、ふり
がな、生年月日」と、応募者の「氏
名、住所、連絡先、お子様へのひ
たけうち な
つ
き
とこと」を明記し、写真を添えて、
竹内那津紀ちゃん
Ｅメールまたは郵送で送付（Ｅメ
ールの容量は10メガバイト以内)
７月25日生まれ
送付先 kouhou@city.tsuyama.lg.jp
応募者 竹内紀子さん
〒708-8501津山市山北520秘書広
笑顔を絶やさず優しい
報室 ※応募者多数の場合は抽選
問秘書広報室(広報)☎32-2029
子になってね♡

５月17日、津山市文
化連盟が地域の文化・
芸能の分野で活躍する
個人や団体に贈る｢く
すのき賞」が、江見恭
彦さん（山北）に贈呈
されました。
江見恭彦さんは、高
校音楽教諭として合唱
江 見 恭 彦 さん
部を全国大会に導くな
どの傍ら、市民合唱団の振興に寄与し、｢津山
第九をうたう会」の結成をはじめ、津山国際
総合音楽祭の企画・運営を担うなど、津山地
域の音楽界に大きく貢献しました。

2017.7

ゆ あさ

りっちゃんの笑顔に毎日癒されて
ます♪すくすく大きくなってね！

平成28年度くすのき賞

17

りつ き

奥 律樹ちゃん
７月25日生まれ
応募者 奥 洋樹さん

元気で優しい子になっ
てね♡

田町地内に所在する武家屋敷跡地に完成した
津山城下町歴史館が開館し、関係者らが訪れま
した。同館は、県指定重要民俗文化財である津
山だんじり７基を収蔵するほか、江戸時代の武
家屋敷の模型や、大名行列の様子を伝える『拾
万石御加増後初御入国御供立之図』の複製など
を展示し、関係者らは文化振興の新たな拠点と
して期待を寄せているようでした。
住所 津山市田町93-1

なか い

ひ

ま

らなる発展に願いを込めて
さ
民生委員制度創設100周年記念植樹式

工夫を凝らした牛肉料理を満喫
第２回牛うまっ王選手権

民生委員・児童委員の日である5月12日に
合わせ、岡山県が発祥である民生委員制度の
発展を祈念して、津山市民生児童委員連合協
議会が衆楽公園（山北）でヒマラヤスギの植
樹を行いました。

来場者による投票と売上金額や販売食数に
よって優勝者を決める牛うまっ王選手権が津
山城（鶴山公園）で開催され、27団体が出展
する中、｢ねぎまみれの焼きそずりポンズ(居
酒屋上屋)」が２連覇を達成しました。

り

仲井向日葵ちゃん
７月18日生まれ
応募者 仲井照子さん

姉妹仲良く元気に育っ
てね♡

学の模擬授業にワクワク
大
美作大学創立50周年記念市民キャンパス
津山東公民館（川崎）で開催された同イベ
ントに多くの人が訪れ、学生体験をしまし
た。認知症予防体操や調理実習など、普段、
受講できない美作大学の教員の授業を受け、
学びを深めていました。

阿波の自慢がたっぷり
第46回阿波ふるさと祭り
阿波ふるさとふれあい会館（阿波）を主会
場に、阿波ふるさと祭りが開催されました。
各地域の特産品の販売や餅投げ、ニジマス
のつかみ取りなど、来場者らは思い思いに春
の阿波地域の魅力を堪能しているようでした。

全身運動で心と体スッキリ
ノルディックウォーク初心者講習会
ポールを使い、全身の力で歩行運動を行う
ノルディックウォークの講習会がグラスハウ
ス（大田）で行われました。参加した兼田文
恵さん（東一宮）は「膝に負担が少なく、楽
しんで歩けますね」と話してくれました。

2017.7
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お知らせ
わかちあい の 会
大切な人を自死で亡くした
人同士が語り合うことで、悲
しみや苦しみを分かち合い、
支え合うための会です。
とき ７月 日㈮午後１時
分〜３時
ところ 美作保健所（椿高下）
参加費 無料（申込不要）
問美作保健所☎ ‐０１４５

身体障害者巡回更生相談
とき ７月 日㈭午前 時〜
正午
ところ 神南備園（大谷）
相談科目 肢体不自由・聴覚
障害に関すること
持ってくるもの 印鑑、身体
障害者手帳、使用中の補装

具、年金額が分かるもの
申込方法 障害福祉課に電話
または直接申し込む
問障害福祉課（市役所１階
番窓口）☎ ‐２０６７、
︲２１５３

出張乳幼児教育相談
とき 毎月第２火曜日午前９
時〜正午
ところ 市立みどりの丘保育
所（大田）
応談者 通級指導教室教諭
相談例 発達が気になる、対
人関係が苦手など
対象 市内の就学前の乳幼児
と保護者
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問市立みどりの丘保育所☎
‐０３００
そのほかの相談は、 ページ
に掲載しています

