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「平和」
への
 バトンをつなぐ

～小学６年生みんなの
絆づくり少年団～


７月 日～ 日の３日間、町内小学６年
生の児童 名とスタッフ 名の計１０１名
で構成する「絆づくり少年団」が鹿児島県
を訪れ、
平和の大切さなどを学ぶとともに、
仲間との絆を深めました。
20

22
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出発式～内之浦宇宙空間観測所

81

出発式では、山本町長と難波議長が激励
の言葉を贈りました。それを受け、団員を
代表して山下輝さん（豊野小）が誓いの言
葉を述べました。
式が終わり、保護者や関係者に見送られ
ながら一行は、鹿児島県へ向けて出発しま
した。
鹿児島県に到着した一行は、内之浦宇宙
空間観測所を訪れ、
巨大パラボラアンテナ、
大型ロケット発射台、宇宙科学資料館等を
見学しました。児童たちは、説明者からの
宇宙に関わる仕事について熱心に耳を傾け
ていました。

佐多岬トレッキング～指宿
肝付町の国民宿舎コスモピア内之浦から
南大隅町へバスで移動。本土最南端佐多岬
でのトレッキングは、台風の影響により、
岬の先までは行くことができなかったもの
の、児童たちは友達と話しながら元気に歩
いていました。
昼食後、バスガイドさんから鹿児島に因
んだクイズを出してもらい、薩摩の歴史や
方言について知識を深めました。
その後は、
根占港からフェリーに乗り指宿へ向かいま
した。
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20日
21日

集

特

指宿のホテルでは
「絆事業を振り返って」
と「夏休みに頑張ること」をテーマにワー
ク シ ョ ッ プ を 行 い ま し た。
「友達に積極的
に話しかけた」
「たくさんの人と仲良くな
れた」など、この２日間を振り返ったり、
「宿題を早く終わらせたい」など自分の頑
張りたいことをグループ内で話し合い、発
表し、児童たちはお互いの意見を真剣に聞
いていました。

知覧特攻平和会館・万世特攻
平和祈念館～解散式

知覧特攻平和会館、万世特攻平和祈念館
を訪れ、平和学習を行いました。
知覧特攻平和会館では、語り部の方のお
話から「特攻」作戦により、多くの若者が
国や家族のために命を捧げなければならな
かったことを知りました。また、特攻隊員
の遺書や家族への手紙、戦闘機等の展示資
料を通して、戦争の恐ろしさを肌で感じま
した。
万世特攻平和祈念館では、慰霊碑「よろ
ずよに」へ献花と黙とうを行いました。吉
川出身の難波晋策さんをはじめ、特攻で命
を落とされた方々へ二度と戦争を起こさな
いこと、平和な世の中を築いていくことを
約束し、鹿児島県を後にしました。
きびプラザ到着後の解散式では、団員は
スタッフと握手を交わし、感謝の気持ちを
伝えました。最初、緊張した面持ちだった
子どもたちも、３日間共に過ごす中で、学
校や班を超えて絆の輪が大きくなっていき
ました。そして、出迎えた保護者や関係者
に成長した姿を見ていただきました。
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20

ブッポウソウ木工教室

中村美律子歌謡ショー

８月４日︑ロマン高原かよう総合会

れました︒これは︑良質な音楽を提供

館で︑中村美律子歌謡ショーが開催さ

ほいけんたものまね
ショー

８月 日︑ロマン高原かよう総合会

館で︑明石家さんまのものまねでおな

することで︑活気のある町づくりに寄

８月１日︑おかやま希望学園で︑木

じみのほいけんたものまねショーが開

与することを目的に行われたもので︑

工教室が開催され︑県内外から親子連
同学園は︑四季に応じて宿泊体験学

催されました︒当日は︑町内外から約

れ 人が参加しました︒
習を実施︒今回は︑町内で活動してい

当日は中村美律子ファンなど約７００

鼓と吉備中央児童合唱団がオープニン

て渡辺要さんの歌で始まり︑中村美律

コンサートでは︑まず前座歌手とし

をはじめヒット曲 曲を披露︒来場者

グ演奏をした後︑ほいけんたさんと楽

人が会場を訪れました︒

２７０人が訪れました︒

の方に指導いただき︑ブッポウソウの
風車を作りました︒
参加者は︑ブッポウソウの本体や羽

また︑ものまねショーでは︑明石家

は︑ 力 強 い 歌 声 に 聴 き 入 っ て い ま し

子さんが﹁河内おとこ節﹂や﹁瞼の母﹂

し︑全体に色づけをし︑組み立てまし

さんまをはじめ郷ひろみや桑田佳祐の

た︒

しくトークショーを行いました︒

た︒完成した風車が回ると︑子どもた

歌まねが披露され︑会場は大いに盛り

の部分を紙やすりで丁寧に加工を施

ステージでは︑地元のかよう浪漫太

る加茂川ホリディフォレスターの会員

12

ちは歓声を上げていました︒

上がりました︒

14

4

2018.10月号

広報

22

岡山県ＦＯ Ｓ 少 年 団
連盟表彰

ＦＯＳ少年団のリーダーとして活躍
されている石坂浩二さん︵上野︶が︑
岡山県ＦＯＳ少年団連盟から︑ 年表
彰を受けられました︒
この表彰は︑多年にわたり友情・秩
序・奉仕のＦＯＳの精神の基で︑ＦＯ
Ｓ少年団のリーダーとして顕著な功績
のあった個人・団体に対して贈られる
ものです︒
石坂さんは︑長きにわたりＦＯＳ少
年団のリーダーとして︑団の活動に積
極的に参加され︑団員の健全育成にご
尽力されております︒
また︑町ＦＯＳ少年団連盟の役員と
しても︑幅広くご活躍され連盟事業の
企画︑運営にご協力をいただいており
ます︒
今後もますますのご活躍を期待して
おります︒おめでとうございました︒

まちの 話題

●Topics of the Town ●

21

日︑ 日の２日間︑かもがわ

ＥＭ菌投入式
31

デンソーテン
バレーボール教室開催
８月
総合スポーツ公園体育館で吉備中央町
バレーボール教室が開催され︑地元ス
ポーツ少年団やママさんバレーの選
手︑一般の方など約１００人が参加し
ました︒９人制バレーボールチームの
人を招い

トップチームであるデンソーテンバ
レーボールチームの選手等

迫力ある試合を観戦した後︑選手対参

教えていただきました︒また︑選手の

て︑サーブやレシーブなど基本技術を

16

加者の試合も行われ︑２日間を通して

22

50

８月 日︑津賀小学校の児童 人が
プールにＥＭ菌を投入しました︒この
ＥＭ菌は︑太田哲朗さん︵下加茂︶か
ら町内の小学校へ毎年寄贈していただ
いているもので︑プール内のぬめりや
悪臭を抑制できる効果があります︒
式では︑児童たちが約３００リット
ルのＥＭ菌を投入した後︑児童を代表
して︑６年生の葛原翔さんが﹁人や環
境︑未来にも優しいＥＭ菌をありがと
うございました︒来年もみんなでしっ
かり泳ぎたいです﹂とお礼の言葉を述
べました︒
なお︑町内７小学校は︑ 日にＥＭ
菌の投入を行いました︒

