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１日 350ｇ
両手１杯の緑黄色野菜
両手２杯の淡色野菜

生活習慣病予防のために
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料理名
材
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を摂りましょう

御北栄養委員からのおすすめ野菜料理

今月の
旬の野
菜

白 菜

濃厚豆乳スープ（２人分）

料

ウン

作り方

白菜…………………………………………１／８個
ツナ缶………………………………………１／２缶
絹豆腐………………………………………１／２丁
にんじん………………………………… 小１／２本
白だし………………………………………大さじ１
豆乳…………………………………………１５０㏄
みそ…………………………………………大さじ１
すりごま……………………………………… 適量
柚子こしょう……………………………………好み

①白菜はざく切り、
にんじんは千切り、
ツナ缶は油を切って
おく。
②①を鍋に入れ、
白だしを入れて蓋をする。
③野菜がしんなりしたら、
豆乳、
角切りにした絹豆腐を入れ、
みそを入れてなじませ一煮立ちさせる。
④沸騰直前に火を止め、
器に盛り、
すりごま、
柚子こしょうを
添える。

エネルギー：171kcal たんぱく質：13.0ｇ カルシウム：105mg 食塩：2ｇ

栄養委員さんからのワンポイントアドバイス
＊白菜がたくさんとれる季節になりました。
白菜は、鍋もの、炒め物、和え物、漬物などのさまざまな料理に使えます。
今回は体があったまる鍋を考えてみました。ぜひお家でも作ってみてください。
豆乳は沸騰しすぎないように注意してくださいね。

★白菜の栄養

ほとんどが水分ですが、
ビタミンＣやカルシウムも含まれています。
これから寒くなる季節の風邪予防としても効果的です。

愛育委員会 活 動 報 告

津賀支部

８月28日、愛育委員の原点を学びたいと要望があった、社会福祉法人旭川荘
を訪問しました。
資料館では、旭川荘の成り立ちから現在に至るまでの歴史をビデオで視聴
し、その後展示に添って詳しく説明を受けました。
説明では、今から約４０年前「すべての重症心身障害児に施設を」
をスローガ
ンに、愛育委員さんが「愛の１日１円募金」運動を立ち上げ、やがて県内全体へと
広がり、地域の声が行政をも動かしたことで、重度障害児の施設建設へとつな
がった歴史を学びました。
また、愛育寮訪問では、木工・夢農園・織工房・パン工房等、能力に応じた作業に一生懸命取り組んでおられました。
すばらしい作品を購入し、
パンもおいしくいただきました。
今後も活動を通して皆さんの健康と幸せを願い、地域の小さな声に耳を傾け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） 田原 新一 様（細田）
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主な記事
・P02～特集 図書館に行こう！
・P09～役場からのお知らせ
・P15～インフォメーション

口

12,511人（－16）

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

【吉備高原鬼伝祭】

【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。

平成26年10月1日現在（

男
女

5,999人（－5）
6,512人（－11）

）は前月との増減

世

帯

5,602戸（－7）

☎ 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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本を借りてみよう ！
①まずは利用者カードを作ろう
町内在住、在勤及び在学されている
方ならどなたでも作ることができます。
図書館カウンターへ本人確認のでき
るもの（免許証・保険証等）を持参い
ただき手続きを行います。
②実際に本を借りてみよう
ご 希 望 の 本 を 見 つ け た ら、 図 書 館
カードと一緒にカウンターにお出しく
ださい。
・貸出冊数 両館あわせて 冊まで
・貸出期間 ２週間以内
※雑誌
 の最新号と館内利用の本は貸し
出しできません。
③本を返すには
開館時間内は、カウンターに返却く
ださい。
・図書館カードは必要ありません。
・図書
 館が休館のときは、返却ポス
トに入れてください。
※次の
 方の予約がなければ、１回にか
ぎり返却予定日より２週間延長する
ことができます。
※返却
 期限日から 日間を経過した場
合は、督促をさせていただきます。
④本はご家庭からでも探せます
吉備中央町ホームページ内にある、
図書館のページから、蔵書検索や本の
予約が可能です。
http://www.town.kibichuo.lg.jp

10

◆返却期限を守りましょう。
貸出期間は２週間です。期限をよく
確認し、必ず貸出期間内に返却をお願
いします。
※期限
 内に読み切れなかった場合、次
の予約が入っていなければ、貸出期
間を延長することができます。来館
または、電話でご連絡ください。
◆本は大切に取り扱いましょう。
誤って本に書き込んだり、汚したり
破ったりしないよう大切に利用しま
しょう。
雑誌や新聞は譲り合って利用し、読
んだ後は必ず所定の位置へお戻しくだ
さい。
万が一、失くしてしまったときはご
連絡ください。
◆館内
 では他の利用者の迷惑にならな
いよう静かに過ごしましょう。
館内で携帯電
話の使用はでき
ません。マナー
モードに設定の
うえ着信音や操
作音などが鳴ら
ないようにして
ください。
◆館内で、飲食・喫煙はできません。

図書館にある資料は大切な
財産です。ルールを守って、
みんなで気持ちよく利用し
ましょう

アドレス：

14

みんなが楽しめる
 図書館を目指して
町の図書館では、地域の情報拠点と
して、日々さまざまな活動に取り組ん
でいます。
図書館は本を置いているだけではあ
りません。本に親しんでもらうための
催しや展示、地域資料などの収集・保
存なども行っています。
今回の特集では、読書の秋を前に、
意外に知られていない図書館の魅力を
お伝えします。

図書館の紹介
１）
２）

－

●施設の位置
かもがわ図書館（下加茂１０７３

３４ １１１５
－

☎０８６７

－

ロマン高原かよう図書館（豊野１


－

☎０８６６ ５４ １３３１

●開館時間
火～金曜日 午前 時～午後６時
土、日曜日 午前９時～午後５時
●休館日について
月曜日及び第３日曜日、祝日
年末年始
※ 月 日から翌年の１月４日まで
※特別整理期間（約 日程度）等によ
る臨時休館日につきましては、随時
町ホームページ内の図書館カレン
ダーでお知らせいたします。
28
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10

探している本が見つからない
場合は、県立図書館をはじめ県
内の公立図書館とのネットワー
クにより、本を取り寄せること
ができます。
・県立図書館の利用者カードの作成ができます。
・県立図書館で借りた本の返却やインターネットで
予約した本の受取・返却もできます。
配送ルートになっている以下
の場所で貸出本の受取、返却が
可能です。
・教育委員会（吉川4860-6）
・町内各公民館
（豊野、津賀公民館は除く）
※大型絵本や紙しばいは図書館
で受取、返却となります。

12

相互貸借サービス／県立図書館との連携
本の配送サービス

新着図書コーナーは、入っ
たばかりの新しい本が並べら
れ、随時入れ替わっています。
テーマ展示コーナーでは、
今が旬の話題の本
や、 季 節 の 話 題 に
関する本などを紹
介しています。
読みたい本が貸出中のとき、またご希望の本がな
いときは、「予約・リクエスト用紙」に記入し、カ
ウンターに出してください。
貸出中の本は返却されしだい
ご連絡いたします。
また、図書館にない本は購入
または他館からの借り受け等に
より、可能な限りご要望にお応
えいたします。

新着図書・テーマ展示コーナー
予約・リクエスト

レファレンスサービス
蔵書検索・予約システム

レファレンスとは、図書
館の職員が利用者の調べも
のをお手伝いするサービス
です。
「こんな本を探した
い」
「最近の新聞記事を閲
覧したい」
。そんなときは
どうぞお気軽にご遠慮なくお尋ねください。職員が
資料や情報を探すお手伝いをします。
画面の指示に従い、
書名、
著作者名などのキーワード
を入力することで、簡単に
蔵書検索・予約ができます。
また、ご家庭のパソコン
から、インターネットを利
用して蔵書検索、図書の予
約もできます。