問自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所☎ ‐５６３７

高校生の就職を支援します
高校生の地元での就職を支
援する「高校生のためのジョ
ブフェア」を開催します。
とき ７月 日㈫午後１時〜
３時 分
ところ 津山総合体育館
参加企業 ハローワーク津

山・美作管内の事業所約
社（予定）
内容 仕事内容や企業が求め
る人材の説明、適性診断や
就職相談コーナーなど
※予約不要
問津山広域事務組合（津山圏
域雇用労働センター内：山
下）☎ ︲３６３３

県教育委員会では、 月ま
での予定で、市内にある約１
２０カ所の山城や館の跡の調
査を行っています。この調査
は、山林や田畑の中に残る戦
国時代の山城や館の跡を調べ、
この地域の歴史を明らかにす
るためのものです。
県古代吉備文化財センター
職員が、現地の測量や写真撮
影を行います。皆さんのご協
力をお願いします。
問県古代吉備文化財センター
（岡山市）☎０８６︲２９３
︲３２１１
12

合同就職面接会と交通費助成

問健康増進課☎32-2069

戦国時代の山城調査
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■合同就職面接会
とき ７月 日㈮午後１時
分〜４時
ところ 津山総合体育館
対象
歳以下の求職者（平
成 年３月に大学などを卒
業する予定の人を含む）
、
ＩＪＵターン希望者

日曜納税窓口
７月30日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）

津山広域事務組合☎ ︲３
※履歴書は不要
６３３
■交通費助成
対象 県外在住の津山圏域出
津山市民間保育所保育士
身者で平成 年３月卒業予
採用共通一次試験
定の人（就活学生登録要）
試験日 ８月９日㈬
など
ところ 美作大学（北園町）
※助成内容など、詳しくはお
受験資格 保育士資格を有す
問い合わせください
る人または今年度中に取得
問合同就職面接会に関する
見込みの人
こと＝ハロー ワーク津山求
人企画部門☎ ︲２６７５、 締め切り ８月１日㈫午後４
時必着
交通費助成に関すること＝
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市民間保育事業協会事
務局（津山市総合福祉会館
内）☎ ︲７０８０

お問い合わせください

自衛官募集 説 明 会

（お知らせ）

※①と②は併願可。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、

とき ７月１日㈯〜８月 日
㈭午前９時〜午後６時まで
ところ 自衛隊岡山地方協力
本部津山出張所（山下）
説明種目 防衛大学校学生、
防衛医科大学校学生（医学
科・看護学科）
、航空学生、
一般曹候・自衛官候補生
※詳しくは、お問い合わせく
ださい

けいじばん

人事課および各支所・出張所担当課に備え付けの申込書

（有料広告）

（有料広告）
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※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
2017.7

●固定資産税･都市計画税 第２期
●国民健康保険料
第１期
（普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第１期
（普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第２期

■清潔「食中毒菌を付けない」
・調理前、食事前、トイレ
後には手をよく洗う
・まな板、ふきんなどの調
理器具は洗浄消毒する
・台所は整理整頓し、常に
清潔にする
■迅速・冷却「食中毒菌を増やさない」
・調理したものや生鮮食品は、できるだ
け早めに食べる
■加熱「食中毒菌をやっつける」
・加熱して食べる食品は、中心部まで火
を通す

問〒708-8501 津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043

30

申込方法

35

７月３日㈪〜８月１日㈫午後５時15分必着

募集期間

24

税
月 の 納
25

(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

30

40

（納期限：７月31日㈪）

７
食中毒予防の３原則

322人
113人
転出
死亡
439人
57人

試験内容

筆記と面接

ところ

10

27

食中毒が心配な季節です。食中毒になら
ないために、次のことに注意しましょう。

人口 102,355人(前月比＋61)
男 48,927 人 (同＋51)
女 53,428 人 (同＋10）
世帯 44,911 世帯（同＋133）

30

転入
出生

８月19日㈯午前９時〜

（５月１日現在）
26

保健師または看護師の免許を有
保健師・
５人程度 する昭和38年４月２日以降に生
看護師
まれた人

食中毒に気を付けましょう
市役所２階大会議室

試験日時

４ 月中のひとの動き
32

22

30

事務職

28

11

31

高等学校卒業以上の学歴を有す
６人程度 る昭和38年４月２日〜平成11年
４月１日に生まれた人

35

23

事務補助

30

保育士資格と幼稚園教諭免許を
②
教育保育職 10人程度 有する昭和38年４月２日以降に
育児休業
生まれた人
代替任期
臨床心理士
臨床心理士または臨床発達心理
付職員
・臨床発達 ２人程度 士の資格を有する昭和38年４月
心理士
２日以降に生まれた人

14

20

高等学校卒業以上の学歴を有
60人程度 し、パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作ができる人
①
臨時職員

受験資格
人員
職種
区分

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

19

平成29年10月以降に採用する
津山市(臨時•育児休業代替任期付)職員登録試験

任期

委嘱日～平成31年３月31日

上71歳未満で、市内に在住している人

任意の様式に①住所②氏名③生

農業者年金は、農業者がよ
り豊かな老後の生活を過ごす
ことができるよう、国民年金
（老齢基礎年金）に上乗せす
る公的な年金制度です。
対象 次のすべてに当てはま
る人①国民年金第１号被保
険者②年間 日以上農業に
従事している③ 歳以上

