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11月は児童虐待防止月間
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市政だより（財政健全化判断比率と資金不足比率の公表 ほか）
ふぉとるぽ
きらめく津山人
けいじばん
あの頃の津山

❷
❹
❿
⓬
⓮

津山市 の児童虐待 の現状
津山市ではネグレクトが多い傾向
市に寄せられる児童虐待が疑われ
る通告件数は︑年々増加傾向にあり︑
乳幼児が全体の半数以上を占めてい
ます︒中でも︑満１歳に満たない乳
児の割合が増加しています︒
現在︑市には虐待を受けている子
どもが約３００人登録されています︒
虐待の種類はネグレクトが半数以上
を占めています︒

平成25（年度）
平成22

平成23 平成24
通告件数
平成21

児童虐待は︑子どもの心身
を傷つけるだけでなく︑時と
して子どもの生命を奪ってし
まう深刻な社会問題です︒
﹁虐待かも﹂と思ったら︑勇
気を出して連絡しましょう︒
こども子育て相談室☎ ︲
７０２７

あなた自身も守ることにつながります︒
地域の皆さんへ
虐待を受けている子どもや︑その保
護者は︑周りにさまざまなシグナルを
出しています︒
近所などに﹁虐待かも﹂と思えるシグ
ナルを出している親子がいたら︑まず
は声を掛けてあげてください︒あなた
のほんの少しの声掛けが︑虐待を防ぐ
きっかけになるかもしれません︒
声を掛けることが無理なら︑こども
子育て相談室などに︑迷わずに連絡を
してください︒連絡は電話やＥメール︑
手紙など︑どのような方法でも構いま
せん︒

性 的 虐 待…

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト …

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い
病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待 …

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し
て暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：DV）など

月は児童虐待防止月間

児童虐待 を防 ぎたい
〜こども子育て相談室からのお願い〜
乳幼児への虐待は特に危険
昨年度︑市が通告を受けた虐待が疑
われる子どもの大半は乳幼児です︒乳
幼児は自分の気持ちや辛さをうまく表
現できず︑体力的にも抵抗できません︒
また︑心身が未熟なため︑虐待を受
けた時の心と体のダメージは大きなも
のがあり︑大変危険です︒
子育てをされている皆さんへ
子育てをしている中で︑悩みごとや
イラ立ちがたくさんあると思います︒
時には︑虐待をしてしまいそうになる
こともあるかもしれません︒自分自身
の言動を振り返って﹁もしかして虐待
かも？﹂と感じたら︑勇気を持って相
談してください︒

中学生
13%
100

平日 午前８時30分〜午後５時15分
その他の時間や休日は ☎32-2170（市当直）
kosodate@city.tsuyama.okayama.jp
郵送 〒708-8501 津山市山北520番地

0

169
200

乳幼児
51%
51

津山児童相談所（山北）
☎23-5131

150

小学生
31%
57
50

高校生
他
5%
151

平成25年度での通告の
年齢別割合

●連絡は匿名で行うことも
可能です
●名前や内容に関する秘密
は守られます
●電話やメール、手紙など、
どのような方法でも構い
ません
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オレンジリボンには
子ども虐待を防止するという
メッセージが込められています。

ささいなことでもご連絡を
こども子育て相談室では︑必要な関
係機関と緊密に連携をとり︑見守りが
必要な子どもや︑その保護者を支援し
ています︒
学校や保育園・幼稚園で︑そういっ
た子どもの生活の様子に変わったこと
が見られた時や︑地域の人から通報を
受けた時などには︑こども子育て相談
室の児童相談員や保健師が家庭訪問を
したり︑電話で保護者の相談に乗った
りしています︒
皆さんの連絡や相談が︑虐待を受け
ている子どもや︑その保護者への支援
の第一歩となります︒小さなことでも
迷わず︑連絡してください︒

連絡先

202

（件）

☎32-7027

子どもの健康や安全を配慮していない
家の内外が極端に散らかっていて不衛生なまま
子どもを家に残したまま、外出することがある
いつもイライラして子どもに当たる
地域との交流がなく、孤立している
不自然なアザややけど、打撲の跡がある
極端にやせている
服や体がいつも汚れている
顔に表情がなく、大人を見るとおびえる
行動に落ち着きがなく、乱暴な行動が多い

市が受けた児童虐待が疑われる
通告件数（年度別）

こども子育て相談室

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる
など
□
□
□
□
□

身体的虐待 …
□
□
□
□
□

相談は匿名でもできます︒名前や相
談内容を他人に知られることは︑決し
てありません︒
少しの勇気が子どもを虐待から守り︑

こども子育て相談室
尾崎さん

保護者からのシグナル
子どもからのシグナル

ためらわず
知らせてつなぐ
命の輪

11

児童虐待の種類

知っておこう！災害時の避難情報

財政健全化判断比率と資金不足比率の公表

危機管理室（市役所３階）☎32-2042
災害の発生が予測される時や、災害が発生した時、市から避難に関する情報を発信することがあります。避
難情報を受け取る準備をしておきましょう。避難情報には次のようなものがあります。

避難情報の種類
避難準備情報…災害が発生する可能性が高まっていることを知らせてい
ます。非常用の持ち出し品を用意し、避難する準備をしましょう。

高齢者や障害者など、避難
に時間を要する人は、早め
に避難を始めましょう

避難指示…「避難勧告」
よりも緊急度の高い時に発令します。速やかに避
難しましょう。
※避難所に避難できない時は、建物の２階や、山や川からできるだけ離
れた部屋で安全を確保してください。

財政健全化判断比率の状況
20.00

30.00

35.0

11.91

16.91

25.0

24

年度

25

年度

24

年度

24 25

年度

年度

年度

25
④ 将来負担比率

③ 実質公債費比率

② 連結実質赤字比率

実施期間 11月14日㈮〜12月15日㈪（必着）
応募資格 市内に在住、または通勤・通学する人
募集する意見
美術館に望むこと
美術館で鑑賞したい美術品の分野
美術館の設置場所 など
応募方法 Ａ４サイズの任意様式に
①住所②氏名（匿名希望可）③意見を記入し、郵送、
ファクス、または直接提出
※直接提出の受付時間は平日の執務時間内（午前８時
30分〜午後５時15分）
応募先 〒708-8501 津山市山北520番地 市教育委
員会文化課

養護老人ホーム津山市立ときわ園は、施設の老
朽化に伴い、新築移転しました。
新しい施設は、バリアフリー化により段差が少
なく、入所者が移動しやすくなっています。
また、共同の談話スペースやトイレなどを少人
数単位で使うことで、家庭的な雰囲気の中で生活
することができます。
※入所条件など、詳
しくはお問い合わ
せください

① 実質赤字比率

市では、市立美術館の整備方針を決めるため、津山
市美術館構想審議会を設置して検討を行っています。
その審議会での参考とするため、皆さんから広く意見
を募集します。

高齢介護課☎32-2066

133.9 141.9

財政健全化判断比率

ときわ園
国道 53 号
井ノ口交差点

JR津山線・姫新線

津山市コミュニティ
センター「あいあい」

井口公園

ときわ園

ときわ園
ところ 津山市
井口100番地１
☎22-4973

市の公営企業会計は７つあります。
平成25年度の決算では、いずれの会計でも資金不足
は発生しませんでした。
公営企業会計の種類
・津山市水道事業会計
・津山市工業用水道事業会計
・簡易水道事業特別会計
・食肉処理センター特別会計
・下水道事業特別会計
・農業集落排水事業特別会計
・土地取得造成事業特別会計
用語の説明

年度

文化課（東庁舎３階）☎32-2121、 32-2147

350.0

赤字なし 赤字なし

年度

ときわ園が移転しました

（単位：％）
ー

14.2 14.0

24 25

市立美術館整備に関する意見募集

公営企業会計の資金不足比率

悪化

いざという時に備えて、緊急告知防災ラジオを設置
しておきましょう。市では、緊急告知防災ラジオの購
入費の補助を行っています。
詳しくは、危機管理室までお
問い合わせください。
対象 旧津山地域に住んでいる
緊急告知防災ラジオ
世帯