図書館に行こう！
特集
ご存知ですか？図書館が行っている便利なサービス ～皆さんとを本を結ぶ～

集
■特
集
■特

私にとって読書とは？
ここでは、読書に関する思いや、心に残る大好
きな一冊などについて、図書館を利用する皆さん
に伺いました。

本は、面白い！ 楽しい！ うれしい！ 冒険
がある！ 夢がある！ 希望がある！
主人公と一緒になって泣いたり笑ったり、感動
や感激が湧いてきます。違う時代や違う国、違う
人物になることができます。また、辛いことや迷
いに直面した時に良い本と出会えると大きな助け
になります。生きる力にもなります。今まで自分
にない視点を持つこともできます。
また、次はどんな本と出会えるか。私にとって
本を読むことと同じくらい、読みたい本を選ぶこ
とも楽しみな時間になっています。図書館に行っ
てゆっくりと読みたい本を探す時間も読んでいる
時と同じように楽しい時間。
秋の夜長、今度はどんな本に出会えるかな？

●銀河 cafe（カフェ）全５回
11月14日（金）（第４回）
会場：ロマン高原かよう総合
会館 多目的ホール
演目：宮沢賢治作
「銀河鉄道の夜」
共催：おはなしや

藤澤照代さん（竹部）

そのほかにもこんなことを行っています
し ら ぬ い かい

おはなしや

ばん の ま り

伴野真理さん

皐月ちゃん（竹部）
さ つき

決して忘れてはならない水俣の歴史が、たくさ

自ら本を読みたいと思うほど本を好きになって
ん色んな本を読んでくれたらと思います。

小さなしずくの妖精、しずくちゃん。雨になる

させてくれます

水銀公害「水俣病」から何十年もの歳月を経た

と大活躍する、かわいい不思議妖精。しずく妖精

■ しずくちゃん（岩崎書店）ぎぼりつこ（著、イラスト）
現在、苛烈な汚染を生き抜いてきた海の生きもの

画絵本。

の仲間たちと楽しく遊ぶ様子がかわいい４コマ漫
との姿を撮り続けた写真集。

たち、水俣病と向き合い乗り越えようとする人び

■水俣物語（新日本出版社）尾崎たまき（著）

くれたことはとてもうれしく、これからもたくさ

ました。

ず「しずくちゃん」シリーズを借りるようになり

それから図書館へ行くと「私が勉強する本」と必

ブツ一人で本を見つめて「私本読んでるの」と。

読んで」だった娘が字も読めないのに何やらブツ

娘の心をつかんだのでしょう。それまで「読んで

きれいな色使いとかわいいキャラクターの絵が

と。

わからん」
と言ってみましたが、
それでも借りる！

で「お母さんはこの本どうやって読めばいいのか

時は３歳児にはまだ早いと戸惑いました。ですの

この本を見つけて「これが読みたい」と言った

精が出てくる４コマ漫画の本です。

娘の好きな本は〝しずくちゃん”という雫の妖

手作りの人形を使って、
人形劇を中心とした活動を
されています。
毎年11月に行われる読書
フェスティバルでは、オリ
ジナル作品を上演されます。

されています。

町図書館主催の「立石お
じさんの語りの学校」を卒
業したメンバーを中心に結
成された語りの会です。新
春初語り「福福来来」を開
催されます。

を交えた絵本の見せ語りを

町図書館主催の朗読チャ
レンジ講座の修了生による
会で、毎月第４土曜日に練
習をされています。
毎年12月のクリスマス朗
読館を開催されます。

園、小学校に出向き、音楽

レインボー

年１回、片山邸でおはな

加賀語りの会どんぶらこ

し会を開くほか、町内幼稚

朗読の会 ゆう＆ゆう

ん詰まっています。真の復興とは何かを深く考え

います。

しかし、公害は今なお多くの方々を病に苦しめて

子からは、かつての悲劇が全く想像できません。

色鮮やかでユニークです。そののびのびとした様

そこに住まう生きものたちも、
再生した不知火海。

今やすっかりたくさんの命を育む豊饒の海へと

て紹介しています。

たした今の水俣を、山・川・海を繋ぐ水の道に沿っ

この写真集は、荷烈な汚染から見事に復活を果

本は水俣の海の中です。

は、工場排水の水銀による甚大な被害を受けた熊

みじみ「ありがたか海だなぁ」と言っている場所

ひょうきんな顔をした〝マダラギンポ〟が、し

ふじさわてる よ

ボランティアの皆さんが活躍しています！！
『しずくちゃん』

●おとなの朗読会
朗読を聞くことを通して、日ごろ自分自身で本を読
むこととは一味違う楽しさをより多くの方々へお届け
し、
深く本の世界に触れてもらうために開催しています。
心に響く名作文学や、童話などの朗読に触れ、すて
きなひと時をすごしてみませんか？
●伝承発掘講座
地域に口伝えで残されてきた民話や風習、信
仰、祭り、技術や知識などを記録し後世に伝え
ていく活動を行っています。皆さんの身近に伝
わる話や事柄があればぜひ図書館にご連絡くだ
さい。
●出前図書館
町内で行われる行事などに、図書館から関連
する本などを持ってお伺いし、本の貸し出しを
行います。利用者登録もできます。
※出前図書館については事前に申し込みが必要
です。
図書館へお尋ねください。

お話の読み聞かせなどを通して、本の楽しさを子
どもたちに伝えます。
○わくわく（幼児小学生対象）…毎月第３土曜日
○おいでおいで（乳幼児対象）…毎月第２・第４木曜日
※会場は告知放送、町ホームページでお知らせしま
す。
子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが図書館で
「お泊まり」します。館内を探検したりする場面を
職員が撮影し、ぬいぐるみを迎えに来た子どもたち
にその様子を伝えます。
子どもたちに想像する楽しさを感じてほしいと願
い、年１回開催しています。

おはなしのへや
 「わくわく」
、
「おいでおいで」

ぬいぐるみ図書館お泊り会

4
2014.11月号

広報きびちゅうおう
2014.11月号

広報きびちゅうおう

5

☎0867－34－1115
☎0866－54－1331
かもがわ図書館
ロマン高原かよう図書館
【お問い合わせ先】

小虎佳恵さん（竹荘）

こ とらよし え

『水俣物語』

図書館が実施する行事を紹介！
心に栄養を

集
■特
集
■特

大規模太陽光発電所建設に着手

吉備中央町社会福祉大会

8

29
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大和小学校 学 校 保 健 推 進 表 彰
９月６日、ロマン高原か
よう総合会館で吉備中央町
社会福祉大会（主催＝吉備
中央町社会福祉協議会）が
開催されました。
式典では、長年にわたり
社会福祉の発展に尽力され
た方々に、同協議会長から
表彰状が贈られました。
そして「円城安心ネット」
「大和をもっとよくし
よう会」による地域住民の実践活動、岡山北警察署
による交通事故防止の講話が行われました。
式の後行われた講演では
「人を看取る町」と題し、
ホスピスケアに取り組んでいる野の花診療所（鳥取
とくなが
市）の徳永進先生が、住み慣れた地域で生活し、安
心して最期を迎えるための在宅医療について講演さ
れました。
その他にも会場内では、介護事業所の活動紹介や
福祉用具の展示なども行われ、参加者は福祉につい
て理解を深めました。
すすむ

７月 日、津山市で開催された第 回岡山県学校
保健研究大会において、大和小学校が学校保健推進
表彰を受賞されました。
これは、学校保健に関して、顕著な業績をあげた
学校に表彰されるものです。
同校は、学校医や保護者、地域の方、保健師と連
携し、学校保健委員を核として課題解決に取り組む
中で、基本的な生活習慣の指導を教科や学校行事と
関連させながら行っています。
平成 年度・ 年度には「噛むＵＰ大和っ子」を
テーマに歯の保健指導を展開。児童のむし歯治療率
１００％を達成しました。
また、独自の生活習慣チェックカード「やまとっ
こ元気カード」を利用し結果を明示することで、児
童や保護者へ、わかりやすい生活習慣見直しなどの
啓発を行っています。
これらの活動が評価され、今回の受賞につながり
ました。おめでとうございます。
８月 日、吉川西山地内
にあるメガソーラー建設予
定地で安全祈願祭を行い、
吉備中央町大規模太陽光発
電所（西山発電所）の建設
に着手しました。
これは、町有地の有効活
用と地球温暖化防止対策
を目的に町が事業主体と
して建設するもので、２・
８ の敷地に、約８０００
枚、 出 力 １・７ ５ Ｍ Ｗ（ メ
ガワット）のソーラーパネ
ルを設置、年間売電量は約
２５９万 ／ｈ（キロワッ
ト／アワー）で、全量中国
電力株式会社へ売電します。
施設整備にあたっては、
初期投資の軽減を図るため、建設費や設備機器一式
を含めた 年の包括的賃貸借契約による委託方式で
行われ、平成 年４月
の稼働を目指していま
す。
年 間 収 益 は、 約 ３，
３００万円を見込んで
おり、その収益は、少
子化対策や定住促進な
どの政策に活用する予
定です。
27

