けいじばん
（講座・講演会、イベント）

在宅医療・ 介 護 を 考
える市民フ ォ ー ラ ム
とき ３月２日㈯午後１時～
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
演題 本人、家族が穏やかな
最期を迎えるためには
講師 松下明さん（奈義・津
山・湯郷ファミリークリニ
ック所長）
定員 ３００人
申込方法 電話、ファクスま
たは窓口で直接申し込む
締め切り ２月 日㈮
問高齢介護課（市役所１階
番窓口）☎ －２０７０

岡山県看護協会津山・勝

３月２日㈯午後１時

英支部 看護研究発表会
とき

■
問除雪機安全協議会（一般社団法人日

分～４時 分
ところ 津山慈風会記念ホー
ル（川崎）
講師 岡部泉さん（津山中央
看護専門学校教務課長）
締め切り ２月 日㈮
問岡山県看護協会津山支部
（ 津 山 中 央 記 念 病 院 内： 二
階町）☎ －６１１１

すぐに役立つ料理教室
とき ３月４日㈪・ 日㈪・
日㈪午後６時 分～８時
分（全３回）
ところ 津山勤労者総合福祉
センター（勝部）
内容 春の旬の食材を使った
手軽にできる料理を作る
定員
人（先着順）
講師 平井信子さん（料理教
室講師）

分～午後３時、 日㈰午前
津山幼児音 楽 祭
時～午後３時
とき ２月 日㈯開場正午～、 ところ 中央公民館
内容
日＝作陽保育園・福
開演午後０時 分～
岡保育園の発表など、 日
ところ ベルフォーレ津山
＝太鼓の演奏、歴史講演な
（アルネ・津山７階）
ど、両日＝発表、展示
出演団体 愛慈園（真庭市）、
問中央公民館☎ －５１１１
中央東・滝川つくし幼稚園
（奈義町）、広野保育園、田
エスペリア ピアノリレー
邑保育園、東幼稚園、作陽
コンサート
保育園、高野第二保育園、
高野保育園、やよい保育園
問津山幼児音楽祭実行委員会
事務局（津山文化振興財団
内：山下）☎ －０２０１

日㈯午前９時

中央公民館 文 化 祭
２月

（イベント）

とき ２月 日㈰午前 時～
正午、午後１時～
ところ 加茂町文化センター
エスぺリア（加茂町塔中）
演奏時間・参加費 １枠５分
＝５００円
定員
枠（先着順）

イベント

分～３時 分
材料費 １８００円（３回分）
ところ 津山圏域雇用労働セ
受け付け ２月１日㈮～
ンター
問津山勤労者総合福祉センタ
内容 津山情緒保存会による
ー☎ －５４５０
踊り、記念講演
演題 激動の世界と日本
講師 古森義久さん（産経新
聞ワシントン駐在客員特派
芸術文化祭２０１８
員）
平成からのメッセージ
問
日本会議岡山津山支部（山
本さん）☎ －１１２２
とき ２月２日㈯・３日㈰午
前 時～午後６時（３日は
道の駅「久米の里」
午後５時まで）
冬の大感謝祭
ところ 津山市地域交流セン
とき ２月 日㈰午前９時
ター（アルネ・津山４階）
分～午後３時
内容 芸術作品展、華道展、
と こ ろ 道 の 駅「 久 米 の 里 」
ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 両 日）、
（宮尾）
お茶席・朗読演奏会（２日
内容 甘酒の無料配布（先着
のみ）、ス テ ー ジ 発 表 会・
順 ）、 買 い 物 金 額 に 応 じ た
紅茶喫茶（３日のみ）
スクラッチカードの進呈
問文化課☎ －２１２１
問道の駅「久米の里」☎ －
福力荒神社大祭
７２３４
まむし除けと安産の神様と
萬福寺虚空蔵大会式
して知られる福力荒神社の大
歳の子どもがお参りする
祭。沿道には露店が並びます。
と、福徳・威力・智恵の三つ
とき ２月５日㈫～７日㈭午
の徳を授かるといわれる「十
前 時～午後４時
三参り」が行われます。
ところ 福力荒神社（福力）
とき ２月 日㈮～ 日㈰
問福力荒神社総代長・市村さ
ところ 萬福寺（東田辺）
ん☎ －１２２７
※餅まき＝２月 日㈯午後３
建国記念の日を祝う会
時～
問萬福寺☎ －０３１６
とき

