
そうじゃインターナショナルフェスタ 2016
　場所　カミガツジプラザ
　内容　日本と外国の食と文化、音楽の交流イベント。日本と
外国の料理のテントブースやダンスなどのステージイベント
　問い合わせ　人権・まちづくり課国際・交流推進係（☎�
8242）

秋のたたら操業
　場所　たたら場（奥坂）
　内容　砂鉄を原料とした古代製鉄の再現。終了（ケラ出し）
は日没ごろの予定。操業の体験もできる
　問い合わせ　鬼ノ城たたら倶楽部（☎� 0075、小澤さん）

総社市保健福祉大会【8 ページに関連記事】
　場所　市民会館
　内容　「『全国屈指の福祉先駆都市』を目指して」をテーマに、
加藤勝信 一億総活躍・働き方改革担当大臣による講演や、保健
福祉功労市長表彰、社会福祉協議会長表彰など
　問い合わせ　福祉課福祉総務係（☎� 8264）

「鬼・鐡・忠」鉄をテーマに古代から現代を視るプロジェクト
　場所　砂川公園管理棟前
　内容　鉄鉱石を使った日本最古の製鉄方法のたたら操業。参
加費無料。汚れてもよい服装で来場願います
　問い合わせ　文化課文化振興係（☎� 3491）

山手公民館文化祭
　場所　山手公民館
　内容　作品展示は 16 日㈰の午後 3 時まで。バザーは、15 日
の午前 9 時から売り切れまで。15 日の午後１時からカラオケ、
詩吟、山手福山合戦太鼓などの演芸発表
　問い合わせ　山手公民館（☎� 1241）

菊花展
　場所　カミガツジプラザ
　内容　11 月 13 日㈰まで。市花の会の会員らが丹精こめて作
った大菊や福助、ダルマ菊などを展示
　問い合わせ　市花の会事務局（☎� 3491）

劇団カッパ座「雨の贈りもの」
　場所　市民会館
　内容　等身大ぬいぐるみの人形劇。開場は、午後 2 時 30 分
から。入場料、3 歳から小学生：前売り 1100 円、当日 1500 円。
中学生以上：前売り 1600 円、当日 2000 円。駐車場は、市ス
ポーツセンター、武道館（送迎バスあり）
　問い合わせ　総社カッパ友の会（☎� 5315）

消費生活展
　場所　天満屋ハピータウンリブ総社店
　内容　「みんなの強みを活かせ～安全・安心な社会に一億総活
躍～」をテーマに、消費生活相談や市消費生活問題研究協議会
による廃油石けん、リメーク商品の販売など
　問い合わせ　交通政策課（☎� 8249）

総社市役所
〒 719－1192
総社市中央一丁目 1 番 1 号
☎ 0866－92－8200

■今月の
　「そうじゃ家族の日」

　10 月 16 日㈰

　毎月第 3 日曜日は「そ
うじゃ家族の日」です。
子どもを囲んで家族の絆
を深めましょう。

10 月のイベント

今月の

神が辻日曜ふれあい市
10 月 23 日㈰
7：00 ～ 9：00
市役所駐車場
　 花、 野 菜、 農 作 物、
魚介類、加工食品など、
毎月 15 店程度の出店。
出店者募集中！
　問い合わせ　人権・
まちづくり課国際・交
流推進係（☎� 8242）

わっしょい！わっしょい！

 15 ●土
 9:00 ～　
　　日没

 16 ●日
8:30 ～　

　　20:00

 ９ ●日
13:30 ～　
　　16:00

 ９ ●日
6:00 ～　

　　18:00

 22 ●土
17:30 ～　
　　19:30

吉備路学園交流祭
　場所　総社北公園多目的広場
　内容　模擬店、子ども向けゲームコーナー、バザー、ダンス
コンテスト、大抽選会など
　問い合わせ　吉備路学園（☎� 6580）

バロック音楽のひととき
　場所　きよね夢てらす
　内容　ソプラノ坂本道子さん、バリトン・リコーダーやビオ
ラ・ダ・ガンバ、チェンバロによるコンサート。入場料、一般
前売り 1000 円、当日 1200 円、高校生以下 500 円
　問い合わせ　きよね夢てらす（☎� 0355）

吉備路お口の健康まつり
　場所　天満屋ハピータウンリブ総社店
　内容　吉備歯科医師会による健康祭り。歯科無料相談、キッ
ズコーナー、家族の絆プロジェクトなど
　問い合わせ　髙橋歯科医院（☎� 0118）

第 19 回オータムチャリティーコンサート
　場所　市民会館
　内容　吹奏楽によるチャリティーコンサート。入場料、子ど
も 300 円、大人 500 円。OB 吹奏楽団賛助出演
　問い合わせ　総社東中学校（☎� 0073）

法律ミニ講座
　場所　総合福祉センター
　内容　「消費者被害」と題して、市権利擁護センター “しえん”
の弁護士、山内弘美さんが講演
　問い合わせ　市権利擁護センター “しえん”（☎� 8374）

大人のための読み聞かせ
　場所　市図書館
　内容　朗読ボランティアグループさつき会による、戦争をテ
ーマとした絵本の読み聞かせ
　問い合わせ　市図書館（☎� 4422）

昭和地区ふれあい文化祭
　場所　昭和公民館、昭和小学校
　内容　30 日㈰午後 3 時まで。バザーや作品展示は両日とも
実施。演芸発表は 30 日のみ
　問い合わせ　昭和公民館（☎� 1103）

総社西中学校定期演奏会
　場所　市民会館
　内容　合唱と吹奏楽の演奏会
　問い合わせ　総社西中学校（☎� 0317）

ありがた～いお噺（はなし）
　場所　きよね夢てらす
　内容　僧侶であり、落語家である桂米裕さんによる落語説法。
入場料 500 円（小学生以下、無料）
　問い合わせ　きよね夢てらす（☎� 0355）

 29 ●土
9:00 ～　

　　16:30

 28 ●金
13:00 ～　
　　14:00

 23 ●日
14:00 ～　
　　16:30

 １ ●土
11:00 ～　
　　15:00

 27 ●木
14:00 ～　
　　15:30

 19 ●水
15:00 ～　
　　16:40

 23 ●日
10:00 ～　
　　15:00

 22 ●土
10:00 ～　
　　16:30

 22 ●土
10:00 ～　
　　14:00

 30 ●日
14:00 ～　
　　17:00

 30 ●日
18:00 ～　
　　19:00

 15 ●土
9:00 ～　

　　17:00

バーベキュー
　パーティー
 　　　in SOJA
　今年度、第１回目の婚活

イベント！

　バーベキューを通じて出

会いのきっかけづくりをサ

ポートします。

■日時　10/29 ㈯
　 午前 11 時
　　　　　　～ 午後５時

■場所
　サンロード吉備路
■対象・定員
　25 歳 か ら 40 歳 ま で の
男女。各 20 人（応募多数
の場合は、抽選）
■参加費
　3000 円
■申込方法
　インターネットか市役所
などで配布している専用チ
ラシからか、氏名・住所・
性別・年齢・電話番号・メ
ールアドレス、職業を記入
し、電話かファクシミリま
たは郵送で申し込む
■申込期間
　10 月 ３ 日 ㈪ か ら 21 日
㈮まで
■ 申 込 先・ 問 い 合 わ せ　
　ＮＰＯ法人すごい婚活
塾（ ☎ 086－239－1002、
Fax 086 － 256 － 5603、
ホ ー ム ペ ー ジ　http://
www.sugokon.org/lesson/
event/19987001/、〒 700
－0026　岡山市北区奉還町
1 丁目 1 番 9 号）
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