かぶき

津山城下町雛めぐり
３月１日〜４月３日 中心商店街ほか
中心商店街や城東・城西
地区で、内裏びなや御殿飾
りのお雛様などが飾られ、
たくさんの人が訪れました。
また、コンサートや押し花
教室などの催しに、足を止
めている人もいました。

城東地区火災想定訓練
３月２日 城東町並保存地区（津山洋学資料館ほか）
国重要伝統的建造物群保
存地区の城東地区で行われ
た火災想定訓練。地区の自
主防災・防犯会や地区内外
の消防団・津山圏域消防組
合など約250人が参加し、
防火意識を高めました。

冠木門跡発掘調査現地説明会
２月22日 津山城（鶴山公園）
津山城の冠木門跡の発掘
調査現地説明会。発掘調査
によって見つかった津山城
築城当時の地表面や石組み
などの状況説明を受けて、
参加した約50人は、当時の
様子に思いを馳せているよ
うでした。

太鼓の音が客席を魅了
和太鼓コンサート―加茂の陣―2014

1400年へ踏み出そう！みんなで誓う
美作国建国1300年記念事業閉幕セレモニー

ほか記念事業

３月21日勝山文化センター（真庭市）で開催された美作国建国
1300年記念事業の閉幕セレモニー。
「美作国の未来」をテーマに一般
公募されたスローガンとして「さあ 踏み出そう1400年 新たな美
作国」が選ばれ、参加した約千人が、1400年に向けて新たなスター
トを切ることを誓い合いました。

ほかにも、さまざまな事
業が開催されました

３月３日、あさのあつこさん執筆「美作は

轟

謎に満ちて」の真犯人が発表されました

２月23日、加茂町文化センター「エスぺリア」
で開催された恒例の「和太鼓コンサート〜加茂の
陣」
。約400人の観客は、迫力ある太鼓の響きや華
麗な舞踊などに魅了されました。舞台で打ち鳴ら
される太鼓の拍子に合わせて、客席で加茂地域の
人たちが踊りを披露する場面もあり、観客も手拍
子を送り、舞台と客席が一体となっていました。

３月９日『美作略史』出版を記念した講
演に、参加者は聴き入りました

松のこも焼き
３月６日

衆楽園（山北）

霜降の頃に松に巻いたこ
もを焼いて害虫を退治する
早春の風物詩。アカマツや
クロマツなど約80本に巻い
ていた「こも」を焼く様子
に、訪れた人は、春の訪れ
を感じているようでした。

平成 25 年度岡山県北地域企業説明会
3 月７日 津山鶴山ホテル（東新町）
大学などに在学中の学生
に、県北企業の情報を提供
するための企業説明会が行
われました。訪れた113人
は、関心がある企業の担当
者から、会社の概要などを
真剣に聞いていました。

３月１日〜４月10日、久米梅の里梅まつり。少し遅咲きでしたが、たくさんの人が
梅の花と香りを愛でました。３月23日には、梅まつり恒例の梅の種飛ばし大会が行

３月16日、美作全国川柳大会。参加者は、

われ、参加者たちは、力いっぱい梅干しの種を飛ばしました

真剣な表情で作品を考えていました

136年間ありがとう 阿波小学校

春を呼ぶ文化の祭典
勝北文化協会 春の文化祭
３月８・９日、勝北文化センターで開催された
春の文化祭に、約600人が訪れました。
大正琴や剣舞など、日頃の練習の成果を披露す
る舞台に、惜しみない拍手が送られました。また、
津山警察署の警察官による出前啓発講座もあり、
訪れた人たちは、危険から逃れるためのコツなど
の実演に、時折うなずきながら、真剣に聴き入っ
ているようでした。

阿波小学校閉校式

最後の卒業証書授与式

グラスハウス第 3 回リレーマラソン大会
３月９日 グリーンヒルズ津山北敷地特設コース
１ 周 約1.3㎞ の コ ー ス を
たすきでつないだリレーマ
ラソン大会。市内外から36
チーム271人が参加し、ラ
ンナーは登り坂では苦しそ
うでしたが、ゴール後は、
爽快な笑顔が見られました。

校旗の返納

３月22日、阿波小学校の閉校式が行われ、市内外から約200人が出席し、惜しまれつつ136年の歴史に
幕を下ろしました。閉校式では、児童代表が「温かい心を育んでくれた阿波小学校で学んだことを誇りに
思い、胸を張って『阿波小学校出身です』と言えるように、これからもがんばっていきたいです」と小学
校への感謝の気持ちを述べました。

津山の歴史を掘り起こしたい

津山の歴史や文化などを幅広く研究
する﹁津山おくにじまん研究会﹂の
会員で︑明治時代以降の津山の歴史
を中心に︑郷土史を研究している赤
坂さんにお話を伺いました︒
歴史に興味を持ったきっかけは？
小学生の頃から︑鶴山公園や衆楽
園など市内の史跡を訪れる機会が多
く﹁ 津 山 は 歴 史 の あ る ま ち だ な あ ﹂
と思っていました︒それに︑小学６
年生の時︑市内にある古墳の発掘現
場を訪れ︑出土品などを見て︑一層︑
津山の歴史に興味が湧きました︒
また︑実家には︑昔の津山の町並
みなどを写した写真はがきが︑たく
さんありました︒カメラに興味があ

