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試験会場 県立津山工業高等
学校（山北）
受付期間 ８月 日㈫～ 日
㈮午後５時必着
※出願方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山圏域消防組合（林田）
☎ －１２５９

自衛官 募集

内容 和牛の繁殖経営に必要
な知識と技術を習得する
対象 和牛の飼育に興味があ
り、岡山県内で就農や新規
参入を希望する人
定員
人程度
締め切り ８月９日㈮
問岡山県畜産協会（岡山市）
☎０８６－２２２－８５７５

津山市景観賞募集

できる事業者を募集していま
す。
募集するもの 広告入りはが
き１１００枚
締め切り ８月 日㈮午後５
時必着
※募集要項など、詳しくはお
問い合わせください
問生涯学習課☎ －２００９

グリーンカーテン作品展

募集種目 一般曹候補生、航
写真募集
空学生、自衛官候補生
市内で、魅力的な景観づく
強い日差しを遮り、涼しげ
待遇など 一般曹候補生＝入
りにつながる活動や、景観の
な夏を演出するグリーンカー
隊後２年９カ月経過以降、
維持・向上の取り組みが地域
テンの写真を募集します。
専攻により３等陸・海・空
の見本となるような建築物・
応募された写真は 月上旬
曹に昇任、航空学生＝入隊
広告物を募集します。
に市役所１階市民ロビーで展
後 約 ６ 年 で ３ 等 陸・ 空 尉
応募方法 歴史まちづくり推
示します。優秀作品は市ホー
に昇任、自衛官候補生＝２
進室（市役所５階）に備え
ムページで公表します。
年または３年を１任期とし、
付けの応募用紙（市ホーム
応募資格 市内に在住または
任用期間満了後は就職か継
ページから印刷可）に記入
通勤している人や、市内の
続を選択
し、必要書類を添えて、Ｅ
学校・事業所
締め切り ９月６日㈮必着
メール、郵送、または窓口
応募方法 環境生活課（市役
※自衛官候補生は通年で募集
で直接提出する
所１階１番窓口）と各支所・
※要件や試験日など、詳しく
締め切り ８月 日㈮
出張所担当課に備え付けの
はお問い合わせください
問〒７０８－８５０１津山市
応募用紙（市ホームページ
問自衛隊岡山地方協力本部津
山北５２０歴史まちづくり
から印刷可）に必要事項を
山出張所（山下）☎ －５
推進室☎ －７０００、
記入し、作品の写真を添え
６３７
machizukuri@city.tsuya
て、郵送か直接提出する
ma.lg.jp
和牛入門講座 受講生募集
締 め 切 り ９ 月 ６ 日 ㈮（ 当 日
津山市成人を祝う会 広告入
消印有効）
りはがき無償提供者 募集
問〒７０８－８５０１津山市
山北５２０環境生活課
☎ －２０５１
令和元年度の新成人に送付
する案内はがきを無償で提供

市では、
「津山市鉄道遺産等
を活用したまちづくり基金」
への寄付を募集しています。
市民活動団体や企業などが
取り組む鉄道遺産を利用した
プロジェクトへの補助金とし
て活用し、地域の活性化や観
光まちづくりの推進、郷土愛
につなげていきます。
申込方法 観光振興課（市役
所４階）に備え付けの申込
書（市ホームページから印
刷可）に必要事項を記入し、
郵送、ファクス、Ｅメール
または窓口で直接提出する
寄付金の納付方法 郵送で届
く郵便振替用紙か納付書で
納付する、または市指定銀
行口座に直接振り込む
※この寄付金は、税の確定申
告の寄附金控除の対象です
問〒７０８－８５０１津山市
山北５２０観光振興課☎
－２０８２、
－２１５

づくりへの寄付募集

鉄道遺産を活用したまち

４ ７、
gakushuu@city.
tsuyama.lg.jp

問〒７０８－８５０１津山市
山北５２０生涯学習課、☎
－２００９、
－２１
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とき ８月 日㈯午前 時～
午後３時ほか全４回
ところ 県農林水産総合セン
ター畜産研究所（美咲町）