学生のアイディアを
まちづくりに活かす

吉備中央町とＮＰＯ法人吉備高原サ
ラブリトレーニング︑岡山理科大学の
三者は︑８月 日︑賀陽庁舎で地域包
括連携協定を締結しました︒
この協定は︑岡山理科大学のＰＢＬ
︵課題解決型学習︶授業の中で︑町や
地域が抱える課題︑引退競走馬等を活
用した地域振興等を課題として取り上
げ︑大学生の柔軟な発想による提案・
アイデアを活かす取り組みです︒９月
から学生が町を訪れたり︑
課題の抽出︑
アンケート調査等を行い︑来年３月末
に成果発表を行います︒
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26

選手から熱血指導を受けました︒

31

25

集いの場「ももカフェ」
８月 日︑円城公民館で︑ももカフェ
が開催され︑地域住民 人が参加しま
した︒
この日は︑ももカフェ運営スタッフ
を中心に学校法人朝日医療学園の先生
や子どもボランティアの皆さんも参加
して︑体操教室やマッサージを実施︒
椅子に座った状態で︑音楽に合わせて
腕を上下に動かすはつらつ元気体操を
行いました︒その後︑子どもボランティ
アの方が参加者一人ひとりに食事を配
膳し︑交流を深めました︒
﹁ももカフェ﹂は︑毎週木曜日に開催︒
同会員や通所付添サポーターの支援に
より参加者の送迎︑食事サービス︑介
護予防支援活動を行っており︑年々参
加者は増加しています︒
16

役場からのお知らせ

10

30

10 10

18

行政・人権・福祉

行政・福祉

☎ 0866-54-1818
やすらぎ事業所

☎ 0867-34-1522
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元気もりもり教室
（第３回）

毎回好評の元気もりもり教室では、
さまざまな健康テーマに沿って講義と
調理実習を行います。今回はお口の健
康について学びます。お口の健康は全
身の健康に大きく関係しています。い
つまでも元気で楽しく過ごせるよう、
今から口腔ケアを始めましょう。
月
日㈭午前９時 分～
●日 時

午後１時（受付９時）
●会 場 農業
 振興センター
（豊野 ）
●内 容 お口 の 健 康 ～ 今 日 か ら 始
める健口習慣～
●講 師 歯科
 衛生士
原見 利枝子 先生
●参加費 １００円（調理実習費）
エプロン、
●持参品 水分
 補給用お茶、
三角巾、お米１合、食事用
箸
※参加
 希望の方は、事前にお申込みく
ださい。
【お問い合わせ先】
保健課 地域保健班
☎０８６６ ５４ １３２６

10

談

11

いきいき運動教室

30

相

内容

年金相談会

10

消費生活相談会

場

加茂川庁舎相談室

賀陽庁舎相談室

会

消費生活に関する相談を消費生活相
談員がお受けします。秘密は固く守ら
れますので、お気軽にお越しください。
「困ったな」と思ったら一人で悩まず、
まずは相談を
・訪問販売やクーリング・オフ
・はがき、携帯電話やインターネット
による不当請求・架空請求
・サラ金の多重債務
・その他消費生活相談に限ります。
※匿名での相談も受け付けます。
日にち

日㈫

月２日㈫

月

時間 午前 時～午後３時
【お問い合わせ先】
住民課 戸籍住民班
☎０８６６ ５４ １３１６


いきいき運動教室は、毎月１回町内
の公民館等を巡りながら、それぞれの
テーマに沿った運動を行っています。
仲間と一緒に楽しく運動習慣を身に付
けませんか。
①日 時
月 日㈬
午前 時～ 時 分
●会 場 豊野公民館
●内 容 タオル＆ポールを使って体
をほぐそう
②日 時
月 日㈫
午前９時～正午
●会 場 きびプラザ
●内 容 ノルディックウォーキング
●講 師 ＯＳＫスポーツクラブ
健康運動指導士
●参加費 無料
●持参品 室内履き、タオル、飲み物
＊ 日
 は、ノルディックポールがある
方はご持参ください。
【お問い合わせ先】
保健課 地域保健班
☎０８６６ ５４ １３２６




－

かもがわ総合
福祉センター

厚生年金・国民年金における年金請
求手続等について日本年金機構高梁年
金事務所の職員がお答えします。
日時
月 日㈭
午前 時～午後３時
会場 賀陽庁舎相談室
※相談を希望される方は、 月 日㈬
正午までに事前予約が必要です。（受
付人数に限りがあります）
【お問い合わせ先】
住民課 戸籍住民班
☎０８６６ ５４ １３１６


へそっぴー
ポイント
対象事業

17

－

30

－

しらさぎ事業所

17

☎ 0866-54-1316
戸籍住民班
住民課

午前９時～正午
10月25日㈭
日時

30

へそっぴー
ポイント
対象事業

行政・人権・福祉相談
行政・人権・福祉相談（心配ごと相
談）を次の２会場で行います。相談は
無料で秘密は固く守られますので、安
心してお気軽にご相談ください。

－

－

社会福祉協議会

10

－

－

【お問い合わせ先】
－

!!

10

下竹荘公民館
10 18

16

会場

10

10 10

INFORMATION FROM OFFICE

●募集霊園名 吉備中央町下加茂霊園
●募集区画
大規模土地取引について
吉備中央町下加茂１０８２番地
号、面積 ㎡）
区画（４
一定面積以上の土地を売買などの契 ※空き区画に看板を設置しています。
約で取得した場合、国土利用計画法に ●募集期間
より、知事への届出が必要です。
平成 年９月 日㈮～
●届出対象
平成 年 月 日㈪
⑴都市計画法による市街化区域では
午前８時 分～午後５時 分
２，０００㎡以上
※土・日曜日、祝日は除く。
⑵⑴ 以 外 の 都 市 計 画 区 域 で は ５， ●申込資格

０００㎡以上
町内に住所を有する人。または、町
⑶都市 計 画 区 域 以 外 の 地 域 で は 内に使用者の代わりにその義務を負う
１ ０，０ ０ ０ ㎡ 以 上 の 土 地 の 権 利 ことのできる 歳以上の代理人を置く
を売買などの契約により取得した ことができる人。
方は、届出が必要です。
●墓地使用
●届出期限
永代貸し付けで、所有権移転はでき
土 地 売 買 な ど の 契 約 を 結 ん だ 日 か ません。
ら、契約日を含めて２週間以内
●永代使用料 ３５０，
０００円
●届出先
※使用許可時に前納
土地の所在する市町村役場
●管理料 ９，２７０円（ 年分）
届出用紙は各市町村役場・県民局に ※霊園内の共用場所の清掃管理などに
あります。また、岡山県のホームペー
要する経費として、使用許可時に３
ジからダウンロードできます。
年分を前納、その後３年ごとに３年
【お問い合わせ先】
分を前納。
企画課 総合政策班
管理料の支払い期間は、使用許可
☎０８６６ ５４ １３１４
年度から 年経過するまで。また、

