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城西地区歴史探訪

市政だより（作っておこう「わが家の防災メモ」 ほか）
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●法務局

城西地区は︑津山城下の西の玄関口として出雲
街道沿いに栄えた町です︒
江戸時代に︑吉井川に高瀬舟の船着き場ができ︑
商業地として発展しました︒また︑城を守る防護
線として数多くの寺院が建立され︑独特の風情が
感じられる景観が形成されています︒
明治時代︑物流の手段が高瀬舟から鉄道に移り
変わると︑津山駅︵現在の津山口駅︶ができ︑津
山の人と物流の玄関口として発展していきます︒
そして︑大正・昭和初期にかけては︑手作りの工
業品を作る工場や商店が軒を連ね︑大変にぎわい
ました︒

税務署●

津山観光
ボランティアガイドの会
阪井幸弘さん

特集

慶長９年
（1604）、初代津山藩主森忠政
が、城下町建設に先立ち、津山城下町の
総鎮守として造営し、今に伝わります。
住所 宮脇町５

観光ボランティアガイドと巡る

ろ 徳守神社

津山の古いまち並みが残る城西地区︒

秋の大祭は、津山まつりの
一つとして、にぎわいます。
今年は、10月26日㈰に行
われます。

特に︑江戸時代の寺町の風情と︑明治から昭和初期

So's cafe
営業時間
8:30〜16:00

にかけて津山の玄関口として栄えた面影を今に残すま

併設のカフェ「So's cafe」では、
江戸時代の味を再現した「榕
江戸時代の味を再現した「
榕菴
珈琲」が味わえるんですよ

ち並みは︑どこか懐かしさを感じます︒

大正６年（1917）に建てられた中島
病院の旧本館。バルコニー形式の玄関
とドーム型の屋根が優雅な大正ロマン
を感じさせてくれます。
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
住所 田町122
電話 22-8688

そんなまち並みを観光ボランティアガイドと一緒に

巡ってみましょう︒

い 城西浪漫館

城西地区歴史探訪

ろまん

観光ボランティアガイドと巡る

城西地区歴史探訪

特集

かすり

ち 作州絣工芸館

は 作州民芸館

県の郷土伝統的工芸品にも指定されている手
織作州絣の実演や作州絣を使った小物の販売な
どを行っています。
開館時間 10:00〜17:00
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
住所 西今町77
電話 23-0811

大正９年
（1920）
、旧土居銀行（後の中
国銀行）として建築されました。
現在は、作州地方の民芸品や郷土玩具
を展示しています。
開館時間 9:00〜17:00
休館日 月曜日
（祝日の場合は翌日）
住所 西今町18
電話 24-6690

毎月、朝市が開かれるなど、
城西地域のまちづくりの拠点
になっているんですよ
このほかにも、城西地区に
は歴史や文化を感じさせる建
物や風景がたくさんあります。
城西地区をゆっくりと観て、
歩いて、タイムスリップした
気分になるのも楽しいですよ

糸紡ぎ機や機織り機
に実際に触れること
ができるんですよ

に 本源寺

観光ボランティアガイドの申し込み先
公益社団法人津山市観光協会☎22-3310
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津山・城西まるごと
博物館フェア2014

城西地域の出雲街道に露店が立ち並び、往時の
にぎわいがよみがえります。
歴史や大正ロマンを感じに出掛けませんか。
とき 10月５日㈰午前10時〜午後３時
ところ 城西地域（作州民芸館・城西浪漫館周辺）
内容 アートクラフト展、こどもガイド、城西お
宝さがし、ミルクホール、屋台村など

観光ボランティアガイド養成講座
観光ボランティアガイドでは、仲間を募集し
ています。
「津山の歴史をもっと知りたい」
「津山の魅力
をみんなに知ってもらいたい」と思っている人
は、ご参加ください。
とき ９月28日㈰午前９時〜午後３時
ところ 津山観光センター（山下）
対象 津山の観光や文化財などに関心があり、
その魅力を紹介していただける意欲のある人
内容 講義＝ガイドのための津山学、現地研修
＝津山城（鶴山公園）
受講料 無料
申込方法 電話で申し込む
締め切り ９月26日㈮
公益社団法人津山市観光協会☎22-3310

津山・城西まるごと博物館フェア実行委員会
（城西公民館内）☎31-0102

わたしたちといっしょに
活動しませんか

毎年７月７日には、森忠政公
の法要が営まれます

お参りは、静かに手を合
わせましょう

ほ 泰安寺

津山藩主森家の菩提寺で、慶長
12年（1607）
、現在の境内が整備
されました。大名家菩提寺の遺構
として重要であり、国の重要文化
財に指定されています。
住所 小田中1373

本源寺・泰安寺・妙法寺は、
津山三ヶ寺と呼ばれ、津山
を代表する寺院です

津山藩松平家の菩提寺で、
本堂は、県の重要文化財に
指定されています。境内の
墓地には、津山藩医で洋学
者の宇田川玄随、玄真、榕
菴の墓所があります。
住所 西寺町12

へ 妙法寺

愛染寺 と
出雲街道に面して建つ鐘楼門は、
２階に鐘楼、１階の左右に仁王像
を配する珍しい門です。県の重要
文化財に指定されています。
住所 西寺町98

本堂の大屋根は、県内で１番大きく
城西地区の中でも目立つ存在です。
本堂は、県の重要文化財に指定され
ています。
住所 西寺町65

高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌ワクチン予防接種

作っておこう「わが家の防災メモ」

健康増進課（津山すこやか・こどもセンター：津山総合体育館東隣）☎32-2069
10月１日から、高齢者を対象にした予防接種が始まります。
種別

インフルエンザ

①65歳または70歳以上の人

①65歳以上の人
対象
ところ

肺炎球菌ワクチン

②60〜64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程
度の障害を有する人（詳しくは、かかりつけ医などにご確認ください）

９月は、台風や秋雨前線などによる、風水害の危険性が高まる季節です。
災害が発生した時、わが家ではどうすれば良いかなど、事前に家族で話し合っておくことが大切です。話し
合ったことをまとめた「わが家の防災メモ」を作り、台所や居間など、家族が集まるところに貼っておきまし
ょう。
津山市防災ハザードマップの裏面にある「わが家の防災メモ」を例に紹介します。

市内医療機関（予約要。詳しくは、かかりつけの内科などにお問い合わせください）

期間・回数

10月１日㈬〜12月31日㈬・１回

10月１日㈬〜・１回

料金

2,000円

実費（助成有り）

助成・免除

危機管理室☎22-1190

対象・料金 次に当てはまる人は、料金が助 助成の内容 実費から公費負担額3,000円を
差し引いた額が自己負担額になります
成または免除されます
（接種券が必要）
・県市民税非課税世帯の人 1,000円
（助成券が必要）
・生活保護受給世帯員の人 無料
（無料券が必要）
申請方法 予防接種を受ける前に、健康増進課または各支所市民生活課で助成券、無料券ま
たは接種券の申請をして、接種する医療機関に持参する
持ってくるもの 印鑑（代理人が申請する場合は、代理人の印鑑も必要）

※肺炎球菌ワクチンは、既に接種した人は対象外です

水痘（水ぼうそう）ワクチン接種

風しんワクチン接種の助成

健康増進課☎32-2069

健康増進課☎32-2069

10月１日から、水痘ワクチンの接種が始まりま
す。
対象 水痘にかかったことの無い生後12〜36カ
月の幼児
ところ 市内医療機関
回数 ２回（既に任意接種を行っている人は、そ
の回数を含みます）
標準的な接種間隔 生後12〜15カ月に初回接種
を行い、６〜12カ月経過後に２回目の接種を行
う
料金 無料
経過措置 水痘ワクチンを
接種したことが無い生後
36〜60カ月の幼児につ
いては、１回接種ができ
ます

対象 市内に住民票があり県の「風しんの無料抗体
検査」が陰性で、次のいずれかに当てはまる人
①妊娠を希望する昭和39年４月１日〜平成３年
４月２日生まれの女性とその夫
②現在妊娠をしている女性の夫
※夫の要件は、事実上婚姻関係と同様の事情にある
人も含みます
助成額 風しん単独ワクチンを接種＝3,000円、麻
しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンを接種＝5,000
円
申請方法 予防接種を受ける前に、健康増進課で助
成券の申請をして、接種する医療機関に持参する
締め切り 平成27年３月31日㈫
持ってくるもの 印鑑、
「風しんの無料抗体検査」
の検査結果表