早期健全化基準

避難情報を受け取る手段
避難情報は次のものにより発信されます
○つやま災害情報メール
○緊急告知防災ラジオ
○広報車や消防車などによる広報
○テレビのデータ放送の災害情報
○防災行政無線（加茂・阿波・勝北・久米地域）

平成25年度決算をもとに、市の財政状況を示す指標について算定しました。
財政健全化判断比率
（①実質赤字比率②連結実質赤字比率③実質公債費比率④将来負担比率）は、いずれも早
期健全化基準を下回り、公営企業会計の資金不足比率は、資金不足が生じた公営企業会計は無かったので、経
営健全化基準を下回っています。その結果、健全な財政運営を保てていると判断しています。
しかし、今後は合併特例期間の終了に伴い、地方交付税が減額されることなどから、市の財政はさらに厳し
い状況になると予測されます。今後も健全な財政運営を維持するためには、一層の行財政改革が必要です。

財政再生基準

避難勧告…災害が発生する恐れがあるため、避難するよう勧めています。
お知らせする避難所へ避難しましょう。

財政課☎32-2020

指標の公表について
自治体の財政破綻を未然に防ぎ、財政状況
の悪化した団体に対して早期健全化を促す
ため、財政判断指標（健全化判断比率と資
金不足比率）を公表することが義務付けら
れています

実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなどを行う普通会計などの
赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すも
の
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、赤字の程度を
指標化し、市全体の財政運営の深刻度を示すもの
実質公債費比率
普通会計、特別会計などの借入金の返済額などのう
ち、普通会計が負担する額の大きさを指標化したも
の
将来負担比率
普通会計の借入金残高だけでなく、将来支払ってい
く可能性のある負債などの現時点での残高を指標化
し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの
財政再生基準
基準を超えると、国の関与による確実な再生を行う
ため、財政再生計画の策定などが義務付けられる
早期健全化基準
基準を超えると、自主的な改善努力によって財政を
健全化するため、財政健全化計画の策定や外部監査
の要求などが義務付けられる
資金不足比率
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料
金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻
度を示すもの。経営健全化基準（20％）を超えると
経営健全化計画の策定や外部監査の要求などが義務
付けられる

個人住民税の特別徴収のお願い

事業主の皆さんへ

平成27年度から軽自動車税の税率が改正されます
課税課☎32-2015

個人住民税については、所得税と同様に給与を支払う事業主
（給与支払者）が、従業員
（納税者）に支払う給与
から天引きして、従業員が住む市町村に納入すること（特別徴収）が法律で定められています。
特別徴収は、従業員にとっても、金融機関へ納付に行く手間が省け、税の納め忘れも防げます。
住民税の納め忘れをなくし、税の公平性を確保するため、特別徴収の徹底をお願いしています。
事業主の皆さんの、ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収の納入の流れ
①給与支払報告書の提出

市

（１月31日まで）

②税額計算

事業主
（給与支払者）

③特別徴収税額の通知

従業員
（納税者）
④特別徴収税額の通知

（５月中旬）

⑥税額の納入（徴収した
月の翌月10日まで）

平成28年６月から
特別徴収を県内一斉実施

⑤給与支払の際に税額を
徴収

県内の市町村すべてで、特別徴収を実施していない事業主を「特別徴収義務
者」に指定し、実施を徹底していきます。早目の実施をお願いします。

※詳しくは、お問い合わせください
市民課での

ポイント

証明書交付請求の
印鑑登録証明書
ポイント１

環境生活課☎32-2055

窓口での発行

印鑑登録証明書を窓口で請求す
る際は、印鑑登録証（市民カード
または印鑑登録手帳）が必要です。 ▲市民カード
また、代理人が請求する場合は、
請求者本人の印鑑登録証を提示す
れば委任状を兼ねることができま
す。

▲印鑑登録手帳

ポイント２

自動交付機での発行

市民カードに暗証番号を設定し
ている人は、自動交付機を利用し
て印鑑登録証明書と住民票の写し
を取得することができます。
自動交付機の設置場所
・市役所１階市民ロビー
・津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」
（アルネ・津山５階）
市民課☎32-2052

守っていますか？
ペットの飼育マナー

▲さん・さんの自動
交付機

ペットの飼い主は、他人に迷惑をかけないよ
うに飼うことがマナーです。
○愛情を持って飼い、飼えなくなった時は、責
任を持って新しい飼い主を探してください。
○猫の放し飼いは、ご近所の迷惑や、交通事故、
病気になることがあります。できるだけ室内
で飼いましょう。
○望まれない子犬・子猫をつくらないよう、不
妊措置（避妊・去勢手術）をしましょう。
※岡山県動物愛護財団（0867-24-3288）では、
不妊・去勢手術費用の助成を行っています。
○のら猫に餌を与えると猫が増えるなど、ご近
所とのトラブルになることがあります。餌を
与える場合は、飼い猫として責任を持って飼
いましょう。
ペットに関する相談先
岡山県動物愛護センター（岡山市）
☎0867-24-9512

税制課☎32-2017
平成26年度の地方税法の改正により、平成27年度分から軽自動車税の税率が引き上げられます。
【原動機付自転車など】
車種区分
（50㏄以下）
原動機付 （50㏄超90㏄以下）
（90㏄超125㏄以下）
自転車
ミニカー（50㏄以下）
小型特殊 農耕作業用
その他（フォークリフトなど）
自動車
二輪の軽自動車（125㏄超250㏄以下）
二輪の小型自動車（250㏄超）
トレーラー・雪上車

税率（年額）
平成26年度まで
平成27年度から
1,000円
2,000円
1,200円
2,000円
1,600円
2,400円
2,500円
3,700円
1,600円
2,400円
4,700円
5,900円
2,400円
3,600円
4,000円
6,000円
2,400円
3,600円

【三輪以上の軽自動車】
①現在所有する車両は、平成27年度以降も現行税率を適用
②平成27年度以降に最初の新規検査を受ける車両は、新税率を適用
③❶❷に関わらず、最初の新規検査から13年を経過すると、平成28年度以降は重課税率を適用
税率（年額）
平成27年度から
平成28年度から
②新税率
③重課税率
①現行税率
車種区分
平成27年３月31日 平成27年４月１日 最初の新規検査か
以前に最初の新規 以降に最初の新規 ら13年を経過した
検査を受けた車両 検査を受けた車両 車両
三輪
3,100円
3,900円
4,600円
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
四輪乗用
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
自家用
4,000円
5,000円
6,000円
四輪貨物
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の初度検査年月をご覧ください
※重課税率は、燃料の種類などによって対象外になるものがあります。詳しくは、お問い合わせください

人権について考えてみましょう
人権啓発課☎31-0088
12月４〜10日は人権週間です。さまざまな人権問題について考え、人権を尊重する心を育てましょう。
■人権を考える市民のつどい
とき 11月30日㈰午後１時〜３時15分
ところ グリーンヒルズ津山

■第66回人権週間津山市児童生徒ポスター展
とき 12月４日㈭〜10日㈬
ところ 市立図書館前広場
（アルネ・津山４階）

リージョンセンター（大田）
演題 金子みすゞの生涯
講師 一龍斎春水さん（講談師）
参加費 無料
※手話通訳・要約筆記あり
一龍斎春水さん
※人権メッセージ・ポスターの表彰式あり

■人権週間特設なやみごと相談所
とき 12月５日㈮午前10時〜午後３時
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）

年金は世代と世代の支えあい

多面的機能支払交付金

〜国民年金に加入しましょう〜

〜農業資源を守る活動を支援します〜

保険年金課（市役所１階７番窓口）☎32-2072
公的年金制度は、年老いた時やいざという時の生活を、みんなで支え合う仕組みです。
かつては、祖父母、父母、子どもが一緒に暮らし、家庭の中で高齢者などの生活を支えていました。しかし、
現在は、核家族化や出生率の低下により、老後の生活などを自分の子どもに頼ることが難しくなってきていま
す。
老後の生活を安心できるものにするため、国民年金に加入して、備えましょう。

国民年金は３つの年金であなたをサポートします！
■支給される年金の種類
老齢基礎年金 保険料を納めた期間と免除された期間が300月以上ある人に、65歳から支給されます
障害基礎年金 年金加入者が病気やけがで障害の状態になった時、支給されます
遺族基礎年金 年金加入者が亡くなった時「18歳到達年度の末日までの間にある子
（障害者は20歳未満）の
いる配偶者」や「子」に支給されます
※年金の受給には、納付要件や支給要件があります