管理料の 年間分一括納付も可能。
吉備中央町下加茂霊園の
●申込方法
所定の様式により、下記様式設置場
使用者を募集します
所にてお申し込みください。
（様式設置場所）
賀陽庁舎、吉川支所、大和支所、加

茂 川 庁 舎、 か も が わ 総 合 福 祉 セ ン
ター、井原出張所
※申し込みは、１世帯につき１区画と
なりますので、既に下加茂霊園をご
利用されている方は申し込みできま
せん。
また、複数の申し込みがあった場
合は公開抽選とします。公開抽選日
については申し込み締め切り後に、
お知らせします。
【お問い合わせ先】
住民課 生活環境班
☎０８６６ ５４ １３１６


連絡・届出をお願いします
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ます。日程を相談のうえ評価にお伺い
します。
◆家屋を滅失した場合
家屋の全部又は一部を滅失（取り壊
し 等 ） し た 場 合 は、
「固定資産家屋滅
失届」を 月末日までに税務課へ提出
してください。なお、既に法務局で建
物滅失登記又は建物表示変更登記をさ
れている場合は、連絡の必要はありま
せん。
※家屋
 の新築・増築又は滅失について
既に各自治会及び班を通じて連絡を
いただいている場合は、改めて連絡
をいただく必要はありません（滅失
の場合は、現地確認にお伺いした際
に「固定資産家屋滅失届」の記入、
押印をお願いします。）
。
◆土地の現況地目が変わった場合
土地の固定資産税については、原則
として登記簿に記載されている地目、
地積により評価額を算定し課税されま
すが、現況地目が登記地目と異なり、
容易に復元し得ない状態となった場合
は、課税地目を変更することができま
す。 該 当 す る 土 地 が あ る 場 合 は、
「固
定資産現況地目変更申請書」を 月末
日までに税務課へ提出してください。
後日現地調査を実施させていただき、
該当する場合は、課税地目を変更いた
します。
【お問い合わせ先】
税務課 課税班
☎０８６６ ５４ １３１５



12

－

固 定 資 産 税 に 係 る 新 築・増 築
家屋の評価と滅失家屋の届出
について

30

12

31
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21

30
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15 22
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－
21

30

20

50 50

－

固定資産税は、毎年１月１日の状況
により課税されます。
平成 年中（１月１日～ 月 日）
に家屋を新築・増築又は滅失された場
合（される場合）は、次により連絡又
は届出をお願いします。
◆家屋を新築・増築した場合
住宅、部屋、倉庫、車庫、納屋、店
舗、事務所、作業場、工場などの家屋
を新築又は増築した場合は、課税の基
礎となる評価額の算出に必要な家屋評
価を実施させていただきますので、完
成後早めに税務課まで連絡をお願いし

－

－

吉備中央町下加茂霊園の空き区画の
使用者を募集します。

－

－

1

30

12

役場からのお知らせ
ひとり親の
についての大切なお知らせ
ご家庭へ 「児童扶養手当」
支給制限に関する所得の算定方法が変わります

１．「全部支給」の対象となる方の所得限
全部支給となる所得制限限度額（受給資格者本人の前年所得）
扶養する
度額を引き上げます
児童等の数 収入ベース 収入ベース 所得ベース 所得ベース
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手
当の全額を支給する「全部支給」と、一部の
みを支給する「一部支給」があります。この度、
全部支給の対象となる方の所得制限限度額を
右表のとおり引き上げます。
例えば、お子さま1人の場合は、収入ベー
スで130万円から160万円になります。

（これまで） （H30.8～） ( これまで )

0
1人
2人
3人
4人
5人

920,000➡1,220,000

1,300,000➡1,600,000

1,717,000➡2,157,000

(H30.8～ )

190,000➡ 490,000

570,000➡ 870,000

950,000➡1,250,000

2,271,000➡2,700,000

1,330,000➡1,630,000

3,357,000➡3,763,000

2,090,000➡2,390,000

2,814,000➡3,243,000

２．所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます

1,710,000➡2,010,000

①離婚した父母に代って児童を養育しているなどの方（※１）が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手
当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものと
みなし、総所得金額等合計額から27万円（※２）を控除します。
（※１）児童扶養手当法第４条第１項第３号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
（※２）一定要件を満たす場合は35万円

②土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算
定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

具体的な
控除額

ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ
ⅴ
ⅵ
ⅶ

収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
マイホーム（居住用財産）を譲渡した場合の3,000万円
特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
上記のⅰ～ⅵのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

※上記１及び２の②については、所得証明書類により確認します。
※上記２の①については、扶養義務者の戸籍等の追加書類の提出が必要な場合がありますので、適用を希望
される場合は、必要書類や適用要件について、窓口等へお問い合わせください。
※前年所得について、前々年所得から変動がない（もしくは増額となった）場合でも、上記１及び２の①が
適用されることにより、8月分（12月支払分）から支給額が増額となる可能性があります。
お問い合わせ先

子育て推進課

子育て推進班

☎0866－54－1328

加茂大祭に合わせて行う新しい取り組みについて
今年の加茂大祭は、いつもの祭りに合わせて次のことが計画されていますのでお知らせします。
皆さんお誘いあわせの上、ぜひ当日はご観覧ください。
①外国人留学生を対象にした体験型モニターツアー実施
 加茂大祭の醍醐味を肌で感じてもらうため、50人規模で在日外国人を招き、前日の内祭りから１泊２日
のモニターツアーを行います。前日の内祭りでは、神事の間は旗持ちなどで神輿と一緒に地域を巡り、加
茂大祭当日は各神社出発時間から参加し、総社宮への入御時には、神社によっては、留学生と地元の方が
一緒に神輿を担いで入るところもあります。
② JTB 地球いきいきプロジェクト
 ㈱ JTB 岡山支店主催により、加茂大祭の観覧と清掃活動を合わせたツアーが実施されます。吉備中央町
の自然、歴史、観光素材に触れながら清掃活動などの社会活動を行うプランとなっており、加茂大祭当日
に40人規模で行われる予定です。
お問い合わせ先

協働推進課

商工観光班

☎0866－54－1301
広報
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JA 岡山加茂川花卉生産部会りんどう部から町へりんどうが寄贈されました
か

き

８月６日に、JA 岡山加茂川花卉生産部会りんどう
部から町へりんどうが寄贈されました。今回、りん
か き
どうを寄贈していただいた JA 岡山加茂川花卉生産部
会は、昭和58年に14戸で設立され、バラ、カーネー
か き
ション、トルコギキョウ等の施設花 卉 の生産出荷を
行ってきました。平成22年度からりんどうの栽培を
始め、現在では、加茂川地区の９名の会員で30ａを
栽培しています。今後も新規会員の掘り起こしと既
存会員の規模拡大による出荷量の増加や、出荷期間
の延長につながる新品種を導入するなどし、更なる
産地化を目指していくとのことでした。