家の住所や代表者の氏名、
家の近くの目標物、電話番
号を記入
近くの消防署や警察などの
電話番号（直通電話）を記入

（表紙）
家族で決めた避難場所や離
ればなれになった時に集ま
る場所を記入

災害時に援護してくれる親
戚・知人の連絡先を記入
わが家の防災メモは、市ホー
ムページからも印刷できます。
（裏表紙） ご利用ください

家族の職場や学校の電話番
号、生年月日、血液型、服
用している薬などを記入

市有地の売り払い

国民健康保険証の更新
保険年金課（市役所１階９番窓口）☎32-2071、
または各支所市民生活課
現在使用している国民健康保険の保険証の有効
期限は、平成26年９月30日㈫です。
10月から使用する保険証は、９月下旬に郵送し
ます。新しい保険証の有効期限は、平成27年９月
30日です。ただし、年齢や加入条件によって、保
険証の有効期限が異なります。保険証を受け取った
ら、記載内容を確認してください。
有効期限が異なる人は、こんな人
条件

有効期限

平成26年10月２日〜平成 75歳の誕生日の前日
27年 ９ 月30日 に75歳 に （75歳 以 降 は 後 期 高
なる人
齢者医療制度に加入）
退職者国保で、平成26年
65歳の誕生日の月の
10月２日〜平成27年９月
月末（誕生日が１日
１日に65歳になる人とそ
の場合は前月の末日）
の家族
国民健康保険短期被保険
平成27年３月31日
者証の該当になる世帯

財政課
（市役所６階）☎32-2021
次の市有財産を売り払います。
所在地

種別
（地目）

地積
（公募）

売払価格

桑下1087番１

土地
（雑種地）

396㎡

998千円

入札方法 一般競争入札
現地説明会 ９月17日㈬午前10時〜11時
申込期間 ９月17日㈬〜10月１日㈬
申込場所 財政課
入札日 10月７日㈫午前10時〜
※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください

対象物件
● 岡集会所
9号

国道42

川

倭文

あなたの地区の農業委員

健康づくりを心がけ医療費を節約してみませんか

市農業委員会事務局（農業振興課内）☎32-2159
農業委員会は、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、公的に認められた農業者の代表機関です。
各地区の農業委員が改選されたので、お知らせします。

各地区の農業委員（任期：平成26年７月20日〜平成29年７月19日）
担当地区

氏名

住所

電話番号

東津山・城東・城南・ 木下
中央・鶴城・城北・城
西・西苫田・東苫田 大山

稔

野介代

090-3639-6418

正志

大田

090-8715-7838

福山
鈴木
高倉・神庭・滝尾・
神田
成名・高野
森本
小島
二宮・院庄・佐良山・ 日笠
福岡・福南
福田

辰成
幸一郎
圭介
政孝
仁太郎
治郎

草加部
妙原
高野本郷
上高倉
高野山西
種

090-5695-9672
29-1886
26-1682
29-2507
26-1745
090-8363-5539

信吾

神戸

090-3746-3059

本山 寛文
目瀬 公康
井家上 淑子
勝山 修
長森 健樹
池田 幸正
山下
男
竹内 隆一
只友 良春
寺元 久郎
南都 芳明
尾島 宏明
内田 増美
川﨑 久夫
赤堀 康弘
平田 行男
光成 美文
河本 廣道
太田 裕恭
青山 隆是
植本 幸男
松岡 兆人

中原
瓜生原
福井
山方
上横野
下田邑
加茂町齋野谷
加茂町下津川
加茂町青栁
加茂町楢井
阿波
新野東
新野山形
大岩
上村
上野田
中北下
坪井下
油木上
久米川南
神代
桑下

26-2709
090-3631-0146
090-5706-0145
090-3636-5282
27-0868
090-5702-7041
090-7546-4267
42-2948
090-8069-9833
090-8249-9112
090-6838-2171
36-4741
36-5446
090-2001-6031
090-2292-7774
090-3746-8243
080-2895-4814
57-9233
57-9988
57-2145
090-3636-5301
57-2802

ＪＡつやま推薦

坂本

道治

日上

090-7972-9668

ＪＡ勝英推薦

久本

寛一

新野東

36-4720

土地改良区推薦

石本

惠二

神戸

28-1238

市議会推薦
（学識経験者）

河本
西野
山田

英敏
修平
誠

高野山西
野介代
宮尾

090-1017-8930
090-4897-1074
090-8713-5093

広野・大崎・河辺

田邑・一宮・高田

上加茂・新加茂・西
加茂・東加茂・阿波

新野・広戸・勝加茂

大井西・大井東・大
倭・久米・倭文東・
倭文中

（平成26年７月20日現在）

農業委員にご相談ください
農地に関する相談を受けています。
お気軽にご相談ください。
《相談内容》
農地の売買・贈与など権利の移動
農地の転用
農地の貸し借り
農業者年金のこと
その他、農地に関すること

届け出が必要です
次のような場合は、農業委員会へ
届け出てください。
相続や遺産分割、時効により農地
の権利を取得した場合
法人の合併や分割などによって農
地法の許可を受けず、農地の権利
を取得した場合

1月

９〜1

農地パトロール月間
（農地利用状況調査）
優良農地の確保と有効利用に向
け、遊休農地の発生防止と解消、
耕作意欲がある農業者への農地の
集積を進めるため、農地のパトロ
ールを行っています。
調査の際、皆さんの農地内に立
ち入ることもあります。ご理解と
ご協力をお願いいたします。

農地パトロールの様子

保険年金課（市役所１階９番窓口）
☎32-2071
近年、生活習慣病の増加や高齢化社会の進行などにより、医療費が増加しています。このまま医療費が増え
続けると国民健康保険の財源が不足して、保険料の引き上げなど、皆さんの負担額がますます大きくなってし
まいます。
日頃から一人ひとりが定期健（検）診を受診するなど、健康づくりを心掛け、医療費を節約しましょう。

医療費節約のポイント
重複受診はやめよう

かかりつけ医（ホームドクター）を持とう
同じ病気で複数の病
院にかかると、同じ診
察や検査などを受ける
ことになり、医療費の
ムダ遣いになります。

時間外・休日診療はなるべく避けよう
急病など、やむを得
ない場合を除いて、診
療時間内の受診を心掛
けましょう。診療時間
外の診察は割増料金が
掛かります。

「ねんきん定期便」のおしらせ
保険年金課☎32-2072
国民年金、厚生年金の被保険者には、誕生月に日
本年金機構から「ねんきん定期便」が届きます。
「ねんきん定期便」の内容
①年金加入期間②加入実績に応じた年金見込額
③保険料の納付額④厚生年金保険の標準報酬月
額と保険料納付額の月別状況⑤国民年金保険料
の納付状況
※35・45・59歳の誕生月には、封書で上記の内容
に加え、これまでの加入履歴も掲載します
※加入記録・記載内容に漏れや誤りがある場合は
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へご連絡くださ
い

ねんきん定期便専用ダイヤル
☎0570-058-555

自分や家族の病歴な
どを把握している医師
がいれば、気軽に相談
でき、安心して診察を
受けられます。

薬を正しく使い、後発医薬品
（ジェネリック医
薬品）
を利用しよう
医師の指示に従って
薬を使用し、同じ効能
効果を持つ後発医薬品
を使用することで、医
療費を抑えることがで
きます。

市民課での

ポイント

証明書交付請求の
住民票の写しの場合
ポイント１

住民票の写しには種類がある

住民票の写しには、世帯全員を表示したも
のと、一部の人を抜粋したものがあります。
また、「本籍」や「世帯主」
、世帯主との「続
柄」などの事項の表示を選べます。用途によ
って必要な表示が変わります。提出先機関に
ご確認ください。
ポイント２

請求できる人

住民票の写しを請求できるのは、本人また
は同一世帯員に限ります。それ以外の人が請
求する場合は、本人からの委任状が必要です。
※債権の回収や相続手続など、正当な理由が
ある場合は請求することができます。詳し
くは、お問い合わせください
市民課☎32-2052

とき ８月12日㈫
テーマ
発達障害を持つ
子どもへの支援
参加者
発達障害を持つ
中学生の保護者
４人

環境事業所☎22-8255
家庭から出る廃家電などを収集・運搬・処分する業者は、
「一般廃棄物処理業の許可」を受け、許可証を掲示していま
す。許可証を掲示していない、いわゆる 違法 の回収業者
に依頼しないようにしましょう。

秘書広報室☎ ︲２０２９

つながりを持った支援体制を
参加者 小学６年生までは︑先生が︑
子どもができないようなことでも一度
やらせてみて︑それができたら自信を
持てるように声掛けをしてくれて︑子
どもの特性を見ながら︑できることを
少しずつ増やしてくれました︒
中学校では︑例えば数学の授業では︑
文章問題よりも基礎計算に重点を置く
傾向があります︒最初からできないと
決めつけず︑それぞれの特性を見なが
ら︑教え方を変えてもらえたら良いな
と思います︒
また︑来年度︑教育委員会改革がな
される中で︑保護者と学校︑市長や教
育委員会が一体となった支援の体制が
できることを望んでいます︒子どもの
これまでの状況をよく知る保育園や小
学校の先生と中学校の特別支援学級の
担任の先生とがつながり︑その子の性
格を把握することで︑一貫した支援が
できるのではないかと思います︒