20歳になったら国民年金に加入しましょう
国民年金の加入期間は原則20歳〜60歳です。忘れずに加入しましょう。保険料の納付方法は、就業形態な
どによって異なります。
種別
第１号被保険者
第２号被保険者
第３号被保険者

加入者

保険料の納付方法
加入者が直接納付する
自営業、農業・漁業、学生、
保険料月額15,250円
無職の人など
※保険料免除・猶予制度あり
会社員、公務員など
加入者の給料から天引き
第２号被保険者に扶養され
配偶者が加入する年金制度が負担
ている配偶者

特定健診「検査結果の提供のお願い」
保険年金課（市役所１階９番窓口）☎32-2071
市では現在、生活習慣病などで治療中のため、
特定健康診査を受診せず、病院などで血液検査な
どを受けられている人に対し、検査結果の提供を
呼びかけています。
提供された検査結果は、保健事業のためだけに
使用します。ご協力をお願いいたします。
対象者 40歳から74歳の津山市国民健康保険の
被保険者で、治療のため血液検査などを受けて
いて、特定健康診査を受診していない人
提供方法 市から送られた
ご協力を
「特定健康診査受診券」ま
お願いします
たは被保険者証を持って、
かかりつけ医に申し出て
ください
特定健診
PRキャラクター ハレルン

注意
退職した時や配偶
者の扶養でなくな
った時は、第１号
被保険者になる届
け出が必要です

農村整備課☎32-2076
農業には、単に作物を作るだけでなく、洪水や土砂崩れを防いだり、さまざまな生物を育むなど、多面的な
機能があります。市では、この機能を維持・発揮していくための活動を支援しています。
農地維持支払交付金
次のすべてに取り組むこと
地域資源の基礎的保全活動
農地の法面の草刈りや水路の泥上げなど
地域資源を適切に保全管理するための推進活動
農村の構造の変化に対応した体制の強化・拡充、
保全管理していくための構想（計画）の作成

［共同活動：地域資源の質的向上を図る活動］
施設の軽微な補修、生態系保全や景観形成、多面
的機能の増進など
［長寿命化：施設の長寿命化のための活動］
水路の補修や更新、農道のコンクリート舗装など

【交付要件】
対象組織 農業者と地域住民などで構成する活動組織
※農地維持支払交付金と資源向上支払交付金の長寿命化については、農業者のみで構成する活動組織でも可
対象農用地 農業振興地域内の農用地区域内にある一団の農用地
交付額
区分
①農地維持支払交付金
②資源向上支払交付金（共同活動）
③資源向上支払交付金（長寿命化）

単価（10アールあたり）
田：3,000円、畑：2,000円
田：2,400円、畑：1,440円
田：4,400円、畑：2,000円

※活動が５年以上継続した地区は、②の単価が75％相当額になります
①②③すべてに取り組む場合は、②の単価が75％相当額になります

教育委員長の選任と
委員長職務代理者の指定

国民健康保険脱退の届け出
保険年金課（市役所１階９番窓口）☎32-2071
国民健康保険に加入している人が、就職や扶養
認定などで、新しく、ほかの健康保険に加入した
時は、国民健康保険の脱退の届け出が必要です。
必ず、脱退の届け出をしてください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険の被保険者証
・新しくできた被保険者証
・世帯主の印鑑

資源向上支払交付金
農地維持支払交付金と併せて取り組むこと（次の
どちらか１つでも可）

教育総務課☎32-2112
居原田洋子前教育委員長の任期満了に伴い、９
月25日に開催された教育委員会において、森尚美
さんが教育委員長に選任され、真木源さんが委員
長職務代理者に指定されました。

届出先
保険年金課
（市役所１階９番窓口）または各支
所市民生活課
届け出をしないと、資格が残ったま
まとなり、保険料が二重に掛かる場
合があります。

教育委員長
森 尚美 さん

任期

委員長職務代理者
真木 源 さん

平成26年10月１日〜平成27年９月30日

11月〜12月は耕作放棄地解消強化月間
農業振興課☎32-2079
農業人口の減少や農業者の高齢化によって、耕作放
棄地が増えています。大切な農地を守るため、地域ぐ
るみで「農地を守る日」を設けるなど、耕作放棄地を
増やさない取り組みを進めましょう。
【農地を守る日の例】
◎農地を考える日
耕作されていない農地や、農道・水路などについて、
地域みんなで集まって考える日
◎一斉耕運の日
土づくりや、雑草の繁殖を防ぐための耕運を、地域
みんなで一斉に行う日
◎一斉草刈りの日
イノシシの隠れ家となる草むらややぶなどの草刈り
を、地域みんなで一斉に行う日

第９回津山国際総合音楽祭

2014年アジアベンチプレス選手権大会
マスターズⅡ 男子83kg級１位
男子団体１位、男子最優秀選手賞

32日間にわたって開催された津山国際総合音楽祭。市内各所でクラシッ
クやジャズ、日本音楽など、さまざまな音楽が奏でられ、参加者は大いに音
楽を楽しみました。

石本直樹さん（神戸）
９月にキルギス共
和国にて開催された
「アジアベンチプレ
ス選手権大会」のマ
スターズⅡ
（50〜59
歳）部門83㎏級で優
勝した石本さん。
さらに、同じクラスの男子団体でも優勝し、
男子の最優秀選手賞を受賞しました。
石本さんは「努力と練習は裏切らない、今
後、年齢を重ねても優勝できるよう頑張って
いきたい。また、後進の指導も力を入れたい
です」と語りました。

津山市戦没者追悼式

10月３日 津山総合体育館
第２次世界大戦などで
亡くなられた戦没者を追
悼する式典がしめやかに
行われました。
参列者は壇上に花を手
向け、平和への誓いを新
たにしている様でした。

津山ジャズフェスティバルⅠ

大正浪漫の雰囲気を味わう

津山城西まるごと博物館フェア2014
10月５日、城西地区の旧出雲街道を会場に開催さ
れた津山城西まるごと博物館フェア。
陶器や木工品、アクセサリーなどの手工芸品など
を売る露店が街道沿いに軒を連ね、気に入った品を
探し、品定めをする人でにぎわいました。
また、模擬店広場では、わた菓子やつきたての餅、
うどんなどが販売され、客を呼び込む元気な声が飛
び交い、往時の活気ある町の様子を感じさせました。

９月26日

津山ジャズフェスティバルⅡ

アマチュア・ビッグジャズバンドの祭典

津山文化センター

津山城下の舞と響

カウント・ベイシー・オーケストラ

９月27日

星田一山プロデュース

魂響く尺八と箏の音空間

10月５日

アルネ・津山東広場

９月28日

加茂郷コンサート シエナ・スピリッツ

10月11日

ベルフォーレ津山

みゅーじかる劇団きんちゃい座

しもやけライオン

加茂町文化センター

現代音楽と邦楽の夕べ

鼓笛ミュージックフェスティバル

津山スイーツフェスタ

10月19日

10月11・12日 津山市地域交流センター（アルネ・津山４階）
市内などにある洋菓子
店・８店のスイーツが一
度に味わえるスイーツフ
ェスタ。来場者は、おい
しそうにデコレーション
された色とりどりのケー
キに舌鼓を打ちました。

さん・さん祭り2014
10月18・19日 津山男女共同参画センター「さん・さん」ほか
男女共同参画社会を考
えるきっかけづくりとし
て開催されたさん・さん
祭り。ジェンダー統計に
ついて語る学習会や家事
力を高めるスタンプラリ
ーなどが行われました。

津山文化センター

津山文化センター

市民コンサートⅠ

日本音楽コンサート
10月14日

スポーツの秋を満喫
第43回つやま市民スポーツ祭
10月12日、津山陸上競技場をメーン会場に開催さ
れたつやま市民スポーツ祭に、子どもから大人まで、
多くの人が参加し、リレーやニュースポーツ、スト
ラックアウト、相撲など、さまざまな種類のスポー
ツが行われ、参加者はさわやかな汗を流しました。
ちびっこ相撲・少年の部Ａで優勝した高倉Ａの今
岡天太さん（高倉小６年生）は「みんなで一緒に頑
張ったので、優勝できて本当にうれしい」と喜びを
語ってくれました。