２月

－

日㈪㈷午後１時

締め切り ２月５日㈫
問加茂町文化センター☎
７０３１

高野神社本殿保存修理工事
現場公開（第４回）
ふ

本殿の屋根の葺き替え工事
の現場を公開し
ふ
ます。新たに葺
きあがった屋根
を間近で見学で
きる最後の機会
です。
とき ２月 日㈰午後１時～
３時 分（雨天決行）
ところ 高野神社（二宮）
申し込み 不要
問高野神社☎ －１９７８

40

24

とき ２月９日㈯午前９時～
ところ 勝北マルシェほほえ
み彩菜（杉宮）
か き
内容 日生産牡蛎の販売
問勝北マルシェほほえみ彩菜
☎ －１１２３

勝北マルシェ かき祭り

23

24

10

まちの駅・城西 テント村
野菜と魚の市
とき ２月 日㈰午前８時
分～（雨天決行）
ところ 作州民芸館（西今町）
問城西まちづくり協議会事務
局（城西公民館内：小田中）
☎ －０１０２

作州津山宮川朝市
とき ２月 日㈰午前８時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
※出店者を随時募集中です
問ビジネス農林業推進室☎
－２１７８

加茂の朝市
とき ２月 日㈰午前９時～
時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター駐車場
問津山市観光協会北支部☎
－７０１１

（有料広告）

（有料広告）
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2019.２

※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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本農業機械工業会内：東京都）☎03
-3433-0415
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１７

とき

けいじばん

鶴山館☎042-422-5951
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■
問〒202-0013東京都西東京市中町5-10-8
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雪が降り、歩行型の除雪
機を使用する際には、次の
ことに十分注意しましょう。
◦周囲にいる人に、除雪機を近づかせ
ないため、周囲を十分確認する
◦不意に人が近づいてきた際に除雪機
を直ちに停止できる状態で使用する
◦投雪口に詰まった雪を取り除く際に
は必ずエンジンを停止し、回転部が
完全に止まったことを確認してから、
雪かき棒を使って雪を取り除く
◦後ろ向きで進むときは、特に足元や
周囲の障害物に注意し、無理のない
速度で使用する
16

23

応募資格 次のすべての条件を満たすこと
①岡山県に本籍または縁故がある人で、平成
31年４月に東京都とその周辺にある大学（短
期大学や夜間部は除く）に在籍する１〜３年
生の男子学生②健康な身体を持ち、寮での共
同生活が可能な人③学業成績が優秀で勉学に
熱意のある人④館費・食費そのほかの生活費
が支払える人⑤独立した生計を営む確実な保
証人がいる人
募集人数 15人程度
月額 約46,000円（食費など含む）
応募方法 入館願、履歴書、家庭及び志望調書、
小論文「共同生活における自由と規律」を、
直接または郵送で提出する（応募書類は鶴
山館に請求するか、http://www.kakuzan.
org/から印刷）
応募期間 １月28日㈪～３月１日㈮必着
選考方法 第１次＝書類選考・小論文、第２次
＝面接・意見交換
■第２次選考
とき ３月10日㈰午前９時30分〜
ところ 美作教育会館（大手町）
※志望校の合格発表が３月１日㈮以降になる人
も応募可能

31

11

10

※自動起動で配信します

歩行型の除雪機を安全に
使用するために
東京都内の男子学生寮「鶴山館｣
入館者募集

[通常開庁時間］午前８時30分～午後５時15分 [時間延長窓口］毎週金曜日午後７時まで
[時間延長の業務内容］戸籍、住民票、印鑑登録、印鑑証明書、パスポート交付、国民健康保険、
後期高齢者医療、年金、介護、市民税、固定資産税、納税証明書、納税相談

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