ったので︑高校生の頃は︑はがきに
表立ってお国自慢をする人が少ない
写っている場所を探し訪れては︑写
ように感じます︒地元の誇れる史跡
真を撮っていました︒
や文化などをもっと自慢してほしい
ですね︒
どんな活動を行っていますか？
昔 の 新 聞 や 市 史 な ど の 史 料 か ら︑ 津山がどんなまちになったら良いと
今では失われてしまっている建物や
思いますか？
施設の痕跡を追ったり︑史料には載
津山は︑美作国の国府が置かれた
地で︑城下町でもあり︑長い歴史と
っていない︑地域に伝わる昔の話を
聞き取ったりするなど︑埋もれた歴
文化が息づいています︒さらに︑戦
災を受けていないので︑昔の町並み
史の掘り起こしを行っています︒
最近では︑昭和 年頃まで今津屋
や史料が数多く残っています︒
﹁わたしたちのまちには歴史の遺
橋の︑船頭町側のたもとにあった常
産がたくさんある﹂ということを︑
夜灯の行方を調査して︑市内の喫茶
皆さんにもっと知ってもらい︑市民
店と神社にその一部があることを突
が観光客などに案内や説明ができる
き止めました︒また︑昭和初期のチ
まちになってほしいですね︒
ラ シ の 広 告 が き っ か け で︑﹁ 津 山 ホ
テル﹂という大きなホテルが︑昭和
好奇心と探究心が旺盛な赤坂さんは︑
年代に元魚町にあったことが分か
﹁ 不 思 議 だ な？﹂ と 思 う と︑ 調 べ ず
りました︒
にはいられなくなるそうです︒これ
からも︑津山の知られざる歴史︵謎︶
活動を通じて感じることは？
を掘り起こしてください︒
同じ史料を読んでも︑着眼点を変
えてみると︑さまざまな謎や疑問が
湧いてきます︒また︑まちの調査を
すると︑思いも寄らない逸話などを
聞くことがあります︒掘り起こした
歴史を︑未来に伝えていくことが大
切だと感じています︒
歴史が未来に伝わると︑皆さんの
心に︑まちへの親しみや郷土愛が育
まれていくと思います︒
また︑津山の人は奥ゆかしいのか︑
20

成17年に１市３町１村が合併した
宮古島市ですが、旧平良市域は都
市化され、そのまちなみの多くは、コン
クリートを主とした建物で、ところどこ
ろに伝統的な琉球建築もみられます。郊
外には、サトウキビ畑を中心とする農村
風景が広がっています。
このように宮古島は、気候や風土が津
山と大きく異なるまちです。

平

津山おくにじまん研究会会員

岡

山空港を飛び立ち、那覇空港を経由
して５時間弱で、沖縄の海に宮古島
が姿を現します。津山市の半分以下の面積
（204.6㎢）の島は、その全貌を飛行機上か
らも確認することができます。
空から見た宮古島は、サンゴ礁が隆起し
てできた島なので、全体的に平坦な地形と
なっています。そして、そのサンゴが生み
出す、東洋一美しいといわれる砂浜は、特
に印象的で、エメラルドグリーンの海に立
つ波と相まって、ひときわ白く輝きます。

史料を研究する赤坂さん

山を訪れた宮古島の人が、吉井川の
大きな流れを珍しそうに見入ること
があります。そう、宮古島には「川」があ
りません。山といえるほどの高地もなく、
海辺を除いては、平らな台地が続きます。
冬は北風が強く、長袖の上着が必要な時
もありますが、年間平均気温が23℃
（津山
は14℃）で、最も寒い１月でも18℃を下回
らない亜熱帯気候です。南国らしい街路樹
を見ると、異国情緒を感じられます。

津

〜①南国の島〜
Miyakojima

Tsuyama

宮古島の素顔

交 流 vol.1
通信

秘書広報室☎32-2026
「宮古島との姉妹都市縁組50周年」。このページでは、毎月、宮古島の情報をお届けしていきます。
まず、第１回目は、宮古島について紹介します。
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お知らせ
環境事業所・資源化セ
ンターの休業
とき ５月３日㈷
施設 環境事業所︵小桁︶︑資
源化センター︵横山︶
※ごみや資源化物などの持ち
込みはできません
環境事業所☎ ︲８２５５

保するため︑均等割の標準税
率が引き上がります︒
均等割額︵年額︶ 市民税＝３
５００円︑県民税＝２００
０円
期間 平成 〜 年度
■おかやま森づくり県民税
課税期間が延長されます︒
期間 平成 年度まで
課税課☎ ︲２０１５

水 道 料 金・ 下 水 道 使
用料などの改定

青空リサイク ル プ ラ ザ 中 止
消費税法の改正に伴い︑水
道料金・簡易水道料金・下水
５月４日㈷︑ハピーマート
東一宮店︵東一宮︶での青空リ
道使用料・農業集落排水施設
サイクルプラザは中止します︒ 使用料を改定します︒ご理解
環境事業所☎ ︲８２５５
をお願いします︒
原則として︑４月１日以降
税制改正︵市民税・県
の料金から税率８％を適用し
民税など︶
ます︒
ただし︑３月 日以前から
の水道使用者には︑経過措置

■市民税・県民税
防災・減災事業の財源を確

・日曜日は除く︶
自治体職員採 用 合 同 説 明 会
申請方法 津山市都市整備公
社に備え付けの申請書・関
とき ６月１日㈰午後０時
係書類︵公社ホームページ
分受付︑０時 分〜
から印刷可︶に記入し︑直
ところ ホテル サン・ピー
接提出
チＯＫＡＹＡＭＡ︵岡山市︶
内容 業務内容や試験の説明︑ ※公社ホームページにも︑詳
しく掲載しています
若手職員とのフリートーク
一般財団法人津山市都市整
対象 平成 年度採用の職員
備公社︵市役所６階︶☎
採用試験を受験予定の人
参加自治体 津山市︑真庭市︑
︲２１２６ホームページ
美作市︑鏡野町︑勝央町︑
http://www.t-seibi.jp
美咲町
町内清掃時のお願い
※市ホームページにも︑詳し
く掲載しています
人事課☎ ︲２０４３
学校給食物資納入業者指名

町内会などで地域の清掃を
行い︑集まったごみを出す時
は︑次のことに気を付けてく
ださい︒
●家庭ごみは出せません
●集積場所は分散せず︑まと
めてください

301人
94人

として４月１日以降の初回の
検針分に限り︑従来の税率５
％を適用した料金とします︒
新しい料金での請求開始月
偶数月検針＝６月分︵７月
支 払 い 分 ︶〜︑ 奇 数 月 検 針
＝７月分︵８月支払い分︶〜
※新しい料金は︑広報つやま
４月号に折り込みの料金表
をご覧ください
水道料金・簡易水道料金＝
水道局お客様センター☎
︲２１０５︑下水道使用料
・農業集落排水施設使用料
＝下水道課☎ ︲２１００