農業者年金に
加入しませんか

申込方法 森林課（市役所４
階）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、必要書類を添え
て直接提出する
締め切り
月 日㈫
問森林課☎ ︲２０７８

応募方法

（募集）

【午後の部】１〜９人＝１
人５分以内９００円、 人
以上＝１人５ 分以内８００
円
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問ベルフォーレ津山☎ ︲２
５２５

一日図書館員 体験者募集
■久米図書館（中北下）
とき ７月 日㈭午前 時
分〜午後３時
■勝北図書館（新野東）
とき ８月２日㈬午前 時
分〜午後３時
■加茂町図書館（加茂町塔中）
とき ８月４日㈮午前 時
分〜午後３時
┃┃┃┃ 共通項目 ┃┃┃┃

字〉程度）を添えて、郵送または持参する

７月３日㈪～８月２日㈬（午後

歳未満
保 険 料（ 掛 け 金 ） 月 額 ２ 万
〜６万７千円で、自由に選
択可能
農業者年金の特徴
・ 歳までの保証付きの終身
年金
・税制上の優遇措置あり
・保険料には国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎
‐２１５９

山市食育推進会議委員＝私が考える食育

第２次健康つやま
アンケート調査結果
皆さんの健康づくり活動の
状況を確認するため、平成

年８月〜 月に市内在住で
歳以上の中から２１００人を
無作為に選んで、アンケート
調査を実施しました。
前回（平成 年）調査した
時よりも、朝食の摂取や運動
習慣、睡眠やストレスの状態
について、結果が悪化してい
ることが分かりました。
この調査結果を基に、皆さ
んが健やかで幸せに暮らして
いけるよう取り組んでいきま
す。
なお、アンケート調査の結
果は、市ホームページに掲載
しています。
問健康増進課☎ ‐２０６９

募

集

花いっぱいコンクール
参加団体募集
対象 道路の沿道や公共施設
などを利用し、花壇づくり
に 取 り 組 む 団 体（ 町 内 会、
市民団体、学校、企業など）
締め切り ７月 日㈬
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市環境衛生推進委員会
事務局（環境生活課内：市
役所１階１番窓口）☎ ︲
２０５５

対象 市内の小学５・６年生
huu@city.tsuyama.lg.jp
募集人数 各３人
津山納涼ごんごまつり
応募期間 ７月４日㈫〜 日
おどり講習会 参加者募集
㈮
応募方法 ①住所②氏名③電
とき ７月５日㈬、 日㈬、
話番号④学校名・学年⑤希
日㈬、 日㈬午後７時〜
望の図書館を、電話または、
９時
直接伝え申し込む
ところ 津山総合体育館
※応募者多数の場合は抽選
内 容 「 ご ん ご お ど り 」、「 和
問久米図書館☎ ︲３４４４、
っしょい！津山」の踊りの
勝北図書館☎ ︲８６２２、
講習
加茂町図書館☎ ︲７０３
持ってくるもの 体育館用の
２
上履き
■第 回津山納涼ごんごまつ
津山市成人を祝う会
り 吉井川ごんごおどり
実行委員募集
とき ８月５日㈯午後４時
分〜
ところ ごんご通り
問ごんごおどり分科会事務局
（津山市観光協会内：山下）
☎ ︲３３１０
成人を祝う会の企画や運営
をしてみませんか。
対象 平成９年４月２日〜平
成 年４月１日生まれで成
人を祝う会に出席できる人
募集人数 ８人程度
申込方法 ①氏名②住所③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 ７月 日㈮
※８回程度の会議あり
■津山市成人を祝う会
とき 平成 年１月７日㈰
ところ 津山文化センター
（山下）
問生涯学習課☎ ‐２００９、
︲２１４７、
gakus

戦争に関する資料収集
市では、戦争の記憶を語り
継ぎ、後世に平和の尊さを伝
えるため「戦争に関する資料」
の収集と保管を行っています。
随時、寄贈を受け付けてい
ますので、ご連絡ください。
収 集 品（ 例 ） 軍 服、 兵 士 の
装備品、召集令状、千人針、
防空頭巾、新聞や雑誌など
戦時中の生活に関するもの
問人権啓発課☎ ︲００８８

（有料広告）

（有料広告）
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（お知らせ、募集）

狩猟免許試 験
野生鳥獣を狩猟するには、
免許が必要です。
とき ９月 日㈰午前９時〜
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター（大田）
試験内容 適性・技能・知識
試験
締め切り ８月 日㈪
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問美作県民局森林企画課（山
下）☎ ︲１３８４

