まちのできごと

玉川分団が優勝

団 体 名

活 動 日 時

活 動 場 所

ど ん な 活 動 ？
視覚に障害がある人の支援
をしています。

毎月第２・４金曜日
高梁市図書館
午前９時～午後３時

たかはし朗読の会

※視 覚に障害があり、広報たかはしや「声の宅配便」を聞いてみた
い人、また、広報紙などの音声訳をやってみたい人は福祉課まで
お知らせください。

高梁要約筆記
サークル

21

弥高つつじ祭

状況

イベントなど
中止のお知らせ

お問い合わせ

４月 19 日
（日）

中止

川上町観光協会☎（48）3475

第 26 回酒蔵コンサート Jazz in Ukan

４月 19 日
（日）

中止

芳烈酒造株式会社☎（57）2003

新規学卒就職者激励会

４月 20 日（月）

中止

産業観光課☎（21）0229

第 13 回議会報告会

４月 20 日（月）
４月 21 日（火）

中止

議会事務局☎（21）0277

備中高梁歴史街道ウルトラマラニック・
吹屋～宇治ふれあいマラニック

４月 25 日（土）
４月 26 日（日）

中止

同事務局
（吹屋連絡所）☎（29）2222

吉備国際大学シャルム岡山高梁公式戦
４月 25 日（土）
（対福岡Ｊ・アンクラス）

延期

高梁スポーツクラブ☎（22）9403

市内の５つの観光協会（高梁市観光協会、有漢

（株）共栄商事は、学童保育を利用する保護者の

町観光協会、成羽町観光協会成羽支部、同吹屋支

負担軽減と新型コロナウイルス感染症の収束、ま

落合ふれあい公園まつり

４月 26 日（日）

中止

落合地域市民センター☎（22）2932

部、川上町観光協会）の統合協定調印式が行われ

た子どもたちが笑顔になれるようにとの思いを込

国橋まつり大神楽

４月 26 日（日）

中止

成羽公民館☎（42）2525

ました。平成 16 年の市町合併以降長く懸案とさ

めて、菓子パン（560 個）と乳飲料（280 本）を学

備北地区２市１郡バドミントン大会

４月 26 日（日）

中止

高梁市体育協会☎（21）0337

れていた観光協会の統合については、平成 30 年

童保育へ贈り、支援しました。菓子パンと乳飲料

高梁音楽祭 2020

５月８日（金）～５月10日（日）

中止

同実行委員会☎086（238）7558

８月から行われていた関係協議が整い、このたび

は市内 15 カ所の学童保育へ配布され、当日利用

備北地区卓球大会

５月 10 日（日）

中止

高梁市体育協会☎（21）0337

統合が実現しました。

した子どもたちを喜ばせました。

岩戸開き春の用瀬祭

５月 10 日（日）

延期

高梁クライミング協会☎（）

圣火リレー

５月 20 日（水）

延期

スポーツ振興課☎（21）0425

Ｒ2 (2020) ４月

イベント

春らんまん！

日にち

文化

イベント名

スポーツ・レジャー

感染症対策の影響で中止・延期されるイベントなど
（４月 10 日現在）

子育て

の子ども会が

21

子ども会に入りませんか？

市内各地域では、

季節の行事や奉仕活動などを行って

います。

また、市内各地域の子どもの集ま

りで、指導者（責任者）の下、年間に

複数回の活動がある団体は、市子ど

も会連合会に所属することで活動に

係るレジャー保険料や活動費の一部

について助成を受けることができま

す。

詳しくは市子ども会連合会事務局

21

（こ ど も 未 来 課）へ お 問 い 合 わ せ く だ

子どもたちの笑顔のために

さい。

高梁市役所
（松原通）

問 こども未来課☎（ ）０２８８

市内の観光協会が統合

３月 25 日

「のびっこクラブ」会員募集

高梁市役所（松原通）

高梁公民館では、未就学児を対象

４月７日

21

10

とした乳幼児学級「のびっこクラブ」

で小型ポンプ操法の部・2 連覇を果たした宇治分
団とともに出場します。

難物など約２５００ｔの処理にあたりました。

の会員を募集しています。

「第 67 回岡山県消防操法大会」に、昨年の大会

生した災害廃棄物のうち、混合可燃ごみや処理困

回程度イベントを開

た。同社は、平成 30 年７月豪雨災害で市内に発

年

は、７月５日（日）に岡山県消防学校で開催予定の

活動内容

関する基本協定書」を大栄環境（株）と締結しまし

催します。ハロウィーンパーティー

出場し、玉川分団が優勝をかざりました。同分団

やクリスマス会など、会員の話し合

心と安全を守るために、
「災害廃棄物等の処理に

いで内容を決めています。

が開催され、小型ポンプ操法の部に 11 チームが

会費やイベントの日程など詳しく

被災時の一日も早い復旧・復興の実現と市民の安

はお問い合わせください。

「第 16 回高梁市消防操法大会」
（市消防団主催）

問 高梁公民館☎（ ）０１８０

市は、大規模な自然災害や不測の事態に備え、

子育て

毎月第２火・第４金曜日
聴覚に障害がある人の意思
高梁総合福祉センター
疎通支援や、自主学習や聴
午後１時 30 分～３時 30 分
F
覚障害者との交流をしてい
高梁市手話
毎月第１･ ３土曜日
23 ボランティアの会 午後１時 30 分～３時 30 分 高梁総合福祉センター ます。
※要約筆記は、声を文字に
毎週金曜日 ( 月４回 )
成羽手話サークル
成羽福祉センター して伝える通訳です。
午後７時～８時 30 分
※ 手 話 通 訳 は、 声 を 手 話
備中町手話サークル 毎月第１･ ３土曜日
備中総合センター に、また、手話を声に代え
ほたるの会
午前 10 時 30 分～正午
て通訳します。

健康・福祉

音 声 訳（広 報 紙 な ど
21 を、 読 ん で CD へ 録
音し、届けます）

お知らせ

なりわ運動公園
（成羽町成羽）

健康・福祉

大規模な自然災害に備えて

３月 15 日

音声訳・要約筆記・手話に関する
団体・サークルのご紹介

高梁市役所（松原通）

問 福祉課☎（ ）０２８４／ （ ）１４３３

３月 19 日

お知らせ

Ｒ2 (2020) ４月
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