水道メーターの交換
水道局では︑正しく水量を
量るため︑水道メーターを︑
法律で定められた８年の有効
期限を迎える前に交換してい
ます︒
皆さんのご協力をお願いし

●草や木︑溝から出る土砂は︑
処理方法が違うため︑必ず
分別してください
●草や木︑葛かずらなどは短
く切ってください︵ ㎝ 程
度︶
●土砂は︑トロ箱や発砲スチ
ロール︵水が溜まらないよ
うに穴を開けたもの︶に入
れる︑または︑まとめて野
積みにしてください︵一斗
缶は不可︶
●缶やビン︑ペットボトルな
どは︑不燃物用のボランテ
ィア清掃袋に入れてくださ
い
●粗大ごみは︑処理施設に持
ち込んでください
※家電リサイクル対象品︑消
火器など︑市で処理できな
いものは搬入できません
※不法投棄物は︑土地所有者
の責任で処理してください
環境事業所☎ ︲８２５５

つやまエコシステム
の終了

ます︒
●交換作業は身
分証明書を携
帯した水道局
の指定工事業
者が行います
●交換作業は約 分間です
●作業中は︑水道の使用はで
きません
●交換作業は不在の場合でも
行います
●交換作業で作業料をいただ
くことはありません
●水道メーターボックスの上
や周囲に︑物などを置いた
り︑車を駐車したりしない
でください
●交換後︑まれに水が濁るこ
とがありますが︑しばらく
水を出すときれいになりま
す
水道局業務課☎ ︲ ２１
０６

株式会社ホープ
☎092-716-1404

遺児の健全な育成と福祉の
増進のための制度です︒
種類・要件 保護者死亡見舞
金＝子どもが義務教育諸学
校在学中に保護者と死別し
た時︑入 学 激 励 金 ＝ 保 護 者
と死別した子どもが小学校
または中学校に入学した時
対象 生活保護を受けている︑
または︑市民税非課税の世
帯
支給額 対象遺児１人に付き
１万円
締め切り ４月 日㈮
※申請方法など︑詳しくはお
問い合わせください
こども課☎ ︲２０６５

津山市遺児激励金

月 日㈪
※引き続き︑レジ袋削減など
ごみ減量にご協力ください
環境事業所☎ ︲８２５５

32

人口 105,318 人（前月比△124）
男 50,338 人（同△49）
女 54,980 人（同△75）
世帯 44,475 世帯（同△18）

ノーレジ袋でシールがもら
えるつやまエコシステムを終
了します︒長年のご利用︑ご
参加ありがとうございました︒
シール配布終了日 ４月 日
㈬
景品交換・寄付締め切り ６

生涯学習人材バンク
生涯学習人材バンクには︑
地域やＰＴＡ︑各種団体など
が開催する生涯学習活動に︑
指導者や講師として活動でき
る人が登録しています︒ご活
用ください︒
※市ホームページに登録者一
覧を掲載しています
生涯学習課☎ ︲２１１８

︵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。

広報つやま広告募集
20

22

25

32

32

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。

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

30

税
納
月 の

１期
固定資産税
都市計画税

32

2

転出
死亡
202人
69人

32

（納期限：4 月 30 日㈬）

30

35

31

4
50

26

32 30

こんな相談ができます
・高齢者や障害のある人などの福祉に
関する相談・支援
・妊娠中や子育てなどでの心配ごと
・虐待やＤＶ（ドメスティック・バイ
オレンス）など
※活動上知り得た秘密は固く守られま
す。また、各委員には、退任後も守
秘義務が課せられています
※各委員の連絡先など、詳しくはお問
い合わせください

25

15

22

45

14

民生委員・児童委員と主任児童委員
は、市民の身近な相談相手です。
福祉に関する悩みがある人はご相談
ください。

転入
出生

22

22

月中のひとの動き
（3 月 1 日現在）

32

生活福祉課☎32-2064

27

32

競争入札等参 加 資 格 申 請

5月12日は民生委員・児童委員の日

受付期間 ４月 日㈪〜 日
㈮午前９時〜午後４時︵土
〜広げよう 地域に根ざした 思いやり〜

国民年金
学生納付特例制度
所得が少なく保険料を支払
うことが困難な学生が︑本人
の申請で保険料の納付の猶予
を受けられる制度です︒
対象 大学や各種学校などに
在学する 歳以上で︑前年
所得が１１８万円以下の人
持ってくるもの ①学生証
︵写
し︶または在学期間が分か
る証明書②年金手帳③印鑑
︵本人が署名する場合は不
要︶④退職して学生になっ
た人は︑離職票または雇用

﹁婚活 Party in
城西
ろまん
浪漫館﹂参加者

保険受給資格者証
納付猶予期間 １年間︵４月
〜翌年３月︶
※今年度から︑申請をする時
点から２年１カ月前までさ
かのぼった期間の申請もで
きるようになりました︒詳
しくは︑お問い合わせくだ
さい
保険年金課︵市役所１階７
番窓口︶☎ ︲２０７２ま
たは各支所市民生活課

募

集

花いっぱい運動推進地区
沿道や公園︑施設などに花
壇やフラワーロードを作る際
に︑花の苗︑プランター︑ブ
ロックを支給します︒
対象 町内会・子ども会・婦
人会・老人会やボランティ
ア活動を行う団体など
申込方法 環境生活課または
各支所市民生活課に備え付
けの応募用紙に記入し︑津
山市連合町内会支部長の推
薦を受けて︑直接申し込む
締め切り ５月９日㈮
津山市環境衛生推進委員会
事務局︵市役所１階１番窓
口・環境生活課内︶☎ ︲
２０５５