本源寺

10月18日 津山総合体育館

街かどコンサート
10月５日 津山文化センター
10月４日

市民コンサートⅡ

グリーンヒルズ津山
リージョンセンタ−

合唱・室内楽コンサート

10月５日 アルネ・津山東広場
10月10日

城東むかし町家

10月12日 ベルフォーレ津山

南小学校では、試食会が開かれ、宮地市長や川端市議会議長なども児童と一緒に
給食を味わいました。６年生の高山雄大さんたちは「学校交流で知り合った宮古島

学校給食で
宮古島の味を堪能

９月24日、30日、市内の小・

中学校で、沖縄の郷土料理を取

と楽しそうに話してくれました。

でぃ（ありがとう）
」と伝え、津山で宮古民謡を歌う喜びを表

また、美作大学沖縄県人会のエイサーとも共演し、沖縄独

特のリズムに会場からは、自然と手拍子が起こっていました。

スタートの様子

砂川国夫さん

美作大学沖縄県人会
コスプレランナーも大会を盛り上げました

りの大切さを感じ始め︑家庭を持つ
参加者にどんなことを感じてほしい
など少し生活が落ち着き︑自分の身
ですか？
の周りのことが見え始めます︒そん
人のつながりの大切さを感じても
な時に同年代の人が集い︑交流する
らい︑人の輪を広げてもらえたらう
ことで新たな人脈やつながりができ︑ れしいですね︒また︑津山で生まれ
それをお互いに仕事や私生活に生か
育った人や︑津山に今︑住んでいる
せたら︑津山がより元気になると思
人たちが集い︑そこからできるつな
います︒
がりで︑何か津山を元気にするきっ
大人になると︑同年代の人が集ま
かけが生まれるといいですね︒
る大きな行事は成人式ぐらいしかな
いので︑このイベントを新たな津山
今後︑津山がどんなまちになればい
の定番にしていきたいですね︒
いと思いますか？
観光や移住などで人が来てくれる
実行委員会には︑どんな人が参加し
魅力のあるまちになればいいなと思
ていますか？
います︒
わたしは着物屋を営んでいますし︑
人が来れば︑新しい情報も一緒に
会社員や主婦などさまざまな人が参
入って来て︑新たなビジネスなどを
加しています︒また︑年齢も 歳に
生み出す力になります︒それが︑津
限らず︑自分たちが 歳になったら
山の情報を発信するきっかけにもな
こういったことをしたいという思い
ると思います︒そのためにも︑津山
を持つ 歳代の人も参加しています︒ に住んでいる人に津山の良さをもっ
新しい意見をどんどん取り入れてい
と知ってほしいですね︒
きたいですね︒
﹁ 歳の津山っ子﹂で生まれたつな
来年１月の﹁ 歳の津山っ子﹂では︑ がりで︑津山のまちが元気になれば
どういう企画がありますか？
良いですね︒
昨年参加した人からの意見を参考
に︑実行委員会でさまざまな企画を
考えています︒みんなで鶴山公園に
上がったり︑津山産の食材を使った
料理を楽しむなど︑参加者同士がよ
り交流を深められるような企画を考
えています︒

島マラソンが宮古島市陸上競技場を発着

音楽コンサート（津山の民謡今昔2014）が開かれ、宮古島か
点に開催され、津山市役所からもランニン

ら宮古民謡歌手・砂川国夫さんがゲスト出演しました。

た。そして、来場者に宮古島の方言で「たんでぃがぁーたん

30

現しました。

30

昨年の「30歳の津山っ子」の様子

30

30

の友だちが食べている料理が味わえて、とてもうれしい。また、食べてみたいです」

30

10月５日、津山文化センターで津山国際総合音楽祭の日本

人とのつながりで
津山を盛り上げたい

使ったマンゴーゼリーの３品。

歳の津山っ 子 実 行 委 員 会 副 代 表

縄豚汁）、宮古島産マンゴーを

30

30

チャンプルーとイナムルチ（沖

20

10月19日、第５回エコアイランド宮古

来年１月４日に︑今回で２回目とな
る︑津山にゆかりがあり 歳になる
人が集まるイベント﹁ 歳の津山っ
子﹂の実行委員会副代表・村上さん
にお話を伺いました︒

出された沖縄料理は、ゴーヤ

﹁ 歳の津山っ子﹂をなぜ開催しよ
うと思ったのですか？
わたしは以前から︑津山を元気に
したいという思いを持っていて︑何
か若い人が集まってできるものはな
いかと思っていました︒そして︑同
じ思いを持つ仲間と一緒に︑ 歳を
迎える人が集うイベントを行うこと
になり︑今年１月に最初の﹁ 歳の
津山っ子﹂を開催しました︒
歳ぐらいになると︑人のつなが

り入れた給食が出されました。

30

を、感情豊かに歌い上げ、宮古島の魂の唄を津山に伝えまし
とマラソンを通じて交流を深めました。

秘書広報室☎32-2029

宮古島

砂川さんは「伊良部トーガニー」など宮古島に伝わる民謡
グを愛好する有志が参加し、宮古島の職員

食と音楽、スポーツで交流

交通 信

津山

流

たんでぃがぁーたんでぃ（ありがとう）、
宮古民謡
宮古島を完走した感想は
「ぱにぱに（最高）！！」

30

vol.8

30

30

お知らせ
仕事上のトラブルに
関する無料 相 談 会

ところ 美作保健所︵椿高下︶
対象 大切な人を自死で亡く
された人
参加費 無料︵申込不要︶
美作保健所︵椿高下︶☎ ︲
０１６３

悩みごと無料相談
とき 月・水・金曜日の平日
午前 時〜午後５時
ところ ライフサポートセン
ターつやま︵津山圏域雇用
労働センター内 山下︶
内容 労働︑福祉︑債務︑法
律など
※実務依頼などは費用要
ライフサポートセンターつ
やま☎ ︲２４３３
﹁相談﹂は ページにも掲載
しています

日㈫〜

月１日㈪は

犯罪被害者週間パネル展
月

１月 日㈭︑２月 日㈭︑
午後７時〜
ところ 津山東公民館︵川崎︶
対象 市内在住で全日程に参
加できる人
申込方法 新エネルギー環境
政策室に備え付けの申込書
︵市ホームページから印刷
可︶に記入し︑郵送または
直接申し込む
締め切り
月 日㈫
〒７０８︲８５０１津山市
山北５２０新エネルギー環
境政策室︵市役所１階１番
窓口︶☎ ︲２０５１

津山ファミ・サポ
クリスマス交流会参加者
とき
月 日㈯午前 時
分〜正午
ところ 津山男女共同参画セ
ンター﹁さん・さん﹂
︵アル

犯罪被害者週間です︒
犯罪被害に遭われた人が︑
安心して暮らせる地域社会を
目指しましょう︒
期間
月 日㈮〜 日㈭
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
環境生活課☎ ︲２０５６

農地法許可申請の
締め切り日変更
毎月 日の締め切り日が︑
月分は変わります︒
締め切り日
月 日㈪
農業委員会事務局︵農業振
興課内︶☎ ︲２１５９

おかやまマイバッグ
キャンペーン
月は︑マイバッグ持参強
化月間です︒買い物にはマイ
バッグを持参し︑レジ袋の削
減にご協力ください︒

ネ・津山５階︶
内容 会員によるミニコンサ
ート︑サン
タからのプ
レゼントな
ど
定員 １００人︵申し込み多
数の場合は抽選︶
参加費 １５０円
申込方法 ①氏名②電話番号
を電話︑ファクスまたは直
接伝え︑申し込む
締め切り
月６日㈯
※会員でない人も参加可
津山ファミリー・サポート・
センター︵さん・さん内︶
☎ ︲８７５３
︲２５
３４

北部高等技術専門校
美作校訓練生

環境事業所☎ ︲８２５５

最低賃金の改定
岡山県の最低賃金は 月５
日から改定されています︒
時間額 ７１９円
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
岡山労働局賃金室︵岡山市︶
☎０８６︲２２５︲２０１４