大和地区健康のつどい

28

剣道を通して非行防止を学ぶ

61

南極の環境 に び っ く り ！

26

９月５日、大和小学校で元
ほりかわ
日本南極地域観測隊員の堀 川
ひであき
秀昭さんによる「南極クラス」
（主催＝大和小学校）が開催
され、同校児童や地域住民が
過酷な自然環境や観測隊の活
動について学びました。
は じ め に、 ５・６ 年 生 児 童
が環境教育セミナーとして、
南極昭和基地の歴史や気象状況、隊員の活動内容に
ついて写真や動画を見ながら学習。本物の防寒服が
披露されると、児童は興味深そうに実際に触れてい
ました。
南極クラスでは、全校児童と保護者・地域住民が
参加し、基地での暮らしぶりや南極にすむ動物、オー
ロラなどの映像を見ながら説明を聞きました。南極
で採取された約２万年前の氷に触れる機会もあり、
参加者は、氷を入れたコップに耳を傾け、パチパチ
と音を立てて溶ける様子を観察しました。

31

月 日、加賀中学校
月 日、大和公民館で
で剣道を通して非行防
「大和地区健康のつどい」
止を学ぶ特別授業が行
（主催＝大和をもっとよく
わ れ、 同 校 の １、２ 年 生
しよう会）が開催されまし
１８４名が参加しました。
た。
同校は、武道の授業に
これは、住民が互いに支
剣道を取り入れているこ
え合い、安心して暮らせる
とから、岡山北警察署と
地域づくりを目指す同会
連携。剣道の授業を通し
が、地域のお年寄りのふれ
て、非行少年を生まない
あいの場になることを目的
社会づくりを目指そう
に開催したもので、地域住民約１００人が参加しま
と、岡山県下で初めての取り組みとなりました。
した。
授業では、インターハイや全日本選手権の出場経
つどいでは、町保健師指導のもと、誰でも手軽に
験のある県警機動隊の６名の警察官が指導。模範演
行える健康体操やクイズも行われ、参加者は満面の
技や打ち込み稽古を披露した後、生徒は隊員から竹
笑顔で楽しんでいました。
刀 の 持 ち 方 な ど を 教 わ り な が ら 素 振 り を 行 い ま し  また、同地区の小学生も参加した昼食会では、楽
た。
しく会話しながら、うどんを食べていました。
やまぐちみち え
また、楠本警部補が「剣道でなくても一生懸命打
この日参加した山口道惠さん（西）は「日ごろ出
会えない方ともお話ができてとても楽しかったで
ち込めるものを探してください」と話され、生徒た
す」と感想を話されました。
ちは非行防止について真剣に学んでいました。

ha

9
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まちの話題
■まちの話題

行政相談・福祉相談

㈳社会福祉協議会
しらさぎ事業所
やすらぎ事業所

☎ 0866-54-1818
☎ 0867-34-1522

おおつか

けい

慧（津賀小１年）

やまもとまさひろ

つなしまなつ み

〈中学年の部〉
綱
 嶋夏実（ 下竹荘小４年）

り

く

8
2014.11月号
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〈高学年の部〉
山本雅大（豊野小５年）

〈中学年の部〉
てらもとさく や

寺 本咲耶（ 吉備高原小３年）

なん ば

〈低学年の部〉
難波遼空（豊野小１年）

申請はもうお済みですか？

あかね

茜（大和小６年）

難波

藤原侑奈（吉川小４年）

西谷美湖（大和小２年）
こ

古好優正（豊野小６年）

給付金の申請期限が
迫っています
11

ご存じですか？

〈高学年の部〉
なん ば

〈中学年の部〉
ふじわら ゆ な

〈低学年の部〉

にしたに み

会長賞】
【吉備中央町地産地消推進協議会

〈高学年の部〉



－

土地売買の取引には
届出が必要です

－



一定面積以上の土地を売買などの契
約で取得した場合、国土利用計画法に
より、知事への届出が必要です。
○届出対象
⑴都市計画法による市街化区域では
２，
０００㎡以上
⑵⑴以外の都市計画区域では
５，
０００㎡以上
⑶都市計画区域以外の地域では
１０，
０００㎡以上
の土地の権利を売買などの契約によ
り取得した方は、届出が必要です。
届出をしなかった場合、法律により
罰せられることがありますので、必ず
届出を行ってください。
○届出期限
土地売買などの契約を結んだ日か
ら、契約日を含めて２週間以内
○届出先
企画課 総合政策班（賀陽庁舎）
※届出用紙は企画課及び備前県民局に

あります。
また、
岡山県のホームペー
ジからダウンロードできます。
【お問い合わせ先】
企画課 総合政策班
☎０８６６ ５４ １３１４


1

野瀬銀太（上竹荘小２年）

こ よしゆうせい

２つの給付金の申請期限は 月４日
㈫です！ ご注意ください。
◎臨時福祉給付金
【支給対象者】
平成 年 月 日に吉備中央町の住
民で、平成 年度の住民税非課税者。
ただし住民税課税者の扶養となって
いる場合や生活保護の方は対象外です。
【申請方法】
対象者と思われる方へ 月に申請書
を郵送しています。添付書類を添えて
期限までに役場福祉課・各支所・出張
所へ持参または郵送により提出してく
ださい。
【お問い合わせ先】 福祉課 社会福祉班
☎０８６６ ５４ １３１７

◎子育て世帯臨時特例給付金
【支給対象者】
平成 年 月分の児童手当受給者。
ただし臨時福祉給付金の対象者や生
活保護の方は対象外です。
【申請方法】
対象者と思われる方へ７月下旬に申
請書を郵送しています。期限までに役
場保健課・各支所または出張所に提出
してください。
【お問い合わせ先】 保健課 子育て支援班
☎０８６６ ５４ １３２６

詳しくは、
広報７月号をご覧ください。
－

8

－

－

－

〈低学年の部〉

な

－

26 1

〈低学年の部〉

☎ 0866-54-1316

の せ ぎん た

孝本加奈（大和小６年）

西 彩那（大和小４年）

消費生活相談会

18

1

【吉備中央町長賞】

〈高学年の部〉
こうもと か

あや な

消費生活に関するさまざまな相談を
消費生活相談員がお受けします。
・訪問販売やクーリング・オフ
・携帯電話やインターネットによる不
当請求
・はがきによる架空請求
・サラ金の多重債務の相談
・その他、消費生活相談に限ります
※匿名での電話相談も受け付けます。
※秘密は固く守られますので、お気軽
にお越しください。相談を希望され
る方は、お早めに次のお問い合わせ
先まで電話でお申し込みください。
（当日受付可）

11

11

26

大塚

【お問い合わせ先】
住民課 戸籍住民班

＊予約受付について
お気軽にご相談ください
受付人数に限りがありますので、相
談を希望される方は、お早めに次のお
月の行政・福祉相談
問い合わせ先まで電話でお申し込みく
行政・福祉相談（心配ごと相談）を ださい。
次の２会場で行います。相談は無料で 【お問い合わせ先】 住民課 戸籍住民班
秘密は固く守られますので、安心して
☎０８６６ ５４ １３１６

お気軽にご相談ください。

相談
内容

年金相談会

26

10

26

10
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9

老人福祉センター 井原コミュニティ
ふれあい荘
センター
11

会場

10 26

26

吉備中央町栄養改善協議会主催による食育推進ポスターコンクール審査会が９月26日、ロマン高原かよう総合
会館において行われました。
もり た てる こ
今年度は、町内の各小学校から155点もの応募があり、同会の森田光子会長をはじめ山本町長、津島教育長、
こ ばやしゆたか
地産地消推進協議会の小林豊副会長で審査が行われました。
飽食の時代と言われ何不自由なく食べることができたり、外食産業では、大量に食材が捨てられたりする中、
今回、食育推進ポスターコンクールを通して「食に感謝する気持ち、楽しい食卓、食べることの大切さ」など「食」
が健康（心、体）の基本となっていると感じられる素晴らしい作品が揃いました。なお、主な優秀作品は次のと
おりです。（敬称略）