市長から 大変な苦労をされながらも︑
前向きに子育てをされていることに心
を打たれました︒保護者の皆さんの声
を聴きながら︑子どもさんの成長を支
援することがとても大切だと思います︒
今後は︑行政も連携して︑保護者や
学校と一体となった支援体制を作り︑
子育てを支えていきたいですね︒

違法な不用品回収業者に注意！
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市民と市長のふれあいトークを開催しました

発達障害を持つ中学生の保護者の皆
さんから︑子育ての大変さなどをお聞
きし︑市長と意見交換を行いました︒

発達障害と向き合う
参加者 医師から発達障害であること
を伝えられたのは︑子どもが保育園児
の時でした︒その時︑目の前が真っ暗
になったと感じるほどの衝撃を受けま
した︒
それ以来︑子どもの様子を見守り︑
子どもの性格を知る中で工夫して育て
てきました︒発達障害を持つ子は︑カ
ーッとなったら大きい声を出したり︑
急に状況がわからなくなったりするこ
とがあります︒そんな時︑声掛けをし
てあげると落ち着きます︒また︑健常
な子なら気に掛けないことでも︑発達
障害の子は素直に受け止めてしまうの
で︑周りの人が少しずつ状況などを教
えると安心します︒保育園や小学校の
先生︑子どもの友だちなども︑同じよ
うに我が子を見守ってくれる大切な存
在となっています︒

第13回

小型家電回収 利用上の注意

いらなくなった家電は
「正しく」リサイクルしましょう

農業振興課
（市役所４階）☎32-2079
荒れている農地（耕作放棄地）を再生利用するための費用の一部を補助します。

対象者

賃借などにより農地を耕作する農業者

対象となる農地（次の全てに当てはまること）
・農業振興地域の農用地区域（農振農用地）内の
耕作放棄地で、再生作業のために、10アール当
たり10万円以上の費用が必要な農地
・荒廃農地調査で、耕作放棄地に指定された農地
※耕作放棄地の再生作業後、５年以上耕作するこ
とが必要です

注意！

市では、小型家電回収ボックスを市内
各所に設置
しています。
ご利用の
際は、次の
点にご注意
ください。

●個人情報は必ず消去してください
●電池はできるだけ取り外してください
●回収ボックスの投入口（35㎝×20㎝）
に入らないものは回収できません。
「粗大ごみ」または「不燃ごみ」と
して処分してください
●投入した小型家電は返却できません

補助の内容
①再生作業（障害物除去や土づくりなど）
・10アールあたり５万円を補助
・重機を使用する作業で、再生作業に必要な経
費が10アール当たり10万円を超える場合は、
費用の２分の１を補助
②土づくり（肥料、有機質資材の投入など）
・①の補助を受けて土づくりを行った
翌年度、さらに土づくりが必
要な場合、10アールあたり
２万５千円を補助

事前に手続きが必要です。手続き前に着工した場合は交付金が支払われません

お忘れなく

臨時福祉給付金･子育て世帯臨時特例給付金の申請
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
対策室（市役所２階）☎32-7004

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請期限は、平成26年10月１日㈬です。

環境事業所☎22-8255

利用上の注意
違法の回収業者への依頼は…
・不法投棄、不適正な処理や管理が行われ、環境汚染や健康
被害が起きるなど、国内外で問題となっています
・高額な回収料金を請求されることがあります

荒れている農地の再生費用を支援します

期限内に申請しないと、
給付金は支給されません。
ご注意ください
申請上の注意
■臨時福祉給付金は、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
■公務員の人の子育て世帯臨時特例給付金の申請
は、平成26年１月１日に住民登録をしている市
町村で行ってください
■支給後、課税所得が変更になり、支給対象からは
ずれると、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支給
対象にはなりません
※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

一戸建て住宅の耐震診断費用を補助します
建築住宅課
（市役所５階）☎32-2099
市内の一戸建て木造住宅の耐震診断にかかる費
用の一部を補助します。
条件 次の全てに当てはまること
①市内にある民間住宅（個人所有）
②昭和56年５月31日以前に建てられた一戸建て住
宅（店舗併用住宅は店舗部分の
面積が半分未満のもの）
③構造が木造在来工法のもの
④２階建て以下
補助金額の例
延床面積

耐震診断費用

200㎡未満
200㎡以上
300㎡未満

42,000円

補助金額
（１棟当たり）
40,000円

52,500円

50,000円

吹き付けアスベストの調査・除去工事補助金
民間建築物の吹き付けアスベストの分析調査
・除去工事費用を補助します。
補助額
分析調査：補助対象経費（１棟25万円まで）
除去工事：補助対象経費の３分の２以内（１棟
400万円まで）
※詳しくは、お問い合わせください

甘いもの好き
集まれ！

さん・さん祭り2014〜明日へ！学びつながる男と女〜

第９回スイーツフェスタ

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

津山地域の洋菓子店が一堂に揃う２日間限りのスペシャルイベントです。ケーキ
チケット１枚で３種類のお好きなスイーツが食べられます。
とき 10月11日㈯①午前10時30分〜正午、②午後１時30分〜３時、③午後４時
〜５時30分、12日㈰①午前10時30分〜正午、②午後１時30分〜３時、③午後
４時〜５時
ところ 津山市地域交流センター（アルネ・津山４階）
参加費 前売り＝1,000円（当日1,100円）
※前売りチケットは９月中旬より地域交流センター、津山商工会議所、スイーツフ
ェスタ参加各店で販売します。詳しくは、お問い合わせください

10月

18日㈯

10月
●学習会・講演会・体験
【さん・さん】
わたしたちの年金はどうなるの？
時間

肥えないからだ体操

文 化 の 津山郷土博物館特別展

時間

津山の商家が伝えた文人画
〜広瀬台山と飯塚竹斎〜苅田家コレクションより

江戸時代から続く津山の商家・苅田家。そこに伝わる書画を、
津山を代表する文人画家・広瀬台山と飯塚竹斎を中心に紹介し
ます。
とき 10月４日㈯〜11月３日㈷、午前９時〜午後５時（入館
は午後４時30分まで）※月曜・祝日の翌日は休館（10月15
日㈬は休館。11月３日㈷は開館。）
ところ 津山郷土博物館（山下）
入館料 一般200円（160円）/高校・大学生150円（120円）
※（ ）内の料金は30名以上の団体料金

『松下弾琴図』
飯塚竹斎

津山郷土博物館☎22-4567

津山洋学資料館
新館開館５周年記念企画展
「平戸 松浦家伝来の至宝」
大航海時代、ヨーロッパからの船が来航
し、
「西の都」と呼ばれるほどの繁栄を見せ
た平戸。その平戸を治めた松浦家に伝わる、
貴重な海外交流関係史料をご紹介します。
とき 10月11日㈯〜11月９日㈰（開展式
10月11日㈯午前９時30分〜）
ところ 津山洋学資料館（西新町）
展示資料 豊臣秀吉キリシタン禁制定書、
蛮錨図、外国人之図、在長崎日蘭貿易絵
巻、「甲子夜話」など21点
入館料 一般300円（240円）/高校・大学
生200円（160円）
※（ ）内の料金は30名以上の団体料金

津山洋学資料館・上廣歴史文化
フォーラム
平戸の松浦家に伝わる
海外交流の資料の魅力と
ともに、江戸時代初期の
対外政策についてお話し
いただきます。
とき 10月11日㈯午後１時30分〜３時40分
ところ 津山洋学資料館GENPOホール
演題 「江戸幕府が選んだ 鎖国 政策-平戸松
浦家史料の魅力」
講師 山本博文さん（東京大学大学院教授）
対談 山本博文さん・岩下哲典さん（明海大学
教授）
聴講料 無料

津山洋学資料館☎23-3324

体験

午前11時〜11時30分、正午〜午後０時30分

母と娘はむずかしい！？〜母の立場、娘の立場〜
時間 午後１時30分〜３時30分
講師 加藤伊都子さん（フェミ
ニストカウンセリング堺カウ
ンセラー）
※申込要

●紙芝居など【図書館前ホール】
『先人のあゆみ』にまなぶ〜「医師 光後玉
江の紙芝居」とため池マップ〜
『玉女峰図』
広瀬台山

時間

午前10時〜午後３時

●スタンプラリー【図書館前ホール】
家族みんなで家事力アップ!!
時間 午前10時〜午後３時
内容 おそうじのアイデアや収納法などをスタン
プラリーで学びます

●健康測定、健康相談など【地域交流センター】
つやま まちの保健室
時間

19日㈰

午前10時30分〜正午

講師 金本邦忠さん（津山年金事務所お客様相談
室長）

経済振興課☎32-2080、TMOつやま☎23-2250

喫！
秋を満

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、盛りだくさんの内容で今年も開催します。
みなさんの来場を、お待ちしております。

