備前市内の若手作家数人
があつまり県内のさまざま
なエリアで物品販売や手び
ねり体験を行っており、海
の駅にて手びねり体験や物
品販売が行われます。
日程は次の通りです。
【日時】
十月十九日・二十日
午前十時～午後四時

★

初心者メンバー募集！

★

★

【お問合せ先】
かいの木連副連長 吉延
☎ 〇九〇 九
― 五〇四 〇
― 二一〇

【活動等】
毎週火・木 午後七時～
場所 備前市市民センター
毎年イベントへ約二十回参
加しています。

じていらっしゃる方はぜひ
どうぞ。

★

【場所】
海の駅 山陽マルナカ
穂浪店
【内容】
ろくろを使った手びねり
体験 五百グラム
二千五百円
若手作家の物品販売
通常の二割引き
【お問合せ先】
嶋大祐 六七 一
―二三三

【日時】
十月十二日（土）
午前九時～午後六時
十月十三日（日）
午前九時～午後五時
【場所】
備前市市民センター二階
講座室 四階講義室

同連盟は次の要領にて、
今年度秋季華道展を開催し
ます。花を見つめ対話する
ことで少しでも癒しになれ
ばと思います。
会員一同会場にてお待ち
しております。

備前市文化祭華道展ご案内

第百三十五回簿記検定試
験が次の日程で実施されま
す。
試験日
十一月十七日（日）
試験場
備前商工会館四階
申込期間
十月十七日（木）まで
受験料
一級・七千五百円
二級・四千五百円
三級・二千五百円
四級・千六百円
お申込み先・お問合せ先
備前商工会議所
八五五八
〒七〇五 ‐
備前市東片上二三〇
二八八五
☎六四 ―

簿記検定
試験案内

備前市華道連盟（柴岡敦
子会長）では、本来の「花
を活ける」という活動の中
で少しでも世間のお役に立
てたらと会員一人一人が持
ち寄った花器、その他日用
雑貨を備前焼まつり初日に
バザーにて格安販売します。
お気軽にお立ち寄り下さい。
【日時】十月十九日（土）
午前九時～午後四時
小雨決行
※
雨天の場合は二十日（日）
【場所】履掛天神宮境内
（不老川横）
【お問合せ先】
備前市華道連盟
（担当 延本 ）
☎ 六四 三―七六一

持ち寄りバザーのご案内

備前市華道連盟 （会長 柴岡敦子）
秋の催物（イベント）
今年のテーマは『支えあおう』

備前阿波おどり「かいの
木連」（時延桂一連長）で
は、若手の踊り手や鳴物を
募集しています。
昨年の備前まつり以降、
ちびっこが増え活気に溢れ
ています。
市内外問わず初心者の方
大歓迎です。一緒に阿波お
どりをしてみませんか？
阿波おどりのハッピ踊り
はダイエットに最適の踊り
です。日々の運動不足を感

★

備前阿波おどり「かいの木連」

★
★★★

：

：
：
：
：

（毎月１回／１日発行）

第五回

参加者募集

毎年全国の焼き物愛好家
でにぎわう備前焼まつりが
今年も備前焼伝統産業会館、
ＪＲ赤穂線伊部駅周辺で盛
大に開催されます。
観光ボランティアガイド
による伊部の町並み案内が
午前十時三十分～・午後一
時三十分～の二回を両日と
もに一時間行います。
当日のスケジュールは次
※
の通りになります。
☎六四 一
―〇〇一
主催 備前焼まつり実行委
員 会 ・ 備 前 市・
（ 協 ）岡 山 県
備前焼陶友会
共催 備前商工会議所・備
前市観光協会・山陽新聞社

