（お知らせ、募集）

募

集

北部高等技術専門校 パソコ
ンワーク初級科 訓練生募集

訓練期間 ３月１日㈮～５月
日㈮
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター（勝部）
対象 求職中の人
定員
人
受講料 無料（教材費別途要）
申込方法 最寄りのハローワ
ークに相談し、申し込む
締め切り ２月７日㈭
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問北部高等技術専門校（川崎）
☎ －１１２５

平成 年度市営住宅

が定められた基準以内であ
る④住宅に困っている⑤市
税に滞納が無い⑥連帯保証
人がいる⑦暴力団員でない
募集期間 １月４日㈮～ 日
㈭
※現在の入居者が退去した場
合に入居可となります
問津山市都市整備公社（市役
所６階）☎ －２１２７
は除く）、１回２時間程度
内容 交通指導員による視聴
覚教材の上映や屋外での実
技指導など
受付 １月４日㈮午前８時
分〜
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問環境生活課（市役所１階１
番窓口）☎ －２０５６

回岡山県障害者ス

ポーツ大会 出場者募集

第

住宅など）入居者募集

市営住宅（特定公共賃貸

募集団地 中土居、大畑
応募要件 次のすべてに当て
はまること①市内に住所ま
たは勤務先がある、もしく
はＩＪＵターンなど新たに
市内に居住することが必要
と認められる②同居親族
（婚約者を含む）がいる③
収入が定められた基準以上
である④市税に滞納が無い
⑤連帯保証人がいる⑥暴力
団員でない
募集期間 １月４日㈮～ 日
㈭
※応募者多数の場合は抽選
問津山市都市整備公社☎ －
２１２７

募 集 団 地 院 庄、野 介 代、高
野 山 西、丹 後 山、八 千 代、権
現、森脇、
朝吉、
日本原、
西中、
公郷、齋野谷、小中原
応募要件 次のすべての要件
に当てはまること①市内に
住所または勤務先がある②
同居親族
（婚約者を含む）が
いる。ただし、 歳以上の
人や身体に障害のある人な
どは単身でも応募可③収入

対象 小学３年生以上
定員 各日 人（先着順）
参加費 １人５５００円（リ
フト代含む。貸スキー代な
どは別途要）
締め切り 第１次＝１月 日
㈯、第２次＝２月４日㈪
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市スキー連盟（松岡さ
ん）☎０９０－９７３７－
８４９２

とき

年度交通安全教室

月 火
･ 木
･ 金
･曜日（祝日

受講団体募集

平成

２時 分
ところ グラスハウス
対象
歳以上で、これから
水泳を始めたい人
定員 各日３人（先着順）
参加費 １回１千円（レッス
ン後１時間プール利用可）
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り 各開催日の前日
問グラスハウス☎ －７１４
０

空き家待ち入居希望者 募集

30

とき ４月下旬（予定）
参加要件 平成 年４月１
日現在で 歳以上で、市内
在住または市内の施設に入
所などしている身体障害者、
知的障害者、精神障害者
競技種目 個人競技＝陸上競
技・水泳・ボウリング・卓
球など、団体競技＝車椅子
バスケットボール・フット
ベースボールなど（予定）
締め切り １月下旬（予定）
※競技の日程や参加条件、申
込方法など、詳しくはお問
い合わせください
問個人競技＝障害福祉課☎
－２０６７、
－２１５
３、団体競技＝岡山県福祉
相談センター（岡山市）☎０
８６－２３５－４０７５、
０８６－２３５－４０８８

津 山 市 ジュニアスキー・ス

バレンタイン直前婚活
セミナー 参加者募集

ノーボード教室 参加者募集

対象
歳〜概ね 歳代の独
身者（男性は市内か市周辺
地域に在住または在勤に限
る）
定員 男女各 人（応募者多
数の場合は抽選）
参加費 １人１千円
締め切り １月 日㈪
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市婚活支援事業事務局
（ 有 限 会 社 チ ア ー ズ 内： 倉
敷市）☎０８６－４８４－
００２０