応募方法 城西浪漫館に備え
付けの申込用紙に記入し︑
ファクス︑郵送または直接
申し込む
締め切り ４月 日㈰
〒７０８︲００５２津山市
田 町 １ ２ ２城 西 浪 漫 館 ☎
︲８６８８

第８回津山少年相撲
大会参加者
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︶

登録統計調査員
国などが実施する統計調査
を行う調査員を募集します︒
要件 次のすべてに当てはま
ること① 歳以上②責任を
持って調査事務や書類管理
ができ︑調査で知り得た秘
密を保持できる③警察︑選
挙︑税務事務に従事してい
ない④暴力団員でなく︑暴
力団や暴力団員と密接な関
係を持っていない
実施する調査 平成 年農林
業センサス︑工業統計調査
など
活動 調査票の配布と回収︑
調査票の点検と提出など
応募方法 協働推進室に備え
付けの申込書に記入し︑本
人が直接申し込む
※面接あり
※報酬など︑詳しくはお問い
合わせください
協 働 推 進 室︵ 市 役 所 ３ 階 ︶
☎ ︲２０３２

種目 少年の部︵団体戦・個
人戦︶
参加要件 団体戦＝市内の各
スポーツ少年団︑子供会︑
隣接町内会単位の４〜６年
生で編成するチーム︑個人
戦＝市内に在住する小学生
締め切り ５月９日㈮午後５
時必着
スポーツ課︵津山総合体育
館内︶☎ ︲０２０２
第 回津山ふれあい
ウォークラリー大会参加者

高齢者保健福祉運営協議会お
よび介護保険運営協議会委員

任期 ６月１日から２年間
協議会 年５回程度開催
応募要件 市内に在住する介
護保険被保険者︵介護サー
ビス事業従事者は除く︶
募集人数 ２人
報酬 日額７１００円
応募方法 任意の用紙に①住
所②氏名③生年月日④職業
⑤電話番号⑥介護保険制度
についての意見︵８００字
程度︶を記入し︑郵送また
は直接応募
締め切り ５月 日㈫必着
〒７０８︲８５０１津山市
山北５２０高齢介護課︵市
役所１階 番窓口︶☎ ︲
２０７０

知的障害のある 歳以上の
人やその家族と一緒に活動す
る﹁ 青 年 学 級 ﹂ の
ボランティアを募
集しています︒
活動 毎月１回程度
内容 ハイキング︑旅行︑レ
クリエーションなどの補助
※行事の見学可︒詳しくは︑
お問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１１８

青年学級ボランティア
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北部高等技術専門校訓練生

26
試験日 技術海曹・空曹＝６
月 日㈮︑技 術 海 上 ・ 航 空
幹部＝６月 日㈪
受付期間 ４月 日㈮〜５月
日㈮必着
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所☎ ︲５６３７

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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とき ４月 日㈰午前 時
分受付︑ 時〜午後２時
分
ところ 城西浪漫館︵田町︶
内容 立食パーティーなど
対象
〜 歳の独身者で︑
男性＝津山周辺に在住また
は勤務する人︑女性＝県内
に在住する人
定員 各 人︵応募多数の場
合は抽選︶
参加費 男性＝３５ ００円︑
女性＝２５００円
25

11

■経理事務科
訓練場所 勝央共同福祉施設
︵勝央町︶
■パソコンワーク初級科
訓練場所 久世エスパスホー
ル︵真庭市︶
・・・・・・・・・・・・・
訓練期間 ６月３日㈫〜８月
日㈮
対象 求職中の人
人
定員
受講料 無料︵教材費要︶
申込方法 ハローワーク津山
︵山下︶または北部高等技
術専門校︵川崎︶に備え付
けの申込書に記入し︑ハロ
ーワーク津山へ申し込む
締め切り ５月 日㈪
北部高等技術専門校☎
︲１１２５
20

技術︵海上・航空幹部︑
海曹・空曹︶自衛官

29

27
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とき ５月 日㈰午前９時〜
９ 時 分受付︑ 時 〜 午 後
１時︵小雨決行︶
ところ アルネ・津山東広場
集合
参加資格 ３〜６人のグルー
プ︵小学３年生以下は保護
者同伴︶
参加費 １人３００円
持ってくるもの お茶︑雨具︑
時計︑筆記用具︑必要があ
れば弁当など
申込方法 スポーツ課または
各支所市民生活課に備え付
けの申込用紙に記入し︑フ
ァクス︑直接または電話で
申し込む
締め切り ５月 日㈮
スポーツ課☎ ︲０２０２
︲７２３５
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グラスハウス（大田）☎27-7140

環境生活課☎32-2055
10

■ダンススクール「幼児クラス」
ダンススクールに新しく幼児クラスができました。
とき 毎週月曜日午後４時15分〜５時
対象 ４歳〜６歳の未就学児
会費 月4,110円
ダンススクール無料体験会（１人１回）
とき ４月21日㈪、28日㈪午後４時15分〜５時
持ってくるもの 運動ができる服、室内シューズ、タ
オル、水筒など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
申込方法 電話で申し込む

25

http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/top.html

20

４月10日〜９月10日は、大気汚染防止夏期対策期
間です。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」
を発令します。発令状況は、ホームページでも確認で
きます。
ホームページ
20

■フィットネス・プール新規会員
対象 16歳以上の人
会費（月額） フィットネス会員＝6,170円、プール
会員＝5,140円（複数月申し込みの場合、初月会費
半額）
締め切り ５月31日㈯

22

光化学オキシダントにご注意を
30 30

グラスハウス
会員募集中

講座・講演会
介護おたすけ講演会〜老老介
護・認知症介護を考える〜

とき ５月 日㈬午後１時〜
３時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター︵大田︶
演題 八重子のハミング〜老
老介護４千日の軌跡〜
講師 陽信孝さん︵萩金屋天
満宮宮司︶
申込方法 ①住所②氏名を電
話またはファクスで伝え︑
申し込む
締め切り ５月 日㈪
津山市地域包括支援センタ
ー☎ ︲ １００４
︲１
００５

