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「竹原市景観 17 選」一般投票開催
問い合わせ

都市整備課都市計画係　☎２２- ７７４９

　昨年度に募集した「竹原市景観 17 選」写真の一

般投票（１次審査）を次のとおり行います。

　みなさん投票よろしくお願いします。

日時

　10 月５日（月）～ 16 日（金）

　８時 30 分～ 17 時 15 分

※土・日・祝日の市役所閉庁日は

　投票できません。

場所

　市役所玄関ロビー

投票方法

　上記場所での直接投票（１人１回）　　

選定スケジュール

　今回の一般投票で応募写真 199 作品から上位 50

作品程度を選びます。その後、２次審査と３次審査

を行い、最終的に 17 作品を決定します。

竹原市景観 17 選とは？

成人式開催のお知らせ

　令和３年竹原市成人式を開催します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

新成人の皆さんが安心して参加できるよう、会場

の密集・密接を避けるため、２部制により開催す

ることとなりました。

　今後の新型コロナウイルス感染症の状況によ

り、内容の変更または中止とさせていただく場合

があります。その際は、市ホームページなどでお

知らせします。

日時

　令和３年１月９日（土）

　【忠海・賀茂川・吉名・市外中学校卒業生】

　13 時～（受付：12 時 15 分～）

　【竹原中学校卒業生】

　15 時～（受付：14 時 15 分～）

場所

　竹原市民館ホール

対象者

　平成 12 年４月２日から平成 13 年４月１日まで

に生まれた人

案内状の発送について

　９月 30 日現在で市内に住所がある人に案内状

を送付します。

　学業や就職等のため市外に住所のある人、また

は、10 月１日以降に市内に転入した人で、参加

を希望する人は、10 月 30 日（金）までに文化生

涯学習課へ申し込んでください。

「新成人誓いのことば」を
述べる人を募集しています

　「新成人としてのこれから」と題して、600

字程度で作文し、11 月 27 日（金）までに次の

いずれかの方法でご応募ください。

①文化生涯学習課生涯学習係へ持参

②ワードで文章を作成し、電子メール（bunka@

　city.takehara.lg.jp）にて提出

③市ホームページ上の申込フォームにて提出

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ

　文化生涯学習課生涯学習係

　☎２２-２３２８

　本市には、瀬戸内の多島美などの自然景観や

町並み保存地区に代表される歴史的景観など、

数多くの素晴らしい景観があります。

　これらの素晴らしい景観の発掘や再発見、ま

た、本市の良好な景観づくりに向けて、市内の

魅力的な景色や次世代に残したい風景などを

17 作品選定します。

　なお、景観法が平成 16 年

６月に制定されてから 17 年

目となる令和３年に「竹原市

景観計画」を策定することから

17 選としたものです。

▲詳しくは

　こちら
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　10 月 19 日は「食育ひろしまの日」です。食について考える機会にしましょう。竹原市第２次食育推進行

動計画では、「塩分の多い食事をしている人を現状の 18％から令和９年までに 16％にすること」を掲げてい

ます。

　塩分は取り過ぎると、高血圧や心臓病、胃がんなどの生活習慣病を招くとも言われています。新型コロナ

ウイルス感染症で重症化される恐れのある基礎疾患には、生活習慣病も含まれています。

　そこで、日本栄養士会がおすすめしている「乳和食」という調理法をご紹介します。牛乳を出汁の代わり

にするとコクが増し、塩分が少なめでも美味しく食べられます。カルシウムも摂れるので、牛乳が苦手な人

にもおすすめです。

食育だより（元
げんえん

塩のすすめ「乳和食」）
問い合わせ

保健センター　☎２２- ７１５７

〇ミルク茶椀蒸し（４人分）

材料 分量 作り方

卵

牛乳

塩

しょうゆ

三つ葉

ゆずの皮

1 個

350 ㎖

小さじ１／２

小さじ１／２

８本

適量

①卵を割ってほぐした中に、牛乳を

　少しづつ入れてよく混ぜ調味料を

　加えます。

②耐熱の器に切った三つ葉とゆずの

　皮を入れ、①の１／４を入れてラッ

　プをします。

③鍋に水を入れて②を入れ蓋をして、

　中火で 10 分程度蒸します。

　電子レンジの場合は 600 Ｗで２分

　程度かけてください。

※元
げんえん

塩とは、自分の食事の塩分量を知り、元気に活動するために塩分の摂り方を考えようという

　意味の造語です。

　９月８日～ 30 日の期間で、市議会定例会が開催されました。報告が１件、議案 18 件が可決・認定さ

れました。主な議案は次のとおりです。

令和２年　第３回竹原市議会定例会

◆令和２年度一般会計補正予算（第６号）

　指定避難所における新型コロナウイルス感染拡

大防止対策事業、介護施設における新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策支援事業、新生児応援給

付金など、新たに実施する必要が生じた事業や、

前年度に実施した各種事業に係る国・県支出金の

精算に要する経費として、２億１，０４０万円を

増額するものです。

◆令和２年度一般会計補正予算（第７号）

　インフルエンザ予防接種費助成事業の歳出予算

などについて、２，４２０万円を増額するものです。

◆竹原市自転車駐車場設置及び管理条例の一部を

　改正する条例案

　竹原駅西自転車駐車場を拡張することに伴い、

竹原駅東自転車駐車場を廃止し、名称を竹原駅自

転車駐車場に変更するものです。

◆竹原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

　部を改正する条例案

　一般廃棄物の一層の減量化、公平な費用負担及

びごみ分別に対する意識の向上を図ることを目的

に、新たに処理手数料を徴収するものです。

◆財産の無償貸付けについて

　廃校となった忠海東小学校跡施設活用として、

財産を民間事業者に無償で貸し付けるものです。
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　文化の秋を彩る「竹原市総合文化祭」。それぞれの分野で活躍されている市内文化団体