平成26年11月27日（木）
午前９時～正午

日
時
会
場
日時 平成 年 月６日㈭
平成 年 月４日㈫ 賀陽庁舎
午前 時～午後３時
相談室
午前 時～午後３時
会場 加茂川庁舎相談室
平成 年 月 日㈫ 加茂川庁舎
内容 厚生年金・国民年金における
相談室
午前 時～午後３時
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 【お問い合わせ先】 住民課 戸籍住民班
☎０８６６ ５４ １３１６
員がお答えします。


－

会長賞】
【吉備中央町栄養改善協議会

〈中学年の部〉
にし

－

食育推進ポスターコンクール審査会開催
平成26年度
11

日時

【吉備中央町教育長賞】
－

まちの話題
役場からのお知らせ
■まちの話題

■役場からのお知らせ

■役場からのお知らせ

11月は児童虐待防止月間です

平成27年度の幼稚園・保育園入園の申し込み受付について
※受付は、幼稚園・保育園ともに保健課で行います。

おや？あの子どうしたのかしら……。
全国的に児童虐待の件数は増加しており、悲惨な事件が後を絶ちません。
虐待をしてしまう多くの親は、最初から虐待をするつもりではありません。ほんのささいなことが少しず
つエスカレートして虐待につながってしまいます。

『ためらわず
◎子どもを虐待から守るための５か条

●平成26年度児童虐待防止推進月間標語

知らせてつなぐ

幼稚園・保育園などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
３つの設定区分に分かれます。
１号認定

命の輪』

２号認定

満３歳以上・保育認定

３号認定

☎０８６６－５４－１３２６
☎０８６－２３５－４１５２

満３歳未満・保育認定

利 用 先

保育園

★入所基準：児童及び児童の両親等が町内に住所を有していること
＊保育園などでの保育を希望される場合の保育認定（２号認定、３号認定）は両親のいずれもが以下の事由
■就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む）
■妊娠、出産
■保護者の疾病、障害

おかやま県民の歯と口の健康づくり条例が平成23年４月１日から施行となり、よ
り多くの方に歯と口の健康づくりに関心を持っていただくために「いい歯の日」が
設けられました。
子どもの歯（乳歯）は１歳６カ月で生え揃います。吉備中央町では既に３歳で36.9％の子どもがむし歯になっ
ています。将来、むし歯にならないように、子供の時から歯みがきの習慣をつけて歯を守ってあげましょう。

むし歯の原因

口の中には、歯垢というむし歯菌の塊があります。歯垢1グラムには、むし歯菌が1兆個います。

➡

保育園

に該当することが必要です。

11月８日は「いい歯の日」です

むし歯
菌

利 用 先

お子さんが３歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保
育園などでの保育を希望される場合

虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときやご自身が出産や子育てに悩んだときは、児童相談所や保
健課に連絡してください。

保健課 地域保健班
岡山県中央児童相談所

幼稚園＋一時預かり

お子さんが満３歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、
保育園などでの保育を希望される場合

社会全体で解決すべき問題です。

【ご相談・通告先】

利 用 先

お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合

①「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告をしてください）
②「しつけのつもり……」は言い訳（子どもの立場に立って判断しましょう）
③ひとりで抱え込まない（あなたにできることから即実行しましょう）
④親の立場より子どもの立場（子どもの命を最優先しましょう）
⑤虐待はあなたの周りでも起こりうる（特別なことではありません）

児童虐待は

教育標準時間認定

■同居又は長期入院している親族の介護・看護
■災害復旧
■求職活動 ( 起業準備も含む）
■就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
■虐待やＤＶのおそれがあること
■育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
■その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
★保育対象年齢：１歳から就学前（大和保育園は６ヵ月から就学前）

➡

★申込受付期間：平成26年11月４日
（火）～平成26年11月28日（金）

➡

★提

出

先：申込書は各幼稚園・保育園、保健課へ提出してください。

★申 込 書 類 等：支給認定申請書・就労証明書・平成26年度市町村民税課税証明書（平成26年1月1日現在
吉備中央町に住民票登録がない方）申込書類等は保健課・加茂川総合事務所・各幼稚園・

だらだらと食べていると…あれっ、歯に穴があいてしまった。むし歯になったんだ。おやつは１日２回以内、時間を決めて食べましょう。

★はみがき教室を行っています

上手に歯をみがこうね

ごはんはよくかんで食べよう

吉備中央町では、６月から10月にかけて、幼稚園・保育園を巡
回して歯みがき教室を行っています。今年は「噛むことの大切さ」
についてお話しました。
１口30回とよく噛むことで①頭が良くなる②歯・あごを強くす
る③だ液で口の中をきれいにする④おなかの調子が良くなる⑤ご
飯を美味しく食べれることをお話ししました。
歯みがきでは、園児は丁寧に歯みがきができました。おうちでも必ず大人が仕上げ磨きをしてあげましょう。

★家族からのむし歯菌の感染に注意

子どものむし歯の多くは、身近にいる保護者の「だ液」を通して感染します。
予防するには、大人が噛んだ食べ物を直接口移しで与えたり、スプーンやコップなどを共有するのは避けま
しょう。
【お問い合わせ先】 保健課 地域保健班

家族みんなでむし歯を予防しましょう

11 広報きびちゅうおう
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☎0866－54－1326

保育園にあります。
★年度途中における保育希望者：入所希望2か月前に希望する保育園または保健課へ連絡してください。
なお、年度途中の入所申込みは入所園児数の都合でお断りする場合がありますので、ご了承ください。
★開園時間：幼稚園

午前８時から午後２時までです。全園で午後２時から午後６時まで一時預かりをして
います。

保育園

午前７時30分から午後６時までです。豊野・吉川保育園では午後７時まで延長保育を
行っています。

★保

育

料：新制度により国の基準が変更のため具体的な保育料は後日お知らせする予定です。保育料
は保護者の所得（市町村民税額）に応じた額になります。短時間保育（８時間）、標準時
間保育（８時間以上）によって保育料が変更になる場合があります。

【お問い合わせ先】
幼稚園：教育委員会
保育園：保健課

教育総務班（吉川4860-6） ☎0866－56－9191
子育て支援班
☎0866－54－1326
広報きびちゅうおう
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■役場からのお知らせ

お知らせ

■役場からのお知らせ

吉備中央町
「成人式」
の開催について

吉備中央町では、新成人の門出を祝う成人式を次のとおり行います。
対象は、平成６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた町内に住民登録されている方、

公的年金制度は、長い老後の生活を安心できるものにするため、社会全体で高齢者の生活を支

ならびに吉備中央町の出身で町外に転出されている方です。
当日は、式典のあと記念行事を行います。記念行事は、新成人の心に残るものになるよう、代表
で組織された実行委員会が企画・運営します。
平成27年１月11日（日）

若い世代の人は、「年金」というと、身近に感じられることは少ないかもしれませんが、やが

吉備中央町吉川４８６０－６

て訪れるあなた自身の老後や、あなたの親の老後生活には欠かせないものとなっています。

きびプラザ３階大ホール
参加申込

もし、公的年金がなかったら、核家族化や少子化が進む中で、仕送りなど自分の親に対する経

町 内に住民登録している方には11月中に案内状を送付しま

済的な負担が大きくなります。

すので、同封のはがきで出欠をお知らせください。

また、病気やけが、経済変動などの予測不可能な出来事に、個人の貯蓄などだけで対応してい

また、現在、町外に住民登録されている方で参加を希望され

くことは難しいものです。

る場合は、町教育委員会事務局へご連絡ください。

国民年金や厚生年金などの公的年金は、その時の若い世代が保険料を納めることによって高齢
世代を支える「世代と世代の支え合い」の仕組みによって成り立っています。

【お問い合わせ先】 〒716－1241 吉備中央町吉川4860－６
吉備中央町教育委員会 生涯学習班
☎０８６６－５６－９１９１

■国民年金５つの安心……………………………………………………………………………………

平成26年度 吉備中央町園芸産地形成推進事業について
ピオーネ・ブルーベリーの苗の植栽、ハウスの設置を計画されている方は、申請書の取りまとめを行いますので、下記
の窓口までご連絡をお願いいたします。
また、申請期限を、平成26年11月14日㈮までとさせていただきますので、現在申請を検討中の方はお早めにご相談く
ださい。
なお、平成27年度からピオーネ植栽・ブルーベリー植栽助成事業の苗代助成については、補助率が１／２になります
ので、ご注意ください。