﹁女性の人権ホット
ライン﹂強化週間
女性をめぐる様々な人権問
題について相談に応じます︒
期間
月 日㈪〜 日㈷午
前８時 分〜午後７時︵土
曜日・日曜日は午前 時〜
午後５時︶
電話番号 ０５７０︲０７０
︲８１０
人権啓発課︵アルネ・津山
５階︶☎ ︲２５３３

北部高等技術専門校訓練生

０４５３

11

とき
月 日㈷午前 時〜
午後３時
ところ 岡山県司法書士会館
︵岡山市︶
※電話相談︵☎０８６︲２２４
︲２３３４︶も受け付けます
岡山県司法書士会︵崎山さ
ん︶☎０８６６︲ ︲７９
０６

わかちあいの会

集

大切な人を自死で亡くされ
た人が語り合うことで︑悲し
みや苦しみを分かち合う会で
す︒
とき
月５日㈮午後１時
分〜３時

募

年

介護保険料（普通徴収） 6 期

①パソコンワーク初級科
訓練期間 平成 年１月６日
㈫〜３月 日㈪
訓練場所 勝央共同福祉施設
︵勝央町︶
定員
人
締め切り
月 日㈮
②平成 年度訓練生
■１年訓練生
訓練期間 平成 年４月〜平
成 年３月
科・定員 電気整備科＝ 人︑
木造建築科＝ 人︑木工科
＝ 人
■６カ月訓練生
訓練期間 平成 年４月〜９
月
科・定員 エクステリア科＝
人︑ＯＡ事務科＝ 人
試験日 平成 年１月 日㈯︑
日㈰
締め切り 平成 年１月９日
㈮
※別日程の募集あり
・・・・・・・・・・・・・
受講料 無料︵教材費要︶
※科によって︑対象者や申込
方法が異なります︒詳しく
は︑お問い合わせください
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５
20

夜のおはなし会参加者
とき
月 日㈯午後６時
分〜７時 分
ところ 久米図書館︵中北下︶
内容 こども落語︑こくちゃ
んの紙芝居スペシャル︑ブ
ラックライトシ
アター︑夜の図
書館探検など
申込方法 電話または久米図
書館に備え付けの申込書に
記入し申し込む
締め切り
月 日㈮
久米図書館☎ ︲３４４４
津山市環境基本計画策定に

日㈭︑平成

係るワークシ ョ ッ プ 参 加 者

月

■経理事務科
訓練期間 平成 年１月７日
㈬〜３月 日㈪
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター︵勝部︶
試験日
月 日㈬
人
定員
受講料 無料︵教材費要︶
月５日㈮
締め切り
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
北部高等技術専門校美作校
︵美作市︶☎０８６８︲ ︲

株式会社ホープ
☎092-716-1404
10

23

10

24 20

︵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。

22

27

12

27

10

27

27

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
17

31

30

12

27

15

31

30

20

27

28

5期

72

20

12

日曜納税窓口
11月30日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

26

（納期限：12 月 1 日㈪）

12

32

27

17

10

25

5期

20

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）

32

237人
81人
転出
死亡
211人
86人
転入
出生

月 の 納 税

11
14

12

30

12

30

25

12

12

10

詳しくは、国税庁ホームページhttp:
//www.nta.go.jp/をご覧ください

11

人口 104,840 人（前月比△21）
男 50,046 人（同△17）
女 54,794 人（同△４）
世帯 44,690 世帯（同＋17）

23

月中のひとの動き
（ 10 月 1 日現在）

12

25

22

9
22

11

32

11

10

35

13

この社会あなたの税が
生きている

57 28

25

10

27

15

12

11

11

23

30 29

30
30

11

12

11

11月11日㈫〜17日㈪は税を考 12
える週間です。国税庁ホームペー
18
ジでは、租税の意義や役割など、
さまざまな情報を掲載しています。
ぜひ、ご覧ください。

31

15

とき

税を考える週間

◇12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

※放送日時は変更になる場合があります

講座・講演会
介護予防セミナー
とき
月 日㉁午後１時〜
３時
ところ ベルフォーレ津山
︵アルネ・津山７階︶
演題 認知症は病気なの？
〜最後まで自分らしく〜
講師 金田大太さん︵大阪赤
十字病院医師︶
定員 ６００人︵先着順︶
料金 無料
申込方法 ①氏名②電話番号
を電話またはファクスで伝
え︑申し込む

ネットで目を引く広告づく
り＆写真の撮り方セミナー

とき
月９日㈫︑ 日㈬午
後１時〜５時 分
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター︵山下︶
対象 事業主または就業者
︵広報担当者など︶で全日程
を受講できる人
定員
人︵１社１人まで
応募者多数の
場合は抽選︶
受講料 無料
締め切り
月 日㈭午後５
時
持ってくるもの デジタルカ
メラ︑撮影したい商材など

締め切り
月 日㈭
※薬や健康・介護の相談会な
ども開催されます
津山市地域包括支援センタ
ー︵市役所１階︶☎ ︲１０
０４
︲１００５

津山ファミ・サポ
子育てサポート講習会
電子メディアが子どもの発
達にどのような影響を与える
かについて学びます︒
とき
月 日㈯午前 時
分〜正午
ところ さん・さん
演題 心の発達とその問題
講師 赤迫康代さん︵ＮＰＯ
法人子ども達の環境を考え

※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山市地域雇用創造協議会
︵津山圏域雇用労働センタ
ー内 山下︶
☎ ︲３６３３

平成 年度
中国文化入門講座

30

とき 第１回＝ 月７日㈰午
後１時 分〜３時︑第２回
＝ 月 日㈰午後１時 分
〜３時
ところ 市立図書館︵アルネ・
津山４階︶
演題 第１回＝史記﹁刺客列
伝﹂を読む︑第２回＝戦後
中国の歴史
講師 杉山明さん︵津山工業
かもランくん
かもランちゃん

る ひこうせん代表理事︶
定員
人︵先着順︶
受講料 無料
申込方法 ①氏名②電話番号
を電話︑ファクスまたは直
接伝え︑申し込む
締め切り
月 日㈯
※託児あり︵予約要・先着
人︶
津山ファミリー・サポート・
センター☎ ︲８７５３
︲２５３４

津山陸上競技場☎24-4900

津山市ＰＴＡ連合会
教育講演会
病院などで笑いによって心
のケアをしている笑顔づくり
の名人から︑心と心が通じ合

高等専門学校教授︶
定員
人
受講料 無料︵申込不要︶
生涯学習課☎ ︲２１１８

第２回就職応援セミナー

うコミュニケーションの取り
方について学びます︒
月 日㈷午後１時〜
とき
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 大人が笑えば子どもは
笑う〜子どもは空気を敏感
に感じている〜
講師 大棟耕介さん︵ＮＰＯ
法人ホス
ピタル・
クラウン
協会理事
長︶
定員 ２５０人︵先着順︶
受講料 無料︵申込不要︶
生涯学習課☎ ︲２１１８

とき
月 日㈯午後１時
分〜３時 分
ところ 津山中央病院︵川崎︶
演題 認知症の看護〜当事者
と介護者への支援の基本〜
講師 引地充さん︵希望ヶ丘
ホスピタル院長︶
参加費 無料︵申込不要︶
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
公益社団法人岡山県看護協
会津山支部︵入澤さん︶☎
︲００１１

岡山県看護協会津山
支部第３回研修会

23

※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山市地域雇用創造協議会
☎ ︲３６３３
女性の再就職を支援！
キャリアアップ講座
︵２期︶

︵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。

初心者教室も開催！
とき
月 日㈬︑ 日㈬午
前 時〜午後３時 分
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター
内容 接遇マナー︑履歴書や
職務経歴書の書き方など
対象 求職中の人
人︵応募者多数の場
定員
合は抽選︶
受講料 無料
締め切り
月 日㈬午後５
時

