険者②年間 日以上農業に
従事している③ 歳以上
歳未満
保 険 料（ 掛 け 金 ） 月 額 ２ 万
～６万７千円で、自由に選
択可能
農業者年金の特徴
・ 歳までの保証付きの終身
年金
・税制上の優遇措置あり
・条件により国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎
－２１５９

オレンジカフェ吉井川
認知症の人とその家族、認
知症に関心のある人などが集
い、交流を深める場です。
とき 毎月第２水曜日午後１
時 分～３時 分
ところ 西苫田公民館（小原）
料金 ２百円（お茶・菓子代）
※申し込み不要
問オレンジカフェ吉井川実行
委員会（齋藤さん）☎０５
０－６８６６－６４１５

勤労者融資制度
（自治体提携ローン）
市が中国労働金庫と提携し
て行う低利な生活関連資金の

（津山市観光協会内：山下）
☎ －３３１０

花いっぱいコンクール
参加団体募集
対象 道路の沿道や公共施設
などを利用し、花壇づくり
に取り組む団体（町内会、
市民団体、学校など）
申込方法 環境生活課（市役
所１階１番窓口）または各
支所・出張所担当課に備え
付けの申込用紙に記入し、
申し込む
締め切り ７月 日㈬
問津山市環境衛生推進委員会
事務局（環境生活課内）
☎ －２０５５

集

貸付制度です。
対象 市内に居住し、本人と
扶養家族の生計を維持する
ための資金を必要とする勤
労者で、貸付金の返済が確
実であると認められる人
融資内容 限度額＝１５０万
円、融資期間＝５年以内
申込方法 窓口で直接申し込
む
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問中国労働金庫津山支店（林
田）☎ －７１６８

募

■エクステリア科 人
ＯＡ事務科 人
ケアサービス科 人
訓練期間
月３日㈬～平成
年３月 日㈮
訓練場所 北部高等技術専門
校（川崎）
試験日 ９月６日㈭
受講料 無料（教材費要）
申込方法 最寄りのハローワ
クに相談し、申し込む
締め切り ８月 日㈫
問北部高等技術専門校☎ －
１１２５

北部高等技術専門校
訓練生 募集
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とき ７月 日㈮午前 時
分～午後３時
■加茂町図書館（加茂町塔中）
とき ８月３日㈮午前 時
分～午後３時
■勝北図書館（新野東）
とき ８月３日㈮午前 時
分～午後３時
―――― 共通項目 ――――
対象 市内の小学５・６年生
募集人数 各３人
応募期間 ７月 日㈫～ 日
㈮
※応募者多数の場合は抽選
※応募方法など、詳しくはお
問い合わせください
問久米図書館☎ －３４４４、
加茂町図書館☎ －７０３
２、勝北図書館☎ －８６
２２

30

60

一日図書館員 体験者募集

30

80

■久米図書館（中北下）

30

（お知らせ、募集）

戦時中の生活に関するもの
問人権啓発課（アルネ・津山
５階）☎ －００８８

津山納涼ごんごまつり
おどり講習会 参加者募集
とき ７月４日㈬、 日㈬、
日㈬、 日㈬午後７時～
９時
ところ 津山総合体育館
内 容 「 ご ん ご お ど り 、｣「 和
っしょい！津山 ｣の踊りの
講習
持ってくるもの 体育館用の
上履き
■第 回津山納涼ごんごまつ
り 吉井川 ごんごおどり
とき ８月４日㈯午後４時
分～（予定）
ところ ごんご通り
問ごんごおどり分科会事務局

10

されます
国民年金保険料の免除や
※詳しくは、お問い合わせく
納付猶予期間がある人へ
ださい
問津山年金事務所（田町）
国民年金保険料の免除や若
☎ －２１６０、保険年金
年者納付猶予を受けた人は、
課（市役所１階７番窓口）
全額を納付した人に比べて、
☎ －２０７２
老齢基礎年金の受給額が少な
くなります。免除や猶予を受
農業者年金に加入しませんか
けた期間の保険料は、過去
農業者年金は、農業者がよ
年以内であれば、後から納付
（追納）することができます。 り豊かな老後の生活を過ごす
ことができるよう、国民年金
追納した場合の利点 免除や
納付猶予によって将来減額 （ 老 齢 基 礎
年金）に上
される年金額を増やすこと
乗せする公
ができる
的な年金制
※免除・猶予が承認された期
度です。
間から起算して３年度目以
対象 次のすべてに当てはま
降に追納する場合、当時の
る人①国民年金第１号被保
保険料額に加算額が上乗せ