セージを募集します。
奨学金を借りている人は「帰っ
応募資格 市内に在住、通勤、
てきんちゃい基金」に登録を
通学している人
募集要件 １人１作品で自作・
奨学金の返還に係る補助金
未発表のもの（１行詩、標
を交付する制度です。
語など、形式不問）
対象 令和４年度末までに卒
応募方法 ①住所②氏名③年
業見込みの大学生、短大生、
齢④職業⑤電話番号⑥作品
高専生、専修学生
を、郵送、ファクス、Ｅメ
主な要件 次のすべてを満た
ールまたは窓口で提出する
すこと①大学などを卒業後、
締め切り ９月 日㈮
津山市に通算３年以上住民
問〒７０８－８５２０津山市
登録する②津山圏域（津山
新魚町 人権啓発課（アル
市・鏡野町・勝央町・奈義
ネ・津山５階）☎ －００
町・久米南町・美咲町）内
８８、
で通算３年以上常用雇用さ
－２５３４、
れる③交付申請時に奨学金
jinken@city.tsuyama.
を カ月分以上返還した④
lg.jp
交付申請時で 歳以下
補助金額 無利子分＝返還月
額（上限２万円）の カ月
分、有利子分＝返還月額
（上
限２万円）の カ月分
申込方法 生涯学習課（市役
所東庁舎３階）に備え付け
の申込用紙（市ホームペー
ジから印刷可）に必要事項
を記入し、郵送、ファクス、
Ｅメールまたは直接提出す
る、あるいは市ホームペー
ジから登録する
※すでに登録済みで、平成
年４月１日以降に津山圏域
内で就職した人は、就職し
たことの報告が必要です
29

津山圏域消防組合職員募集
受験資格 ①消防職Ａ＝平成
３年４月２日〜平成 年４
月月１日生まれで高等学校
卒業程度以上の学力を有す
る人、②消防職Ｂ＝平成３
年４月２日以降生まれで救
命救急士の免許を有する人、
または令和２年３月実施の
救命救急士国家試験の受験
資格を得る見込みの人
募集人数 ①②計４人程度
試験日時 ９月 日㈰午前９
時～

交 通 安 全 教 室 受講団体募集
夜 光 タ ス キ の無料配布

とき 毎週月・火・木・金曜
日２時間程度（祝日を除く）
応募方法 電話または窓口で
直接申し込む
夜光タスキの配布場所 環境
生活課、各支所・出張所担
当課
配布本数 １人につき１本
問環境生活課☎ －２０５６

ひと・ふれあいメッセージ
２０１９募集
身近で感じた思いやりの心
や人権の大切さが伝わるメッ
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４、
kankou@city.tsuya
ma.lg.jp

︵有料広告︶

︵有料広告︶
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けいじばん

お知らせ

けいじばん

■
問ポート アート＆デザイン津山☎20-1682
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■
問危機管理室☎22-1190

■片山高志 個展「距離と点景」
８月10日㈯～21日㈬
岡山市出身の画家による新作展で
す。８月11日(日・祝）には作家本人に
よるトークイベントがあります。
■KITAWORKS展 ８月24日㈯～９月８日㈰
家具工場KITAWORKS（高野本
郷）による展示会です。先代の父
から受け継いだ工場で製作した、
鉄・ステンレス・銅・真 鍮 などを
取り入れた家具を展示します。

※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。

21

32

※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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――――――――― 共通項目 ―――――――――
開館時間 午前10時～午後６時
８月中の休館日 ６日㈫、20日㈫、27日㈫
ところ ポート アート＆デザイン津山（旧妹尾銀
行林田支店：川崎）

令和元年度自治宝くじの助成を受け、知和自
治団防災・防犯会で、消
防ポンプ一
式を購入し
ました。

PORT ART&DESIGN TSUYAMA
８月の展示会

31

し ん ちゅう

宝くじの助成金で整備しました
マ
ヤ
ツ
ア ー ト ア ン ド デ ザ イ ン
ト
ー
ポ

◆情報ホットライン：１日６回程度（時間帯＝58分〜00分）
◇８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

加茂支所建て替え＝令和元年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