りんどうは、６月から10月中頃まで開花し、
お盆や秋のお彼岸の供花や、敬老の日を祝う
お花としてよく使われている切り花です。花
弁は紫色のものが主ですが、他にも白やピン
クといった種類もあります。西日が早く陰る
冷涼な水田が栽培に適しています。
りんどうに関心を持たれた方は、下記へ連絡をお願いします。

JA 岡山

加茂川資材店

☎0867－34－1012

吉備中央町企業ガイド（企業紹介冊子）への掲載企業の募集について
町では、吉備中央町企業ガイド（企業紹介冊子）への掲載を希望される企業・事業所等を募集します。詳
しくは、町公式ホームページに掲載しております吉備中央町企業ガイドの募集要項及び記入要領をご覧くだ
さい。
ご不明な点がございましたら、定住促進課までお問い合わせください。
※町内の雇用促進や若者の定住を促進することを目的として、町内外の若者など就業を希望される方に町内
の企業の雇用情報（仕事内容、勤務条件等）を知っていただくための吉備中央町企業ガイドを作成してお
ります。完成した企業ガイドは、平成31年３月頃から岡山県内の高等学校や高梁公共職業安定所・岡山公
共職業安定所、移住相談窓口等への配布を予定しております。
◆掲載対象

 成31年４月以降に吉備中央町内で就業する従業員の採用活動を行う予定のある企業・事業
平
所等

◆申込方法

 公式ホームページ（http://www.town.kibichuo.lg.jp）から、申込様式をダウンロード
町
し、必要事項を記入の上、写真等のデータとあわせて定住促進課（teijyu@town.kibichuo.
lg.jp）までメールで送信してください。
※メール送信後、必ずメール到達確認のため定住促進課まで連絡をお願いします。
※メール以外の申込みを希望する場合は、定住促進課までご相談ください。

◆申込期限

平成30年11月30日㈮
お問い合わせ先
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17時15分まで

定住促進課

定住促進班

☎0867－34－1116

役場からのお知らせ
岡山県青少年相談員
青少年が心身ともに健やかに成長し、夢や希望をもって生きていくことは青少年を取り巻く全ての人々の
願いです。
岡山県では、地域の青少年や保護者からの求めに応じ、相談にのったり、専門機関を紹介したりする「岡
山県青少年相談員」を登録しています。吉備中央町の相談員は次の方々です。
一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。秘密は固く守ります。また、身近な青少年の心温まる行為
を称える『わかば賞』の表彰も行っています。善意ある行為、勇気ある行為などを
みんなで認め励ますために、ぜひ、お近くの青少年相談員にお知らせください。

私たちにご相談ください！！
学

区

相談員氏名

津 賀 小 学 校 区

大盛

雅員

円 城 小 学 校 区

黒田

員米

御 北 小 学 校 区

大北麻美子

上竹荘小学校区

土岩

典行

豊 野 小 学 校 区

石田

誠司

下竹荘小学校区

難波

治実

吉 川 小 学 校 区

河内留美子

大 和 小 学 校 区

堀井

正起

吉備高原小学校区

山㟢

裕子

ようこそ

連

絡

先

まずは、吉備中央町教育委員会事務局生涯学習班まで
ご連絡ください。

☎0866-56-9191

担当者より各学区の相談員さんに連絡いたします。

学区外の相談員さんにもご相談にいただけますので、
お気軽にご相談ください。

※な お、中学校区は町
内１校であるため、
どの相談員に相談し
ていただいても構い
ませんので、お気軽
にご相談ください。

吉備中央町へ

吉備中央町では、外国語指導助手（ALT）の２名を再任
用し、新しく１名の方をアメリカから迎えました。
２学期から小・中学校に勤務しています。

町長さんとマリーさん

Hello, Kibichuo-cho!
My name is Marie Elizabeth Norris and I will be working as an ALT in three of the elementary schools and
middle school in town.
I am from Owensboro, Kentucky! It is a small town, but it's famous for having the world's best barbecue.
Every year we have a barbecue festival that people travel from around the world for. We are also famous
for Bluegrass music, and it's the hometown of Johnny Depp.
My hobbies are hiking, figure skating, and theater performance.
This is my third time in Japan, but there is still much I do not know about the culture and language, so
please teach me about the language and culture of Japan and I will teach you about America.
If you see me in town, please feel free to say hello!
Thank you for having me here, and I look forward to working in Kibichuo.
こんにちは、吉備中央町のみなさん！
私の名前はマリー・エリザベス・ノリスです。私は町内の３小学校と中学校で、ALT として働くことになりました。
私はアメリカのケンタッキー州、オーエンズボロからやってきました。小さな町ですが、世界で最高級のバーベキュー
があることで有名です。毎年バーベキューフェスティバルが開催され、世界中から人々がやってきます。またブルーグラ
ス音楽も有名で、ジョニー・デップの出身地でもあります。
私の趣味は、ハイキング、フィギュアスケートと演劇です。
日本に来るのは三度目ですが、日本の文化や日本語についてわからないことが、まだたくさんあります。ですから、日
本語や日本の文化のことを、ぜひみなさんに教えていただきたいです。そして、私もアメリカのことをみなさんに教えて
いきたいと思っています。
もし、町内で私のことを見かけたら、いつでも声をかけてください！
ALT として、ここに呼んでくださりありがとうございます。吉備中央町で働けることを楽しみにしています。どうぞ
よろしくお願いいたします。
＊訳：吉備中央町公営塾 (kii+) 講師 三好菜月
広報
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公民館コーナー
開催期日