午前10時〜午後３時

時間
内容

●学習会・講演会
【さん・さん】
ことば・人に開かれた感性を
親子で育てる！

午前10時30分〜正午
遊びながら外国語の楽しさを体験 ※申込要

「ジェンダー統計」を語ろう
時間

午前10時30分〜正午

わたしの人生を生ききる〜スウェーデンの高
齢者ケア・認知症ケア〜
時間 午後１時30分〜３時30分
内容 高齢者・認知症に関する学習会
講師 藤原瑠美さん（福祉の勉強会
「ホスピタリティ★プラネット」
主宰）

●体験コーナー【さん・さん】
びっくりサイエンス＆おもしろ工作
時間
内容
料金

午後１時30分〜３時30分
子ども向け科学実験と工作
実験＝60円 工作＝各60円

●体験コーナー【図書館前ホール】
年賀状を毛筆で書いてみましょう
時間 午前10時〜正午
材料費 100円

花とあそぶ〜いけばな〜
時間

午前10時30分〜正午

●喫茶コーナー【図書館前ホール】

香りの石けんフラワー

時間
内容
料金

時間 午前10時30分〜午後３時
材料費 800円

午前10時30分〜午後３時30分
手作りお菓子に紅茶やコーヒー
200円

※申込要

両 日 開 催
●なやみごと相談【図書館前ホール】
「まちかど無料悩みごと相談」
時間

学 習 会・ 講
演会は託児
あり（事前申
し込み要）

午前10時〜午後４時

●作品展示・活動報告【文化展示ホール】
時間 午前10時〜午後５時
内容 いけばな、書道、絵画、ちぎり絵、写真、
手芸、粘土作品、活動報告

サンタフェ・サマーキャンプツアー

７月22日〜30日 サンタフェ市（米国）
市内の中学生６人が、英語に興味を持ち、視
野を広げるために、津山市の友好交流都市サン
タフェ市
（米国）
を訪れました。現地では、ホー
ムステイをしながら、サマーキャンプツアーに
参加してアメリカの文化に触れ、現地の中学生
との友好を深めました。
ツアーに参加した垂井真魚さん（国分寺）は
「仲間、異文化、言葉の壁と何もかもが貴重な
経験で楽しかったです。食べ物の大きさの違い
に圧倒されました。
」と話してくれました。

第35回津山納涼ごんごまつりIN吉井川
８月２日・３日 吉井川河川敷ほか

ごんごおどり

わっしょい津山！

パレード

市街地の教会前で記念撮影

公園でランチ

雨の中の花火大会

ダンスバトル

ステージイベント

乗馬体験

サマーフェスティバルIN塩手2014
８月12日 塩手池（市場）

ラフティング（川下り）

平成26年度民謡民舞
少年少女全国大会 準優勝
８月に東京都で
開催された「平成
26年度民謡民舞少
年少女全国大会」
に出場した宮坂流
津山銭太鼓保存会
が、準優勝を果た
しました。
今回参加したメ
ンバー９人の中で
最年少出場した全
本結理さん（北小
２年生）は「昨年は３位だったので、今回、
準優勝できてうれしかった。練習は厳しいけ
ど踊りは楽しい」と語ってくれました。今後
の活躍が楽しみですね。

ー

さよならパーティ

夏の学習プログラム「陶棺をつくろう」
８月12日

津山郷土博物館（山下）
美作地方の古墳から
多数発掘されている陶
棺のミニチュアを作り、
その成り立ちなどを学
ぶ体験学習。参加者は、
自分たちが作った陶棺
の焼き上がりに満足し
ているようでした。

シンクロナイズドスイミング演技披露
８月17日

グラスハウス（大田）
県内唯一のシンクロ
チーム・児島水泳倶楽
部のメンバーがシンク
ロの演技を披露しまし
た。水面から水しぶき
とともに上がる足や手
の動きに、会場から歓
声が上がっていました。

かもの夏まつり
８月14日 加茂中学校（加茂町桑原）
阿波ふるさとふれあい納涼星空祭り
８月13日 阿波交流館駐車場（阿波）

れ︑改めて森忠政公の功績と地域の
歴史や文化を見つめ直そうという機
運が高まりました︒
そこで︑有志を募り︑森忠政公報
恩会を設立しました︒
現在︑津山を中心に︑約２００人
の会員が参加しています︒
どのような活動をしていくのですか
？
毎年７月７日に行われる森忠政公
の命日法要の手伝いや︑城下町・津
山の礎を築いた森忠政公の功績を見
つめ直すため︑勉強会や講演会など
を行います︒
また︑森家が行った城下町の町割
りを知るには︑それ以前の歴史を知
本年４月︑初代津山藩主・森忠政を
ることが必要です︒さらに︑森家か
顕彰し︑地域の歴史や文化を見つめ
ら松平家へと引き継がれた城下町の
直すために﹁森忠政公報恩会﹂を設
立した牧山さんにお話を伺いました︒ 歴史が︑現代にどのように伝わって
いるかを知ることも︑わたしたちに
とって大切なことです︒
そこで︑森家の入封以前や封滅以
後の歴史も紐解いて︑みんなで勉強
していきたいと思っています︒

８月２日、ベルフォーレ津山で「宮古島市・津山市姉妹都市縁組50周年記念式典」
が開催され、両市の市長を始め、関係者約600人が50年の歩みを振りかえり、友好
と絆をさらに深めました。
式典では、宮地津山市長が「両市の交流は大きな財産であり、50周年を機に両市
の絆が一層深まることを願いたい」、下地宮古島市長が「両市の友好関係を一層促進
する新たな旅立ちの日としたい」とあいさつをし、堅い握手を交わしました。
また、姉妹都市縁組のきっかけとなり、宮古島市との交流を続ける南小学校の児
童が「わたしたちは、かけがえのないきずなを大切に、これからも交流していきま
す」と次の100年に向けた「未来宣言」を行うと、会場からは、割れんばかりの満
場の拍手が送られました。

活動を通じて︑伝えていきたいこと
は何ですか？
津山の歴史や文化を伝え︑普段︑
自分たちにとっては︑遠いものと感
じてしまいがちなまちの歴史や文化
が︑案外身近なものであることを知
ってほしいですね︒

津山がどんなまちになったらよいで
すか？
津山には︑長い歴史や文化などが
あり︑それを今に伝える歴史ある建
物やまち並みが数多く残っています︒
それは︑わたしたちにとってかけが
えのない大きな財産です︒この財産
を︑観光資源として上手に活用し︑
津山が観光都市としてより発展でき
れば良いですね︒
そして︑市民が郷土愛や郷土への
誇りを持つことができるまちになっ
てほしいです︒
穏やかな表情で︑津山の歴史や文化
を守り伝えていくことの大切を語る
牧山さん︒一人でも多くの人に津山
の歴史や文化が伝わるといいですね︒

津山納涼ごんごまつりでも、
宮古島が大人気

身近なまちの歴史を知ってほしい

秘書広報室☎32-2026

宮古島

森忠政公報恩会を設立したきっかけ
は？
昨年︑森忠政公の３８０回忌や森
家の菩提寺である本源寺の国指定重
要文化財への登録︑さらに︑美作国
建国１３００年という節目を迎え︑
本源寺の御霊屋や森家大名墓などが
広く一般に公開されました︒
その際︑地域の人たちから﹁地元
にこのような歴史ある寺院があった
とは知らなかった﹂︑﹁もっと︑地元
の歴史を知りたい﹂などの声が聞か

きっと、つながってる
もっと、つながっていく
津山と宮古島 （「未来宣言」より）

森忠政公報 恩 会 会 長

姉妹都市縁組50周年記念式典

交通 信

津山

流

森忠政の木像に手を合わせる牧山さん
８月２・３日に行われた津山納涼ごんごまつり IN 吉
井川の会場では、宮古島の観光と物産展のブースが設け
られ、宮古島産の物産の販売が行われました。
特に、マンゴーシャーベットや宮古そばには、長い行
列ができ、参加者は、南の島の味を楽しみました。

交流と絆を確かめた
vol.6

お知らせ
無料調停相談会
とき ９月 日㈮午前 時〜
午後３時
ところ 津山市総合福祉会館
︵山北︶
※秘密は厳守します
岡山地方裁判所津山支部
︵椿高下︶☎ ︲９３２６

無料法律・人権相談所
月１日は﹁法の日﹂です︒
月１日から７日までの一週
間を﹁法の日﹂週間として︑
無料法律・人権相談所を開設
します︒
月３日㈮午前 時〜
とき
正午
ところ 岡山地方・家庭裁判
所津山支部︵椿高下︶

※予約不要
岡山家庭裁判所︵岡山市︶
☎０８６︲２２２︲６７７
１

進路や不登校に関す
る相談会
とき
月４日㈯午後０時
分〜４時
ところ 津山市総合福祉会館
参加費 無料
※予約要
美作地域不登校支援ネット
ワーク︵美作高等学校内
山北︶☎ ︲３１１５
﹁相談﹂は ページにも掲載
しています