海の駅にて
イベント

ＪＲ赤穂線・山陽本線の
※
片鉄ロマン街道ウォーキング大会 利用
促進のため伊部駅～バ
ス等は出しておりません。
ご理解ください。
鉄ロマン街道～片上商店街
～ＪＲ赤穂線伊部駅）
宛
先
参加定員 一〇〇〇名
備前市東片上二三〇
（先着順）
備前市観光協会
参加対象 どなたでも可
片鉄ロマン街道
（但し小学生以下は
ウォーキング大会宛
保護者同伴が条件 ）お問合せ先
参加料 千円（当日受付）
備前市観光協会
参加特典 ドリンク・完歩
六四 ―
電
話
〇八六九 ―
賞（記念品）の進呈
二八八五
お申込方法
往信うら
往復はがきに次項をご記 返信うら
入ください。
・参加代表者名（ふりがな）
・住所・電話番号
・当日利用する交通機関
（往・復どちらもご記入
ください）
・参加人数（代表者も含む ）往信おもて
返信おもて

紅葉の美しい「片鉄ロマ
ン街道」を歩くとともに、
なつかしの鉄道風景、備前
市・和気町の歴史・文化・
自然を身近に感じていただ
きたく今年も片鉄ロマン街
道ウォーキング大会を開催
します。奮ってご参加くだ
さい。
開催日時
十一月三日（日・祝）
集合 午前十時二十分
場所 ＪＲ山陽本線和気駅南
解散 午後三時
場所 ＪＲ赤穂線伊部駅
荒天以外は決行します
※
開催場所
片鉄ロマン街道
（ＪＲ山陽本線和気駅～片

10月19日
（土）～10月20日
（日）

月

武田整形外科
木村内科
27日
㈰ 備前市伊部 64―3497 備前市伊部 64―1221
電話（0869）64－2 8 8 5 ㈹ FAX（0869）63－1 2 0 0
E-mail：info@bizencci.or.jp
URL：http://www.bizencci.or.jp
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たかばクリニック
13日
㈰

10
備前市東片上 230
備前商工会議所
発行所

平成 25 年 10 月 1 日発行

木村病院
6日
㈰ 備前市西片上 64 ―2277

10
N o.11

吉本医院
14日 坂本内科小児科医院
㈪ 備前市香登本 66 ―7353 備前市三石 62―1122

渋藤医院
20日 小林内科医院
㈰ 備前市鶴海 65―8003 和気町父井原 88 ―0023

平成25年10月１日 (2)
備前商工会議所女性会
（福圓良子会長）は、当
所管内の園児・小学生を
対象に『地球環境問題』
をテーマとした絵画を募
り、三百点もの力作が集
まりました。
そのうち十三点の受賞
作品が決まり、九月十四
日備前市市民センターで
表彰式が行われました。
受賞者は次の通りです。
（敬称略）
○日本商工会議所会頭・
備前商工会議所会頭連
名賞 伊里小三年 谷
口怜児
○全国商工会議所女性会
連合会会長・備前商工

第八回

ビゼンふれあい
ゴルフ大会

小学校への
就学について

●外国籍の人で市立の小学
会議所女性会会長連名賞
校へ入学を希望するとき
香登小三年 友光菜々美
●障害等があるために小学
○岡山県商工会議所連合会
校へ入学することが困難
会長賞 片上小一年 浅
野考亮
備 前 市 教 育 委 員 会 で は 、 だと思われるとき
○岡山県商工会議所女性会 来年春の新入学児の健康診 ●お知らせした日や場所で
健康診断を受けられない
会長賞 香登小六年 塚 断を十月中旬から小学校区
とき
本春花
ごとに実施します。
○備前市長賞 東鶴山小五 （くわしくは、保護者に別途
【新入学児とは】
年 波多野 直人
通知）
○備前市教育長賞 伊部小
新入学児のいるご家庭に ●平成十九年四月二日から
四年 川島應亮
平成二十年四月一日まで
は、今後いろいろな通知を
○備前商工会議所会頭賞
に生まれた人
お送りしますので、次のよ
西鶴山小三年 星尾愛珠 うな場合には、お早めにご ●平成十九年四月一日以前
○備前商工会議所女性会会 連絡ください。
に生まれた人で、何らか
長賞 片上認定こども園
の理由のために就学して
山本彩葉
ない人
【注意点】
○がんばったで賞 東鶴山 ●住所を変更したとき
小一年 横山大登、片上 ●市内に住んでいても住民 【お問合せ先】
備前市教育委員会学校教育課
小五年 杉山蒼祈、伊部
登録をしていないとき
☎六四 一
幼稚園 伊久柊吾、伊部 ●住民票と現住所が違うと
―八四〇
保育園 下岡幸誠、伊里
き
認定こども園 大饗将和