公民館

10月３日㈬

下竹荘

10月５日㈮

上竹荘

10月５、19日㈮

大和

行

事

今月の公民館主催行事をお知らせいたします。
（詳しくは各公民館へお問い合わせください。
）

名

内
参加無料

容

ストレッチ運動教室

午後７時～

シューズ・飲み物・ヨガマット

ストレッチ体操教室

午前10時～

正しいウォーキング講座

午後７時～ 参加費500円 シューズ

参加費300円

10月７日㈰

豊野

豊野地区グラウンドゴルフ大会

午前９時～

10月８・22日㈪

上竹荘

太極拳～入門編～

午後１時30分～

参加無料

10月10日㈬

豊野

いきいき運動教室

午前10時～

10月14日㈰

下竹荘

球技大会

午前８時30分～

10月14日㈰

大和

球技大会

午前８時30分～

シューズ・飲み物

要申込

参加費200円

参加無料

シューズ・飲み物

飲み物（役場保健課主催）

10月15日㈪

吉川

３時のおちゃにきてください！

午後１時～ ゆる体操・ピアノ鑑賞 要申込 参加費100円

10月17日㈬

津賀

ひざ・腰・肩 痛み改善教室

午前10時～ 参加費200円 要申込 タオル・シューズ・飲み物

10月22日㈪

吉川

薬膳で健康に！

午前10時～

参加費1,200円

10月23日㈫

下竹荘

健康のつどい

午前10時～

下竹在住70歳以上の希望者

10月24日㈬

御北

めばえ大学～にこにこ広場～

午前10時～

未就園児とその保護者

10月27日㈯

津賀

フラワー教室：三日月リース

午後１時30分～ 参加費2,000円 はさみ 要申込

10月28日㈰

納地

球技大会

午前９時～

10月28日㈰

大和

大和地区文化祭

午前９時～

展示

正午～

要申込
要申込

参加無料

ステージ発表

津賀公民館

☎0867－34－1807

円城公民館

☎0867－34－1555

御北公民館

☎0867－35－0550

上竹荘公民館

☎0866－54－1784

納地公民館

☎0866－54－0971

豊野公民館

☎0866－54－0194

下竹荘公民館

☎0866－54－0970

吉川公民館

☎0866－56－7020

大和公民館

☎0866－55－5974

放送川柳
平成 年８月秀句

《ジュニアの部…小学生》

「三光」

唯菜

＊10月の課題は「虫」
、11月の課題は「糸」です。
投句の方法…はがきに２句以内・氏名（本名）を書いて
下加茂1106－９ 津賀公民館放送川柳係までお送りください。
投句締め切り日…毎月15日必着

広報
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（津賀公民館）

石井

典子

暁

均

山本

沼本

君子

れん

松尾

光恵

金島

浅田

畠木かんな

難波

芳子

もえ

米田

貞子

大藪

中川

淑恵

田村ひなた

山本

（円城公民館）

土居

題「花火」 

ぼくのゆめうちあげたいな大花火 

き

人 夏祭りやっぱり定番花火だな 
地 ゆめ花火みんなのゆめがばくはつだ 

天

「三光」

《ジュニアの部…中学生》

一発の花火に百の技師の汗 





人 想いのせ夏の夜空に散る花火 
地 花火咲く戦後の空は平和だな 

天

「佳吟」

《一般の部》



生命を宿す花火の有終美 
打ち上げ花火ノーベル見れば平和賞 

遠花火思い出浸る仕舞い風呂

歓楽の花火夜空で夢えがく

「三光」

人 夜空染め復興祈る夢花火 
地 花火より曾孫主役の夏祭り 

照代

夏休み残り花火でしめくくる

豊子

天

良子



ブッポウソウ何時の間にやら居なくなり別れも告げず旅立ちたるや 山
本

きれいだったと讃えつつむらさき褪せし紫陽花を剪る 

難波

桂子

あらくさ短歌会

職人が屋根の瓦を直すのを真下の涼しい部屋にて聞きをり 

小神

あ

老けたねと友に言われて不思議にも抵抗感なく心安らぐ 

文恵

国只由紀子

曽孫が生れたよというメールくる世代繋がる血のありがたさ  中山

晶子

山ばとの友呼ぶ声もくぐもりて暑さの中に雨待つ山里 

朝採りのトマトときゅうりが甘いねと会話がはずむ立秋の朝  河内

◆町内皆さまのご参加をお待ちして
います。
毎月第３木曜日に円城公民館（総
合福祉センター）へ５首までを持
参。合評・互選などをしています。

30
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出会いの

10月の休館日

扉

１日
15日
22日

８日
21日
29日

読書の秋の図書館行事

・

で20周年を迎えました。夏には百畳屋敷「片山邸」でのおはな
し会を開いています。５年目を迎える「銀河カフェ」は、軽食
やケーキもご用意して、おはなしを楽しんでいただく空間です。
幼稚園や小学校で「おばちゃんたちのおはなし、聞いたことあ
るな」というお友達もいるかも！
〈片山邸で上演したおはなし〉
いえでだ ブヒブヒ
たぬきのちょうちん
めっきらもっきらどおんどん
じごくへいった三人
海からきたカサゴン

くわしくは、
チラシをごらんください。

お金について

 考えてみませんか？

大 切 な お 金、 時 に は 怖 い お
金、 お 金 の 事 を 楽 し く、 親 子
で、 友 達 と 一 緒 に 学 ん で い る
本です。

か

中学生の
「僕」は突然「そ
ろばん勘定クラブ」に入る
事に！ 経済成長・借金・
投資・リーマンショックな
ど、びっくりするほどわか
りやすい！ 笑いあり涙あ
りの経済青春小説です！

『100円たんけん』 くもん出版
中川ひろたか／文

かもがわ図書館

岡本よしろう／絵

ロマン高原かよう図書館
著者・出版社

書

名

著者・出版社

絵
本
児童書

きみはライオン！
たのしいヨガのポーズ

ユ・テウン／偕成社

どしゃぶり

はたこうしろう／講談社

おたすけじぞう

田中六大／文芸社

くるっ

森あさ子／ポプラ社

だいぶつさまのうんどうかい

苅田澄子／アリス館

きのうえのおうちへようこそ

ドロシア・ウォーレン・フォッ
クス／偕成社

10才のとき

高橋幸子／福音館書店

惑星 MAPS ～太陽系図絵～

宇宙兄さんズ／誠文堂新光社

一般実用書

キリンの運びかた、教えます 電車と 岩貞るみ子／講談社
病院も⁉
アンパンマン大図鑑プラス公式
やなせたかし／フレーベル館
キャラクターブック
いつか絶対泊まりたい！
ランドネ編集部／枻出版社
山小屋ガイド BOOK

サナギのひみつ 完全変態する昆虫の 三輪一雄／ポプラ社
ひみつ
時知らずの庭

小森香折／ BL 出版

たすけて！エクセルがむずかしいっス みやしたゆきこ／日経 BP 社

一般読み物

ぜんりゃくパパへ

講談社

アメリカの原爆神話と情報操作

井上泰浩／朝日新聞出版

身近にいる「やっかいな人」から身
を守る方法
書けばわかる！わが家にピッタリな
保険の選び方

福家警部補の考察

大倉崇裕／東京創元社

エンディングドレス

蛭田亜紗子／ポプラ社

滅びの園

恒川光太郎／ KADOKAWA

眠狂四郎独歩行 上・下

柴田錬三郎／集英社

あさのあつこ／ PHP 研究所

くろちゃんとツマとわたし

南伸坊／東京書籍

火花散る

13

名

㋺

100円あったら、何が買え
るかな？商店街をたんけんし
てみることにした。
お肉屋さん、 魚 屋さん、
八百屋さん…子供たちにとっ
ても身近な100円。
おこづかいの使いかたが
変わるかも？

図書案内
新着
書

・

平成10年からスタートしたおはなしを「渡す」活動は、今年

★展示やプレゼントもお楽しみに！

インプレス

ロマン高原かよう図書館 ☎ 0866−54−1331
0866−54−1311

吉備中央町 おはなしや

本とカフェ、くつろぎのひとときを…
◆図書館カフェ～ 閉館30分前まで
期間中、両図書館で、コーヒーやジュー
スをサービスします。
◆工作コーナー 10：00～16：00
10/27㈯、28㈰、11/4㈰
両 図 書 館 で、『 オ リ ジ ナ ル
ブックカバー』

高井浩章／著

0867−34−1124

町内で活躍するおはなしグループの紹介②

読書週間 10／27～11／９
標語「ホッと一息 本と一息」

『おカネの教室』

☎ 0867−34−1115

かもがわ図書館

おいち不思議がたり４

2018.10月号 広報

マーク・ゴールストン／あさ出版
末永健／翔泳社

地域おこし協力隊便り

Vol.