土地の境界
︵筆界︶の
特定について
隣接する土地の境界︵筆界︶
に関して争いが起きた時︑法
務局の筆界特定登記官が土地

3期

の筆界の位置などを特定する
筆界特定制度があります︒
※利用したい人は︑事前にお
問い合わせください
岡山地方法務局︵岡山市︶☎
０８６︲２２４︲５７２９

秋の交通安全運動
﹁いそぐほど きけんは近く
に やってくる﹂
期間 ９月 日㈰〜 日㈫
９月 日㈫は﹁交通事故死
ゼロを目指す日﹂です︒市民
一人ひとりが交通ルールを守
って︑交通安全に努めましょ
う︒
●重点目標
・夕暮れ時と夜間の歩行中や
自転車の交通事故の防止
・すべての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

環境生活課☎ ︲２０５６

浄化槽の正しい使い方
浄化槽は正しく管理するこ
とで︑その機能を発揮します︒
次のことに注意してください︒
●定期的に検査・点検・清掃
をする
●浄化槽の電源は切らない
●水に溶けないものをトイレ
に流さない
●塩素系洗浄剤や殺菌剤を使
わない
●残った天ぷら油や調理くず
を流さない
※合併処理浄化槽を設置する
人への補助金や浄化槽改造
資金融資あっせん制度があ
ります
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
下水道課︵市役所６階︶☎
︲２１００
32

3期
固定資産税

集

介護保険料（普通徴収） 4 期

北部高等技術専門校
障がい者対象訓練生

募集科 介護サービス科
訓練期間
月７日㈮〜平成
年２月５日㈭
対象 ハローワークから受講
の指示や推薦を受けた人
人
定員
受講料 無料︵教材費要︶
試験 学科と面接
申込方法 ハローワーク津山
に備え付けの願書に記入し︑
ハローワーク津山へ申し込
む
締め切り
月３日㈮
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
北部高等技術専門校美作校
︵美作市︶☎０８６８︲７２
︲０４５３
20

募

日曜納税窓口
９月28日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

27

︵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。

株式会社ホープ
☎092-716-1404
28

（納期限：9 月 30 日㈫）

働くために必要な知識や技
能を︑事業所やＮＰＯ法人な
どで学びます︒
募集科 実践能力習得科
対象 障がいのある人
定員 訓練先ごとに１〜 人

10

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

27

30

広報つやま広告募集
11

税
納
の
月

197人
91人
転出
死亡
201人
83人

3期
国民健康保険料
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

10

26

21

22

津山市戦没 者 追 悼 式

14

9
36

21

とき
月３日㈮午前 時〜
時 分
ところ 津山総合体育館︵山
北︶
※お供えなどはお断りします
※送迎バスの出発時刻など︑
詳しくはお問い合わせくだ
さい
生活福祉課☎ ︲２０６３

津山圏域消防組合消防本部（林田）
☎31-1262

30

月中のひとの動き
（ 8 月 1 日現在）

7
10

転入
出生

30

人口 104,931 人（前月比△4）
男 50,112 人（同△1）
女 54,819 人（同△3）
世帯 44,659 世帯（同＋34）

ださい

10

10

10

26 23

11

※詳しくは、お問い合わせく

10

グリーンカーテン作品展

（ホームページhttp://www.119tsuyama.

10

近隣の消防署に備え付けの届出書
届出方法

32

催しは対象外です

32

催しの主催者
届出をする人

10

など特定の人のみが集まる

22

人が集まり、屋台などで火気を使用する催し

32

※近親者によるバーベキュー

10

30 10

グリーンカーテンの写真作
品を展示します︒
月６日㈪〜 日㈮
とき
ところ 市役所１階市民ロビ
ー

※屋台には消火器を設置してください

26

祭礼や縁日、展示会など、不特定多数の
対象

受講料 無料
新エネルギー環境政策室
試験 学科と面接
☎ ︲２０５１
申込方法 ハローワーク津山
証明書自動交付機の
︵山下︶または北部高等技術
陸上自衛官・防衛大学校生・
サービス停止
専門校に備え付けの願書に
防衛医科大学校生
健康診断書を添えて︑ハロ
住民票・印鑑登録証明書の
ーワーク津山に申し込む
自動交付機が次の期間︑利用
募集種目 陸上自衛官︵看護︶︑
締め切り 平成 年２月 日
できません︒ご理解ください︒
防衛大学校︵推薦・総合選
抜・一般前期／後期︶︑防衛
㈯
医科大学校︵医学科・看護
※詳しくは︑お問い合わせく
学科︶
ださい
応募資格 陸上自衛官︵看護︶
北部高等技術専門校︵川崎︶
＝ 歳未満で︑看護師免許
☎ ︲１１２５
とき
月 日㈯〜 日㈫
を有し︑かつ保健師または
北部高等技術専門校美作校
ところ 津山男女共同参画セ
助産師免許を有する人︵取
介護サービス科訓練生
得見込みを含む︶
︑防衛大学
ンター﹁さん・さん﹂︵アル
ネ・津山５階︶
校生・防衛医科大学校生＝
市民課☎ ︲２０５２
歳未満で︑高等学校を卒
業︵見込みを含む︶した人
※防衛大学校︵推薦︶は︑学校
長の推薦が必要
※申込方法など︑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
jp/からも印刷可）に記入して届け出る

10

10

11

お祭りなどの催しで、火気を使用する
屋台の届け出が義務化されました

◇こんにちは市役所さん：10月６日㈪〜10月12日㈰ 偶数時台の各15分から
「津山市教育相談センター鶴山塾 開塾30周年記念大会」
◆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

へん光板を使ってステンド

締め切り ９月 日㈪
津山工業高等専門学校☎

くはお問い合わせください
人権啓発課☎ ︲００８８
申込方法 ①住所②氏名③年
齢④職業⑤電話番号を郵送︑
ファクスまたはＥメールで
伝え︑申し込む
月 日㈮
締め切り
賞 最優秀賞１点︑優秀賞１
点︑入選数点︑参加賞
※優秀作品は市ホームページ
などで発表します
〒７０８︲００６５津山市
新 魚 町 アルネ・津山５階
人権啓発課☎ ︲ ００８８
︲２５３４
jinken@c
ity.tsuyama.okayama.jp

とき
月９日㈰午前８時〜
午後６時
ところ 姫路セントラルパー
ク︵兵庫県︶ほか
対象 市内の母子
寡婦世帯
定員 １４０人
︵先着順︶
参加費
歳以上
＝１５００円︑ 歳以下＝
７００円
申込方法 母子会地区役員ま
たはこども課へ申し込む
月 日㈮
締め切り
こども課︵津山すこやかこ
どもセンター 津山総合体
育館東隣︶☎ ︲２０６５
16

母子寡婦世帯研修旅
行参加者

31

演題 節エネと自然エネルギ
ませんか︒
ー利用のまちづくりを地域
とき
月７日㈰午後２時〜
の力で！
ところ 久米公民館︵中北下︶
講師 堀尾正靱さん︵龍谷大
内容 コーラス︑ピアノ︑エ
学教授︶ほか
レクトーンの演奏など
定員 １００人︵先着順︶
参加費 無料
受講料 無料
月 日㈮
締め切り
申込方法 ①氏名②住所③電
※申込方法など︑詳しくはお
話番号をファクスまたは電
問い合わせください
話で伝え︑申し込む
同実行委員会事務局︵久米
新エネルギー環境政策室
公民館内︶☎ ︲２９３６
☎ ︲２０５１
︲２１
ＮＨＫ学園生徒
５８
■ＮＨＫ学園高等学校普通科
津山地区がん征圧大会
対象 中学校を卒業した人︑
とき
月 日㈯ 午後１時
高等学校中退者など
■生涯学習通信講座
受付︑１時 分開会
対象 一般
ところ 津山市総合福祉会館
※詳しくは︑ホームページ︵ h 演題 肺がん治療の最前線
︶
講師 木浦勝行さん︵岡山大
ttp://www.n-gaku.jp/
をご覧いただくか︑お問い
学大学院教授︶
合わせください
受講料 無料
ＮＨＫ学園☎０４２︲５７
健康増進課☎ ︲２０６９
２︲３１５１
︵代表︶☎０１
苔玉と手びねり器づくり講座
２０︲０６︲８８８１

資格 市内に在住︑または通
勤︑通学している人
テーマ 身近なところで感じ
た思いやりの心や命の大切
さなど︑人権の大切さが伝
わるメッセージ
形式 １人１点︑自作・未発
表のもの︵１行詩︑標語な
ど形式は問いません︶

２０１４作品

ひと・ふれあいメッセージ

23

グラスを作ろ う 受 講 者

光の性質を学び︑ステンド
グラスのキーホルダーを作り
ます︒
月４日㈯午後２時〜
とき
４時
ところ 津山工業高等専門学
校︵沼︶
対象 小学３〜６年生
定員
人︵申し込み多数の
場合は抽選︶
円
参加費
申込方法 ①住所②氏名③学
校名④学年⑤性別⑥保護者
名⑦電話番号を︑Ｅメール
で伝え︑申し込む