補助事業名

ピオーネ
植栽助成事業

ブルーベリー
植栽助成事業

申請窓口

農林課

事業内容

苗代の補助

農林課
（吉備中央町ブルー
苗、土壌改良
ベリー振興協議会事
資材の補助
務局（道の駅かよう
内）を経由）

ハウス野菜産地
農林課
形成推進事業

ハウス施設
整備費の補助

【お問い合わせ先】 農林課
13 広報きびちゅうおう
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制度の健全な運営のためにも、一人一人が公的年金制度の意義を正しく認識し、きちんと加入

■年金は世代と世代の支え合い………………………………………………………………………

午前10時～午後１時30分
開催場所

えていく相互扶助の考えを取り入れた制度です。
しましょう。

お誘い合わせのうえ多数のご参加をお待ちしています。
開催日時

11月は年金月間です！～11月30日（いいみらい）は年金の日～

採択基準

補助率等

⑴植栽地は１ａ以上、３本以
上の新植もしくは改植であ
ること。
苗代の10/10
⑵販売を目的としていること。
⑶果樹共済へ加入すること。
苗代の10/10
⑴植 栽地は３ａ以上、60本
苗 １ 本 に つ き、 ピ ー
以上の新植であること。
ト モ ス25リ ッ ト ル の
⑵販売を目的としていること。
10/10
⑴ハウスの面積は100㎡以上
250㎡以内であること。
⑵生産された野菜は、販売を
目的としていること。

農業振興班

ハウス施設整備費1/2
以内、もしくは1㎡あ
たり2,250円のどちら
か低い額。ただし、消
費税を除く。

☎０８６６－５４－１３１８

①国民年金は、国が責任を持って運営する制度です。世代間で支え合う仕組みなので、日本の国
が存続する限り、つぶれることはありません。
②年金額の２分の１は、国が負担しています。
③国民年金は、どんなに長生きしても、生涯にわたって支給されます。
④国民年金は、老後の所得を保障する老齢基礎年金だけではありません。
病気や事故で障害が残った時には障害基礎年金、一家の働き手が亡くなった時には遺族基礎年
金が支給され、現役世代の「万一」にも備えることができます。
⑤国民年金の年金額は、物価等の経済の変動に応じてスライドし、実質価値が守られます。

■国民年金の加入者（被保険者）は３種類です…………………………………………………
第１号被保険者……自営業者・農林漁業者・学生・無職の人
第２号被保険者……会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人
第３号被保険者……厚生年金や共済組合の加入者（第２号被保険者）に扶養されている配偶者
第１号被保険者になる場合は、役場で加入手続きが必要です。第２号被保険者になるには勤務
先、第３号被保険者になるには配偶者の勤務先への届出が必要です。
結婚や就職、離職などで加入する種類が変わるときは、その都度届出をお願いします。

将来の年金受給は、加入し、保険料を納めることから始まります。公的年金制
度への皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】 住民課

戸籍住民班

☎０８６６－５４－１３１６
広報きびちゅうおう
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公民館
コーナ ー
☎０８６７ ３４ １８０７

津賀公民館


時～午後３時

◎かもがわ公民館まつり
（津賀・円城・御北公民館合同開催）
■日時・内容
月１日㈯午前

作品展示・体験コーナーほか
２日㈰午前９時～午後２時

作品展示・ステージ発表ほか
■場所／津賀公民館

☎０８６６ー５４ー１７８４

上竹荘公民館

◎上竹ふれあい文化祭り
■日時／ 月２日㈰雨天決行
午前 時～
■場所／上竹荘公民館
■内容／作品展示、ステージ発表、
菊花展、お茶席、バザー、
ゲームコーナーほか
■駐車場／上竹荘小学校・ＪＡびほ
くピオーネ選果場

分

☎０８６６ ５４ ０１９４

豊野公民館

◎豊野ふれあい文化祭
■日時／ 月２日㈰
午前 時～午後 時
■場所／豊野公民館

お知らせ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

お知らせ
吉備中央町租税教育推進
協議会からのお知らせ
吉備中央町租税教育推進協議会で
は、税に関する意義や役割などを理解
してもらうため、習字と絵はがきの作
品を募集しました。
このたび、優秀作品を展示しますの
で、ぜひご覧ください。
～小学生の租税作品（習字・絵はがき）～

☎０８６６ ５４ ０９７０

放送川柳
平成



題「長い」
（津賀公民館）

羽未
芽生
颯

千尋
和紀

平山 三鶴 選 （投句者 名）

籔本富裕美

張田

三宅

黒瀬 嘉子 選 （投句者 名）

西﨑

後藤

野瀬

黒瀬 嘉子 選 （投句者 名）

年９月秀句

《ジュニアの部…小学生》 
「三光」





人 長い夏思い出いっぱいつくれたよ 
長い夜読書ですごす秋の夜

地 人生はけわしく長い長旅だ 


天
《ジュニアの部…中学生》 
「三光」
人生は長く険しい道のりだ

人 ふるさとの長い伝統守りたい 
地
天 災害地復興までの長い道 

《一般の部》 
「佳吟」



バーゲンと聞くや長蛇の列も出来
虫の音に腕がほしがる長い袖
おんな坂長い旅路の罪懺悔 
秋野菜心くだける長い雨 
過ぎし日々長い辛苦に耐えて今

「三光」

長命の義母が残したありがとう

人 長寿国背負う未来の子を憂う 
地 長生きし喜怒哀楽のつみかさね 

天

あらくさ短歌会 
合歓の花咲けば遠き日長男が研修に発ちし朝よみがえる 
秋深し穂群揺らしてすすき原光り放ちて艶やかにあり 
カナカナと夏の夕日にささやいてさみしかろうに七日の命 
いかづち

間髪を容れず轟く雷に夫は無事かと畑なかを見る 
何事かあったのだろうか一斉に声ぶつけ合い鴉飛び立つ 

杉本富美子
和恵

黒田由美子
宮脇

嘉子

貞子

早原登美子
中川
黒瀬
小林千恵子
小川美江子

晶子

良子

仁美

照代

於栄

（円城公民館）
土居
土居
小谷
難波
河内

豊子

国只由紀子

吾が活けしほおずき眺め苛立ちを抑えし日もある老のひと時  山本
日中を鳴き通したる蝉の声かぼそくなりて一夏はゆく 

中山

などの同居者（１歳未満の者を除く）
※受検 で き る 医 療 機 関 等 詳 し く は 県
ホームページを御覧ください。
※ただ
 し、過去に風しん抗体検査を受
けたことがある方、明らかに風しん
の予防接種歴がある方、検査で確定
診断を受けた風しんの既往歴がある
方のいずれかに該当する方を除きま
す。
罹患歴または予防接種歴が明らかで

ない方は、
まずは抗体検査を受けて、
自分の抗体価を知ることが大切です。
無料
 抗体検査の対象者の方は、ぜひ、
この機会にご利用ください。
※抗体
 検査の結果、抗体価が低い場合
は、任意の予防接種（有料）を受け
ることを検討してください。
【お問い合わせ先】
県庁 保健福祉部 健康推進課
☎０８６ ２２６ ７３３１

ホームページアドレス

文恵

野の花のいのち頂き活ける花吾が生きざまも添えて眺める 

３月 日までとしています。
野山に出かける際には、目立つ色の
服装を心がけるなど十分にご注意くだ
さい。
【お問い合わせ先】
県庁 環境文化部 自然環境課
☎０８６ ２２６ ７３１０

備前県民局 森林企画課
☎０８６ ２３３ ９８３２


風しんの無料抗体検査

町内に
在住在勤の方は
どなたでも
応募できます。

下竹荘公民館


時ごろまで

◎文化祭
■日時／ 月２日㈰
午前８時 分～午後３時
■場所／下竹荘公民館
■内容／作品展示、ステージ発表、
バザー、体験コーナーほか
◎男性の料理教室
■日時／ 月 日㈭
午前 時～午後１時
■場所／下竹荘公民館 料理室
■持参品／エプロン、
マスク、
三角巾
■会費 ／５００円
■その他／定員 名になり次第締め
切ります。早めにお申し
込みください。
◎クリーン作戦（下竹地区内）
■日時／ 月 日㈰ 小雨決行
午前８時 分～

