
女性の人権教育研修会
　場所　総合福祉センター
　内容　「地域を支える女性力～次世代育成に向けて～」と題し
て、就実大学教育学部特任教授の村中由紀子さんが講演
　問い合わせ　市婦人協議会事務局（☎� 8362、生涯学習課内）

宝福寺ライトアップ
　場所　井山宝福寺
　内容　紅葉した境内を 20 日㈰までの毎夜ライトアップ。18
日は午後 5 時 30 分から点灯式。方丈からの観覧は 300 円必要。
方丈内でのお茶席もあり（別途 500 円）。市役所と宝福寺間で、
無料シャトルバスを午後 5 時（市役所発）から約 30 分間隔で、
9 時 30 分（宝福寺発）まで運行
　問い合わせ　商工観光課観光プロジェクト係（☎� 8277）

ふれあいコンサート
　場所　清音小学校
　内容　オカリナ清音、清音トランペットクラブ、ＳＫＹＭ ジ
ュニア・ウインドアンサンブル、総社西中学校吹奏楽部・コーラ
ス部、総社高等学校合唱部による音楽会
　問い合わせ　清音公民館（☎� 0131）

秋の収穫祭と感謝の日
　場所　サンロード吉備路
　内容　農産物や加工品の販売。
姉妹都市茅野市のリンゴを販売。
芋煮のサービスなど
　問い合わせ　サン直広場ええ
とこそうじゃ組合（☎� 5755）

中原会館ふれあい文化祭
　場所　中原会館
　内容　作品展示と芸能発表。芸能発表は、午後１時から
　問い合わせ　中原会館（☎� 5190）

市権利擁護推進フォーラム
　場所　総合福祉センター
　内容　「市民や専門職にとって身近な権利擁護センターとは」
をテーマに、大阪市立大学大学院教授の岩間伸之さんの講演と、
岡山大学大学院教授の西田和弘さんによるシンポジウム
　問い合わせ　市権利擁護センター “しえん”（☎� 8374）

法律ミニ講座
　場所　総合福祉センター
　内容　「交通事故」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、「命」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）

お知らせ　ＩＮＦＯRＭＡＴＩＯＮ

総社市役所
〒 719－1192

総社市中央一丁目 1 番 1 号
☎ 0866－92－8200

 24 ●木
14:00 ～　
　　15:30

 23 ●祝
10:00 ～　
　　12:30

 23 ●祝
9:00 ～　

　　16:30

 23 ●祝
9:00 ～　

　　14:00

 20 ●日
13:00 ～　

　　

11 月のイベント（続き）
骨粗鬆症講演会
　場所　総合福祉センター
　内容　「寝たきりを防ぐために 骨粗鬆

しょう

症ってどんな病気？」
と題して、川崎医科大学附属病院整形外科医長の大成和寛さん
が講演。先着 150 人。希望者は、治療の相談可（お薬手帳や骨
密度などの結果を持参してください）
　問い合わせ　健康医療課健康増進係（☎� 8259）

中国地区高等学校演劇発表会
　場所　市民会館
　内容　27 日㈰まで。中国地区各県代表の高等学校による演劇
発表会。最優秀賞などの表彰式は、27 日午後５時から
　問い合わせ　中国高等学校演劇協議会事務局　小山さん（☎
086－465－2559）

インターナショナル運動会
　場所　常盤小学校体育館
　内容　玉入れ、障害物競争、風船割り競争など簡単なゲーム
で競争。運動できる服装で上履きなど、各自で持参
　問い合わせ　人権・まちづくり課国際・交流推進係（☎�
8242）

親子で楽しむ音楽会～０歳児からのコンサート～
　場所　岡山県立大学
　内容　岡山フィルハーモニック管弦楽団によるクラシック曲
やディズニーコレクション、ジブリコレクションなどの演奏。
入場券 500 円（全席自由）。市こども課、なかよし広場ぴよこ
っこ、きよね夢てらすで販売
　問い合わせ　こども課子育て支援係（☎� 8268）

 18 ●金
17:30 ～　
　　21:00

入場券 500 円（全席自由）。市こども課、なかよし広場ぴよこ
っこ、きよね夢てらすで販売

問い合わせ

 27 ●日
10:00 ～　
　　15:00

 25 ●金
14:00 ～　
　　15:30

 27 ●日
11:00 ～　
　　12:10

 26 ●土
9:00 ～　

　　19:00

 15 ●火
13:30 ～　
　　15:00

 25 ●金
13:00 ～　

　　

　問い合わせ　消防本部予
防課（☎� 8343）

秋季全国
火災予防運動

統一標語
消しましょう
　　その火 その時
　　　　　 その場所で

　秋の火災予防運動が全国
一斉に展開されます。
　これからの季節は空気が
乾燥し、火を取り扱う機会
も増えてきます。火の取り
扱いには十分注意して、外
出前や就寝前には、火の元
の確認をしましょう。
　家の周りに燃えやすい物
を置かないなど、放火対策
も万全にしてください。

チ ュ ッ ピ ー タ ウ ン へ 行 こ う ！
11 月 20 日㈰　9:30 ～ 13:30
場所　総合福祉センター

問い合わせ　「子育て王国そうじゃ」まちづくり実行委員会事務局（☎� 5665）

ゆるキャラ
　 グ ラ ン プ リ　
　　　  ２０１６

11月９日㈬～ 15日㈫

　住宅用火災警報器の設置
率が、全国平均を下回って
い ま す。（ 全 国 平 均 81 ％、
総社市 75％）夜間の逃げ遅
れによる死者を出さないた
めにも、早急に設置しましょ
う。

住宅用火災警報器
を設置しよう

　問い合わせ　農林課地食
べ係（☎� 8273）

食べて安心！

福 島 県 相 馬 市 から
　　～安全性を発信～

      農水産物の贈り物
　23 日㈷にサンロード吉
備路で行われる秋の収穫
祭の会場で、福島県相馬
市産の米（精米 2 合）500
袋と小

こ う な ご

女子（500 ｇ）200
箱が、無料で配られます。

　１階入り口　もちつき体験
　１階ロビー　受付
　２階ロビー　あいあいカフェ
　２階　バルーンアート体験、琴の演奏体
験、スラックライン体験、栄養委員による
親子クッキング、子ども計測コーナー
　３階　手作りの手芸体験、手作りおも
ちゃで遊ぼう！、メンコ・ベーゴマ対戦
　２・３階ステージ　人形劇、親子体操、
けん玉、ダンスなどのステージ
　13：20 から、3 階大ホールで抽選会を
開催
参加費無料　※手芸体験とカフェは有料

験、スラックライン体験、栄養委員による
当日のプログラムは

１階受付にあるよ！

　 みんなを

 まってるよ！

決戦は ･･･ ！

１１月５日（土）と６日（日）

　決戦投票が、愛媛県松
山市城山公園で行われま
す。決戦の地での投票は、
インターネット投票数に
加算されてグランプリの
結果に反映されます。
　決戦会場で、チュッピー
が総社市のＰＲを行いま
す！

チュッピーカレンダー
２０１７    発売します！
　市役所玄関・そうじゃ地食べ
公社・サンロード吉備路売店な
どで販売します。
　問い合わせ　市政情報課広報
広聴係（☎� 8214）
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