狩猟免許取得補助金制度
狩猟免許を初めて取得する
人に免許の取得費用を補助し
ます。

舞踊や弾き語り、手品やカ
ラオケなどの発
表ができる人を
募集します。
とき ８月 日㈰午前の部
（カラオケ）＝午前 時〜、
午後の部（フリージャンル）
＝午後１時 分〜（予定）
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
定員 午前の部＝ 組程度、
午後の部＝ 組程度（先着
順）
申込期間 ７月３日㈪午前
時〜 日㈪午後６時
参加費 【午前の部】１人＝
１３００円（１曲５分以内）、

手作り発表 会 ３
出演者募集

会議への出席１回当たり7,100円 (会

けいじばん

※放送日時は変更になる場合があります

けいじばん
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32

30

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
2017.7

IN 39

22

42

各２人

募集人員

23

31

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

21

12

32

21
28

32

12

問〒708-8501 津山市山北520健康増進課
(津山すこやか・こどもセンター内）
☎32-2069

14

10

26

５時15分必着）

36 57

14

32

30

19

委員＝健康づくりを推進するために、津

30

応募期間

30

各テーマ（津山市健康づくり推進審議会

60

30

とは）による作文（原稿用紙２枚〈800

10

32

議は年数回程度開催）

報酬

平成29年４月１日現在、18歳以

31

務先（学生の場合は学校名）を記載し、

10

問美作保健所保健課(椿高下）☎23-0163

10

80

年月日④性別⑤電話番号⑥職業または勤

31

10

委員」を募集します。

10

相談・検査
受付時間
骨髄ドナー登録、肝 第１木曜日＝午
炎相談、肝炎ウイル 前 ９ 時 〜 1 0 時
ス 検 査 、 エ イ ズ 相 40分、
談・抗体検査、性感 第３木曜日＝午
染症(梅毒・クラミジ 前10時〜11時
ア)相談・検査
30分
※原則匿名。肝炎ウイルス検査の結果によ
り紹介状が必要となる場合は匿名不可
※エイズ抗体検査は、第３木曜日のみ迅速
検査ができます

10

月〜金曜日（12月28日〜１月４日、
祝日を除く）午前８時30分〜午後５時

推進審議会委員」と「津山市食育推進会議

vol.

10

30

20

方向性などを審議する「津山市健康づくり

28

30

25

60

さまざまな意見や提言をいただき、施策の

27

応募資格

エイズホットライン
電話番号 0868-23-9949

市では、健康づくりと食育の推進のため、

10

23

24

下記の相談・検査を実施しています。
ぜひご利用ください。
料金 無料（予約要）

32 10

27

津山市健康づくり推進審議会と
津山市食育推進会議の委員募集
平成29年度 美作保健所相談検査

◇７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

放送時間 毎週土曜日・日曜日
午前７時 30 分 ～、午後０時 30 分 ～、午後６時～

緊急告知防災ラジオで
津山市の情報を配信中

けいじばん

（イベント）

10

25 23

講座・講演会

とき ７月８日㈯午前 時〜
ところ 加茂町文化センター
エスペリア（加茂町塔中）
内容 キーホルダー作り、ア

エスペリアおたのしみ会
「七夕会」

森忠政公と妻・お岩を供養し
たことから始まった万灯会を
行います。
とき ７月１日㈯午後６時〜
８時 分（雨天順延）
ところ 本源寺（小田中）
内容 灯籠約５千基の点灯、
洋楽・和楽の演奏、飲食コ
ーナーなど
参加費 中学生以上＝５百円
（ 灯 籠 な ど の 材 料 と し て ）、
小学生以下＝無料
問美作国万灯会実行委員会
（本源寺内）☎ ︲７３５１

子どもの事故の特徴や原因

かすり

問い合わせください
を知り、活動中の事故の防止
問津山市地域雇用創造協議会
や応急処置の方法（ＡＥＤの
（津山圏域雇用労働センター
操作方法など）を学びます。
内：山下）☎ ︲３６３３
とき ７月６日㈭午後１時
分〜３時
大人のまなびぃ講座
ところ さん・さん（アルネ・
参加者募集
津山５階）
とき ７月 日㈬、８月 日
講師 日本赤十字社岡山県支
㈬、 月 日㈬、 月 日
部指導員
㈬午前 時〜正午
定員
人
ところ 市内各所（現地集合） 参加費 無料
内容 電子記録媒体の製造工
申込方法 電話、ファクスま
場見学、エンディングノー
たは直接申し込む
トの書き方講座、作州 絣
締め切り ７月２日㈰
※託児あり（予約要）
作り体験など
※会員でない人も参加可
定員
人（申し込み多数の
問津山ファミリー・サポート
場合は抽選）
・センター（さん・さん内）
受講料 無料（実費別途要）
☎ ︲８７５３、
申込方法 ①住所②氏名③
︲２
電話番号を、電話、ファク
５３４
ス、Ｅメールまたは直接伝
健康セミナー
え、申し込む
締め切り ７月７日㈮
とき ７月５日㈬午後２時〜
※４回連続の講座です
３時 分
問生涯学習課☎ ‐２１１８、 と こ ろ 市 立 図 書 館 （ ア ル
ネ・津山４階）
︲２１４７、
gakus
huu@city.tsuyama.lg.jp 演題 ヘルスアップ大作戦
〜糖尿病予防は、血糖値ち
ょい高めから〜
講師 市健康増進課・保険年
金課職員
ファミ・サポ子育て講習会
定員
人（先着順）
「乳幼児安全法」
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
20 19