■内容／道路・河川沿いのゴミ拾い

☎０８６６ ５６ ７０２０

吉川公民館

◎吉川地区文化祭
■日時／ 月２日㈰午前８時～午後４時
■場所／吉川公民館
■内容／ 作品展示・お茶席（天籟庵）・う

午後０時 分～午後３時

どんバザー・試食コーナー・健康コーナー・盆
栽教室・花の即売

ステージ発表
こども祭囃子・もちなげ 午後３時 分～

蜜蜂飼育者の届出制度について
養蜂振興法第３条第１項の規定によ
り、養蜂業者だけでなく趣味で蜜蜂を
飼育している方も「蜜蜂飼育届」の提
出が義務づけられています。
ただし、届出の除外規定が定められ
ていますので、詳細は岡山県畜産課の
ホームページもしくは、お問い合わせ
先へ詳細をお尋ねください。
【届出時期】毎年１月
【届出事項】
届出者の住所、氏名、電話番号、飼

育場所（地番まで記入）
、飼育予定
蜂群数等
【その他】
蜜蜂飼育届を提出しない、または虚
偽の届出をしたときは、 万円以下の
過料に処されることがあります。
【お問い合わせ先】
備前県民局 農林水産事業部
農畜産物生産課 畜産班
９８２８
９０６４

35

84

h ttp://www.pref.okayama. jp/
page/380502.html

切れた電線に近づかないで
切れた電線や垂れ下がった電線は、
感電の恐れがあり大変危険です。
絶対に、近づいたり、触れたりせず
すぐに中国電力へご連絡ください。
       に、
【連絡先】
中国電力株式会社
岡山カスタマーセンター
☎０１２０ ４１３ ８２３
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－

＊11月の課題は「弁当」
、12月の課題は「走る」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
◆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

28

－

－

－

10

10 13

10

30

☎０８６ ２３３

０８６ ２３４

ホームページアドレス

平成 年～ 年にかけて全国的に発
生した風しんの流行は、渡航者等を通
じ海外の流行地域から風しんウイルス
が流入したことがきっかけになったと
考えられており、定期の予防接種を受
ける機会がなく、抗体価（風しんに対
する免疫がどのくらいあるかを表す指
標）が低かった ～ 代の男性等を中
心に、職場での感染事例が多く見られ
ました。
また、
先天性風しん症候群が増加し、
（妊娠初期の妊婦さんが感染すると、
生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓
などに障害が生じる可能性が高くなり
ます。
）
社会的に問題となっています。
【無料抗体検査対象者】
検査日において岡山県内に住所を有
する者で、
次のいずれかに該当する方。
①妊娠を希望する女性
②①の配偶者などの同居者（１歳未満
の者を除く）
③風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
40

25

20

11

11

11

26
－

－

－

－

15

24

－

30

30

10

－ －

30
町以外からのお知らせ

－

－ －

3

10

30

27

11

11

－

10

－

の展示について

【期間】 月 日㈮～ 月 日㈪
【場所】ロマン高原かよう総合会館
展示ホール

－

～小学生の租税作品（習字・絵はがき）～

13

FAX

15

－

10

－

9

31

の表彰式について
h ttp://www.pref.okayama.jp/

【期間】 月 日㈭
page/349915.html
午後４時～午後５時
狩猟期間について
【場所】下竹荘公民館（大会議室）
月 日から狩猟期間が始まります。
【お問い合わせ先】
農作物等への被害防止を目的とし
吉備中央町租税教育推進協議会事務局
て、イノシシとニホンジカに限っては、
（岡山西税務署総務課内）
☎
 ０８６ ２５４ ３４１２（直通） 狩猟期間を１ヶ月間延長し、平成 年

11

11

11

11

10

11

－

吉 備 ケ ー ブ ル テ レ ビ
＜ 現在のままだと＞
ケーブルテレビ

ケーブルテレビ

専用デジタル

専用デジタル

チューナー

チューナー

（追加設置）
アナログ
テ レ ビ

デジタルテレビ

地デジ：◎ 視聴可

地デジ：× 視聴不可

BS・CS：× 視聴不可

BS・CS：× 視聴不可

（ハイビジョン画質）

※何も視聴できなく
なります。

（追加設置）

市販の
地上デジタル
チューナー
（追加設置）

対応

11月９日から11月15日は
秋の火災予防運動期間です!!
■住宅火災から命を守るための７つのポイント

●３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
●４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

土砂災害は前兆に注意を!!
崖崩れ

アナログ
テ レ ビ

デジタルテレビ

アナログ
テ レ ビ

地デジ：◎ 視聴可

地デジ：○ 視聴可

地デジ：○ 視聴可

BS・CS：◎ 視聴可

BS・CS：○ 視聴可

BS・CS：× 視聴不可

（ハイビジョン画質）

（標準画質）

（標準画質）

※１ 「ケーブルテレビ専用デジタルチューナー」または「市販の地上デジタルチューナー」は、各テ

レビに１台必要となります。
※２ 吉備ケーブルテレビでは、「ケーブルテレビ専用デジタルチューナー」１台を各加入者様に無償
レンタルしています。
お送りしている「ケーブルテレビ専用デジタルチューナー申込書」により申し込みをお願いいた
します。
なお、２台目以降も有償にてレンタル可能です。
※３ 「市販の地上デジタルチューナー」の購入、設置については、お手数ですが、お近くの電気店等

にご相談ください。

・崖からの水が濁る
・地下水や湧水が止まる
・斜面のひび割れ、変形がある
・小石が落ちてくる
・崖から音がする
・異様なにおいがする

土石流

・山鳴りがする
・雨が降り続いているのに、
川の水位が下がる
・川の水が濁ったり、流木
が交ざる

土のう袋に６割程度の土を入れます。
重さは30㎏程度になります。

消防無線アンテナ

5.7ｍ
（車両重量：３ｔ）

紐を引いて袋の口を
しぼります。

3.0m

1.9m

3.1m
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・地面にひび割れができる
・井戸や沢の水が濁る
・崖や斜面から水が噴き出す
・家やよう壁に亀裂が入る
・家やよう壁、樹木、電柱が傾く

しぼり終えたら、紐を２～３回
まわして、紐の出口を上から下
へ通し、引いて閉めれば完成です。

・吉備中央町が発行している「吉備中央町防災マップ」を利用し、自宅周辺の危険個所や避難指定場所
を再度確認しておきましょう。また、避難時に必要な非常持出品を準備しておきましょう。
※土のう袋については、役場に問い合わせをお願いします。

（背面）

☎０１２０－１０６－６５５

地すべり

～水害に対する備えを、知っていますか？ 土のうの作り方～

【ケーブルテレビ専用デジタルチューナー】

【お問い合わせ先】 株式会社吉備ケーブルテレビ

もういいかい 火を消すまでは まあだだよ

吉備ケーブルテレビでは、テレビのデジタル化に伴う暫定措置として地上デジタル放送、ＢＳ・ＣＳデジ
タル放送のデジアナ変換・アナログ放送を行っておりますが、総務省の指針により2015年３月までに終了さ
せていただきます。ご利用の方は、引き続きこれらの放送をご覧いただくために、受信の準備をお願いいた
します。
なお、視聴にあたっては、次のいずれかのご対応をよろしくお願いいたします。

からのお知らせ

平成二十六年度

2015年３月までに終了します！

岡山市西消防署吉備中央出張所

全国統一防火標語

ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは

5.8ｍ
（車両重量：６ｔ）

1.9m

豆知識

緊急車の通行障害になることって何!?