42

海外のお客様にポタリングツアーを体験してもらいました！
８月４日㈯に、マレーシア・インドネシアからのお客様
を迎えてのポタリングツアー（自転車ツアー）を実施いた
しました。
今回のツアー内容は、道の駅かようからスタートしまし
て、とうもろこし狩りで吉備中央町の味覚を堪能してもら
いました。そして、その後かようエコセンターまで行き、
高原の景色を満喫してもらいました。
電動自転車に初めて乗るという人も少なくなかったので
すが、
「楽に漕げるから景色を楽しめる！」や「これ欲し
いな！いくらだい？」というような声も聞こえてくるほど
に満足していただけたようでした。
今後も誰もが楽しめるツアー作りに取り組んでいきたい
と思います！
吉備中央町の魅力をより多くの人に知ってもらえたらとの想いからはじめたポタリングツアー並び
にレンタサイクルですが、その対象は町外の方だけではないと我々は考えています。
普段からこの町に住まれており、この町のことをよく知っている町内の方にも楽しんでいただける
ようなツアーを準備しております。普段何気なく車で通り過ぎていた道の奥に新たな魅力が眠ってい
るかもしれません。そのような魅力を私たちと一緒に発見しに出かけませんか？
お問い合わせ先

株式会社 kibily

☎080－2907－7347

任 期 満 了 の ご 報 告
こんにちは！ 井上です。この９月末をもちまして、地域おこし協力隊
の任期が満了します。
思い返せば、４年前に神奈川県から吉備中央町へ引っ越した際は、一
緒に着任した西村とともに、本当に右も左もわからず、どうしようかと
思った日々もありました。ですが、本当に多くの方にお世話になり、マ
ルシェを開催させていただいたり、地ビールプロジェクトに関わらせて
いただいたり、子ども向け英語クラスを持たせていただいたりすること
ができました。ありがとうございます。本来ならば、ひとりひとりにお
会いして近況報告とともに感謝の気持ちをお伝えしたいところなのですが、ひとまず広報紙でのご挨
拶とさせて頂きます。任期満了後も、吉備中央町に住み、一住民として活動を続けていきたいと考え
ております。今後ともどうぞよろしくおねがいします！

平成30年９月

広報

井上ゆき美

2018.10月号

14

INFORMATION

10

第

回岡山地区矯正展

矯正施設における被収容者処遇の実
情を紹介し、地域社会の人々に矯正行
政及び受刑者の社会復帰に対する理解
と協力を得ることを目的に、全国の刑
務所で製作した作業製品の展示即売を
は じ め、 刑 務 所 内 の 見 学、 ス テ ー ジ
シ ョ ー（ 歌 謡 シ ョ ー 等 ）
、各種バザー
等さまざまなイベントを行います。
●日時
月 日㈯
午前９時 分～午後４時
月 日㈰
午前９時 分～午後３時
●場所 岡山刑務所
岡
( 山市北区牟佐７６５ )
【お問い合わせ先】
岡山刑務所企画部門作業担当
☎０８６ ２２９ ２５３４
（作業担当直通）

●受付時間 月～金曜日 ９時～ 時
●電話 ０８６ ８０１ ９９０５

17

『アクティブシニア就職フェ
ア・生涯現役セミナー 高梁』
を開催します！

便利な
「法定相続情報証明
制度」
をご利用ください

法務局では、登記所（法務局）に戸
除籍謄本等と相続関係を一覧に表した
図（法定相続情報一覧図）を出してい
ただくことで、登記官がその一覧図に
認証文を付した写しを無料で交付する
制度（法定相続情報証明制度）を設け
ています。
この一覧図の写しを利用していただ
くことで、その後の各種相続手続（平
成 年４月から相続税の申告手続にも
利用可能）をスムーズに進めることが
できる便利な制度ですので、ぜひご利
用ください。
※詳細 に つ い て は、 法 務 局 の ホ ー ム
ページをご覧いただくか、最寄りの
法務局にお尋ねください。
【お問い合わせ先】
岡山地方法務局不動産登記部門
☎０８６ ２２４ ５６５８



－




情報公開・個人情報保護
総合案内所

－

－

高梁・吉備中央町地域にて、２回目
となる高年齢者向けの就活イベントを
開催します。
この地域では、県内でも求人倍率が
非常に高い地域で、人手不足が深刻な
状況にあります。そのような中、皆さ
んが今まで培ってきた豊富な経験と知
識を活かして働いてみませんか？年齢
に関わりなく生涯現役で活躍できる仕
事がきっと見つかるはずです。多くの
方のご来場をお待ちしております。
●日時 平成 年 月２日㈫
時～ 時 分
●場所 高梁市図書館４階多目的室
（高梁市旭町１３０６）
●対象
歳以上の就職、お仕事をお
考えの方
●参加費 無料
●その他 申込みは不要です。面接を
希望される方は履歴書をご
持参ください。
【お問い合わせ先】
ハローワーク高梁
☎０８６６ ２２ ２２９１

定住促進課
☎０８６７ ３４ １１１６
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―お気軽にお問い合わせください―

国の行政機関、独立行政法人などの
情報公開や個人情報保護に関する制度
の仕組みなどについて、案内や情報提
供を行っています。
●場所 岡山市北区桑田町１
総務省岡山行政監視行政相談
センター内

30

in

－

－

30

－

13

－
30

15

10

－

－

－
36

13

55

30

30

－

14

お知らせ

「法の日」
司法書士法律
相談会
10

33
10

町以外からの

17

－

●日時
月１日㈪
午前 時～午後４時
●場所 農業振興センター
（吉備中央町豊野 ）
●内容 不動産登記、商業登記、成年
後見、遺言、供託、相談等
【お問い合わせ先】
岡山県司法書士会
☎０８６ ２２４ ２３３４


－

10

rmation
o
f
In

25

30

16

月１日㈪～ 月 日㈬必着
31

■申込方法・申込先
チラシのＱＲコードまたは左記アド
レスから申込（クラブ員が集計）

1

16
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「農家の兄さんの大運動会の
逆襲！」
参加者募集

平成 年



o kayamanougyoukouryuuin@
岡山地方新農業経営者クラブ連絡協
gmail.com
記載事項
議 会（ の 青 年 農 業 者 ク ラ ブ で 組 織
①氏名②住所③年齢④性別⑤連絡先
し、資質向上や交流活動に取り組んで
いる）が中心となって、農業にちなん 【お問い合わせ先】
備前広域農業普及指導センター
だ大運動会を開催します。
担い手農産班 大久保
クラブ員との交流を通じて農業への
☎０８６ ２３３ ９８５０
理解と関心を深めてもらい、あわせて