（募集、講座・講演会、イベント）

ものづくりリーダー人材
育成研修 参加者募集
職場の無駄の排除や改善活
動ができる自立型リーダーを
育成する研修です。
とき ７月 日㈮・ 日㈯・
８月４日㈮・ 日㈮、９月
日㈭、 月 日㈫、 月
日㈪、 月 日㈪、平成
年１月 日㈭、２月９日
㈮・ 日㈭午前９時〜５時
ところ 市役所東庁舎や各企
業
対象 市内企業の中核的な人
や管理者で、すべての日程
を受講可能な人
定員
人
締め切り ７月 日㈮午後５
時必着
※申込方法など、詳しくはお

夏季企画展「和時計‐
西洋の技、日本の心」

回美作国万灯会

まんとう え

西洋の技術に改良を加え、
日本独自のものへと発展させ
た和時計。洋学とともに日本
の近代化を支えた機械技術の
源を紹介します。
とき ７月１日㈯〜９月 日
㈰
ところ 津山洋学資料館（西
新町）
展示資料 和時計、改暦弁附
時計見様訳、輸入時計、明
治期国産時計など
休館日 月曜日・祝日の翌日
問津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

第
４百年前に初代津山藩主・

けいじばん

ニメ「七夕さま」など３話
の上映会
定員
人（先着順）
参加費 一人５百円（材料費
含む）
締め切り ７月６日㈭午後５
時
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問加茂町文化センター☎ ︲
７０３１

道の駅「久米の里」
夏の大感謝祭
とき ７月 日㈯・ 日㈰午
前９時 分〜午後３時
ところ 道の駅「久米の里」
（宮尾）
内容 めだかの
販売、ガラガ
ラ抽選会など
※７月１日㈯〜 日㈰は買い
上げ金額に応じて、ガラガ
ラ抽選会の補助券を進呈
問道の駅「久米の里」☎ ︲
７２３４

第

回納涼お滝まつり
とき ７月 日㈰午前 時〜
午後２時
ところ 黒木第３キャンプ場
（加茂町黒木）
内容 そうめん流し、テント
村、買い物をした先着 人

締め切り ７月４日㈫
※ノルディックウォーキング
の体験を行います。動きや
すい服装でタオルをご持参
ください
問市立図書館☎ ︲２９１９

イベント
８月 日は野菜の日
パネル展示
とき ７月 日㈯〜８月 日
㈭午前 時〜午後７時
ところ 市立図書館
内容 野菜の働き（生活習慣
病予防など）
や食べ方の工
夫などのパネ
ル展示
※７月 日㈯午後１時〜３時
には、クイズなどの体験学
習あり
問健康増進課☎ ︲２０６９

とき ７月 日㈰午前８時
分〜正午
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
問勝北マルシェ「ほほえみ彩
菜」☎ ︲１１２３

ほほえみ夏まつり

勝北マルシェ「ほほえみ彩菜」

10

とき ７月 日㈰開場午後１
時 分、開演午後２時
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
料金（前売券） 一般＝３００
０円、高校生以下＝１５０
０円、親子券＝４０００円、
（当日券は各５００円増）、
未就学児＝無料
問ベルフォーレ津山☎ ︲
２５２５

オペラ ヘンゼルと
グレーテル全３幕

にくじ引き（小学生以下対
象）など
問津山市観光協会北支部☎
︲７０１１

30

42

24

32

作州津山宮川朝市
とき ７月９日㈰午前７時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
問みらい産業課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき ７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
問津山市観光協会北支部☎
︲７０１１

（有料広告）

（有料広告）

22
2017.7
2017.7

23

24

32

32

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
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30
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30

32
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70

31
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31

42
57

29

30
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18 12 10

30

31

30

40

30

11

24

時間 ７月16日㈰午後３時キックオフ
ところ 津山陸上競技場（志戸部）
入場料 一般＝700円（前売券）
一般＝1,000円（当日券）
中・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

80

26

22

23

FC吉備国際大学Charme
vs
セレッソ大阪堺レディース

10

問シャルム事務局(高梁市)
☎0866-22-9403

18 17 25

14

シャルム

22

22

12

78
２部
第 ７節

30

30 20 21

プレナスなでしこリーグカップ

市立図書館（アルネ・津山４階）午前10時～午後７時 ☎24-2919
加茂町図書館（加茂町塔中）午前10時～午後６時 ☎42-7032
勝北図書館（新野東）午前10時～午後６時 ☎36-8622
久米図書館（中北下）午前10時～午後６時 ☎57-3444