ソシオのフリーマーケッ

23

講座・講演会

月１日㈬午後１時〜

地域を豊かにする自然
エネルギーセミナー
とき
４時
ところ

津山東公民館︵川崎︶

とき
月４日㈯午後１時〜
３時
ところ 勝北陶芸の里工房
人︵申し込み多数の
定員
場合は抽選︶
参加費 ２５００円
申込方法 生涯学習課へ電話
で申し込む
生涯学習課☎ ︲２１１８

32

︵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。

10

17

10

31

15

10

︲８３３３
entry@tsuya
食に関するサービスの情報
ma-ct.ac.jp
高齢者等の食生活を支援す
戦争に関わる資料
るため︑次の食に関するサー
市では︑戦争の記憶を語り
ビスを提供する事業所の情報
継ぎ︑後世に平和の尊さを伝
を集めています︒
えるため﹁戦争に関わる資料﹂ 種別 Ⓐ宅配弁当︑
の収集︑保管を行っています︒
Ⓑ出前︑Ⓒ食材
随時︑寄贈の受付を行ってい
配達︑Ⓓ移動販
ますので︑ご連絡ください︒
売
収集品︵例︶
連絡方法 ①事業所名②種別
軍服︑兵士の装備品︑召集
︵Ⓐ〜Ⓓ︶③事業所の担当者
令状︑千人針︑防空ずきん︑
④事業所の住所⑤事業所の
新聞や雑誌など戦時中の生
電話番号⑥事業所のファク
活に関するもの
ス番号を︑電話・ファクス
※受け入れの可否など︑詳し
または直接連絡する
締め切り ９月 日㈫
津山市地域包括支援センタ
ー︵市役所１階︶☎ ︲１０
０４
︲１００５

第 ２期エンジョイニュー
ト・にぎわい市出店者

久米参加者

ミュージックフェスティ
バル

普段の練習の成果を発表し

10

11

32

31

30

31

57

スポーツ受講者

30

とき
月 日㈭︑ 日㈭︑
月 日㈭︑ 日 ㈭ ︑ 午 前
９時 分〜 時 分
ところ 津山総合体育館︵山
北︶
内容 ニュースポーツ︵ペタ
ンク︑カローリング︑ダ・
ビンゴなど︶
定員
人︵申し込み多数の
場合は抽選︶
受講料 千円︵保険料含む︒
当日集金︶
募集期間 ９月 日㈫〜 日
㈫
申込方法 津山総合体育館に
備え付けの申込書︵市ホー
ムページから印刷可︶に記
入し︑直接またはファクス
で申し込む
スポーツ課☎ ︲０２０２

とき
月 日㈰午前 時
分〜午後２時
ところ ソシオ一番街
■ソシオのフリーマーケット
資格 ごみ減量に関心のある
人
︵業者は不可︶
※ 歳未満の人は保護者同伴
販売品 家庭にある不用品
参加費 １０００円
■にぎわい市
資格 市内または近郊の商店︑
事業所︑生鮮野菜・加工品
生産者など︵露天商は除く︶
参加費 ２５００円
・・・・・・・・・・・・・
申込方法 ①郵便番号②住所
③氏名︵ふりがな︶④電話番
号⑤販売物を︑はがきまた
はＥメールで伝え︑申し込
む
月 日㈪必着
締め切り
※申し込み多数の場合は抽選
〒７０８︲００２２津山市
山下 ︲４ソシオ一番街事
務局︵山下︶☎ ︲７６５４
10

1bangai@1bangai.co
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美作大学☎22-7715
15

10

25

30

とき 10月12日㈰〜13日㈷
ところ 美作大学（北園町）
内容 ステージや模擬店など

22

主なイベント
10月12日㈰
■講演会「生きている」と実感できる日のために
時間 午後１時開場、２時開演
講師 ロバート・キャンベルさん（東京大学
大学院教授）
10月13日㈷
■アンパンマンショーと握手会
時間 １回目＝午前10時10分〜、２回目＝
午後２時〜
■
「まいまい」こと「chay」による弾き語りラ
イブ＆トーク
テレビ番組「テラスハウス」に出演してい
た「まいまい」のライブです。
時間 午後３時20分開場、４時開演

in

12

10

美作大学 大学祭「白梅祭」
11

文化や産業を学ぶ︑全３回の
講座です︒
■登り窯で焼こう干支づくり
とき
月１日㈬午前 時〜
正午
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
■論語教室と衆楽園見学
とき
月１日㈯午後１時
分〜３時 分
ところ 衆楽園︵山北︶
■エバラ食品工場見学
月１日㈪午前 時〜
とき
正午
ところ エバラ食品工業株式
会社︵金井︶
・・・・・・・・・・・・・
人程度︵申し込み多
定員
数の場合は抽選︶
参加費 無料︵材料費︑入場
料などは実費︶

観光振興課☎ ︲２０８２

まちの保健室
つやまの看護展
とき
月 日㈯午前 時〜
午後３時
ところ 地域交流センター
︵アルネ・津山４階︶
内容 血圧や体脂肪などの健
康測定など
岡山県看護協会津山支部
︵入澤さん︶☎ ︲００１１

ふれあい村

申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を電話で伝え︑申し
込む
締め切り ９月 日㈪
生涯学習課☎ ︲２１１８

イベント
フィットネス・プー
ル会員１週間体験
とき ９月 日㈬〜 月 日
㈮
ところ グラスハウス︵大田︶
対象 平成 年４月以降︑会
員登録していない人
参加費 １０８０円
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
グラスハウス☎ ︲７１４
０

児童生徒書道展
津山市近郊の小・中学生の
優秀作品を展示します︒
月２日㈭〜７日㈫
とき
ところ 市立文化展示ホール
︵アルネ・津山４階︶
文化課☎ ︲２１２１

家族で学ぶ﹁論語教室﹂
とき 第１回＝ 月 日㈯
第２回＝ 月 日㈯︑午後
１時 分〜２時 分

道の駅﹁久米の里﹂
秋の味覚・収穫祭
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 久米地域産の新高梨や
新米の試食・販売など
道の駅﹁久米の里﹂☎ ︲７
２３４
鶴山塾開塾 周年記念大会

ところ 第１回＝津山高等学
校︵椿高下︶第２回＝衆楽園
テ ー マ 第 １ 回 ＝﹁ 論 語 と 孔
子﹂︑第２回＝﹁学楽習喜﹂
講師 德光泰弘さん︵県青少
年教育センター閑谷学校次
長︶
定員
人程度︵先着順︶
受講料 無料
申込方法 生涯学習課に電話
で申し込む
生涯学習課☎ ︲２１１８

第 回つやま市民ス
ポーツ祭

50

消費生活講演会
とき
月 日㈯午後２時開
場︑２時 分〜４時
ところ 津山市総合福祉会館
演題 消費者トラブルはもう
たくさん〜おいしい話︑う
まい話の裏に 〜
講師 紀藤正樹さん︵弁護士︶

参加費 無料
※託児あり︵予約要︶
環境生活課☎ ︲２０５６
大人の社会科見学〜秋の陣〜

津山

市内のさまざまな施設で︑

おぎゃっと
乳幼児と保護者らが一緒に
遊び︑学べる子育て応援イベ
ントです︒
とき
月 日㈯午前９時
分〜午後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︶
内容 おもちゃの病院︑食育
のＰＲ︑消防車やパトカー
の展示など
こども課☎ ︲２１７９

高田神社の獅子舞

10

とき
月 日㈯午後１時
分〜５時
ところ 勝北文化センター
︵新野東︶
演題 子どもたちとつながり
・つながる〜確かな明日に
向けて〜
講師 山下英三郎さん︵日本
社会事業大学大学院特任教
授︶

﹁スポーツの秋﹂を楽しむ
一日︒当日参加も可能です︒
月 日㈰午前９時〜
とき
︵小雨決行︑
雨天の場合は
翌日に順延︶
ところ 津山陸
上競技場︵志
戸部︶
︑津山ス
ポーツセンタ
ー︵勝部︶
内容 リレーカーニバル︑玉
入れ︑綱引き︑スポーツ教
室等紹介︑ちびっこ相撲秋
場所︑ニュースポーツ︑グ
ラウンドゴルフ︑ストラッ
クアウト︑フリーマーケッ
ト︑お楽しみ抽選会など
スポーツ課☎ ︲０２０２

申込方法 鶴山塾や各公民館
に備え付けの申込書︑また
は電話で申し込む
※鶴山塾ホームページ︵ http:
//www3.tvt.ne.jp/˜ka9
︶からも申し込み可
3juku/
月 日㈬
締め切り
鶴山塾☎ ︲８３２９

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︶
新産業創出課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき
月 日㈰午前８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

︵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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03-5955-8211
☎03-6907-1234

10

障がい者に対する正しい理
解を深めましょう︒
月 日㈰午前 時〜
とき
午後３時
ところ 市役所東側駐車場
内容 作業所や事業所による
出店︵パンの販売など︶
同実行委員会事務局︵山北︶
☎ ︲６８０８

シャルム事務局（高梁市）
☎0866-22-9403

月 日㈰午後１時〜
高田神社︵上横野︶

11

10月19日㈰
午後１時キックオフ
ところ 津山陸上競技場
入場料（前売券） 大人＝700円、
中学・高校生＝500円、小学生
以下＝無料
42
※当日券 大人＝1,000円、中学
・高校生＝800円

き

と

54

30

FC吉備国際大学Charme
FC吉備国際大学C
VS
ASエルフェン埼玉

32

10

11

12

30

手数料もかかりません。

10

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
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10

なでしこリーグ
エキサイティングシリーズ2014

＊解散存続厚生年金基金からの移行先の
一つです。

ファジアーノ岡山（岡山市）☎086948-5654、ホームページ http://
www.fagiano-okayama.com/

とき
ところ

ⓒ2004F.O.S.C

10

!?