吉備中央出張所に配備されている、消防車や救急車は左図
のような大きさがあり、次のような障害があった場合現場ま
で行くことができないことがあります。
①垂れ下がった枝、建物の屋根や軒。
②道路の幅員が狭い、角度が急な坂道やカーブ。
③重量制限のある橋、路肩が弱い箇所。
以上、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
岡山市西消防署吉備中央出張所（竹部2164－61）
☎０８６７－３４－０１１９ FAX０８６７ー３４ー１７６７
広報きびちゅうおう
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高齢者の交通死亡事故が県下的に多発しています。特に８月の月間交通事故死亡者８人に対し、
高齢者が７人という、高齢者ばかりが交通事故の犠牲となりました。
岡山北警察署管内の今年に

入ってからの交通事故死亡者
数は３名で、いずれも吉備中

央町の高齢者ばかりが犠牲と

これから、年末にかけて、
夕暮れ時・夜間の交通事故が
多発する傾向にあります。

車両の運転や道路歩行中は、
いつもよりも気をつけましょ

ね もとしん の すけ

慎之助さん

禰元

「もうせん。」

くやしくてふて て 、

ときつく言われることもありました。ぼくは、

すいように 投げろ。」

「そんな投げ方 じ ゃ と れ ん ぞ 。 相 手 が と り や

「両手でとる。」

ことをよく知っ て い ま す 。

お父さんも野 球 が 好 き で す 。 だ か ら 野 球 の

しえてもらいま し た 。

投げる投げ方、 う で の ふ り 方 な ど 毎 日 毎 日 お

とれず、かまえ 方 、 相 手 の グ ロ ー ブ に 向 け て

ています。さい し ょ は ゆ っ く り の ボ ー ル で も

毎日のようにお 父 さ ん と キ ャ ッ チ ボ ー ル を し

ぼくは、野球 が 好 き で す 。 小 さ い こ ろ か ら

吉川小学校

４年

25

『わが町福祉フォーラム in 吉備中央町』
～今 私たちができる「心のビタミンづくり」
～

今年度の福祉フォーラムは、精神障がい者の「障がい特性」
、
「地域支援の取り組みや課題」について
町民の理解を深め、新しい支援体制や地域交流の拡がりを目的として開催いたします（地域交流、生活
支援、就労支援、家族支援、それぞれの領域から精神障がい者への支援のあり方を考えていく）。ぜひご
参加ください。
場

吉備中央町農業振興センター（豊野17）
●内

容

と言って上手にできず、おこられたりするの
です。家にもどったりすることもよくありま
す。
でも、おこられてもぼくは、お父さんとす
るキャッチボールは、楽しいです。毎日のよ
うにしているとスピードの速いボールもとれ
るようになりました。はやいボールも投げら
れるようになりました。
今、スポーツ少年団に入って友達と野球を
しています。お父さんは、当番以外でも用事
の な い と き は 一 緒 に 来 て く れ て、 み ん な の
キャッチボールのあいてをしてくれたり、ア
ドバイスをしてくれたりします。
家に帰ると、
ぼくのれんしゅう内ようをふりかえって、
「あのボールよくとったな。足のはこび方い
けん。一るいに走る時は止まるな。
」
など、まい回アドバイスをくれます。ぼくは
すなおになれなくて、
「わかっとんじゃ。
」
と言ってその場をすぐ立ちさってしまいま
す。お父さんは、
「上手になりたいんだったら、人の話はちゃ
んと聞かんといけん。
」

●主

催

吉備中央町障害者等地域自立支援協議会

者が中学校などで闘病体験

田淵泰子氏

を語る「心の病気を学ぶ授
・実践の功績がたたえられ、09年リリー賞、13

業」が話題となっている。

☎０８６６ー５６ー８２１６
【お問い合わせ先】 吉備の里相談支援センター

を教えてくれるお父さんが大好きです。

お
   父さん、これからもよろしくお願いしま
す。おこりながらも、ぼくにていねいに野球

です。

相手をアウトにできるような選手になりたい

らいたいです。たくさんホームランを打ち、

そして、お父さんにもっと野球を教えても

しょにしたいと思っています。

キャッチボールが好きです。これからもいっ

でも、おこられてもぼくは、お父さんとする

今でも、
れんしゅう中はよくおこられます。

からアドバイスをもらうこともよくあります。

ます。もっと上手になれるように、お父さん

だから、ぼくとお父さんは野球の話をよくし

す。
プロ野球を応えんするチームも同じです。

ぼくとお父さんは、野球を見るのも好きで

さすがだなあと、そんな時、思います。

たり、セーフになれたりします。お父さんは

れたことをしてみると上手にとれたり投げれ

せん。でもれんしゅうの時、お父さんに言わ

ともっと上手になりたいけど、す直になれま

といいます。
ほんとうは、
野球が今よりももっ

無料（定員100名）

・精神保健福祉士

場

年ベストプラクティス賞を受賞。

●入

就 職。08年、 ひ ま わ り 寮



シンポジウム
テーマ「暮らしを支える地域実践とこれ
から」
第２部

施設長に就任。施設の利用

講師

て、2004年、万成病院に

基調講演
『福祉からはじまる街づくり
～ Think Globally Act Locally ! ～』
第１部

た ぶちやす こ



フリーのアナウンサーを経

●会

今回は佳作に輝きました、禰元慎之助さんの「お父さんとの野球」を紹介します。

しん の すけ
ね もと

・1986年山陽放送に入局。

平成26年11月15日（土） 午後１時開演

田淵泰子プロフィール

時

た ぶちやす こ

●日

☎０８６ー７２４ー０１１０
交通課
【お問い合わせ先】 岡山北警察署

（平成 年度）

う。

岡山県「明るい家庭づくり」作文

なっています。

「お父さんとの野球」

18
2014.11月号
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高齢者の交通死亡事故が多発

たか ぎ

髙木

平成25年11月８日生まれ

ふう わ

風和

う満1
と
で

歳

おめ

ちゃん︵吉川︶

地域の皆様に優しく見守って頂き無事１歳を
迎えることができました。
ありがとうございます！
「風和」は凪（穏やかな海）を意味する古い
言葉です。名前の通り、人を和ますことので
きる娘に育ってほしいと願っています。風和
が生まれてきてくれて家族皆とても幸せです。

便

あん な

杏奈

2014．12．
14（日）
13：30 〜 15：00
ロマン高原かよう総合会館

多目的ホール

やました

さ

き

山下 紗季さん（上竹・加賀中学校１年）
民舞の部

準優勝

11月

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

朗読の会

一般実用書
一般読み物

＜コメント＞
今年初めてリーダーとして出場し、メンバーを支えていくプレッシャーがありましたが、みんなで協力して頑
張れたので、とてもうれしかったです。
ステージではセンターで踊ったので、今までと違い手が震えるほど緊張しましたが、曲が始まると優勝するし
かないという気持ちで一生懸命踊りました。
終了後は、ほっとしましたが、わずかな差で準優勝だったのでとても悔しかったです。
今後も他のメンバーと支え合いながら、先輩としてまた来年も出場したいです。

児 童 書

※この大会は、次代の文化を創造する新進芸術家育成を目的に開催される
もので、民舞の部には全国の予選大会を勝ち抜いた５団体が出場。いず
れの団体も優勝経験がある強豪がそろう中、準優勝を果たしました。

本

主催：公益財団法人日本民謡協会
開催：平成26年８月２日～３日
会場：東京品川区立総合区民会館「きゅりあん」
（東京都）

司書が選ぶ

この一冊

★わくわく（幼児・小学生対象）毎月第３土曜日

＜一般書＞

午後２時～午後３時


いが

『まるまるの毬』
西條奈加／著

レインボーさん

講談社

館名：「か」かもがわ図書館 「ロ」ロマン高原かよう図書館

宮坂流津山銭太鼓保存会

曲「タキオソーランⅡ」

や作品の読み取りも丁寧に行いながら技術を

かけていきます！

27日（木）ロマン高原かよう図書館

出演

…の思い。月１回の定例練習会では、発声練習

校や施設などにも出

13日（木）かもがわ図書館

15日（土）かもがわ図書館

に込めたのは、
「友」
「遊」「悠」「優」「YOU」

ご依頼があれば学

午前10時30分～午前10時50分

  

あんど

間から生まれた
「朗読の会 ゆう＆ゆう」。
「ゆう」

磨いています。

★おいでおいで（乳幼児対象）毎月第２・第４木曜日
  

書

名

ゆう＆ゆう

昨秋、
「朗読チャレンジ講座」を修了した仲

＜新着図書紹介＞
絵

■平成26年度第16回民謡民舞少年少女全国大会

おはなしのへや

ちゃん︵下加茂︶

朗読の会 ゆう＆ゆう
ピアノ 鶴旨桃子
演目 アンデルセン童話
（
『雪の女王』ほか）

宮坂流津山銭太鼓保存会所属

2014.11月号

Day
Time
Place

広報12月号
に、チラシが
入ります。

出演

スポーツ・文化・芸術活動などで優秀な成績を収められた方（団体）を紹介しています。
情報をお寄せください。
（敬称略）
なお、掲載基準がありますので、詳しくは企画課公聴広報班へおたずねください。