図書館活用講座

７月の
休館日

図書館で脳力アップ！
図書館では、健康で生き生きとした生活を送
る手助けをしています。
脳を活性化する大人の音読会
とき：７月11日㈫午後２時～３時
内容：季節にちなんだ物語や詩の朗読など
※奇数月の第２火曜日に開催します
回想法キットの貸し出し
回想法とは、思い出を語り合うことで脳の活
性化や気持ちの安定を図る方
法です。懐かしい物や本、写
真などを回想法キットとして
貸し出しています。思い出語
りをしてみてはいかがですか。

市立図書館：25日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：３日㈪、10日㈪、
17日㈷、24日㈪、25日㈫、31日㈪

●図書館情報は、
市ホームページで 図書館

問健康増進課(津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069

オススメの腹筋運動①

七夕お話の会 とき：７月７日㈮午後１時～１時
30分 内容：七夕にちなんだ昔話、短冊に願い
ごとを書いて、笹に飾り付ける
南(ワイワイ)児童館
絵本タイム とき：７月６日㈭午後１時15分～１
時45分 内容：絵本や紙芝居の読み聞かせ、折
り紙遊び
加茂(ぐりむ)児童館
あそぼっと水あそび とき：７月21日㈮午前10時
30分～11時30分 内容：テラスで水遊び
対象：未就園児と保護者
阿波児童館
たなばたの集い とき：７月８日㈯午前10時30分
～11時30分 内容：地域の人と一緒に、七夕に
ちなんだ昔話を聞き、短冊などの笹飾りをする

25

2017.7

②しっかり息を吐きながら、
③５秒間おへそをのぞきこむ

少ない

消費カロリー

多い

大きな筋肉の代表である「腹筋」の
トレーニング効果を紹介します。体を
支えるために重要な腹筋を鍛えること
で、次の利点があります。
●ポッコリお腹の解消

検索

●腰痛予防・改善
●内臓の働きの活発化
など

10回を１セットとし、
１日３セット取り組みましょう

中央児童館(山北）午前10時～午後５時 ☎22-2099
南(ワイワイ)児童館(横山）午前10時～午後５時 ☎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
阿波児童館(阿波）月・水・木・金曜日 午後１時～５時 ☎46-2076

今月の一押しイベント 阿波児童館
かも☆あばウキウキＤＡＹ

中央児童館

７月の
休館日

摂取カロリー

筋肉トレーニングを行うと、基礎代謝が上昇し、痩せやすい体になる
といわれています。ダイエットに取り組む時は、無理な食事制限や過度
な運動を行うのではなく、普段の生活の中で体を動かしてエネルギーを
多く消費できるよう、家
事や仕事にプラスして体
①おへそをひっこめて腰を床に
を動かしてみませんか。
押し付ける意識で、

●便通の改善

7月

Let’
s
Exerc se
痩せる

親子で本の装備体験!!
とき：７月29日㈯午前10時30分～正午
ところ：市立図書館
対象：市内小学４～６年生と保護者
内容：本の装備、本についての話など
申込方法：電話または直接申し込む
親子で図書館体験!!
とき：７月30日㈰午前10時30分～正
午
ところ：市立図書館
対象：市内小学生と保護者
内容：図書館の見学、図書館の活用の話など
申込方法：電話または直接申し込む

あなたのお腹もスッキリ！
「腹筋運動」のススメ①

けいじばん

けいじばん

7月

緑に囲まれ、涼
しい気候の阿波で、
思いっきり遊びま
せんか。皆さん、
ぜひご参加くださ
い。
とき：７月24日㈪
午前10時30分～正午
ところ：阿波児童館
内容：阿波の木を使った木工クラフトの作成、
手型足型アート作品作り、しゃぼん玉、的当
てなど
対象：０歳児～小学校低学年
参加費：無料
申し込み：不要

中央児童館・南児童館・加茂児童館
３日㈪、10日㈪、16日㈰、18日㈫、24日㈪、
31日㈪

●児童館情報は、
市ホームページで 児童館

検索

青少年は地域社会から育む

ク ー ル

～７月は青少年健全育成強調月間～

７月は日が長くなり、また、夏休みに入ること
などから、青少年の非行が起こりやすい時期です。
青少年の健全育成と非行防止に向けて、家庭や
地域で取り組みましょう。
青少年の規範意識を確立するため
●家庭や地域であいさつや対話を心掛けましょう
●大人が青少年の手本となるよう努めましょう
●青少年がさまざまな人と交流し、社会活動に参
加できる機会を提供しましょう
はいかい
●深夜に徘徊をする青少年を見掛けたら、温かい
声掛けで帰宅を促しましょう。状況によっては
警察に通報して、地域全体で青少年を犯罪被害
から守りましょう
家族のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと、
ご相談ください

チ ョ イ ス

“ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ”に
取り組みましょう
ク

ー

ル

チ

ョ

イ

ス

COOL CHOICEとは、温室効果ガスの排出量
を削減するため、クールビズやエコドライブな
ど、地球環境に優しい「賢い選択」を促す国民
運動のことです。
｢低炭素都市津山」の実現を目指す津山市でも、
平成28年８月に「津山市COOL CHOICE宣言｣
を行い、この国民運動に賛同しています。
皆さんも、ぜひ一緒に取り組みましょう。
■COOL CHOICE宣言重点５項目
・COOL CHOICEを実践する人材を育成します
・クールビズ、ウォームビズを推進します
・省エネルギー機器への買い替えを推進します
・交通の低炭素化を図ります
・津山版カーボンオフセット商品の普及を図り
ます
問低炭素都市推進室☎32-2051
2017.7

