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山
やま

田
だ

方
ほう

谷
こく

の軌跡
－山田方谷・阪

さか

谷
たに

朗
ろう

廬
ろ

などのゆかりの地や関連施設－

　山田方谷の功績を学びながら、方谷や阪谷朗廬、内
うち

山
やま

完
かん

造
ぞう

などのゆかりの地や関連施設にスポットをあてる講
演会を開催します。

日時…８月 20日（土）　午後２時～午後４時 30分

会場…井原市民会館  鏡獅子の間（井原市井原町 311-1）

講師… 田
た

中
なか

正
まさ

樹
き

さん（二松学舎大学教授）、竹
たけ

原
はら

伸
のぶ

之
ゆき

さん
（岡山県立博物館学芸課長）、首

す

藤
とう

ゆきえさん（井
原市文化財センター研究員）、石

いし

井
い

亮
りょう

作
さく

さん（高
梁方谷会事務局長）ほか

参加費…無料　　申し込み…不要　　定員…120人（先着）

問   「山田方谷の軌跡（～奇跡～）」実行委員会事務局（倉
敷市観光課） ☎０８６（426）３４１１

夏休みスペシャル企画
寝台特急「サンライズ出雲」号で行く！

東京３日間
８月２６日（金）～

２８日（日）

第 24回連盟杯ソフトボール大会
日時…８月 20日（土）　午後６時～
会場…高梁運動公園 多目的グラウンド
対象… 市内の大学生以上の成人で構成され

たチーム
参加費…無料
申し込み… ８月 16 日（火）までに体育協会事務局（☎（21）

０３３７ F（21）０３３８）へ

問 市ソフトボール連盟 渡
わたなべ

辺さん ☎ 090-4896-8133

高梁地域杯ゲートボール大会
日時…８月 27日（土）　午前８時 30分～
会場…高梁浄化センター
対象… 市内、吉備中央町内で活動している会員
部門…監督 1名と競技者５名以上８名以内
参加費…１チーム 1,000 円
申し込み…８月 13日（土）までに事務局へ

問 市ゲートボール協会事務局 内
ないとう

藤さん ☎（29）２６４９

伯備沿線ソフトテニス大会
日時…９月４日（日）　午前９時～
会場…神原スポーツ公園テニスコート
対象… 市内・近隣に在住・在勤・在学する
　　　審判可能な人
部門
　一般男子の部（男子高校生～ 41才）
　壮年１部（男子 42～ 54歳、女子 18～ 34歳）
　壮年２部（男子 55～ 64歳、女子 35～ 50歳）
　壮年３部（男子65～72歳、女子51～62歳、女子高校生）
　壮年４部（男子 73歳以上、女子 63歳以上）
参加費…１組 1,000 円（高校生 500円）
申し込み…８月 26日（金）までに事務局へ

問  高梁ソフトテニス協会事務局 川
かわにし

西さん 
　  F０８６（899）６２８０ 

ニュースポーツ体験会
日時…９月 11日（日）　午前９時～
会場…高梁市民体育館
対象… どなたでも参加できます
種目…ニュースポーツ各種
参加費…無料
申し込み…８月 28日（日）までに事務局へ

問 （事務局） たかはしコミュニティスポーツクラブピオーネ 
☎（22）１４４１

旅 行 日 程
８月 26日
（金）

備中高梁駅（21:48 発）‐＜サンライズ出雲
号＞ （車中泊）

27日
（土）

東京駅（7：08着）　
①東京ディズニーリゾート　②はとバス定期
観光　③東京フリータイム　など

28日
（日）

（出発までフリータイム）
東京駅（16:00 集合 /16:30 出発）‐ ＜新幹
線のぞみ号＞‐岡山駅（19:55 着 /20:05 発）
‐＜特急やくも号＞‐備中高梁駅（20:43 着）

◆旅行代金　大人　45,400 円～ 49,400 円
　　　　　　小人　26,400 円～ 37,200 円

※表示している金額は、助成制度適用後の額です。

※ 寝台特急の座席、ホテルの部屋タイプにより金額が異
なります。また、表示の金額に東京ディズニーリゾー
トの入場料、はとバス定期観光の料金は含まれていま
せん。詳しくはパンフレットをご確認ください。