大人の社会科見学

とき ６月７日㈯午後２時〜
ところ 津山文化センター
︵山下︶
演題 化粧と美しさのうつり
変わり
講師 石井香里︵ライフビュ
ーティープランナー︶
人︵先着順︶
定員
受講料 無料
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を郵送またはファク
スで伝え︑申し込む
締め切り ５月 日㈫
７ ０ ８︲ ０ ０ ２ ２ 津 山 市
山下 公益財団法人津山文
化振興財団☎ ︲０２０１
︲１１９９

リーズ第９弾・講演会

津山に文化を届けようシ

む
申込先 〒７００︲０８０７
締め切り ５月２日㈮
岡山市北区南方２︲ ︲１
きらめきプラザ６階ウィズ
※見学場所など︑詳しくはお
センター︵岡山県男女共同
問い合わせください
参画推進センター︶
生涯学習課☎ ︲２１１８
さん・さん☎ ︲２５３３︑
︲２１４７
gakushuu
ウィズセンター☎ ０８６︲
２３５︲３３０７
@city.tsuyama.okayama.jp

女性のキャリアアップ
講座︵Ⅰ期︶

と き ６ 月 日 ㈬ 〜７ 月 日
㈭の毎週水〜土曜日午前
時 分〜午後４時︵全 日︶
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︶
内容 エクセル検定３級程度
の技能と就業に関する知識
の習得など
応 募 資 格 結 婚・ 出 産・ 育 児
・介護などで離職し︑再就
職を希望している女性で︑
全日程出席できる人
定員
人︵申し込み多数の
場合は︑選考︶
受講料 無料︵教材費など１
万円程度の実費要︶
申込方法 さん・さんまたは
市役所１階市民ロビー︑各
支所市民生活課︑各公民館
に備え付けの申込書に記入
して郵送
受付期間 ５月 日㈯〜 日
㈮必着

イベント
みまさかスローライフ列車

懐かしい列車に乗って︑春

道の駅﹁久米の里﹂
仙人まつり
とき ４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 モビルスーツコックピ
ット搭乗コーナー︑ステー
ジイベント︑各種団体によ
るテント村など
道の駅﹁久米の里﹂☎ ︲
７２３４

映画鑑賞会
■小さいおうち
とき ６月１日㈰①午前 時
〜②午後２時 分〜
■少年Ｈ
とき ６月１日㈰午後０時
分〜
・・・・・・・・・・・・・
ところ 津山文化センター
料金 前売り券＝１０００円
︵ 当 日 券 は︑ 一 般 ＝ １ ５ ０

の一日を過ごしませんか︒
とき ５月 日㈯︑ 日㈰上
り＝
津山駅発↓
智頭駅着︑ 下 り ＝
智頭駅発↓
津山駅着
※指定席など︑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
03 10

旧津山扇形機関車庫
一般公開
旧津山扇形機関車庫は︑日
本で２番目の規模を誇り︑近
代化産業遺産にも登録された
歴史遺産です︒
国内で１台し
かないＤＥ５
０１など︑貴
重な車両が展
示されていま
す︒
とき ４〜 月の第２・４土
・日曜日︵一部︑不開催の
週有り︶︑大型連休中など
ところ Ｊ Ｒ津山駅︵大谷︶
申込先 Ｊ Ｒ西日本岡山支社
☎０８６︲２２５︲１１７９
※日程など︑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

０円︑学生＝１１００円︶
チケット販売 津山文化セン
ターなど
公益財団法人津山文化振興
財団☎ ︲０２０１

作州宮川朝市
とき ５月 日㈰午前７時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
新産業創出課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき ５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
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

第

回阿波ふるさと祭り
とき ５月 日㈰午前９時〜
午後２時
ところ・内容 阿波ふるさと
ふ れ あ い 会 館 ＝ 歌謡ショー︑
バルーンアート︑餅投げ︑
抽選会︑特産品販売のテン
ト村など︑ 阿 波 森 林 公 園 ＝
ニ ジ マ ス つ か み 取 り︵ 有
料 子ども向け︶
阿波支所市民生活課☎ ︲
７０４２

︵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。
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下＝１０００円
ベルフォーレシアター
※ベルフォーレシアターでの
映画鑑賞がお得になる﹁ま
■ 抱きしめたい ―
真実の物語 ―
ちなかシネマパスポート
﹂や割引券配布場所な
2014
ど︑詳しくはお問い合わせ
ください
ベルフォーレ津山☎ ︲２
５２５
とき ４月 日㈮午後６時
分 〜︑ 日 ㈯ 午 後 ２ 時 〜︑
日㈰午前 時 分〜
■土竜︵モグラ︶の唄 潜入捜
査官ＲＥＩＪＩ

とき ４月 日㈯①午前 時
分 〜 ② 午 後 ６ 時 分 〜︑
日㈰午後２時〜
■ドラえもん 新・のび太の
大魔境〜ペコと５人の探検
隊〜
とき ４月 日㈯︑ 日㈰①
午前 時 分〜②午後１時
分〜③４時 分〜
・・・・・・・・・・・・・
ところ ベルフォーレ津山
︵アルネ・津山７階︶
料金 一般＝１５００円︑学
生＝１２００円︑中学生以
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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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参加者募集

チケット販売
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※イベント情報などは、チラシやホームページをご覧ください

15

10

14

26 20

25 10

■職場対抗カラオケのど自慢大会
とき ９月７日㈰正午〜
ところ 津山文化センター
定員 15チーム（１チーム３人）
締め切り ５月31日㈯
※詳しくは、お問い合わせください
とき ４月19日㈯午前10時〜
販売場所 津山文化センター、ベルフォーレ
津山、津山市加茂町文化センター（エスペ
リア）、文化課（市役所東庁舎３階）など
※お得な音楽祭パスポートも発売