24

はいいり

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

締め切り

平成29年７月20日㈭当日消印有効

100（応募 52人、正解 52人）
５月号の正解
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。

２日㈰ 9：00～12：00
対 象
申込先

内 容
乳 児 健 診
１歳６カ月健診
３ 歳 児 健 診

と こ ろ

津山歯科医療センター（沼）

65歳以上の人（予約要）
津山歯科医療センター☎22-4021

ところ

たんぽぽ運動
とき
27日㈭

①10:00〜
⑤13:00〜

時 間
②10:30〜 ③11:00〜
⑥13:30〜 ⑦14:00〜

21日㈮ 13：30～15：00

名

６月から特定健診・がん検診が始まっていま
す。定期的に健(検)診を受け、自分の健康状態
を確かめるため、ぜひ、受診してください。
日程など、詳しくは広報津山６月号に折り込
みの「平成29年度の健(検)診等のお知らせ｣
をご覧ください。

と こ ろ

市役所１階市民ロビー
※400ml 献血のみの受付

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)
弁護士法律相談
(無料・予約要)
福祉総合相談会
巡回行政相談
人権相談
行政相談
人権・行政・民生
合同相談
住宅無料相談

と
き
３日㈪・10日㈪・24日㈪ 10 ： 00
〜11：30
毎週水曜日・15日㈯ 10：00〜16：
00

と こ ろ

津山すこやか・こどもセンター

特定健診・がん検診を受けましょう

相
談

13:00〜13:30

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12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

問健康増進課☎32 - 2069
※料金を掲載していないものは無料です

相

間

津山すこやか・こどもセンター

と き

④11:30〜
⑧14:30〜

｢愛の献血」にご協力を
28日㈮ 10：00～11：30
12：30～15：30

時

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)

ところ 津山歯科医療センター
内 容 歯みがき指導、歯科検診、フッ化物塗布など
対 象 ２歳～小学３年生までの子どもと保護者
定 員 子どもと保護者100組
持ってくるもの 歯ブラシ、コップ、タオル(保護者分も要)
申込先 健康増進課☎32-2069
と き

と き
11日㈫、12日㈬
４日㈫、５日㈬
18日㈫、19日㈬

談
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」

さん・さん☎31‐2533

３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

毎週木曜日 13：30〜16：30、21日㈮
13 ： 30〜15 ： 30、27日㈭ 10 ： 00〜
12：00

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)
14日㈮ 10：00〜12：00、13：00〜 環境生活課
15：00 受付＝７月７日㈮ 8：30〜 (市役所１階１番窓口)
12日㈬ 10：00〜15：00
津山市総合福祉会館
12日㈬ 13：00〜15：00
加茂町福祉センター
19日㈬ 10：00〜15：00
津山市総合福祉会館
19日㈬ 10：00〜15：00
加茂町公民館
21日㈮ 10：00〜15：00
津山市総合福祉会館
20日㈭ 9：00〜12：00
勝北保健福祉センター
20日㈭ 10：00〜15：00
久米支所
27日㈭ 9：00〜16：00
市役所１階市民ロビー

５日㈬・19日㈬ 13：30〜15：30

環境生活課☎32‐2057
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
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☎32‐7021
久米支所市民生活課☎32‐7011
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

ゆみこ

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）
Ⓔ津山郷土博物館招待券（2枚）

元気な子どもを育てるために

高齢者歯科検診
と き

▶ペンネーム

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。

康

ぽよ

2017.7

応募方法

健

7月

検索

▶ペンネーム

応募方法

27

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）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

問

津山市医師会

土・日・祝18：00～翌８：00、平日19：00～翌８：00

▶ペンネーム みつ

※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

今年の秋に開催される
第10回津山国際総合○○祭
○に入る漢字２文字は？

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

けいじばん

津
山
の
歴
史

と、町奉行の上司である大目付には別の考えがあ
ったため、両方の考えを江戸留守居田中幸助に送
り、参考として江戸での事例を尋ねることになり
ました。
しばらくすると、田中幸助から「江戸では盗賊
の被害者が、武士であっても町人や百姓であって
も区別は無い」という返事が届きました。また、
江戸城では、津山城の内山下に相当する場所が無
く、窃盗を行った場所による刑罰の区別も設けて
いないとのことでした。
ただ、錠が掛かった門や戸を破って入ったり、
塀を乗り越えて入ったりするなどの「忍入」を行
った場合は死罪で、鍵が掛かっていない戸から入
ったり、自由に出入りできる場所から入ったりす
るなどの「這入」を行った場合は、入れ墨や敲き
の上、追放・所払い・江戸払い・遠島という刑が
処されるということでした。
結局、津山藩では「忍入」と「這入」の区別に
よる刑罰は導入さ
れず、津山城の堀
の内の盗賊に対す
る刑罰は、従来ど
おり、前例に従っ
て処理されること
になりました。