◆募集人数　20人（予定人数になり次第終了します）

◆申し込み期限　８月 16日（火）
◆旅行実施・企画（申し込み・受託販売）
備北バス（株）観光課　☎（48）９１１１
岡山県知事登録旅行業務第２-83号  総合旅行取扱管理者  若

わか

本
もと

弘
ひろ

美
み

（申し込み）ビホクツーリスト（株）☎（22）８７７８

問 ＪＲ伯備線備中高梁駅利用促進協議会（総合戦略課内）
☎（21）０２８６
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　市内の小学４・５・６年生を対象に、市内にある事業
所（警察官、トリマー、パティシェ、ネイリスト、銀行
など）の仕事を体験しながら、働くことの楽しさを実感
し、将来の職業について考えるきっかけづくりをする
「お仕事体験事業」です。

日時…�８月 28日（日）
　　　午前９時～午後２時（受付：午前８時 30分から）
会場…高梁小学校体育館
参加費…無料（昼食付き）
申し込み…�①参加児童の氏名�②小学校名�③学年�④性別　

⑤保護者の氏名�⑥住所�⑦保護者の携帯電話
番号�を明記した Eメールまたはファクスを
してください。

申し込み期限…７月 31日（日）
定員…50人（申し込み多数の場合は抽選）
※当選者には、８月５日（金）までに要項を発送します。

問（申し込み）�高梁商工会議所青年部
���☎（22）２０９１�F（22）２０９９� taka-yeg@kibi.ne.jp

高原ＤＥ乗馬体験＆ピザパーティー
日時…９月３日（土）　午前 11時～午後４時
会場…岡山乗馬倶楽部ほか（吉備中央町内）
条件…25歳から 45歳くらいまでの独身男女
　　　（男女とも居住地制限はありません）
参加費…男性 3,000 円・女性 2,500 円
定員…男女各 20人（定員を超える場合は抽選）
申し込み期限…８月20日（土）

問�（申し込み）�『高原ＤＥ乗
馬体験＆ピザパーティー』
事務局（有限会社チアー
ズ）�☎０８６（484）００２０
／住もうよ高梁推進課�☎
（21）０２８２

遊ぼう学ぼう！ 子どもと親の学習フェスタ
　子どもと保護者、子育て世代の互いの学習機会として
開催します。どなたでも参加できますのでお気軽にご来
場ください。

日時…８月６日（土）　午後１時～午後４時
会場…文化交流館

○親の学び講演会　（３階中ホール）
時間…�午後１時 30分～午後３時�

（受付：午後１時から）
内容…�『～家庭・地域で考える～　

子どもをいじめや犯罪の被害
者・加害者にしないために』

講師…�幸
こう
島
じま
美
み
智
ち
子
こ
さん（子育てアドバ

イザー）

○遊びと学び体験会・展示コーナー（午後１時～午後４時）
▷とことん遊ぼう！ 体験コーナー
　�おもちゃ遊びのコーナー、昔のおやつ体験、ニュース
ポーツで遊ぼう！ など盛りだくさん！

▷わくわく読書コーナー
　�子どものためのわくわくお話し会、学校図書展示コー
ナーなど

○乳幼児交流（午後１時 30分～午後３時）
▷�ベビーマッサージ（事前予約が必要です）
　※予約・詳細は、こども未来課�☎（21）０２８８まで

問�社会教育課�☎（21）１５１４

ドリームキッズ☆ビジネスチャレンジ

高梁高校夏休み学習サポート教室「学び合い」
　地域の子どもたちに確かな学力定着の機会を提供する
「高梁学習サポート教室」。高梁高校の生徒が教えること
で高校生と小中学校生の交流も図ります。
日時…８月３日（水）～８月５日（金）　午後１時～午後３時
会場…ポルカ２階�わくわく広場�
問��学校教育課���☎（21）１５０９

高梁日新高校 第１回オープンスクール（一般公開）
日時…８月６日（土）　午前９時 30分～正午
会場…高梁日新高校�
内容…科・コース紹介、体験学習など
問��高梁日新高校���☎（22）２２０５
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