お問合せ先
特別史跡旧閑谷学校顕彰
保存会 史跡受付
一四三六
☎六七 ―

ライトアップ時間
午後六時～午後八時
物産販売・軽食時間
午前十時～午後八時
入場料
大人 四百円
六十五歳以上 二百円
小・中学生 百円

第十四回旧閑谷学校ライトアップ
特別史跡旧閑谷学校では
今年も楷の木の紅葉シーズ
ンに合わせ、十一月二日
土( ～) 十 日 日( の) 間 、 国 宝
の講堂と楷の木を中心にラ
▶受賞作品
イトアップをします。
『しぜんっていいな！』
伊里小三年 谷口怜児
オープニングイベント
会並びに関連団体役職
～楷の木コンサート～
員の方。
十一月二日（土）
▽会費
午後五時十五分～
一名につき三千円
場所 史跡前ふれあい広場
プレー費等は各自負担。
入場料 無料
倉敷市民吹奏楽団グリー
ンハーモニー（総勢五十
人編成によるフルオーケ
ストラ）

11月８日(金)
11月９日(土)
11月10日(日)

備前商工会議所では備前東
商工会と共催により第八回 【お問合せ・お申込み先】
「ビゼンふれあいゴルフ大 備前商工会議所
二八八五
電 話 六四 ―
会」を開催します。
一二〇〇
競技方法は個人戦と団体 ＦＡＸ 六三 ―
戦。個人戦は参加者全員で、 E-mail:info@bizencci.or.jp
団体戦は四人一組となって ▽申込締切
十月二十五日まで。
上位三名のネット合計で競
〈五十組にて締め切りま
います。
す。〉
ぜひご参加ください。
大会当日は午前中の
ショートホールをチャリ
ティホールとし、ワンオン
しなかった場合、一ホール
につき五百円のチャリティ
をお願いし、収益金は市内
の公共施設等へ寄贈するこ
ととしています。

11月７日(木)

円心せんべい・円心よう 円心モロうどん
かん・円心まんじゅう 等
うどん・新米おにぎり
備前県民局 野菜・漬物 等
お茶
うどん・お寿司・おこわ
顕彰保存会 野菜・農産加工品
備前焼
焼いも・パン・うどん
備前市
備前県民局 サトウキビソフトクリーム どどめせ・うどん
サトウキビ・黒蜜糖・乾麺
11月６日(水) 上郡町

松茸ごはんおむすび・五目
めしおむすび・閑谷うどん
播州赤穂塩ラーメン
( 午後５時～ )

絵画コンクール
受賞者決定

▽とき
十一月十六日（土）
▽ところ
クリスタルリンクスゴル
フクラブ 備(前市西片上 )
▽参加資格
備前市在住の方。勤務先
が備前市内の方。備前商
工会議所・備前東商工

備前ライオンズクラブ

軽
食
ラーメン・ちらし寿司
弁当・天ぷら
ラーメン・ちらし寿司
弁当・天ぷら・おこわ
牡蠣飯・牡蠣汁

日
程 販売担当市町
特 産 品
11月２日(土) 和気町
ワイン・ジャム
日本酒・菓子類
ワイン・ジャム・日本酒
11月３日(日) 和気町
菓子類・野菜
備前焼・珍味・干物
11月４日(月) 備前市
ちりめんじゃこ 他
塩味まんじゅう
11月５日(火) 赤穂市

『しぜんっていいな！』