産地のＰＲにもつなげる取り組みで
２０１９年４月１日から
す。お子様向けの競技や賞品、また農
「働き方改革関連法」が順
作物の販売もありますので、ぜひ御家
族おそろいでご参加ください。
次施行されます
■日時 平成 年 月 日㈰
１「時間外労働の上限規制」
時～ 時 分頃
２「年休５日の指定付与」
（受付 時 分開始）
３「正規雇用労働者と非正規雇用労
※農作物販売は 時～ 時 分、 時

分～ 時の２回に分けて行います。
働者の不合理な待遇差の禁止」
■場所 瀬戸町総合運動公園
他
（岡山市東区瀬戸町南方１３
詳細については、岡山労働局ホーム

１１）
ページまたは左記へお問い合わせくだ
■対象 自由・年齢制限なし
さい。
■料金 ５００円／人（保険加入）
【お問い合わせ先】
及
■定員 １２０名程度
 び２につきましては、最寄りの
労働基準監督署へ
（応募多数の場合は抽選）
３につきましては、岡山労働局雇用
■その他 内容についての詳細はこち

ら
環境・均等室へ
☎０８６ ２２５ ２０１７
12

h ttp://www.pref.okayama.jp/
page/572927.html
■募集期間

30

10

吉備高原医療リハビリテーションセンターの使命は二つありま
す。一つは、障害者の方々のリハビリです。もう一つは、吉備中
央町に住む方々の健康をお守りする地域医療です。
私は今後、地域の方々お一人お一人の健康をお守りするお手伝
いをさせていただきたいと思っておりますので、お気軽にご連絡
ください。
また、長年の医療支援活動で、アジア、アフリカ、南米等世界
中を駆け回ってきました。
キリマンジャロ登山やマチュピチュなども経験しています。興
味をお持ちの方は、お気軽に話しかけてください。英語での診療
も可能です。
地域の方々の主治医となれるよう頑張ります。

津曲兼司

津曲兼司内科部長

30 30 11

10 12 17

10

－

－

13

13

17

30

－

－

30

吉備リハに新しい内科部長着任

吉備高原医療リハビリテーションセンターに８月から常勤医師として、津曲兼司（つまがりけんじ）医師
が内科部長に着任され、引き続き入院業務が可能となりました。津曲医師は、アジアやアフリカの難民救援
などをはじめ、阪神・淡路大震災など被災地での医療支援活動に従事した経験をお持ちです。また、かもが

わ総合福祉センター内で診察をされていたこともあり、地域医療に対する深い知識と経験もあります。今後

のご活躍を期待しています。

INFORMATION

←賀陽庁舎・高梁方面
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さか ぐち

坂口 叶 真

平成29年10月11日生まれ

とう ま
こう せい

晃生

み さと

いつも笑顔のこうせいくん、
お姉ちゃん、お兄ちゃんと一
緒に元気いっぱい遊んでね♡

ちゃん（上竹）

ちゃん（田土）

パワフルだけど、とっても可
愛い笑顔の美里がみんな好き
だよ！！いつまでもその笑顔
大切にしてね☆

はやかわ

平成29年10月17日生まれ

早川

たけ むら

武村 美 里

平成29年10月20日生まれ

ちゃん （ 宮 地 ）

パパとママの宝物です。

おめでとう
満１歳

みんなの
ページ
みなさんからお便り・
イラスト・写真を
お待ちしています。

季節の色を感じに出かけてみませんか？

町内の観光スポット、体験・
宿泊施設をご紹介します

宇甘渓自然公園
吉備清流県立自然公園に指定され、春は桜、夏は川遊び、秋は紅葉、冬
は雪景色と四季折々の自然を満喫できるスポットです。シンボルの「赤橋」
や自然探勝歩道、奇岩そそり立つ山肌の樹木が見事な美観を呈しています。
また、毎年11月中旬の紅葉シーズンに赤橋のライトアップを行っていま
す。皆さん、ご家族、友人をお誘いの上お越しください！

秋の紅葉

観光客で賑わう様子

  所 在 地  

吉備中央町下加茂1760－19

  アクセス  

岡山 IC から車で40分、賀陽 IC から車で30分

お問い合わせ先

建設課

用地班

ライトアップの様子

☎0866－54－1319

広報
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ボランティアで草刈り、草取り～かもがわ総合福祉センター～
６月10日に高富、案田地区黒住教ボランティアグルー
プ（16人）が、かもがわ総合福祉センター敷地内の草刈り、
草取りを行ってくださいまし
た。おかげさまで、とてもき
れいになりました。
暑い中、皆さんありがとう
ございました。

倉敷中央高校・邑久高校が農家民宿を体験
８月７日～９日、倉敷中央高校と邑久高校の生徒が県の中山間地域“食と農村”交流活性化事業を
活用して、吉備中央町で農家民宿を体験しました。
この事業は、吉備中央町が事業主体で、株式会社 JTB・株式会社 kibily・吉備中央町農家民宿推進
協議会・吉備中央町観光協会と共催で実施しました。学生に農家民宿を通じて、吉備中央町の魅力や
地域課題を体験してもらい、
学生の視点で吉備中央町の観光資源を発掘することを目的としています。
倉敷中央高校の生徒22名と邑久高校の生徒13名が参加し、農家民宿での宿泊体験のほか、トウモ
ロコシ狩りやブルーベリー狩り、米粉料理教室、夜には花火
や星空観察などを行いました。参加した生徒は、「本当の家
族のように一緒に過ごせて楽しかった。また吉備中央町へ来
たい。」「地元の人との交流がとても楽しかった」など、吉備
中央町の魅力を満喫しました。
今後も教育旅行の受入により、交流滞在人口の増加と地域
経済の活性化を図るため、新たに農家民宿をはじめる方を増
やしていこうと考えています。

輝かしい誉れ ～栄光をたたえます～
加賀中学校３年

桑村

太陽

さん（吉川）

●第56回岡山県中学校総合体育大会兼
岡山県中学校陸上競技選手権大会

男子800メートル
（７月22日

シティライトスタジアム）

第２位

〈記録：2分02秒76〉

※今回の結果を踏まえ、第52回中国中学校陸上競技選手権大会、平成30年度全国中
学校体育大会第45回全日本中学校陸上競技選手権大会の出場権を獲得し、出場し
ました。

Comment

予選で、全国標準記録を狙っていましたが良いタイムが出ませんでした。気持ちを
切り替えて挑んだ決勝では、自分の納得の結果を残すことができ、中国大会、全国大
会へ繋がり嬉しかったです。
（県大会終了後のコメント）
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800メートルを力走する桑村さん（右から３番目）