20

20 30
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市内のさまざまな施設を巡
って︑文化や産業を学び︑地
域の魅力を再発見します︒
とき ５月 日㈫︑６月 日
㈮ ︑ ９ 月 日㈮︑ 月 日
㈮午前 時〜正午
定員 各 人程度︵申し込み
多数の場合は抽選︶
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を電話︑ファクスま
たはメールで伝え︑申し込

とき 前期＝９月13日㈯〜28日㈰ 後期＝10月４日㈯〜19日㈰
ところ 津山文化センター、ベルフォーレ津山など10会場

津山国際総合音楽祭委員会☎24-7744、ホームページhttp://tsuyama-ongakusai.jp/

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：１日＝「京都修
学院離宮」、８日＝「花子・寝音曲」
、15日＝「唐相
撲」、22日＝「この世も名残 夜も名残」
、29日＝「上
原まりと平家物語」
●むかし話を聞く会 とき：３日㈷14:00〜14:30
●ファミリーシアター
とき：６日㉁14:30 内容：「三ねん寝太郎」
●おはなし会 とき：15日㈭11:00〜11:30
●小学生のための「物語をたのしむ会」
とき：24日㈯14:00〜14:40
●こどもの読書週間おたのしみ会「初夏のおはなし会」
とき：11日㈰14:00〜15:00
出演：津山ストーリーテリングの会
内容：昔話などのストーリーテリング

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：10日㈯10:30〜11:00
●おはなし会 とき：25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：８日㈭、18日㈰10:30〜11:00
●昔ばなしのじかん とき：31日㈯14:00〜14:30

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

中央児童館 （山北）
午前10時〜午後５時

☎ 22-2099

●赤ちゃん広場
とき：８日㈭11:00〜11:30 対象：１歳未満児と保
護者 定員：10組 受付：４月22日㈫10:00〜
●お話タイム とき：14日㈬、23日㈮13:00〜13:30
●親子であそぼう とき：19日㈪10:30〜11:30 対象：
０〜２歳児と保護者

南（ワイワイ）児童館

（横山）
午前10時〜午後５時

☎ 24-4400

●絵本タイム とき：１日㈭、20日㈫13:15〜13:45
●赤ちゃんあそぼ！ とき：21日㈬、28日㈬10:30〜
11:30 対象：１歳未満児と保護者 定員：15組
受付：７日㈬10:00〜（電話のみ）
●先生とあそぼ！ とき：30日㈮10:30〜11:30
対象：未就園児と保護者

加茂（ぐりむ）児童館

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

☎ 42-3168

●母の日のプレゼント作り週間
とき：８日㈭〜11日㈰13:30〜15:00
※幼児は保護者同伴
●育児相談 とき：９日㈮11:30〜12:00 内容：保健
師と栄養士による育児相談、体重・身長測定など
●お話しなあに
とき：15日㈭10:45〜11:30 内容：図書館職員による
読み聞かせ、ミニ工作 対象：未就園児と保護者

阿波児童館（阿波）

●こくちゃんの紙芝居劇場 とき：17日㈯15:30〜
●いっしょにあそぼ！０１２３てくてく（幼児向け）
とき：21日㈬10:30〜11:30

●母の日のプレゼント作り
とき：10日㈯10:30〜11:30 定員：15人（先着順）
参加費：100円 受付：４月21日㈪〜
●絵本のじかん とき：14日㈬16:00〜16:30
●作ってあそぼう とき：28日㈬16:00〜16:30
内容：折り紙、簡単な創作遊び

休館日

月･金曜日と第２･４･５水曜日午後１時〜午後５時、第1･３水曜日
午前10時〜午後５時、第２・４土曜日午前10時〜午後３時

休館日

●市立図書館のホームページから、オンラインレファレン
ス（調査・問い合わせ）ができます
https://tsuyamalib.tvt.ne.jp/

市内の 3 歳児を対象としたアンケート調査（平成 24 年度）
では、朝食で主食・主菜・副菜をそろえて食べる子どもは
16.6％でした。主食だけでなく、主菜・副菜も一緒に食べると、
栄養のバランスが良くなります。
忙しい朝、時間をかけずに作れるメニューを紹介します。

レタスと豆腐のスープ

1 人当たり栄養価

Vol.50

青菜の納豆じゃこあえ

1 人当たり栄養価

エネルギー 35kcal、たんぱく質2.8
g、 脂 質1.6g、 カ ル シ ウ ム31㎎、
食物繊維0.6g、塩分0.8g

エネルギー 52kcal、たんぱく質5.1
g、脂質2.2g、カルシウム116㎎、
食物繊維2.3g、塩分0.5g

【材料 4 人分】 レタス…100g、カットわかめ…2g、豆
腐…200g、水…600 ㏄、コンソメ…1 個、薄口しょう
ゆ…小さじ 1/2、こしょう…少々
【作り方】 ①レタスは一口大にちぎる。わかめは水で戻
す。豆腐はさいの目に切る ②鍋に水とコンソメ、豆
腐を入れて火にかける。沸騰したら、わかめを加えて
薄口しょうゆ・こしょうで味を調え、レタスを加えて、
すぐに火を止める

【材料 4 人分】 青菜（小松菜、ホウレンソウなど）…
200g、納豆…２パック、ちりめんじゃこ…大さじ２
【作り方】 ①青菜はゆでて２㎝に切る ②納豆は添付
のたれを加えて混ぜ、青菜、ちりめんじゃこを一緒にあ
える

毎月19日は食育の日
問 健康増進課☎32-2069

☎ 46-2076

☎ 57-3444

市立図書館 27日㈫
加茂町・勝北・久米図書館 ５日㈷、７日㈬、
12日㈪、19日㈪、26日㈪、27日㈫

朝ごはんをバランスよく食べましょう

中央児童館・南児童館・加茂児童館 ４日㈷、
５日㈷、６日㉁、７日㈬、12日㈪、18日㈰、
26日㈪

東小学校13:00〜13:45
向陽小学校10:15〜10:45⇒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10:00〜10:30⇒高野公民館11:10〜11:50⇒広野小学校13:00〜13:30⇒弥生小学校14:30〜16:20
佐良山小学校10:00〜10:40⇒津山口駅前11:05〜11:35⇒一宮小学校12:50〜13:30⇒林田小学校14:30〜16:00
北小学校10:00〜10:40⇒総社東第二遊園地11:10〜11:40⇒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
阿波公民館10:25〜10:50⇒旧ＪＡ上加茂11:20〜11:50⇒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