13

けいじばん

道 路 へ の 違 法 駐車は危険です

団地など住宅街で、夜間や
休日に道路を車庫代わりにし
たり、来訪時などに車を道路
に停めたりする人がいます。
道路への駐車は、通行車両
の事故や車の間から飛び出し
た人をはねる原因などになり
ます。また、火事や救命など
の非常時に緊急車両が進入で
きず、人命に
関わることに
もつながりま
す。違法駐車
は絶対にやめ
ましょう。
問管理課☎ －２０８９

介護認知症 予 防 体 操
参加者募集

｣

とき ２月３日㈰午後１時～
とき 第１次＝１月 日㈯、
５時
第２次＝２月 日㈪㈷、津
山総合体育館午前８時出発、 ところ さん・さん
内容 男女の恋愛コミュニケ
午後５時帰着予定
ーション術の習得、グルー
ところ 恩原高原スキー場
プワーク、交流会など
（鏡野町）

31

32

40

32

津 山 線 開 業１２０周 年
記念上映会 参加者募集
とき １月 日㈯午後２時
分～４時
ところ 市立図書館（アルネ・
津山４階）
上映作品 「テレビ小説 吉
井川」第１話～５話
作品内容 明治時代の文明開
化を背景に、村田りんの波
乱に満ちた人生を描く昭和
年放送の連続テレビドラ
マ。原作は棟田博の「美作
ノ国吉井川」
定員
人（先着順）
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
締め切り １月 日㈮
問市立図書館☎ －２９１９

30

とき １月６日㈰・ 日㈰・
日㈰午前 時 分～ 時
分
ところ グラスハウス（大田）
対象 手すりにつかまらず立
つ、座る動作ができる人
定員 各日 人（先着順）
参加費 １回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 各開催日の前日
問グラスハウス☎ －７１４
０

｢

32

21

24 25

水泳 初心者クロール ワン
ポイントレッスン 受講者募集

とき １月９日㈬・ 日㈬・
日㈬・ 日㈬午後２時～

（募集）

31

31

32

19
南児童館☎24-4400
加茂児童館☎42-3168

20

26

31

（有料広告）

（有料広告）

20
2019.１
2019.１

21

お知らせ

けいじばん

■
問中央児童館☎22-2099

※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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親子や会員同士でさまざまな交流や
研修活動を行っています。平成31年度
30
の入会希望者を募集します。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
対象 中央児童館（山北）＝市内在住
16
で満２歳以上（平成31年４月１日現
在）の未就園児と保護者、南児童館
(横山）＝市内在住で満１歳６カ月
以上（平成31年４月１日現在）の未
就園児と保護者、加茂児童館（加茂
町中原）＝市内在住の未就園児と保
護者
活動日 中央児童館＝毎週水・金曜日、
南児童館＝毎週火・木曜日、加茂
児童館＝毎週水曜日（０歳児のみ)、
毎週金曜日
定員 各館各曜日30組（先着順）
入会金 1,000円（保険料別途要）
■入会説明会
とき・ところ 中央児童館＝１月31
日㈭午前10時30分～11時、南児童
館＝２月１日㈮午前10時30分～11
時、加茂児童館＝２月１日㈮午前
11時15分～11時45分

11

19

47

20

31

■
問都市計画課☎32-2096

11

20

30

27

45

広報津山12月号でお知らせしていた１月10
日㈭の「津山市立地適正化計画の策定の市民説
明会」を延期します。今後の実施時期について
は、改めてお知らせします。
32

10

15

26

16

津山市立地適正化計画の策定の
市民説明会を延期します
15 27

23

児童館子育てクラブ会員募集

◆情報ホットライン：毎時58分～00分
◇１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

本庁舎耐震化＝平成31年３月15日まで、加茂支所建て替え＝平成31年12月まで
※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

庁舎工事