32

21
in

ファジアーノ岡山ネクスト
VS
ホンダロックSC
ホンダロックS

10

30 18

11

32

12

社外積立なので手間がかかりません。

10月５日㈰
午後１時キックオフ
24
ところ 津山陸上競技場
入場料 一般＝1,000円、小・中
・高校生＝400円
※詳しくは、ホームページをご
覧ください

き

と

しかも掛金の一部を国が助成
します。
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10

JFL公式リーグ2014 開催 !!
セカンドステージ第９節

10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：２日＝
「おくりびと」
、９日＝
「命のビザ」、16
日＝「最後の忠臣蔵 上」
、23日＝
「最後の忠臣蔵
下」、30日＝「冒険写真家という仕事」
●むかし話を聞く会 とき：４日㈯14:00〜14:30
●放送大学連携講座「健康な野菜を育てるコツ」
とき：５日㈰14:00〜15:30 講師：桝田正治さん（放
送大学岡山学習センター客員教授）
●おはなし会 とき：16日㈭11:00〜11:30
●ファミリーシアター
とき：19日㈰14:30〜 内容：「天国へのシュート」
●小学生のための「物語をたのしむ会」
とき：25日㈯14:00〜14:40

中央児童館 （山北）
午前10時〜午後５時

☎ 22-2099

●お話タイム とき：８日㈬、24日㈮13:00〜13:30
●赤ちゃん広場 とき：９日㈭11:00〜11:30
対象：１歳未満児と保護者 定員：10組
（先着順）
受付：９月30日㈫10:00〜
●親子であそぼう とき：20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

●昔話のおはなし会 とき：11日㈯10:30〜11:00
●おはなし会 とき：26日㈰10:30〜11:00

勝北図書館 （新野東）
午前10時〜午後６時

加茂（ぐりむ）児童館

☎ 42-7032

☎ 36-8622

●おはなしタイム とき：９日㈭、19日㈰10:30〜11:00
●昔ばなしのじかん とき：25日㈯14:00〜14:30

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

●いっしょにあそぼ！０１２３てくてく（幼児向け）
とき：15日㈬10:30〜11:30
●こくちゃんの紙芝居劇場 とき：18日㈯15:30〜
●本のリサイクル市
とき：25日㈯・26日㈰10:00〜17:00
休館日

市立図書館：28日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：６日㈪、13日㈷、
20日㈪、27日㈪、28日㈫
勝北図書館のみ：29日㈬、30日㈭

阿波児童館 （阿波）

日常生活の家事の中には、腰に大きな負担がかかるものがあります。その代表的なものが、掃除機の操作で
す。掃除機を使用する上での注意点やポイントを紹介します。

ポイント

掃除機の柄の長さを調整することで、前かがみの姿勢が少なくなり、
腰にかかる負担が軽減します。

☎ 42-3168

●ミニコンサート とき：３日㈮10:30〜11:30
出演：バニラシェイクス
●エアーマット・デー とき：４日㈯、26日㈰11:00〜
11:30、14:00〜14:30
●育児相談 とき：８日㈬11:30〜12:00
●お話タイム とき：10日㈮、15日㈬13:15〜13:45
●まっちゃんとあそぼう！ とき：18日㈯13:30〜14:00

注意！ 深い前かがみの姿勢は、腰に大きな負担がかかります。

☎ 46-2076

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

●絵本のじかん とき：１日㈬16:00〜16:30
●にこにこクッキング「カレー作り」 とき：11日㈯
10:30〜13:00 参加費：100円 持ってくるもの：米
１合、カレー皿、スプーン、お茶、エプロン、三角
巾、手拭き 受付：９月29日㈪〜10月８日㈬
●作ってあそぼう とき：15日㈬16:00〜16:30
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/

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

健康増進課☎32-2069

☎ 24-4400

●絵本タイム とき：２日㈭、21日㈫13:15〜13:45
●ワイワイあそぼ♪ とき：８日㈬10:30〜11:30
対象：１・２歳児と保護者 定員：20組
（先着順）
受付：１日㈬10:00〜
（電話のみ）
●先生とあそぼ☆ とき：９日㈭10:30〜11:30
対象：１歳半以上の未就園児と保護者
●赤ちゃんあそぼ！ とき：15日㈬、22日㈬10:30〜
11:30 対象：１歳未満児と保護者 定員：20組
（先
着順） 受付：１日㈬10:00〜
（電話のみ）
●わらべうた遊び とき：30日㈭10:30〜11:30
対象：未就園児と保護者

加茂町図書館 （加茂町塔中）
午前10時〜午後６時

腰痛を予防しよう！（生活編①掃除機）

Let s
Exerc se

今月のポイント―「友達の影響について」―
Ｑ

中央児童館・南児童館・加茂児童館：
６日㈪、13日㈷、14日㈫、19日㈰、27日㈪

子どもの交友関係が気になります。携帯電
話で誰かと連絡を取り合ったり、休日に誰か
と一緒に出掛けたりしますが、どこで何をし
ているのか尋ねても、あいまいな答えばかり
返ってきます。友人から悪い影響を受けるの
ではないでしょうか？

思春期には、家族よりも、友だち同士のル
ールの方が大切になり、時には親にうそをつ
いてでも、友だち同士のつながりを守ろうとする
ことがあります。また、この時期は、友達からの
影響を受けやすいと思われます。
心配だからといって、子どもの行動を監視した
り、根ほり葉ほり話を聞き出したりする必要はあ
りません。子どもと普段から会話をするように心
掛けて、子どもと友だちとの様子を見守りましょ
う。

Ａ

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
佐良山小学校10:00〜10:40⇒津山口駅前11:05〜11:35⇒一宮小学校12:50〜13:30⇒林田小学校14:30〜16:00
北小学校10:00〜10:40⇒総社東第二遊園地11:10〜11:40⇒高田小学校13:00〜13:30
高倉小学校10:15〜10:45⇒衆楽公園駐車場（市役所東側）12:00〜13:10⇒小原会館14:00〜14:40⇒院庄公民館15:20
〜16:20
成名小学校10:15〜11:00⇒清泉小学校13:00〜13:40⇒大崎小学校14:40〜16:15
阿波公民館10:35〜11:00⇒旧ＪＡ上加茂11:25〜11:50⇒加茂小学校13:00〜13:40⇒めぐみ荘14:00〜15:00
向陽小学校10:15〜10:45⇒鶴山小学校13:00〜14:00⇒塩手荘14:40〜15:10
喬松小学校10:15〜10:45⇒道の駅「久米の里」11:25〜12:00⇒誠道小学校13:00〜13:40⇒田邑公民館15:00〜16:00
秀実小学校10:15〜11:00⇒中正小学校12:50〜13:20
河辺小学校10:15〜10:45⇒東小学校13:00〜13:45
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

６日㈪
７日㈫
８日㈬
９日㈭
10日㈮
14日㈫
15日㈬
17日㈮
20日㈪
22日㈬
23日㈭

ごみの分別と適正排出に
ご協力ください
ごみの処理や、リサイクルを行うためには、分
別をきちんとして排出することが必要です。
スプレー缶やカセットガスボンベは、使い切っ
て缶として「資源ごみ」に出してください。例え
ば、中身が残っているカセットガスボンベを付け
たまま、卓上コンロをごみとして排出すると、収
集車や処理場で爆発するなど、重大な事故が発生
することがあります。非常に危険なので、分別の
徹底をお願いします。

