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火災予防火災予防運動運動

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」

11 月 15 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。

11 月のイベント
和太鼓フェスティバル 2020
　場所　市民会館
内容　市内７団体による和太鼓の競演。入場料は 1000 円（前
売り券のみ）
問い合わせ　備中温羅太鼓（☎ 090－7997－8260、塩尻さん）

東公民館文化まつり作品展示会
　場所　東公民館
内容　15 日㈰の午後３時まで。8日㈰まで絵手紙、10 日㈫

から 15日までペン画の展示
問い合わせ　東公民館（☎93 2995）

税に関する書道展
　場所　天満屋ハピータウンリブ総社店
内容　17日㈫まで。「くらしを支える税」をテーマに、小学

生の書道作品を展示
問い合わせ　倉敷税務署（☎ 086－422－1201）

おとぎのへやまつり
　場所　市図書館
内容　ストーリーテリング、パネルシアター、手袋シアター

など
問い合わせ　市図書館（☎93 4422）

あかりおひろい
　場所　総社宮、商店街通り
内容　総社宮で用いられていた六角行

あん

燈
どん

300 基を設置。短冊
に願いを込めるイベント「秋の七夕 想いおひろい」も同時開催
問い合わせ　総社観光プロジェクト実行委員会「あかりプロ

ジェクト企画委員会」（☎ 080－3888－9433、高山さん）

備中国分寺ブルーライトアップ
　場所　備中国分寺
内容　14日㈯の世界糖尿病デーにちなみ、15日㈰まで県糖

尿病協会による啓発イベントの一環として、備中国分寺五重塔
をブルーにライトアップ
問い合わせ　健康医療課健康増進係（☎92 8259）

人権教育研修会
　場所　総合福祉センター
内容　市内に在住・在勤の人を対象に、「女の一生～私は “私”
を生きる～」と題して、ＣＡＰおかやまの山下明美さんらが講演
問い合わせ　市婦人協議会事務局（☎92 8362、生涯学習課内）

認知症 SOS 声かけ体験
場所 市役所セントラルロビー
内容 認知症 SOS 声かけ訓練について、映像で紹介
問い合わせ　長寿介護課地域ケア推進係（☎92 8373）

琴伝流大正琴岡山県西部大会 2020
場所 市民会館
内容 日頃の練習の成果を発表
問い合わせ 琴伝流大正琴中国支部（☎92 0492、大森さん）

法律ミニ講座
場所　総合福祉センター
内容　「たばこ規制について」と題して、市権利擁護センター
“しえん” の弁護士、吉野夏己さんが講演
問い合わせ　市権利擁護センター “しえん”（☎928374、市

社会福祉協議会内）

阿曽地区文化祭
場所　東公民館阿曽分館
内容　22 日㈰、午後 3時まで。地区内（幼稚園児や小学生

を含む）の作品展示。黒豆ずし、草餅、山菜おこわの販売
問い合わせ　東公民館阿曽分館（☎99 9333）

山田ふれあい市
場所　菊池邸（山田 909－1）
内容　餅つき、あいあい劇団など
問い合わせ　山田プロジェクト実行委員会（☎ 080－1928－

4466、栗本さん）
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　問い合わせ　消防本部予
防課（☎92 8343）

統一標語統一標語
「その火事を「その火事を

防ぐあなたに防ぐあなたに
金メダル」金メダル」

　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、外出
前や就寝前にはいま一度火
の元の確認を行いましょう。
　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。
　市内の住宅用火災警報器
の設置率は 79％で、全国平
均の 82％より低い調査結果
が出ています。未設置の家
庭は、早急に設置をお願い
します。

11月9日㈪～15日㈰

消防写生大会
優秀作品展示

　10 月４日に開催された消　10 月４日に開催された消
防写生大会の優秀作品を展防写生大会の優秀作品を展
示します。示します。
日程・場所日程・場所
■ 11 月３日㈷から８日㈰■ 11 月３日㈷から８日㈰
まで。天満屋ハピータウンまで。天満屋ハピータウン
リブ総社店リブ総社店
■ 11 月 27 日㈮から 12 月■ 11 月 27 日㈮から 12 月
３日㈭まで。市図書館３日㈭まで。市図書館
■ 12 月８日㈫から 21 日㈪■ 12 月８日㈫から 21 日㈪
まで。サンロード吉備路まで。サンロード吉備路
■令和３年１月６日㈬から■令和３年１月６日㈬から
14 日㈭まで。働く婦人の家14 日㈭まで。働く婦人の家
■ 1 月 19 日㈫から 26 日㈫■ 1 月 19 日㈫から 26 日㈫
まで。市役所まで。市役所

掲載イベントについて
　10 月 14 日現在で
開催予定のイベントを
掲載しています。今後、
中止や延期になる可能
性があります。

イベント参加時の感染症対策のお願い
　イベントに参加する際は、以下などの感染症対策にご協力ください。
・ マスクの着用や手洗い、手指消毒を行う
・参加当日に検温する
・ 発熱や咳が出るなど、体調がよくない場合は参加を控える
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成人記念式（２部制）成人記念式（２部制）
　令和３年１月 10日㈰に行う成人記念式は、新型コロナウイルス感染　令和３年１月 10日㈰に行う成人記念式は、新型コロナウイルス感染
症予防対策を行い、２部制で開催します。症予防対策を行い、２部制で開催します。
　日時・対象日時・対象
　▼第１部▼第１部　午前 10時 30分、総社西中学校・昭和中学校の出身者　午前 10時 30分、総社西中学校・昭和中学校の出身者
　▼第２部▼第２部　午後 2時、総社東中学校・総社中学校の出身者　午後 2時、総社東中学校・総社中学校の出身者
　※市外の人や外国人は、いずれか都合のつく部にご参加ください　※市外の人や外国人は、いずれか都合のつく部にご参加ください
　場所場所　市民会館　市民会館
　その他その他　成人記念式の案内通知文は、12月上旬に対象者へ郵送します。　成人記念式の案内通知文は、12月上旬に対象者へ郵送します。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により内容を変更する場合は、市新型コロナウイルス感染症の拡大状況により内容を変更する場合は、市
ホームページなどでお知らせしますホームページなどでお知らせします
　問い合わせ問い合わせ　生涯学習課（☎92 8362）　生涯学習課（☎92 8362）
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