45

54

13

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

13

30

31

11

11

とき 平成 年１月 日㈬〜
２月 日㈮までの水・木・
金・土曜日
︵祝日は休み︶午
前 時 分〜午後４時
ところ さん・さん
内容 就業に関する知識習得
やエクセル検定
３級資格取得を
目指す講座
対象 再就職を希望する女性
定員
人︵応募者多数の場
合は選考︶
受講料 無料︵教材費︑検定
受験料などの実費要︶
申込方法 さん・さん︑市役
所１階ロビー︑公民館に備
え付けの申込書に記入し︑
ウィズセンター︵岡山市︶に
郵送で申し込む
申込期間
月１日㈪〜 日
㈯︵必着︶
〒７００︲０８０７岡山市
北区南方２︲ ︲１きらめ
きプラザ６階ウィズセンタ
ー☎０８６︲２３５︲３３
０７︑さん・さん☎ ︲２
５３３
14

31

30 24

30 29

27

22

32

10

11

29

11

31

17

12

10

30

50

12

10

30

10

12月13日㈯と２月22
日㈰、毎週金曜日は滑
走料が無料（貸靴料要）
23

滑走料無料日
20

24

12

24

20

10

15

10

12

10

■ボランティア講師による初心者スケート教室
とき 毎週日曜日午前中
（１時間程度）
※時間など、詳しくはお問い合わせください
■スケート助っ人事業
指導者が滑り方などを教えます。ＰＴＡや
子ども会などの行事で、ご利用ください。
※予約要、日程は相談要
〒709-3931津山市加茂町中原493番地３
津山加茂郷フルマラソン全国大会実行委員
会事務局☎・ 42-4411

15

27

11

26

24

11

23

とき 12月13日 ㈯ 〜 平 成27年 ２ 月22日 ㈰
（天候などにより閉場する場合あり）
※12月31日㈬、平成27年１月１日㈷は休業
開場時間 午前９時〜午後８時
※日・月曜日と年末年始は午後５時まで、水
曜日は午後７時30分まで
ところ 津山陸上競技場
（志戸部）
滑走料 一般＝600円、中・高校生＝350円、
小学生＝200円
貸靴料 300円
駐車場 無料（約350台収容）
14 30

アイスランド津山
11

12

20

とき 平成27年４月19日㈰午前10時〜
ところ 津山市加茂町スポーツセンター総合
グラウンド（スタート・ゴール）
フルマラソン（42.195㎞）
参加資格 大会当日18歳以上の健康な人で、
６時間以内に完走できる見込みの人
部門 ①男子18歳以上39歳以下の部②男子
40歳以上49歳以下の部③男子50歳以上59
歳以下の部④男子60歳以上の部⑤女子18
歳以上39歳以下の部⑥女子40歳以上の部
定員 1,600人
（先着順）
ミニマラソン（4.2195㎞）
参加資格 小学生以上
部門 ⑦男子の部⑧女子の
部⑨ペアの部（小学生と
18歳以上の人）
定員 400人（先着順）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参加費 フルマラソン＝4,000円、ミニマラ
ソン＝1,500円（ペアの部は3,000円）
申込期間 12月15日㈪〜平成27年１月30日
㈮
申込方法 ●申込要項を郵送請求（82円切手
同封）または直接取り寄せ申し込む
●RUNTESホームページ（http://runnet.
jp/）から申し込む

12

ン
オープ
3日㈯
12月1

第23回津山加茂郷フルマラソン
全国大会参加者募集

締め切り
月５日㈮
生涯学習課☎ ︲２１１８

ＣＡＤ利用技術教育講座
とき 平成 年１月 日㈯午
前９時〜午後４時︑ 日㈯︑
日㈯午前９時〜午後３時
ところ 津山工業高等専門学
校︵沼︶
対象 求職中で︑全日程を受
講でき︑ワードの基本操作
ができる人
人︵応募者多数の場
定員
合は抽選︶
受講料 無料
締め切り
月 日㈬午後５
時

ところ 市役所１階市民ロビ
ー
内容 施設・作業所利用者の
作品展示︑活動紹介など
ふれあいスポーツ大会実行
委員会事務局☎ ︲ ６８０
８

第５回六花塾展

※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山市地域雇用創造協議会
☎ ︲３６３３

美作学講座
〜津山城を考える〜
とき
月 日㈯午後１時
分受付︑１時 分〜３時
ところ 美作大学︵北園町︶
演題 津山城下の宿場の機能
について
講師 津山郷土博物館職員
定員 １２０人︵先着順︶
受講料 無料
生涯学習課☎ ︲２１１８

イベント
秋の洋ラン展
とき
月 日㈮〜 日㈷午
前 時〜午後７時︵ 日㈷
は午後５時まで︶
ところ アルネ・津山２階吹
き抜け周辺
内容 津山ラン友会による洋
ランの展示
農業振興課☎ ︲２０７９

すみだ弦楽四重奏団
コンサート
新日本フィルハーモニー交
響楽団メンバーによるコンサ

転の厳罰化を訴える実話を基
にした映画です︒
月７日㈰午後１時
とき
分〜３時 分
ところ さん・さん
定員
人︵先着順︶
入場料 無料︵申込不要︶
さん・さん☎ ︲２５３３

第

回津山第九演奏会

ートです︒
とき
月 日㈬午後６時開
場︑６時 分開演
ところ ベルフォーレ津山
出演 ヴァイオリン＝今井香
菜さん︑田村直貴さん︑ヴ
ィ オ ラ ＝ 吉鶴洋一さん︑チ
ェロ＝多田麗王さん
曲目 モーツアルト作曲の弦
楽四重奏曲など
料金︵前売券︶ 一般＝２００
０ 円 ︶︑ 学 生
＝ １０ ０ ０ 円
︵当日券は５
００円増し︶
※チケット販売など︑詳しく
はお問い合わせください
ベルフォーレ津山☎ ︲２
５２５

第６回作州津山ふる
さと交流物産展
とき
月 日㈯︑ 日㈰午
前 時〜午後３時
ところ 津山市地域交流セン
ター︵アルネ・津山４階︶
内容 勝北・加茂・阿波・久
米地域と奈義町の特産品の
販売︑抽選会︑餅投げのほ
か︑ 日㈰には濱家輝雄さ
んによる講演会を市立図書
館で開催
作州津山商工会︵新野東︶☎
︲５５３３

洋学資料館冬期企画展﹁生誕
１９０周年記念 箕作 秋 坪 ﹂

箕作阮甫の養子︑秋坪の生
涯と業績について展示します︒
とき
月 日㈯〜平成 年
３月 日㈰
ところ 津山洋学資料館︵西
新町︶
展示品 ﹃格致問答﹄﹃明六雑
誌 ﹄︑ 箕 作 秋 坪 の 肖 像 画 や
秋坪が知人
や子どもに
送った手紙
など約 点
※入館料要
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

作州津山宮川朝市

加茂の朝市
とき
月 日㈰午前 時〜
正午
ところ 加茂町文化センター
前駐車場
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。

勝北陶芸の里工房
干支づくり講座
来年の干支・
羊を題材にした
置物や小物入れ
などを手びねり
で作ります︒
とき
月 日㈯午前 時〜
正午
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
人
定員
受講料 一般＝１５３０円︑
高校生以下＝９２０円︵材
料費込︶
申込方法 電話で申し込む

津山マンドリンオーケス
トラ第 回定期演奏会
とき
月 日㈰午後１時
分開場︑２時開演
ところ ベルフォーレ津山
定員 ６００人︵先着順︶
料金 大人＝５００円︑小・
中学生＝３００円
津山マンドリンオーケスト
ラ︵安藤さん︶☎ ︲２２７
１

障害者福祉都市推進事業
第 回ふれあい作品展

とき
月５日㈮〜７日㈰午
前 時〜午後７時︵７日㈰
は午後５時まで︶
ところ アルネ・津山２階吹
き抜け周辺
内容 クリスマス・お正月向
けの花の展示︑フラワーア
レンジメント体験
農業振興課☎ ︲２０７９

とき
月７日㈰午後１時
分開場︑２時開演
ところ 津山文化センター
︵山下︶
入場料 一般＝２０００円
︵当日券２２００円︶︑学生
＝１０００円︵当日券１１
００円︶
津山第九をうたう会事務局
︵津山文化センター内︶☎
︲０２０１

