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INFORMATION 市役所の休日や夜間の電話 92-8200

■今月の納税

固定資産税・都市計画税
（４期）
国民健康保険税（７期）

納期限　１２月２５日D

問い合わせ　
税務課（1(2８２３９）

■人口・世帯数
（平成２５年１１月１日現在）

人　口　６７，７８６人
（前月比＋７人）

（うち外国人登録７３９人）
（前月比－９人）

男　３２，９２１人
（前月比＋１５人）

女　３４，８６５人
（前月比－８人）

世帯数　２５，３１７世帯
（前月比＋２０世帯）

■今月の
「そうじゃ家族の日」

１２月１５日A
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音楽の絵本　～親子のためのクラシックコンサート～
場所 市民会館
内容 金管五重奏ズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦

つる

うさ
ぎが織りなす、本格的なクラシックコンサート。前売１５００円、
当日２０００円（全席指定席）
問い合わせ 市文化振興財団（1(2３４９１）

ＳＯＪＡイルミネーションコンテスト
場所 総社駅前広場周辺や市役所通り
内容 ２日bは、午後５時から総社駅前広場で点灯式。コン
テストは、１８日dまで投票ができ、２１日gの「こたつ１００個
ライブ」で受賞作品を発表。２６日eまで点灯
問い合わせ ＳＯＪＡイルミネーション実行委員会（1(2８２
７６、商工観光課内）

「そうじゃ・宮城っ子基金」チャリティー墨彩画展
場所 阿曽房
内容 １０日cまで。色紙、サムホール、寸松庵など墨彩画約
１００点を展示。２０１４アートカレンダーの販売
問い合わせ 枝松さん（1(2２９４４）

ハートフルそうじゃ
場所 総合福祉センター
内容 『３９窃盗団』の映画上映。スタンプラリーや福祉施設
の紹介パネルと作品展示など
問い合わせ ハートフルそうじゃ実行委員会（1(2８３７９、

市社会福祉協議会内）

そば祭り
場所 水内コミュニティ広場（水内河原）
内容 水内地区で採れたそば粉で作ったそば（数量限定）や、
しし汁を振る舞うほか、そば打ち体験や野菜の即売
問い合わせ 東さん（1(9１１６５）

岡山県一般吹奏楽連盟バンドフェスティバル
場所 市民会館
内容 総社吹奏楽団をはじめ岡山シンフォニックバンドや倉
敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー、玉野ウインドオーケスト
ラの演奏会。入場料５００円
問い合わせ 総社吹奏楽団上田さん（1(2８３７１）

クリスマス・レクライブ
場所 きよね夢てらす
内容 なつかしの歌謡曲やポップスをフルバンドで楽しみま
しょう。入場料３００円
問い合わせ 総社レクリエーションクラブたんぽぽ事務局
山本さん（1(6２２２６）

備中国分寺五重塔のライトアップ
場所 備中国分寺
内容 来年３月３１日bまでの毎夜、午後６時から１０時まで
問い合わせ 商工観光課観光プロジェクト係（1(2８２７７）

総社ジュニアコーラス定期演奏会
場所 山手公民館
内容 「花は咲く」、「恋するフォーチュンクッキー」など、お
なじみの曲や合唱組曲などの合唱。総社東中、総社西中合唱部の
ステージと合同演奏。ミュージカル「人間になりたがった猫」の
上演。入場料５００円、小学生以下は無料
問い合わせ 中島さん（1０９０－８６００－４２２４）

がんばろう日本！東日本大震災チャリティーコンサート
場所 市民会館
内容 三ツ木清隆さんとＭａｋｉｍｉｋｉさんによる震災で両親
を亡くした子どもを支援するためのコンサート。収益金は全額
「そうじゃ・宮城っ子基金」に寄付。入場料１０００円
問い合わせ そうじゃチャリティーコンサート実行委員会陶
山さん（1０９０－４１４４－６０６８）

レクダンス・クリスマスパーティー
場所 中央公民館総社分館
内容 初心者もすぐ踊れるレクダンスに生演奏を加えてのパー
ティー。入場料３００円
問い合わせ 総社レクリエーションダンスクラブ土井脇さん

（1(3２７５５）

こたつ１００個ライブ
場所 市役所駐車場と市役所通り
内容 市役所玄関前にこたつ１００
個を並べ、ステージでのライブなど
を楽しむ。市役所通りでは、午後５
時１５分から９時まで歩行者天国にな
り、イルミネーションを見ながら、
路上イベントや夜店なども楽しめる
問い合わせ ＳＯＪＡイルミネーション実行委員会（1(2８２
７６、商工観光課内）

神が辻日曜ふれあい市
場所 市役所駐車場
内容 年末大売り出しをはじめ、花、農作物、魚介類、加工食
品などを販売。ししなべの無料サービスや、空くじなしの福引あ
り。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（1(2８２４２）

くらしき作陽大学・総社市包括協定締結記念コンサート
場所 市民会館
内容 くらしき作陽大学音楽学部

の羽山弘子さん、森悠子さんらによ
るソプラノと弦楽合奏。整理券が必
要。総合文化センター、市役所玄関、
各支所・出張所で配布中
問い合わせ くらしき作陽大学・

総社市包括協定締結記念コンサート
実行委員会（1(2３４９１、総合文化
センター内）
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　問い合わせ　人権・まち
づくり課人権啓発係（1
９２－８２５３）

　人権問題などの悩
みごとで困っている
人は人権擁護委員や
専用電話でご相談く
ださい。市内の人権擁
護委員は、次の皆さん
です。無料人権相談を
毎月行っていますので、
気軽に利用してくだ
さい。
▼人権擁護委員
　小原充子（総社）、土
岐眞喜子（総社）、久野
督子（泉）、京野貞行（三
輪）、大森文子（溝口）、
國府泰弘（金井戸）、林
佐和子（西阿曽）、平田
晃子（槙谷）、川田一馬
（下原）、丸山光雄（山
田）、若原寛（下倉）、風
早毅（地頭片山）、海老
原生規哉（清音三因）

（敬称略）
▼人権相談所（岡山地
方法務局倉敷支局）
電話：０８６－４２２－１
２６０

１２/４［水］～１０［火］

ソプラノ歌手
羽山弘子さん

　１２月２１日（土）のこたつ
１００個ライブと同時に開催
される市役所通りの歩行者
天国で、総社駅前から市役
所までを、仮装やかぶりも
のをし、パフォーマンスし
ながら行進してくれる人を
募集します。申し込みは不
要。当日の午後４時３０分ま
でに、総社駅前に集合。詳
細は、市ホームページをご
覧ください。
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　問い合わせ　ＳＯＪＡイ
ルミネーション実行委員会（1
９２－８２７６、商工観光課内）

バイオリニスト
森悠子さん