１日㈭
７日㈬
８日㈭
９日㈮
12日㈪
13日㈫
14日㈬
15日㈭
16日㈮
19日㈪
20日㈫
21日㈬

子どもが「変わる」ことを
意識し過ぎていませんか？

消費税導入による価格表示について

4月を迎え、子どもが「変わる」ことに期待し
ている大人も多いと思います。子どもも「自分が
変わらなければ」と考えているかもしれません。
しかし、中には、変わろうとすることを意識し
過ぎて、苦しくなる子どももいます。朝起きにく
くなったり、食事の量が減ったり、いつもの様子
と違うなと感じることがありませんか。
そのようなときには、大人は「変わる」ことを
求め過ぎないことが大切です。子どもの話に耳を
傾けたり、困っている時には、一緒に考えたりし
てみてはどうでしょう。そうすることで、子ども
は具体的にどうしたらいいのかがわかり、自分自
身のことを知るきっかけになるかもしれません。
そうなれば、自分で考え、自己決定する力になっ
ていくのではないでしょうか。

【事例】
消費税が５％から８％に引き上げられました。
店舗によって「税込み」表示や「税抜き」表示な
ど、価格表示が異なっています。
【注意】
価格表示については、これまでは税込表示方式
でしたが、平成29年３月まで、税抜き価格のみの
価格表示も認められることになりました。
店舗によっては「税込み」表示と「税抜き」表
示の価格表示を併記されているところもあります。
しばらくは、混乱があるか
もしれません。
「おかしいな」と感じる
ことがあれば、市民相談室
にご相談ください。

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

困ったときの相談先 市民相談室☎32-2057、
土・日曜日は県消費生活センター☎086-22
6-0999

5月
休日診療

５月の相談
相

談

名

と

き

女性の悩みごと相談

毎週水曜日、17日㈯ 10:00〜16:00

女性と子どもの法律
相談（無料・予約要）

７日㈬、19日㈪ 13:30〜16:40

鶴山塾教育相談

毎週火・木曜日、16日㈮ 13:30〜
16:30、23日㈮ 10:00〜12:00

と こ ろ
津山男女共同参画センター
「さん・さん」
津山すこやか・こども
センター

問い合わせ先
さん・さん☎31-2533
こども課☎32-2065

教育相談センター「鶴山塾」

鶴山塾☎22-2523

とき

環境生活課
（市役所１階１番窓口）
岡山地方・家庭裁判所津山
支部

７日㈬、21日㈬ 13:30〜16:30

無料法律・人権相談

９日㈮ 10:00〜12:00

福祉総合相談会

14日㈬ 10:00〜15:00

津山市総合福祉会館

15日㈭ 10:00〜15:00

勝北老人憩いの家

20日㈫ 10:00〜15:00

久米支所

なやみごと相談

21日㈬ 10:00〜15:00

津山市総合福祉会館

人権啓発課☎31-0088

行政相談

21日㈬ 10:00〜15:00

加茂町公民館

加茂支所市民生活課
☎32-7032

住宅無料相談

22日㈭ 9:00〜16:00

市役所1階ロビー

建築住宅課☎32-2099

内科系
4月
13日㈰

環境生活課☎32-2057
岡山地方裁判所
☎086-222-6771
津山市社会福祉協議会
☎23-5135
勝北支所市民生活課
☎32-7023
久米支所市民生活課
☎32-7011

20日㈰

27日㈰

外科系

▶ペンネーム・ ＵＮＶ

▶西本 典子︵南方中︶

▶いけがみ あおい︵５歳︶

▶田村 和子︵里公文︶

外科系

４日㈷

５日㈷

問

応募方法

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

※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

平成26年５月10日（土）当日消印有効

当選者は６月号で発表

２月号の正解 ぽっかぽか（応募67人、正解62人）
当選者 光永泰賀さん、小林春菜さん、石本悠隼さん、
竹花朋子さん、杉山守さん

内科系

外科系

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、

内科系

外科系

あなたに○○○を感じてほしい
○○○に入る漢字３文字は？

締め切り
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

内科系

外科系

６日㉁

応
募
方
法

内科系

内科系
5月
３日㈷

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

※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

内科系

外科系

赤野 美代子（加茂町知和）▶

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

内科系
外科系

29日㈷

秘
書
広
報
室
行

午前９時〜午後５時まで
科

外科系

司法書士法律相談
（無料・予約要）

人権・行政・民生合同
相談

診療時間

11日㈰

健

内科系
外科系

ところ
日本原病院（日本原）
薄元医院（山北）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
おおうみクリニック（河辺）
林小児科（山下）
只友医院（加茂町塔中）
津山第一病院（中島）
またの内科循環器科
クリニック（新職人町）
中西クリニック（東一宮）
平井病院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
勝北すこやかクリニック
（坂上）
三村医院（北園町）
万袋医院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
勝北診療所（杉宮）
安田医院（上河原）
平福診療所（平福）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
影山医院（上村）
中島病院（田町）
中尾内科クリニック（沼）
只友医院（加茂町塔中）
津山中央病院（川崎）
かんだ小児科医院
（勝間田町）
本渡記念循環器クリニック
（小原）
いちば医院（二宮）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
多胡クリニック（草加部）
辻医院（小児科）（小原）
神谷内科医院（南新座）
万袋医院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
日本原病院（日本原）
井戸内科クリニック（山下）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）

元気な子どもを育てるために
でんわ
36-3311
22-2465
42-3131
21-8111
21-0033
22-1256
42-2043
28-2211