‐４５６７

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☎
22

しのびいり

12

江戸時代の罪と罰
「忍入」と「這入」の違い

江戸時代の津山
では、泥棒によ
る盗難被害が多く、
城下町の治安を担
当する町奉行の日
記には、盗賊の記
事が頻繁に登場し
ます。盗品は現金
や藩札、衣類や綿、
米などあらゆる日
用品でした。
寛政 年（１８
００年）４月、窃盗に対する刑罰について町奉行
である増児右門は思案していました。藩の重臣か
ら、津山城の堀の内（内山下）での盗賊に対し、
罰を一等重くすべきとの意見が出されていたから
です。
たた
盗賊に対する処罰は、敲きや追い払いから、死
罪までさまざまでした。しかし、これらには厳密
な根拠は無く、概ね前例に従っていました。
右門は「内山下盗賊御裁許考」という意見書を、
津山藩の重役である御用番に提出しました。する
『町奉行御用日記』所蔵 津山郷土博物館

救急医療案内
☎23-9910
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Yon-Zero

代表

〒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）

山田 邦明 さん（北園町）
〈写真右側〉

｢地域が抱える課題を楽しみながら
解決したい」として取り組む有志団体
｢Yon-Zero｣。会の名称は、2040年
には人口減少によって日本の自治体数
が半減する恐れがあるという推計に由
来している。主軸メンバー14人を中
心に、同世代のつながりを広げる催し
をはじめ、現在は、観光客をもてなす
仕組みづくりに取り組んでいる。

ヨ

ン

ゼ

ロ

Yon-Zeroを立ち上げたきっかけは？
中学生時代に友人と抱いていた「津山に住む人が悩みや悲
しみを抱えず、楽しく暮らすために活動したい」という思い
を実現するため、友人同士でメンバーを集め、平成28年４
月に会を立ち上げました。

☎ 0868－32－2029
0868－32－2152
kouhou@city.tsuyama.lg.jp
FAX

活動内容は？
同世代の若者がつながりを広げるための運動会や、豪雪で
悩む阿波地域で雪遊びを通じた除雪作業に取り組んでいます。
今は、緑のリストバンドという取り組みを進めています。

広報津山は、環境保護のため再
生紙と植物性インキを使用して
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

｢緑のリストバンド」とは？
｢観光地に行った時、特に思い出に残ることは、そこに住
む地元の人に優しくしてもらったことなのではないか」とい
▲｢大人げない大人の運動会」では約350人の う発想から、緑のリストバンドの活動を始めました。この活
参加者が集い、交流を深めた
動は、津山に観光で訪れた人にバンドを付けてもらい、これ
（平成28年11月開催） を見た津山の人が「お困りのことはないですか」｢ここがお
すすめですよ」などと話し掛けるという取り組みです。観光
に訪れた人と津山に住む人とのふれあいの橋渡しになればと
期待しています。現在、津山駅前観光案内所と津山観光セン
ター内に設置して、リストバンドの利用を呼び掛けています。

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

津山に住む人にメッセージを
市内でこの緑のリストバンドを付けている観光客を見掛け
たら「おもてなしの心」を持って、気軽に話し掛けてもらえ
たらと思います。津山に住む皆さんと津山を訪れた人たちと
の間に、たくさんのつながりが生まれ、その結果として、津
山のまちで楽しく暮らす人が増えたらうれしいですね。

▲豪雪に悩む阿波地域で除雪作業に汗を流す
メンバー（平成29年２月実施）

表紙の撮影をするため、新田地

・

内で開催された「れんげパーティ

・

ー」に参加しました。近隣の幼稚

・

園 や 保 育 園 の 園 児 た ち が 集 ま り、

・

花畑で遊んだり、採れたてのはち

・

みつを味わったり。わたしもご厚

・

意に甘え、一口パクリ。頬が落ち

・

そうなほど濃厚で深い甘みが印象

・

的でした。また食べたいなぁ。（Ｗ）

― ― ― ― ― ― ― ―

花の種をもらったので植木鉢に

種をまき、芽の成長を楽しみに水

・

をやっていました。ある時、父に

・

その芽のほとんどが雑草だと指摘

・

されました。今思えば、まいた種

・

より生えた芽の方が多かったよう

・

な気が…雑草に水をやり丁寧に育

・

てていたわたし…次回は植える前

・

に芽の形を確認しておきます。（雨）

もうすぐ七夕ですね。夜、子ど

― ― ― ― ― ― ― ―

もたちと一緒に、散歩に行きまし

た。空を見上げると美しい星空で

感激しました。子どもたちに七夕

の願いごとを聞くと「テストで良

い点が取れますように」「鉄棒が上

手になりますように」など。体調

を崩し気味なわたしは「家族が健

康で過ごせますように」かな。（♨）

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

・

つぶ
やき
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