自衛官候補 生 募 集
募集期間 通年
応募資格 採用予定月の１日
現在 歳以上 歳未満の人
※試験日など、詳しくはお問
い合わせください
問自衛隊岡山地方協力本部
津山出張所（山下）☎ －
５６３７

戦争に関する資料の収集
市では、戦争の記憶を語り
継ぎ、後世に平和の尊さを伝
えるため、戦争に関する資料
の収集と保管を行っています。
随時、寄贈を受け付けていま
すので、ご連絡ください。
収 集 品（ 例 ） 軍 服、 兵 士 の
装備品、召集令状、千人針、
きん
防 空 頭巾、 新 聞 や 雑 誌 な ど

（募集）

10

けいじばん

お知らせ

けいじばん

10

とき ７月 日㈭～ 日㈫午
後１時～２時 分
ところ 勝北総合スポーツ公
園ゲートボール場（西下）
申込方法 電話で申し込む
締め切り ７月 日㈬
※どなたでも参加可
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問津山市ゲートボール協会
（赤木さん）☎０９０－５７
０３－００８１

ゲートボール教室 参加者募集

20

60

32

（有料広告）

（有料広告）

16
2018.7
2018.7

17

10

20

42

36

31

※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。

26

20

問美作保健所保健課☎23-0163
30

15 10

月〜金曜日（12月28日〜１月４日、祝日
を除く）午前８時30分〜午後５時
11

21

10

57

30

25

25

31

エイズホットライン
電話番号 0868-23-9949

31

31

32

IN 40

津山ファミリー・サポート・セン
ター（通称：ファミ・サポ）は、市
内に住む「子育て中の家庭（＝依頼
会員)」を、｢地域の会員（＝提供会
員)」が寄り添い、支えていこうとい
う有償のボランティア組織です。
子育てを手伝ってほしい人や子育て
を手伝いたい人は、ファミ・サポまで
ご連絡ください。
援助できる内容 保育施設などへの送
迎、保育施設の保育開始前や終了後
の援助、親の通院・急用時の預かり
など
対象 依頼会員＝０歳～小学６年生の
子どもがいる家庭で、子育てを手伝
ってほしい人、提供会員＝健康で子
育てを応援したい人、両方会員＝依
頼会員と提供会員の両方を兼ねる人
利用料金 基本時間（平日午前７時～
午後７時）＝１時間当たり500円、
基本時間以外＝１時間当たり700円
※当センターは会員の活動中の事故に
備えて補償保険に加入しているので、
安心して活動できます

27

26

10

22

20

問津山ファミリー・サポート・センタ
ー（津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」内：アルネ・津山５階）
☎31-8753

第１木曜日＝午
前９時〜10時
40分、第３木曜
日＝午前10時〜
11時30分

骨髄ドナー登録、肝炎
相談、肝炎ウイルス検
査、エイズ相談・抗体
検査、性感染症(梅毒・
クラミジア)相談・検査

受付時間

相談・検査
27

30

11

次の日程で相談・検査を実施しています。
ぜひ、ご利用ください。
料金 無料（予約要）
18

30

※原則匿名。肝炎ウイルス検査の結果により
紹介状が必要となる場合は匿名不可
※エイズ抗体検査は、第３木曜日のみ迅速検
査ができます
18

22

32

美作保健所相談・検査
津山ファミリー･サポート･
センター会員募集

◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時58分～00分
◇７月のこんにちは市役所さんの放送はありません
※放送日時は変更になる場合があります
☎24-4000

【工事期間】耐震化＝平成31年３月15日まで
東側トイレ改修＝平成30年７月下旬まで
※工事の状況などにより、期間が変更になる場合があります

市役所本庁舎
耐震化・改修工事