グラスハウスプール利
用割引キャンペーン

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

27

10

道の駅﹁久米の里﹂
第 回自然薯まつり
とき
月７日㈰午前９時
分〜売り切れ次第終了
ところ 道の駅﹁久米の里﹂
︵宮尾︶
内容 久米地域産の自然薯や
麦とろめし
の販売
久米の里☎ ︲７２３４

さん・さんシネマ
﹁０
︵ゼロ︶
からの風﹂

幼児・小学生の
プール利用料金を
割り引きます︒
期間 平成 年３
月 日㈪まで
ところ グラスハウス︵大田︶
割引料金 幼児＝無料︑小学
生＝３０５円
グラスハウス☎ ︲７１４
０

31

30

23

32

24

飲酒運転による交通事故で
息子を失った母親が︑危険運

14

21

42

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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12

27

12

57

32

12

30
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12

22

12

13

30

31

とき
月１日㈪〜５日㈮午
前９時〜午後４時

30

12

30

市では、障害がある人へ各種手当を支給して
います。手当の種類によって支給要件が変わり
ます。
詳しくは、お問い合わせください。
11

14

12

障害福祉課（市役所１階10番窓口）
☎32-2067 32-2153
30

10

■特別児童扶養手当
支給対象 20歳未満で、知的、精神または身体
に障害があるため、常時の介護を必要とする
児童を家庭で監護または養育している人
■障害児福祉手当
支給対象 知的、精神または身体に重度の障害
があるため、常時の介護を必要とする20歳未
満の人
■特別障害者手当
支給対象 知的、精神または身体に重度の障害
が重複しているなど、常時の介護を必要とす
る20歳以上の人
10

障害がある人への各種手当

12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：４日＝「海上保安官 寺門嘉之の仕事」
、11日
＝「農家 木村秋則の仕事」、18日＝
「漫画家 浦沢
直樹の仕事」、25日＝
「指揮者 大野和士の仕事」
●クリスマスおたのしみ会 とき：６日㈯10:30〜
内容：人形劇など
●むかし話を聞く会 とき：６日㈯14:00〜14:30
●冬のおはなし会 とき：14日㈰14:00〜15:00
●おはなし会 とき：18日㈭11:00〜11:30
●えほんのじかんクリスマススペシャル
とき：20日㈯14:30〜15:00
●ファミリーシアター とき：21日㈰14:30〜
内容：「アボンリーのクリスマス」

加茂町図書館 （加茂町塔中）
午前10時〜午後６時

☎ 42-7032

●クリスマス会 とき：７日㈰10:30〜11:30
●昔話のおはなし会 とき：13日㈯10:30〜11:00
●おはなし会 とき：28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：11日㈭10:30〜11:00
●わくわく！ドキドキ！クリスマス会 とき：21日㈰
10:30〜11:30
●昔ばなしのじかん とき：27日㈯14:00〜14:30

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

●こくちゃんの紙芝居劇場 とき：20日㈯15:30〜
●クリスマスおたのしみ会：21日㈰13:30〜14:30
休館日

市立図書館：31日㈬・１月１日㈷
加茂町・勝北・久米図書館：１日㈪、８日㈪、
15日㈪、22日㈪、24日㈬、29日㈪〜１月３日
㈯

☎ 22-2099

●クリスマス会 とき：６日㈯14:00〜15:00 対象：幼
（先着順） 受付：11月22日
児〜小学生 定員：50人
㈯10:00〜 参加費：100円
●お話タイム とき：10日㈬13:00〜13:30
●赤ちゃん広場ミニミニクリスマス とき：11日㈭
11:00〜11:30 対象：１歳未満児と保護者
（先着順） 受付：12月２日㈫10:00〜
定員：10組
●親子であそぼうミニクリスマス とき：22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

Let
s
腰痛を予防しよう！（生活編②洗濯物の干し方）
Exerc se
健康増進課☎32-2069

日常生活の家事で、洗濯物を干す作業は特に腰に負担が掛かる動作です。
次のポイントに注意してみましょう。

☎ 24-4400

●先生とあそぼ☆ とき：３日㈬10:30〜11:30
●絵本タイム とき：４日㈭、16日㈫13:15〜13:45
●クリスマス会 とき：６日㈯13:30〜15:00
対象：幼児〜小学生 定員：50人
（先着順）
参加費：100円 受付：11月23日㈷10:00〜
●ワイワイあそぼ♪ とき：10日㈬10:30〜11:30
定員：25組
（先着順） 受付：３日㈬10:00〜
（電話のみ）
●赤ちゃんあそぼ！ とき：17日㈬10:30〜11:30
対象：1歳未満児と保護者 定員：20組
（先着順）
（電話のみ）
受付：３日㈬10:00〜

加茂（ぐりむ）児童館

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

☎ 42-3168

●保護者のクリスマスグッズづくり とき：４日㈭
10:30〜12:00 対象：子育て中の保護者 定員：10人
（先着順） 参加費：200円 受付：11月20日㈭〜
●お話タイム とき：５日㈮、17日㈬13:15〜13:45
●エアーマット・デー とき：６日㈯11:00〜11:30、
14:00〜14:30
●クリスマス会 とき：14日㈰13:30〜15:00
対象：幼児〜小学生 内容：
「ブラックシアターき
らら」によるブラックシアター 参加費：100円
受付：11月23日㈷〜12月６日㈯
●まっちゃんとあそぼう！ とき：20日㈯13:30〜14:00

阿波児童館 （阿波）

☎ 46-2076

月、水、木、金曜日午後１時〜５時 13日㈯午前10時30分〜正午

●クリスマス会 とき：13日㈯10:30〜12:00
参加費：100円 持ってくるもの：お皿とフォーク
（ケーキ用）
、手拭き 受付：12月１日㈪〜10日㈬
●作ってあそぼう とき：17日㈬16:00〜
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/

中央児童館 （山北）
午前10時〜午後５時

中央児童館・南児童館・加茂児童館：
１日㈪、８日㈪、15日㈪、21日㈰、24日㈬、
29日㈪〜１月５日㈪

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
秀実小学校10:15〜11:00⇒中正小学校12:50〜13:20
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
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
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
河辺小学校10:15〜10:45⇒東小学校13:00〜13:45

２日㈫
３日㈬
４日㈭
５日㈮
８日㈪
９日㈫
10日㈬
11日㈭
12日㈮
15日㈪
17日㈬

Vol.

物干しざおの位置が高
すぎると、背中や腰を
痛める場合があります。
また、転倒の危険性も
あります

物干しざおの位置を目
の高さに合わせること
で、楽に洗濯物が干せ
ます

洗濯かごを地面に置く
と、洗濯物を取り出す
際に腰に負担が掛かり
ます

洗濯かごを台などの上
に置くことで、腰の負
担を減らすことができ
ます

4

STOP! 女性に対する暴力
暴力は、相手が誰であっても、どのような理由
があっても、決して許されるものではありません。
ＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）、性犯罪、売
買春、人身取引、セクハラ、ストーカー行為など
の被害者の多くは女性です。これは、一般的に男
性は女性よりも社会的・経済的に優位な立場にあ
ることが多く、そのような社会構造が女性に対す
る暴力の一因になっていると言われています。
毎年、11月12日〜25日は、
女性に対する暴力をなくす運
動期間です。暴力は社会が克
服すべき重要な課題であり、
人権侵害です。この運動期間
をきっかけに女性に対する暴
力について考え、暴力のない
社会づくりを進めましょう。
「男女がともにさんさんと 津山男女共同参画センター
輝けるまち つやま」
☎31-2533
をめざして 「さん・さん」

低炭素都市を目指しています
市では、地球温暖化対策と低炭素社会の実現に
向けた取り組みとして、平成26年10月に超小型
モビリティ
（１人乗り電気自動車）を25台導入し
ました。今後、この超小型モビリティは、公用車
として利用するほか、学校や事業所などで、二酸
化炭素の排出量削減を目的として、ガソリン車に
代わって活用されます。
低炭素のまちづくりに
向けて発進するのじゃ