21 広報きびちゅうおう

0867 34 0401

22日（一日こども図書館フェスティバルのため、かもがわ図書館は臨時休館）

クリスマス朗読館

にしざき

いつもあなたの笑顔にパワーをもらっ
ています♡
人を幸せにする魔法の笑顔を絶やさな
いよう、パパとママは頑張ります！！

３日 10日
16日 17日
23日 24日

☎ 0867 34 1115

かもがわ図書館

紹介

西崎

平成25年11月８日生まれ

出会いの 扉

11月の休館日

図書館だより 2014年11月号

著者・出版社

館

まどのおてがみ

北川チハル／文研出版

か

トビのめんどり

ポリー・アラキジャ／さ・え・ら書房

か

くろねこさん しろねこさん

得田之久／童心社

ロ

森こびとのニムだいかつやく

勝山千帆／徳間書店

ロ

たんぽぽの目 村岡花子童話集

村岡花子／河出書房新社

か

目でみる単位の図鑑

丸山一彦／東京書籍

か

写真で知る！びっくり世界一 アフロ／パイインターナショナル

ロ

とんだトラブル！？タイムトラベル

友乃雪／岩崎書店

ロ

緑肥作物 とことん活用読本

橋爪健／農山漁村文化協会

か

おかげさまで生きる

矢作直樹／幻冬舎エデュケーション

か

シャバはつらいよ

大野更紗／ポプラ社

ロ

人に強くなる極意

佐藤優／青春出版社

ロ

山女日記

湊かなえ／幻冬舎エデュケーション

か

悟浄出立

万城目学／新潮社

か

本屋さんのダイアナ

柚木麻子／新潮社

ロ

芙蓉の人

新田次郎／文藝春秋

ロ

＜児童書＞

親子三代で営む江戸麹町
の和菓子店「南星屋」は、
他では買えない日本各地の
おいしいお菓子を安く提供
することで、毎日行列がで
き る ほ ど の 人 気 ぶ り。 武
士から転身した店主の治兵
衛、出戻り娘のお永、孫で
看板娘のお君…。家族の絆
が七つのお菓子のエピソー
ドとともに描かれます。
（ロマン高原かよう図書館）




『ともだちのまほう』
北川チハル／作
つがねちかこ／絵
あかね書房

やこちゃんとひめちゃん
は大の仲良し。毎日手をつ
ないで学校に行きます。で
も席替えでふたりの席は遠
くに離れてしまいました。
ひめちゃんが隣の席のお友
だちと仲良くしているの
を見たやこちゃんは…？絵
本・童話作家の北川チハル
さんの心あたたまるお話。

（かもがわ図書館）
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フォト
トピックス

イベント 情報

円城夏ものがたり

８月23日、道の駅かもがわ円城で「円城夏ものがたり2014」（主催＝円城
夏ものがたり実行委員会）が開催されました。
会場内では、円城ふるさと村などの地域団体が参加し、キムチラーメン、焼
きそばなどを販売。また、円城幼稚園・小学校の射的コーナーでは子どもたち
の歓声が響いていました。
特設ステージではコーラスやフラダンスも披露され、最後は、盆踊りやビン
ゴゲームが行われ、会場は熱気に包まれていました。

まちの
最高峰を
歩こう!!

『大平山ハイキング』参加者募集

いよいよ紅葉の美しい時季が近づいて来ました。今年もまちの恒例行事となりました「大平山ハイ
キング」を開催します。
今年の秋はどんな色に染まるでしょう??まちの最高峰(標高697ｍ)で秋を満喫してみませんか？
皆さまのご参加をお待ちしています。

●日

時

11 16

平成26年
月
日（日）小雨決行
受付午前９時〜 出発午前９時30分

●集合場所 吉備中央町賀陽庁舎前駐車場 ●参 加 費 大人800円 小学生以下500円（軽食込み）
●申込締切 11月11日（火）
●お申し込み・お問い合わせ先 吉備中央町観光協会事務局（協働推進課内）☎0866−54−1301
0866−54−1311

吉備高原鬼伝祭
８月30日、吉備高原都市さんさん広場で「吉備高原鬼伝祭」（主催＝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23回目。ステージでは、吉川八幡宮文化財保存会による子供祭り囃子、
加賀中学校の吹奏楽、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が会場を盛り上げるとともに、
食の市、フリーマーケットが行われ、夏休み最後の週末ということもあって、多くの来場者が訪れました。また、
日没とともに鬼火の点火式が行われ、会場に並べられた絵柄燈籠に明かりが点灯されると、幻想的な光景が会場
を包みました。フィナーレでは、約500発の仕掛け花火や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。

第16回

じねんじょ祭り

町内の生産者が丹精込めて作った自然薯、約1000本を、格安にて販売します。
あつあつの「とろろめし」「とろろうどん」をはじめ、自然薯入りのお好み焼きやプリン等もご用意
していますので、ぜひご来場いただき、秋の味覚をご堪能ください！

●日

時

平成26年

11月16日（日）午前10時〜午後3時

●会
場 吉備高原都市センター区 さんさん広場
●お問い合わせ先 じねんじょ祭り実行委員会
（小林）☎0867−34−0326

雨天決行

ブルーベリーのお菓子やつきたて
の自然薯入りのおもちもあります！

ロマン高原かよう総合会館イベント情報

ハートフルコンサート inきびちゅうおう

●日
●
日 時 平成26年
平成26年
平成
年11
1 月8日（
（土）
土
土）
●出 演
●入場料

かかし祭り

●日
●会

場

ロマン高原かよう総合会館／レインボーホール

【お問い合わせ先】 ロマン高原かよう総合会館

入場無料

!!

☎0866－54－1301

2014.11月号

【今月号の表紙】

▼今月の表紙は、吉備高原鬼伝

祭の打ち上げ花火の様子です。

広報きびちゅうおう

毎年間近でみる美しい花火

に、観客は大いに盛り上がって

いました。

【編集後記】

▼町内の山々が赤や黄色に染ま

る秋、日中の日差しも徐々に弱

まる中、朝晩の空気も肌寒くな

り、冬の足音が近づいているこ

とを感じさせるようになりまし

た。

この時期は、昼夜の寒暖差が

大きくなり、風邪など体調を崩

しやすい時期でもあります。

中国には「立冬補冬」という、

立冬になるとしっかり栄養を摂

り、これから訪れる冬に向け体

調を整えるという意味を持つこ

とわざがあるそうです。

日本にも食欲の秋という言葉

があるように、実りの秋を迎え、

しっかり栄養を摂り、体調を整

えて、今年の冬を乗り越えたい

ものです。

2014.11月号

時 平成26年11月16日（日） 開演：午前８時45分

町内外から約120組の出演者が、カラオケ・舞踊など発表します。●共 催 ふれあい芸能発表会実行委員会・ロマン高原かよう総合会館

石井

23 広報きびちゅうおう

※入場整理券は下記の場所で配布を行っています。
迫力ある演奏を、
ロマン高原かよう総合会館・加茂川総合事務所
ぜひご家族で鑑賞
してください。
吉川支所・大和支所・井原出張所・総合福祉センター

ふれあい芸能発表会

11回

第



今年で17回目となる案山子まつり（主催＝案山子まつり実行委員会）
が豊野の主基田周辺で８月31日から９月13日まで開催されました。
今年も話題のタレントやアニメのキャラクターなどを題材にした、手
作りのユニークな案山子38点が並び、県内外から訪れた来場者を楽しま
せていました。
また、７日の審査投票日には「しんまちあきんど」が模擬店を出店。
13日には豊野小学校５年生による稲刈り体験、かかし祭り表彰式が行わ
れ、実りの秋を迎えた里山は期間中にぎわいました。

午後１時30分開演（午後１
午後１時30分開演（午後１時開場）
午後１時30分開演（午
午後
１時3
時30分開
分開演 午後
午後１
後
午後３時30分終演予定
海上自衛隊呉音楽隊、加賀中学校吹奏楽部 ●主 催 ロマン高原かよう総合会館
無料（要入場整理券） ●会 場 ロマン高原かよう総合会館／レインボーホール
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