イベント情報
EVENT INFORMATION

みんなおいでぇ 福祉まつり in 吉備中央町
～だれもが主役になれるまち～

平成30年11月17日㈯

日

時

午前９時～（受付：午前８時30分）

会

場

内

容

表彰・基調講演・町内社会資源の紹介・展示コーナー・販売コーナー

主

催

 備中央町、吉備中央町社会福祉協議会、吉備中央町障害者等地域自
吉
立支援協議会

ロマン高原かよう総合会館

◆
「知っとる？わがまちの社会資源あれこれ」
療育、障害、高齢、地域福祉の４つに分かれて、福祉のエキスパートが福祉とは何か？町に
はどんな社会資源があるのか？を分かりやすく紹介します。
◆フードドライブコーナーを設置します！
フードドライブとは、いただきものや買いすぎてしまった食品など家庭や企業で余った食品
を募る活動です。当日ご寄附いただいた食品は生活にお困りの方への支援に活用させていた
だきますので、ぜひご協力をお願いします。
【ご寄附いただきたい食品】
・インスタント、レトルト食品
・飲料（水、コーヒー、紅茶等）

・保存食品（缶詰、瓶詰等）
・調味料、各種ギフトパック（お歳暮、お中元等）

※いずれも賞味期限内で常温保存が可能なもの
※未開封で中身が破損していないもの
※生鮮食品、アルコール類は対象外

お問い合わせ先

福祉課 ☎0866－54－1317

平成30年度「チアフルデー」
～吉備の森に感謝でぇ～

時

場

所

平成30年10月14日㈰ 9：30～15：30（受付は9：15～14：30）
※14：30からのステージ部門で大抽選会を開催予定
詳しくはホームページで
国立吉備青少年自然の家

吉備青少年

参 加 費

無料（一部有料のものもあります）

参加申込

原則不要（レストランでの昼食〔有料〕や次の活動は要予約）

締 切 日

要予約

カッター活動、ネイチャーゲームなど

【今月号の表紙】

▼今月号の表紙は、吉備高原鬼

伝祭の打ち上げ花火の様子で 

す。

毎年間近で見る迫力のある美

しい花火に、観客は大いに盛り

広報

上がっていました。

【編集後記】

▼最近、中学校の同窓会があり

ました。久しぶりの再会に少し

緊張しながらも、お酒を交えな

がら和気あいあいと話すことが

小学６年の時、小学校の建て

できました。

替えをすることになり、仮校舎

のプレハブで数か月過ごしたこ

とや中学の部活動、修学旅行、

卒業文集といった学生時代の思

い出。仕事、家族のことや「ゆ

くゆくは地元に帰りたい」と将

☎0866－56－7232

来に対する思いや考えがあるこ

何年経っても変わらず、いろ

んな話ができるという関係を考

年以上、共に過ごした時間

えた時、保育園から中学校まで

の

年後もたわいもな

が絆と交友関係を築いたと感じ

５年後も

ました。

い話で笑い合え、良き理解者・

相談相手として、いつまでもい

田淵

られたらと、心から思えた同窓

会でした。
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となど話は尽きませんでした。

お問い合わせ先

10
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PHOTO TOPICS

円城夏ものがたり

８月18日、道の駅かもがわ円城第２駐車場で「2018円城夏ものがたり」が開催されました。夕暮れとと
もに吉備中央児童合唱団のはつらつとした合唱に始まり、フローラルハーモニーによるオカリナ演奏、ルピ
ナス・フラによるフラダンスが披露されました。会場では、地域団体による焼きそばやキムチラーメン、カ
キ氷等の出店がされ、来場者は舞台を見ながら夏の一夜を楽しんでいました。また、円城小学校、幼稚園の
先生方による射的コーナーは列をなした子どもたちで賑わっていました。フィナーレは盆踊りとビンゴゲー
ムが行われ、多くの参加者が親睦を深めていました。

吉備高原鬼伝祭

８月25日、吉備高原都市さんさん広場で「吉備高原鬼伝祭」
（吉備高原鬼伝祭実施委員会主催）が開催さ
れました。鬼の伝説にちなんだこの祭りは今年で27回目。かよう浪漫太鼓、バトンチーム真による演技、加
賀中学校吹奏楽部による演奏、加茂大祭保存会の棒使いや獅子舞、うらじゃ連のパレードなど多彩なステー
ジイベントのほか、食の市、フリーマーケットも催されました。
辺りが暗くなると、鬼火の点火式とともに、会場に並べられた1,500個の絵柄灯籠に明かりが灯され、幻
想的な風景が会場を包みこみました。フィナーレでは、約500発の打ち上げ花火が夜空を彩り、来場者から
大きな歓声と拍手が起こりました。
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ふ る さ と

22 世紀の理想郷 吉備中央町

栄養委員の活動を紹介します
大和支部
大和地区では毎年、高齢者を対象にした
「健康のつどい」
を開催しています。今年は8月２３日に開催
され、普段外出の少ない高齢者の方にも楽しんでいただくために、栄養委員は昼食作りを担当し、栄養
バランスのいいメニューを考えました。今年は『ドライカレー、
コールスローサラダ、
フルーツミルク寒
天』です。調理は
「大和をもっとよくしよう会」
の方と一緒に協力して美味しく仕上げることができまし
た。参加者の方から
「おいしかったよ」
「レシピを教えて！」
など、声をかけていただいて、嬉しく、楽しい時
間を過ごすことができました。

愛育委員会 活動 報告

豊野支部

豊野保育園での夕涼み会に愛育委員３名が参加しました。カレー
やピザの販売をお手伝いしました。子供たちの楽しそうな姿が見れ
て良かったです。この日はとても暑い日でしたが、
無事に終わること
ができました。愛育委員は、赤ちゃんから高齢者の方まで全ての町
民を対象とした地域の健康支援ボランティアです。豊野地区の皆さ
んが、健康で生活できるようにこれからも活動をしていきたいと思
います。

ご寄附に感謝します

育英資金（敬称略）

香典返し（金一封） 見尾 一郎（竹荘）、川上 勇治（西）、橋本 浪子（細田）、吉田 幸男（和田）
小林

義治（案田）、三浦

人口のうごき
人

口

11,594人（－17）

火災・救急
●火 災 情 報
テレホンガイド ●岡山市内救急病院案内
【編集発行】
吉備中央町企画課

〒 716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野 1-2
ホームページ http://www.town.kibichuo.lg.jp/

この広報紙は自然保護のため再生紙を使用しています。

敏明（上加茂）、武井

平成30年9月1日現在（

男
女

5,605人（－19）
5,989人（＋2）

秀尊（粟井谷）

）は前月との増減

世

帯

5,488戸（＋5）

☎ 086-226-0119（現在の火災情報）
☎ 086-231-0119（岡山市消防局の職員から管内の休日・夜間の救急病院案内・診察情報）
☎ 0866-54-1314
0866-54-1307
E-mail kikaku@town.kibichuo.lg.jp
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