のみなさんが、出展・発表などで日頃の成果を披露します。ぜひご来場ください。

　なお、毎年、11 月３日に市民館ホールで開催しております舞台部門の発表については、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止とさせていただきました。

※車でお越しの人は、竹原市職員駐車場・たけはら合同ビル駐車場をご利用ください。

問い合わせ　文化生涯学習課生涯学習係　☎２２-２３２８

 第 68 回竹原市総合文化祭

行　事　名 日　　時 会　　場 出展・発表者

第 68 回竹原市美術展
10 月 28 日（水）
～ 11 月３日（火）

９:00 ～ 17:00
（３日は 16：00 まで）

たけはら美術館 
（文化創造ホール）

竹原市美術協会

第 68 回竹原市立学校
児童生徒図画・書道展

11 月４日（水）
  　～８日（日）

９:00 ～ 17:00
（８日は 16:00 まで）

たけはら美術館 
（文化創造ホール）

竹原市美術協会

竹原川柳句会 11 月７日（土） 12:00 ～ 16:00
竹原市人権センター 

（音楽室）
竹原川柳会

竹原市竹工芸振興協会
作品展

11 月 10 日（火）
  　～ 15 日（日）

９:00 ～ 17:00
たけはら美術館 

（文化創造ホール）
竹原市竹工芸振興協会

安森絵画グループ
「森の会」作品展

11 月 17 日（火）
  　～ 22 日（日）

９:00 ～ 17:00
（22 日は 16:00 まで）

たけはら美術館
（文化創造ホール）

安森絵画グループ「森の会」

各派合同華道展
11 月 28 日（土）
  　～ 29 日（日）

10:00 ～ 17:00
（29 日は 16:00 まで）

たけはら美術館
（文化創造ホール）

一生流竹原支部

池坊竹原支部

竹原市民生委員児童委員協議会
からのお知らせ

　竹原・大乗地区（黒浜地区）の民生委員児童

委員が次の人に決まりました。

名前 香
こうどう

渡　清
きよのり

則

住所 港町一丁目

電話番号 ２２-２６５８

担当地区 黒浜

竹原港及び北崎市営駐車場の
有料化について

　駐車場の適正な管理運営を行うため、駐車

場を、11 月１日（日）から有料化します。

　工事の時期や長期で使用する場合の月極で

の申込方法等については、市ホームページな

どで確認してください。

問い合わせ

　建設課建設総務係　☎２２-７７４６

※「民生委員児童委員」は、みなさんと同じ地

　域に暮らす最も身近な相談相手であり支援者

　です。誰もが安心して暮らせるよう、見守り

　活動や相談・支援事業を行っています。

問い合わせ

　社会福祉課福祉係

　☎２２-２９４６

　民生委員児童委員

　キャラクター

　「ミンジ―」

▼
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　市内在住の 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母が対象です。

※申請前に事前相談が必要です。

●高等職業訓練促進費等事業

　就業に有利な資格を取得するため養成機関で修

業する場合 ､訓練促進費を支給し、修業している

間の生活の負担軽減を図ります。

※ただし、上限は４年（資格取得に４年以上の課

　程の履修が必要となる場合のみ）です。

支給対象

　次のすべてに該当する人

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②養成機関において１年以上のカリキュラムを修

　業し ､対象資格の取得が見込まれること

③仕事または育児と修業の両立が困難であること

対象資格

　看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士、理

学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調

理師、製菓衛生師、社会福祉士など

支給額

　市民税非課税世帯　月額 100,000 円

　（最後の 12 月のみ　月額 140,000 円）

　市民税課税世帯　　月額　70,500 円

　（最後の 12 月のみ　月額 110,500 円）

※修業期間終了後に一時金の支給もあります。

●自立支援教育訓練給付金事業

　就業に結びつく可能性の高い指定教育訓練講座

を受講した場合に、経費の一部を支給します。

支給対象

　次のすべてに該当する人

①児童扶養手当を受給している、または同等の所

　得水準であること

②雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有してい

　ないこと

③教育訓練を受けることが適職につくために必要

　であること

対象講座

　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

支給額　本人が支払った費用の６割

※ 20 万円を上限とし、12,000 円以下は給付の対

　象外です。

※雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を

　受ける人は、その支給額との差額を支給します。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

ひとり親家庭の父母の就業・修学を支援します！

市立中学校等入学時の
指定学校変更について

特別認可制度による
仁賀小学校への入学・転入学

　竹原市教育委員会では、就学予定者の就学

すべき学校を住所地により指定しています。 

　また、令和３年４月に中学校入学及び義務

教育学校後期課程へ進級する生徒は、原則入

学・進級時に限り指定学校以外の中学校また

は義務教育学校への就学を選択すること（学

校選択制）ができます。

　希望する児童の保護者は、所定の様式（総

務学事課へ備え付け、または市ホームページ

からダウンロード）で申請してください。

※受け入れ人数を超えた場合は抽選を行います。

※通学は保護者の責任で行っていただきます。

受付期間　12月１日（火）～令和３年１月14日（木）

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係　☎２２-２３２９

　豊かな自然環境に恵まれた仁賀小学校は、小

規模校の特色を活かした学校教育を実施してい

ます。

　令和３年度に仁賀小学校へ特別認可制度によ

る就学を希望する児童の保護者は、所定の様式

（総務学事課へ備え付け、または市ホームペー

ジからダウンロード）で申請してください。

入学・転入学の条件

①通年通学すること

②制度の趣旨や目的を理解し、学校の教育活動

　に賛同された人であること

③市内在住で、原則保護者が送迎すること

受付期間　12月１日（火）～令和３年１月14日（木）

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係　☎２２-２３２９