土曜・日曜・祝日
平日

診

児

健

と

き

受付時間

診 20日㈫、21日㈬

１歳６カ月健診 13日㈫、14日㈬

13:00〜13:50

３ 歳 児 健 診 27日㈫、28日㈬
ところ

津山すこやか・こどもセンター

妊婦ぽんぽこ学級
と

き

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）

①５月14日㈬ 10:00〜14:00

27-7200
42-3131
28-2211

②５月30日㈮ 13:30〜16:00 津山すこやか・こどもセンター
③６月22日㈰ 10:00〜12:00 （津山総合体育館東隣）
内

容

29-7701
23-5225
42-3025
21-8111
29-2324
23-5537
28-3858
42-3131
21-8111
29-1511
22-8251
24-4488
42-2043
21-8111
24-1222

対
象
参 加 費
定
員
申込方法
締め切り

①バランスのよい食事をとろう〜栄養士の
話・調理実習〜、母子保健サービスの紹介②
お産に向かって準備しよう〜助産師の話・呼
吸法〜③赤ちゃんが生まれたよ〜沐浴、妊
婦・赤ちゃんの泣き声体験など〜
初産婦（できるだけ３回とも参加ください）
500円（①のみ：調理実習代）
20人（予約要）
電話で申し込む
５月２日㈮

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念）
と

き

28-8300
42-3131
21-8111
29-7111
23-2567
25-2177
42-3025
21-8111
36-3311
22-2101
42-3131
21-8111

と

15日㈭ 13:30〜15:30

こ

ろ

津山すこやか・こどもセンター

内 容 身体測定、情報交換、保育士によるふれあい遊び
対 象 第１子の７カ月児（平成26年10月生まれ）
持ってくるもの 母子健康手帳、おむつ、ミルク、動き
やすい服など

妊婦歯科検診

22-8715

☎＃８０００

18:00 〜 23:00
19:00 〜 23:00

乳

健

22-4758

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

小児救急医療電話相談

康

と

き

18日㈰ 9:00〜12:00
内
定

容
員

と

こ

ろ

津山歯科医療センター（沼）

歯科検診、ブラッシング指導、歯垢の染め出し
18人（予約要、先着順）

「愛の献血」にご協力を
と
き
23日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

と

こ

ろ

市役所１階市民ロビー

※400ミリリットル献血のみの受付です

離乳食教室
と

き

29日㈭ 10:00〜12:00

と

こ

ろ

津山すこやか・こどもセンター

対 象 生後７〜11カ月の子どもと保護者
内 容 調理実習、試食、説明、個人相談
定 員 10人程度（予約要）
持ってくるもの エプロン、三角巾、母子手帳

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

など
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ボールペンのインクの出が悪い

な︒インクが無くなったわけでは

ないようだ︒いろいろ試してみよ

う︒軟らかい紙や硬い紙に書いて

みる︒ペン先をティッシュで掃除

してみる︒ペン先を温めてみる︒

ペンを振ってみる︒お︑復活した！

さて︑この先１年間で︑何本のボ

EC

EC

EC

http://www.city.tsuyama.lg.jp/

ールペンを使い切るのかな︒︵〜︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
今月号のつぶやきが︑わたしの

最後のつぶやきとなりました︒市

内のあちらこちらへ取材に訪れま

したが﹁広報つやま﹂の腕章を見

た 人 か ら﹁﹃ つ ぶ や き 編 集 室 ﹄ を

楽しみにしていますよ﹂とよく声

を掛けていただきました︒ありが

E
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津山市総合企画部秘書広報室（市役所３階）〒708−8501 岡山県津山市山北520番地
☎0868−32−2029 FAX 0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.okayama.jp

とうございました︒これからも﹁つ

EC
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CO

広報つやまは、環境保護のため
再生紙と大豆油インキを使用し
ています。読み終えた後はリサ
イクル（雑誌）にご協力ください

☆広報つやまはホームページ
で閲覧できます

編集・発行（毎月10日発行）

ぶやき﹂を読んでくださいね︒︵Ｇ︶

タケノコ・フ

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
春の味覚と言えば︑皆さんは何

を連想しますか？

キノトウ・イチゴなどいろいろあ

りますね︒わたしは﹁イカナゴの

釘煮﹂です︒本来は︑兵庫県播磨

地方の郷土料理ですが︑この時期︑

市内の食料品店にも出回ります︒

CO

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

CO

現在に残る堀の石垣
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あの頃の津山

現在の大手町付近

大正時代末ごろの
津山高等女学校
写真提供・江見写真館

☎22-4567
津山郷土博物館

釘煮をつまみに︑桜の花びらを杯

に浮かべるのもオツですね︒︵修︶

沖縄の伝統芸能エイサー
を踊る女子大生
美作大学︵北園町︶

今月の表紙

大正時代の末ごろに発行された﹃津山町写真帳﹄に
掲載された津山高等女学校︵現在の津山高等学校︶の
写真です︒背景には︑神南備山が見えています︒
津山高等女学校は明治 年︵１９０３︶４月︑大手
町︵当時は山下︶に開校しました︒学校の敷地は︑現
在の大手町とほぼ同じで︑南側は津山城の堀に面し︑
その堀の土塁がそのまま敷地の境界線となっていまし
た︒そして︑いつのころからか︑土塁は﹁万里の長城﹂
と呼ばれるようになっていました︒
﹃ 津 山 高 校 百 年 史 ﹄ に は︑ こ の 土 塁 は﹁ 庭 園 と し て
整備され︑ここにシュロランの白い花が咲いていた﹂
と記されています︒学校内の寄宿舎に住む生徒たちは︑
寮生活から解放される夏休みのころに花を付けるシュ
ロランを﹁休暇草﹂と呼び︑休暇草の花が咲くのを心
待ちにしていたというエピソードもあります︒
昭和 年︵ １９ ４９︶︑津山高等女学校は津山高等
学校に統合され︑昭和 年代には︑大手町にあった校
舎のほとんどは取り壊されました︒現在は︑堀の石垣
や土塁の一部だけが残り︑市の文化財・津山城外濠跡
として︑その歴史を伝えています︒
24

