けいじばん
（募集）

ノルディックウォーク
初心者講習会 参加者募集
とき ５月 日㈰午前 時
分～ 時 分
ところ グラ
スハウス周
辺（大田）
対象 ノルデ
ィックウォ
ークに興味
がある人
参加費 ５百円
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り ５月 日㈯
問グラスハウス☎ －７１４
０

イベント
エ ス ぺ リ ア お楽しみ会 端午
の 節 句 こ ど もの日イベント

とき ５月３日（祝・木）午
前 時～午後３時
ところ 加茂町文化センター
エスぺリア（加茂町塔中）
内容 こども餅つき大会（つ
き た て 餅 の 食 べ 放 題 ）、 ビ
ンゴ大会、縁日（輪投げ、
ペットボトルボーリング）
参加費 無料
※ビンゴカード＝１枚 円、
餅の販売＝５個入り３百円
問加茂町文化センターエスぺ
リア☎ －７０３１

（イベント）

津山少年相撲大会 参加者募集

とき ５月 日㈰午前９時
分～
ところ 津山スポーツセンタ
ー相撲場（勝部）
参加資格 団体戦（小学１～
３年生の部、小学４～６年
生の部）＝ 市内のスポーツ
少年団や子ども会、町内会
など、個人戦＝市内在住の
小学生
締め切り ５月 日㈮午後５
時必着
※中学生の部と成年の部も特
別開催します。詳しくはお
問い合わせください
問スポーツ課（津山総合体育

いちご

スイーツまつり

とき ５月 日㈰午前 時～
午後２時
ところ まほらファーム（野
村）
内容 いちご狩り（有料）、い
ちごスイーツや地元農産物
を使った加工品の販売など
問まほらファーム（鈴木さ
ん）☎０８０－６３３５－
６５４０

阿波ふるさと祭り
とき ５月 日㈰午前９時～
午後２時
ところ 阿波ふるさとふれあ
い会館、阿波森林公園
内容 歌謡ショー、バルーン

館内）☎

－０２０２

岡山県老人福祉大学
津山会場 受講生募集
とき ①６月 日㈮②７月
日㈫③９月 日㈫④ 月
日㈫⑤ 月１日㈭
ところ 津山市総合福祉会館
内容 ①健康づくり②雑学③
音楽④健康づくり・介護予
防⑤大道芸
対象 概ね 歳以上で老人ク
ラブに加入していない人
定員 ２７０人
受講料 ３５００円（５回分）
締め切り ５月 日㈬
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問岡山県老人クラブ連合会
（岡山市）☎０８６－２２６
－２８７７
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夏休み海外研修交流
参加者募集
とき ７月 日㈭～８月 日
㈭（コースにより異なる）
研修地 イギリス、オースト
ラリア、カナダ、サイパン、
シンガポール、フィジー、
フィリピン
研修内容 ホームステイ、ボ
ランティア、文化交流など
対象 小学３年生～高校３年
生

アートショー、吹奏楽演
奏、景品付き餅投げ、抽選
会、特産品の販売、ニジマ
スのつかみ取り（対象：子
ども、有料）
問阿波出張所地域振興課
☎ －７０４２

津山ふれあいウォー
クラリー大会
とき ５月 日㈰午前 時～
午後１時（小雨決行）
ところ アルネ・津山東広場
（新魚町）
参加資格 ３～６人のチーム
（小学校低学年以下は保護
者同伴要）
参加費 １人３百円
持ってくるもの お茶、雨具、
時計、筆記用具など
申込方法 電話、ファクス、
または窓口で直接申し込む
申込期間 ４月 日㈪～５月
日㈮（当日参加可）
問スポーツ課☎ －０２０２、
－７２３５

※参加費など、詳しくはお問
い合わせください
問公益財団法人国際青少年研
修協会（東京都）☎０３－
６４１７－９７２１

鶴山塾市民ボランティア
「とまり木」新規会員募集
学校や家庭に悩みを持つ子
どもや保護者の相談に乗り、
一緒に活動するボランティア
を募集します。
登録期間 平成 年５月 日
まで（更新あり）
内容 農園作業、学習支援、
環境整備、調理実習など
申込方法 鶴山塾（山下）に
備え付けの用紙（ http://w
ww3.tvt.ne.jp/~ka93juk
から印刷可）に記入し、
u/
直接提出する
締め切り ５月 日㈮
問鶴山塾☎ －８３２９
日本赤十字社員・寄付 募集

