申請受付中です

だより ７月
高梁中央図書館
（☎㉒2912）

開館時間 9:00〜17:00 休館日

☎０２５９

べて満たす必要がありま

◆補助金を申請することが

できる人

①県補助金、またはＪ‐ＰＥ

す。

ター（Ｊ‐ＰＥＣ）補助金の

Ｃの交付対象となる太陽光発

住宅用太陽光発電システム

交付対象となる人のうち、次

電システム

設置に対する県補助金、また

のすべてに該当する人

②未使用のもの（中古品は対

は太陽光発電普及拡大セン

①申請者自らが居住、もしく

太陽電池モジュール公称最

象外）

する人。または申請者自らが

大出力１㌔㍗ 当たり３万５

は居住する予定の市内の住宅

居住する予定の太陽光発電シ

千 円（ 上 限 ４ ㌔ ㍗

◆補助金額

ステムが設置された市内の建

または１㌔㍗ 当たり３万円

に太陽光発電システムを設置

売住宅を購入する人

（上限４㌔㍗ 万円）

午前８時 分～午後５時

②申請者自らが電力会社との

③市税を完納している人

（市役所閉庁日は除く）に、

◆申請期間・方法

④過去この補助金を受けてい

環境課へ申請してください。

電灯契約と、余剰電力の受給

ない人

申請書類は環境課に備えてあ

契約を結ぶ人

⑤申請時に未着工（未購入）

るほか、市ホームページでダ

要領に規定する要件をす

◆補助対象となる太陽光発電

システムの主な要件

万円）
、

14

母子保健活動に尽力

平成２年、旧成羽町愛

育 委 員に委 嘱され、同 時

に成 羽 町 愛 育 委 員 会 長に

就 任。 教 職 員 としての経

（81）
穴田 英子さん
（成羽町成羽）

験を生かし、母 子 保 健 活

動 を中 心 とした活 動に情

熱 を 持って、 意 欲 的に 取

広報

り 組んでき ました。 合 併

後は、高梁市愛育委員会

連合会の副会長として、一

年度、連合会会長

22

市 四 町の 組 織 を ま とめ、

平成

に就任。 現在も愛育委員

一人一人が自 主 的に活 動で

きるよう 組 織の育 成に尽

力しています。

■西 隆聖 君（松原通） 倉敷商業高校２年
第 回高等学校選抜野球大会

21

２

12

平成２３年全国愛育活動功労表彰

３
夢だった甲子園に出場でき

8 :45〜 9 :00
9 :20〜 9 :40
10:10〜10:30
11:00〜11:10
11:15〜11:25
11:35〜11:50

てうれしい。 皆さんに支えら

10日
24日

老人ホーム成羽川荘
成羽公民館中分館
成羽公民館吹屋分館
成美保育園
鶴鳴保育園
黒川商店（日名地区）

れ、野球ができることに感謝

移動図書館「うぐいす号」

年３月 日㈮までの

（ボランティアグループ『うぐいす』
）

平成

『ねずみのかいすいよく』『ありとすいか』
ほか タケコプター作りも行います。

15

（ 月 日～４月 日・兵庫県）

14日

29

分

小学生までが対象で参加無料。

していま す。 悔いの残らない

vol.93

10:00から

よう全力投球で、もう一度甲

６月号

で、
交付決定通知後に着工
（購

えほんのよみきかせ

25

84

子園に戻りたいです。

広報

ウンロードできます。

休館日 毎週月曜日、28日㈯

30

栄光をたたえます

※学年は、大会出場時です

17

入）する人

27日

東野 圭吾／著
角川書店

あらゆる悩みの相談に乗る、不
思議な雑貨店。しかしその正体は
…。物語が完結するとき、人知を超
えた真実が明らかになる！全５編
収録。
「 小説野性時代」掲載をまと
めて単行本化。

◆その他

ナミヤ雑貨店の奇蹟

※ただし、工事着工日（また

一般書

申請期間中に補助金の交付

今月のおすすめ

24日

14:30〜15:00
15:10〜15:30
16:20〜16:50
14:15〜15:15
15:45〜16:45
11:00〜11:30
13:00〜14:00
14:30〜15:00
15:30〜16:00
11:00〜11:30
13:00〜13:30
14:00〜14:30
10:30〜11:00
13:00〜13:30
14:30〜15:00
16:00〜16:30

市内に在住、または市内で活動し、文化やスポーツ活
動の全国大会出場、それに準ずる成績を収めた人、
団体の情報があればお知らせください。
■問い合わせ 秘書課公聴広報係（☎０２１０）

9:00〜17:00

は建物の引渡し日）が今

20日

「口さけ女」
「トイレの花子さん」
など、怖くてふしぎな都市伝説を
集めた事典。
「夜に爪を切ると親の
死に目にあえない」
「食べてすぐ寝
ると牛になる」など、日本に古く
から伝わる迷信・言い伝えも収録。

決定額が予算額に達した場合

19日

有漢農業構造改善センター前
有漢生涯学習センター前
落合雇用促進住宅高梁宿舎前
川上児童館前
備中地域局前
玉川地域市民センター前
落合地域市民センター前
中国電力社宅前
松原地域市民センター前
津川地域市民センター前
高倉地域市民センター前
川面地域市民センター前
巨瀬地域市民センター前
中井地域市民センター前
宇治地域市民センター前
落合中二公会堂前

りますのでご了承ください。

藤田 晋一／著
眞白ほか／絵
金の星社

31

環境課環境政策係

移動図書館
なお、制度の詳細については

怖くてふしぎな都市伝説・
迷信大事典

日の

おりがみあそび「シャツ」

年４月１日～５月

28日

等には、お断りすることもあ

きりがみあそび
「うちゅうじんパラシュート」

も の に つ い て は、 申 請 す

21日

ることができます。

ビデオ「王さまの耳はロバの耳」

⑥期限内に実績報告書を提出

14日

（ボランティアグループ『ふきのとう』）

市ホームページをご覧いただ

たなばたまつり

10日

児童書

開館時間

７日

できる人

墓地や墓石の選定から墓参りに
いたるまで、誰もが入ることにな
るお墓をめぐる諸活動を「墓活」
と呼び、墓活における考え方、心
のあり方を著者のユニークな体験
を通して説く。

■問い合わせ

14:30から

くか、
お問い合わせください。

赤瀬川 源平／著
ＰＨＰ研究所

地球環境の保全と環境にやさしいまちづくりを推進するため、
住宅用太陽光発電システムを設置する際の費用の一部を助成しており、
現在、申請を受け付けています。

※ このほかにも、交付要綱・

「墓活」論

（☎㊷2589）

図書館2階

小学校低学年までが対象で参加無料。
親子での参加も歓迎です。

一般書

成 羽 図 書 館

２日㈪，９日㈪，12日㈭，16日㈪
17日㈫，23日㈪，30日㈪

ちいさいこのへや

今月のおすすめ

住宅用太陽光発電システム設置補助金

６月号

vol.93
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