市役所が導入した
超小型モビリティ「ＣＯＭＳ（コムス）
」

ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

新エネルギー環境政策室☎32-2051

▶杉山 清子︵加茂町宇野︶

▶出射 朝子︵山北︶

診療時間
とき

外科系

23日㈷

▲ペンネーム・エイシン

12月
内科系
７日㈰
外科系

10

臨

時福祉給付金の申

10

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

問

ためらわず ○○○○つなぐ 命の輪
○に入る文字４文字は？

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

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

14日㈰

内科系

ところ
勝北すこやかクリニック
（坂上）
いちば医院（二宮）
平井病院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
日本原病院（日本原）
かんだ小児科医院
（勝間田町）
衣笠内科医院（椿高下）
只友医院（加茂町塔中）
津山第一病院（中島）
勝北診療所（杉宮）
松尾小児科（二宮）
平福診療所（平福）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
大桑医院（川崎）
中西クリニック（東一宮）
万袋医院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
日本原病院（日本原）
中尾内科クリニック（沼）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
中島病院（田町）
本渡記念循環器クリニック
（小原）
只友医院（加茂町塔中）
津山第一病院（中島）

元気な子どもを育てるために
でんわ
29-7701
28-8300
42-3131
28-2211
36-3311
24-1222
22-7811
42-2043
28-2211
29-2324
28-5570
28-3858
42-3131
21-8111
26-1349
27-7200
42-3025
28-2211
36-3311
24-4488
42-3131
21-8111
22-8251

土曜・日曜・祝日
平日

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
:
18日㈭ 13 30〜15:30

42-2043
28-2211

☎＃８０００

18:00 〜翌 8:00
19:00 〜翌 8:00

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５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
〜子どもを虫歯から守る学習会〜
と
き
21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（予約要）
津山歯科医療センター☎22-4021

離乳食教室
と
き
18日㈭ 10:00〜12:00

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

対 象 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名程度（予約要）
持ってくるもの エプロン、三角巾、親子（母子）健康手帳など

22-8715

外科系
※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

健 診
と
き
受付時間
乳 児 健 診 ９日㈫、10日㈬
１歳６カ月健診 ２日㈫、３日㈬
13:00〜13:50
３ 歳 児 健 診 16日㈫、17日㈬、19日㈮

「愛の献血」にご協力を
と
き
26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

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

12月の相談
正解者の中から抽選
で５人に当たる！

秘
書
広
報
室
行

内科系
外科系

請︑まだできますか？
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一人暮らしをしていて︑４カ月
ほど病気で入院をしていました︒
月に退院をして家に戻ると︑臨
時福祉給付金の申請書類が届いて
いました︒申請期間は 月１日ま
でとなっていますが︑申請はもう
できないのでしょうか？
︵市内・女性︶

津山市の臨時福祉給付金と子育
て世帯臨時特例給付金の申請受付
は︑ 月１日で終了しています︒
しかし︑長期入院など︑やむを
得ない理由により申請することが
できなかった人もいます︒そうい
った人は︑申請期間が終了した後
も申請できる場合がありますので︑
ご相談ください︒

臨時福祉給付金・子育て世帯臨
時特例給付金対策室☎ ︲ ７ ０
０４︑ ︲７００５
32

内科系
外科系

30日㈰

32

内科系

外科系

24日㉁

12月の健康

11月16日㈰〜12月14日㈰

午前９時〜午後５時まで
科

11月
内科系
16日㈰

▶荒川 陸︵小学４年生︶

郷）

茂町公

加
節子（
▲田端

休日診療

平成26年12月10日（水）当日消印有効

当選者は１月号で発表

９月号の正解 城西地区（応募36人、正解36人）
当選者 都井須磨子さん、安井亜希子さん、
西本明美さん、山﨑弘子さん、牧知子さん

相 談 名
育児相談・健康相談

毎週月曜日

と き
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）

１日㈪、15日㈪ 13:30〜16:40

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

人権・行政合同相談

毎週火・木曜日 13:30〜16:30、
19日㈮ 13:30〜15:30、25日㈭
教育相談センター「鶴山塾」
10:00〜12:00
環境生活課
３日㈬、17日㈬ 13:30〜16:30
（市役所１階１番窓口）
５日㈮ 10:00〜12:00、13:00〜
環境生活課
15:00
（市役所１階１番窓口）
※予約受付11月28日㈮ 8:30〜
９日㈫ 10:00〜15:00
阿波公民館

福祉総合相談会

10日㈬ 10:00〜15:00

津山市総合福祉会館

行政相談
人権・行政・民生合同相談

17日㈬ 10:00〜15:00
18日㈭ 10:00〜15:00

加茂町公民館
勝北老人憩いの家

行政相談

19日㈮ 10:00〜15:00

津山市総合福祉会館

行政・民生合同相談

22日㈪ 10:00〜15:00

久米支所

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）

鶴山塾☎22-2523
環境生活課☎32-2057
環境生活課☎32-2057
阿波支所市民生活課☎32-7042
津山市社会福祉協議会
☎23-5135
加茂支所市民生活課☎32-7032
勝北支所市民生活課☎32-7023
岡山行政評価事務所
☎086-231-4322
久米支所市民生活課☎32-7011

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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先日︑子どもが勢いよく転んで

テーブルに顔をぶつけた時の姿が

頭から離れない︒テーブルを遊び

部屋の真ん中に置いていたわたし

津山市フェイスブック

EC

あの頃の津山

大正から昭和にかけての院庄駅
写真提供・江見写真館

が悪かった︒わたしが気を付けれ

ば防げたケガだと思う︒子どもを

健やかで安全に育てることは難し

いが︑大切に思う気持ちがあれば

なんとかやっていけるはず︒︵Ｗ︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
だらけきった体を鍛えるため︑

５年ぶりに︑ジムに行きました︒

常連さんが勢いよく重りを上げる

姿を横目に︑筋トレに使う機械の

使い方など職員の方に教えてもら

い︑無理のない範囲で汗を流しま

１日は行こうと決心して３週間が

した︒終了後の爽快感から︑週に

経過︒まずは心を鍛えよう︒︵雨︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
日頃︑市内を取材していると思

わぬ発見に出くわすことがありま

す︒今回︑あの頃の津山で院庄駅

周辺を取材していると︑院庄駅の

駅長日誌を保管している人に遭遇︒

郷土博物館に持ち込むと貴重な史

料だと分かりました︒現在準備が

進む︑新しい津山市史にこの史料
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O CO
O
ECO
EC E
EC

EC

O

O

EC
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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

☆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）

が使われるかもしれません︒︵修︶

12

写真は︑Ｊ Ｒ姫新線の院庄駅です︒昭和２年に刊行
された﹃苫田郡誌﹄に同様の写真があることから︑大
正末期から昭和前期にかけての様子と思われます︒
姫新線の鉄道建設は︑地元有志などが設立した﹁西
美鉄道株式会社﹂によって︑まず︑津山・勝山間が計
画されました︒しかし︑用地買収や路線選定などが難
航したことから資金繰りが悪化し︑会社は︑破産の危
機を迎えます︒そこで︑地元有志が︑国の鉄道院に鉄
道建設の嘆願を行い︑その結果︑鉄道院は︑西美鉄道
株式会社を買収し︑官営鉄道として建設することにな
りました︒
そして︑大正 年︑津山︵美作︶と新見︵備中︶を結ぶ
路線・作備線︵後の姫新線︶として建設が始まりました︒
院庄駅は︑大正 年︑作備線の津山・美作追分間の
開業に伴い営業を始めます︒後に刊行された写真集﹃目
でみる美作の１００年﹄によると︑院庄駅は︑奥津地
域で生産される薪炭や︑木材の出荷︑駅近くにある郡
是製糸︵現在の津山グンゼ株式会社︶で使用する繭の荷
受けを行うなど︑貨物輸送の駅としても重要な役割を
果たしました︒また︑戦時中には︑郡是製糸で製造さ
れた飛行機の翼を輸送する駅としても利用されました︒
現在の駅は︑無人駅となり︑
駅舎の半分は取り壊され︑貨物
の取り扱いも無くなってしまい
ましたが︑通勤や通学など︑地
域を支える公共交通として︑そ
の役割を果たしています︒

10

このコーナーに掲載する懐かしい

月

邪気を払い幸を呼ぶ
獅子舞
日
高田神社︵上横野︶

今月の表紙

津山の写真を募集しています

津山郷土博物館
４
☎
- ５６７
22

10

12

現在の院庄駅