日本赤十字社の災害救護活
動などの取り組みは、皆さん
から寄せられた活動資金で支
えられています。本年度も５
月頃から、町内会を通じて継
続と新規加入を募集します。
詳しくは、今月号の折り込
みをご覧ください。
問生活福祉課☎ －２０６３

持 ち 寄 っ て、「 ま ち ラ イ ブ
ラリー（小さな図書コーナ
ー）」を開設する
講師 磯井純充さん（まちラ
イブラリー提唱者）
定員
人（先着順）
申込方法 電話または窓口で
申し込む
締め切り ５月 日㈮
問津山まちなかカレッジ事務
局☎ －２２３２

美作大学 市民キャンパス
とき ５月 日㈰午前９時
分～午後３時
ところ 城西公民館・西小学
校体育館・西幼稚園（小田
中）
内容 乳幼児の発達に関する
講演、認知症体験講座、調
理実習、コンサート、エイ
サーやよさこいの披露など
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り ５月 日㈮
問美作大学☎ －７７１８

とき ５月 日㈰午後１時～
４時
ところ 津山まちなかカレッ
ジ（アルネ・津山４階）
内容 参加者同士がまちなか
カレッジにおすすめの本を

まちカレ・植本祭

とき ５月 日㈰午前７時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
問みらい産業課☎
２
- １７
８

作州津山宮川朝市

（有料広告）

（有料広告）
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※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
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生徒募集中！
7/7 開講

検索
ウェル福祉学習センター

お申込み・
お問合わせ先

受講期間 約3か月(週1回/計14回)
導入！
※資格取得状況により変動

金 額 や 講 座 の 詳 細につきまし て は 、
下 記まで お 気 軽にお 問 合 わ せくださ い 。

受講期間

約1か月～

システム

31

30

31

30

98,000円
※資格取得状況により変動

eラーニング

受講料

30,000円～

受講料

場 津山勤労者総合福祉センター
会

場 津山勤労者総合福祉センター
会

50

32

18

18

32

介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修 6/25 開講

22

27

22

13

※自動起動で配信します

けいじばん
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11

10

16

10

27

16

23

30

25 22

24

19

27

問こども課（津山すこやか・こどもセンター内)
☎32-2065

10

■
問環境事業課３Ｒ推進係☎32-2203

10

50

de
13

30 20

｢プラスチック容器包装」は容器包装リサ
イクル法に基づき、プラスチック製品など
にリサイクルされます。しかし、津山圏域
クリーンセンターに搬入される家庭ごみの
中には、正しく分別されていないものが数
多く見られます。
違反ごみは処理に手間がかかるだけでな
く、適切に排出されているものを汚してし
まうこともあります。正しい分別と出し方
で資源を大切にする社会を目指しましょう。
ごみの分別・出し方
｢ごみの分別・出し方ガイドブック」(環
境事業課：市役所６階で配布、市ホームペ
ージから印刷可）でご確認ください。

32

11

24

■自立支援教育訓練給付金
指定される教育訓練講座を受講する人に支給
します。
給付額 受講費の６割（上限20万円、受講費が
１万２千円以下の場合は支給無し）
■養育費確保支援事業補助金
離婚後、養育費の請求に伴う弁護士費用を支
払う際、その一部を補助します。
給付額 対象費用の８割（上限10万円）
■ひとり親家庭等福祉協力員による相談支援
日常生活を営む上での相談を受け、支援策な
どの情報提供を行います。
対象 市内在住のひとり親家庭と寡婦
※各種給付金の受給を希望する場合、必ず事前
にご相談ください。支給要件など、詳しくは
お問い合わせください
11

42

プラスチック容器包装の分別

20

ひとり親家庭への支援
10

〜混ぜればごみ、分ければ資源〜

26

20

20

放送時間 毎日
午前７時 30 分 ～、午後０時 30 分 ～、午後６時 30 分 ～

緊急告知防災ラジオで
津山市の情報を配信中