カセットガスボンベを付
けたままなど、分別しな
いのはルール違反じゃ

ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

津山市青少年育成センター
市役所東庁舎３階☎32-2120

学校のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと、
ご相談ください

環境事業所☎22-8255

▶秋山 頼弥︵小学４年生︶

▶水島 恵美子︵加茂町青栁︶

▶児玉 絹枝︵加茂町桑原︶

休日診療
診療時間
とき

午前９時〜午後５時まで
科

内科系
９月
21日㈰
外科系

23日㈷

内科系
外科系

28日㈰

内科系
外科系

▲まつなが ひなた（小学４年生）

▲河本 綾香（小学４年生）

ところ
日本原病院（日本原）
只友医院（加茂町塔中）

42-2043

津山第一病院（中島）

28-2211

勝北診療所（杉宮）

29-2324

衣笠内科医院（椿高下）

22-7811

平井病院（加茂町中原）

42-3131

津山中央病院（川崎）

21-8111

安田医院（上河原）

23-5537

いちば医院（二宮）

28-8300

万袋医院（加茂町中原）

42-3025

津山第一病院（中島）

28-2211

※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
※10月の休日診療は、10月１日㈬以降に津山市医師会ホー
ムページhttp://med-tsuyama.or.jp/で確認できます

土曜・日曜・祝日
平日

ボールの回収は

どこでやっていますか

古紙や新聞紙などの回収は︑ス
ーパーマーケットなどに設置され
た古紙回収ボックスを利用してい
ます︒段ボールはどこに出したら
良いですか？
︵市内・女性︶

家庭から出る段ボールなどの回
収は出前資源回収﹁青空リサイク
ルプラザ﹂で行っています︒ご利
用ください︒
︽青空リサイクルプラザ︾
■ハピーマート東一宮店駐車場
︵東一宮︶
とき 毎月第１・３日曜日午前９
時〜正午
■カインズホーム津山店駐車場
︵高野本郷︶
とき 毎月第２土曜日午前９時〜
正午
■ウエストランド駐車場︵二宮︶
とき 毎月第２・４日曜日午前９
時〜正午
回収しているもの 段ボール︑新
聞紙︑チラシ︑雑誌︑雑紙︑古
着︑古布︑ビン︑缶︑その他の
金属︵鍋︑やかんなど︶など
※町内会や小・中学校で廃品回収
を行っている地区もあります
環境事業所☎ ︲８２５５

22

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

※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

問

○○○○歴史探訪
○に入る漢字４文字は？

応募方法

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）
Ⓒあば温泉無料入場券（5枚）Ⓓグラスハウス招待券（2枚）

締め切り
応
募
方
法

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

平成26年10月10日（金）当日消印有効

当選者は11月号で発表

７月号の正解 ８月２日（応募32人、正解32人）
当選者 船田京子さん、佐藤智帆さん、大西未紗さん、
福田久枝さん、初川宣子さん

元気な子どもを育てるために
でんわ
36-3311

中西クリニック（東一宮） 27-7200

小児救急医療電話相談

段

10月の健康

９月21日㈰〜９月28日㈰
健
児

乳

診
健

と
き
診 14日㈫、15日㈬

１歳６カ月健診 ７日㈫、８日㈬、10日㈮ 13:00〜13:50
３ 歳 児 健 診 21日㈫、22日㈬、24日㈮
ところ

津山すこやか・こどもセンター

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念）
と
き
２日㈭ 13:30〜15:30

18:00 〜翌 8:00
19:00 〜翌 8:00

※小児救急医療電話相談の受付時間が拡充されました。
こどもが急病のときは、小児救急医療電話相談をご利用
ください。

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

内 容 身体測定、情報交換、保育士によるふれあい遊び
対 象 第１子の７カ月児（平成26年３月生まれ）
持ってくるもの 母子健康手帳、おむつ、ミルクなど
〜子どもを虫歯から守る学習会〜
と
き
:
19日㈰ 9 30〜10:30

母親歯科教室

と こ ろ
津山歯科医療センター（沼）

対

象 未就学児と保護者
津山歯科医療センター☎22-4021

「愛の献血」にご協力を
と
き
24日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

☎＃８０００

受付時間

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

献血キャラクター

健康増進課☎32-2069

けんけつちゃん

※料金を掲載していないものは無料です

10月の相談
相 談 名
育児相談・健康相談

と き
毎週月曜日 10:00〜11:30

女性の悩みごと相談

毎週水曜日 10:00〜16:00

女性と子どもの法律
相談（無料・予約要）

６日㈪、20日㈪ 13:30〜16:40

鶴山塾教育相談
無料法律相談会
（予約要）
司法書士法律相談
（無料・予約要）
法務局休日相談所
福祉総合相談会
人権・行政・民生合同相談

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☎31-2533
「さん・さん」
津山すこやか・こどもセンター こども課☎32-2065

毎週火・木曜日 13:30〜16:30、
17日㈮ 13:30〜15:30、23日㈭ 教育相談センター「鶴山塾」 鶴山塾☎22-2523
10:00〜12:00
岡山県司法書士会
１日㈬ 10:00〜15:00
市役所４階会議室
津山支部（濵田）☎20-1155
環境生活課
１日㈬、15日㈬ 13:30〜16:30
環境生活課☎32-2057
（市役所１階１番窓口）
岡山地方法務局総務課
５日㈰ 10:00〜15:00
岡山地方法務局津山支局
☎086-224-5656
８日㈬ 10:00〜15:00
津山市総合福祉会館
津山市社会福祉協議会☎23-5135
16日㈭ 10:00〜15:00
勝北老人憩いの家
勝北支所市民生活課☎32-7023
20日㈪ 10:00〜15:00
20日㈪ 13:00〜15:00

久米支所
加茂町公民館

人権・行政合同相談

23日㈭ 10:00〜15:00
21日㈫ 10:00〜15:00

一日合同行政相談

22日㈬ 10:00〜15:00

市役所２階大会議室

住宅無料相談

23日㈭ 13:30〜16:30

市役所１階市民ロビー

行政・民生合同相談
行政相談

加茂町福祉センター
阿波公民館

久米支所市民生活課☎32-7011
加茂支所市民生活課☎32-7032
阿波支所市民生活課☎32-7042
岡山行政評価事務所
☎086-224-1100
建築住宅課☎32-2099

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
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津山市フェイスブック

EC

わたしはよく人に﹁髪切った？﹂

と聞きます︒たまに外れる時もあ

りますが︑外れた時には﹁今日は

印象が違いますね♪﹂で問題なし︒

先日︑職場の知人に﹁髪切った？﹂

と聞くと︑当たりました︒気付い

てもらった相手は嬉しい︑気付け

たわたしも嬉しい︒こんなふうに

世界が平和になりますように︵Ｗ︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
津山の夏まつりの取材で︑カメ

ラや三脚を持ってあちこち移動し

ていたので︑少しおなかが引っ込

んだ気がします︒取材ダイエット

成功です︒食欲の秋に備え︑この

体重はキープしたいです︒秋は秋

刀魚や栗︑ぶどうなど︑美味しい

ものがいっぱいです︒想像するだ

けで︑よだれが出てきました︒︵雨︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
姉妹都市縁組 周年記念式典に

て上映されたビデオメッセージ︒

市職員の交流で津山市に勤務した

宮古島市の女性の﹁津山は︑今も

歴史的な建物などが残り︑歴史と

文化のまちだと感じました﹂とい

う言葉に︑戦災を受けた宮古島の

人たちの苦労が胸をよぎり︑平和

への思いを新たにしました︒︵修︶

元気いっぱい
ごんごおどり
ごんご通り

８月２日
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O
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☆津山市のフェイスブックは
こちらから
http://www.facebook.com/
city.tsuyama.kouhou

あの頃の津山

30

津山の写真を募集しています

50

32

10

開園間もない津山市立動物園
写真提供・和仁隆明

31

39
このコーナーに掲載する懐かしい

27

22

☆広報つやまはホームページ

で閲覧できます
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 http://www.city.tsuyama.lg.jp/

編集・発行（毎月10日発行）

60

津山郷土博物館
４
☎
- ５６７

今月の表紙

この写真は︑かつて鶴山公園にあった津山市立動物
園の様子を写したもので︑昭和 年︵１９５６︶４月に
撮影されたものです︒
雨の降る中︑飼育檻の中央にいるペンギンをにこや
かに見物している多くの人たちが写っています︒当時
の動物園では︑ペンギンやニホンザル︑七面鳥など
種類２１４匹の動物たちが飼育され︑年間の入園者数
は 万人余りを数えました︒
昭和 年には︑ライオンも加わり︑その後︑動物の
種類や頭数が増えていきます︒そして︑動物園は︑市
民や観光客の憩いの場として人気を集めていました︒
津山市史によると︑津山市立動物園は︑昭和 年７
月に開設されたとあります︒しかし︑昭和 年の市勢
要覧にも﹁鶴山館の傍らに動物園を設けて⁝老若男女
の来り遊ぶ者が多い﹂と記載されていることから︑市
立動物園の開設前から︑動物園があったことが伺い知
れます︒
平成 年︑国指定史跡・津山城跡の保存と復元のた
め︑築城当時︑存在しなかった施設を撤去することが
決まり︑平成 年９月︑惜しまれつつ 年余りの歴史
に幕を下ろしたのでした︒
市民から動物園の記憶が
薄らいでいく中︑往時の動
物園のにぎわいを伝える貴
重な一枚です︒
37

23

催し物でにぎわう現在の動物園跡地

