◇２月のこんにちは市役所さんの放送はありません
◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時57分〜00分

※放送日時は変更になる場合があります

時 分〜６時
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
定員 各５人︵先着順︶
参加費 １１３００円
申込方法 電話で申し込む
申込受付 １月 日㈬〜
勝北支所市民生活課☎ ︲
７０２３

とき ３月１日㈰午後１時
分受付︑午後２時開始
ところ 津山鶴山ホテル︵東
新町︶
内容 軽食ビュッフェを囲ん
メイトとして活動できる人
だ婚活パーティー
受講料 無料
対象 男性＝市内または津山
申込方法 津山市地域包括支
周辺に在住︑勤務する 〜
援センターや各支所市民生
歳の独身者︑女 性 ＝ 〜
活課などに備え付けの申込
書に記入し︑申し込む
歳の独身者
締め切り １月 日㈮
定員 各 人︵申込多数の場
津山市地域包括支援センタ
合は抽選︶
ー︵市役所１階︶☎ ︲１０
参加費 男性＝４５００円︑
０４
女性＝３５００円
申込方法
︵岡山市︶
の
Lapish
ろくろで陶芸体験参加者
ホームページまたは電話で
コース・とき 手びねりコー
申し込む︵ホームページ ht
ス＝２月 日㈬︑ 日㈬︑
☎ ０８６︲
tp://lapish.jp
３月４日㈬︑ 日㈬︑ 日
２３５︲０８０４︑０９０
㈬︑電動ろくろコース＝２
︲７１２５︲１９６９︶
月 日㈮︑ 日㈮︑ 日㈮︑ 締め切り ２月 日㈭
３月６日㈮︑ 日 ㈮ 午 後 １
津山広域事務組合☎ ︲３

︵仮称︶参加者

カップリングパーティー
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ほほえみ彩菜☎ ︲１１２
３

久米老人ホーム組合﹁静
香園﹂嘱託・臨時職員
平成 年度の嘱託・臨時職
員を募集します︒
■嘱託職員
職種・受験資格・定員 平成
年４月１日現在︑ 歳以
下の人で①介護職員＝ヘル
パーなどの介護福祉資格を
持つ人・４人②給食調理員
＝ 調理師免許を持つ人・ ２
人
■臨時職員
職種・受験資格・定員 お年
寄りに理解がある 歳位ま
での人で①看護職員＝正看
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認知症キャラバン・メ
イト養成研修参加者
認知症キャラバン・メイト
は︑認知症の人やその家族を
応援する認知症サポーターを
養成する講座で講師として︑
講話や紙芝居︑絵本・詩の朗
読︑寸劇などを行います︒
とき ２月 日㈯午前９時
分〜午後４時 分
ところ 津山市総合福祉会館
講師 近藤啓子さん︵積善病
院医師︶︑妻井令三さん︵認
知症の人と家族の会岡山県
支部代表︶など
対象 認知症支援に関心があ
り︑年３回以上キャラバン・

農産物直売所・勝北マルシェ
﹁ほほえみ彩菜﹂新規出荷者

勝北マルシェ﹁ほほえみ彩
菜﹂︵６月中旬オープン予定︶
の新規出荷者を募集します︒
資格 農産物などを直接生産
している市内またはＪ Ａ勝
英管内などに在住の人
応募方法 ほほえみ彩菜︵杉
宮︶
︑市役所農業振興課︑各
支所産業建設課またはＪ Ａ
勝英各店などに備え付けの
応募用紙に記入し︑ほほえ
み彩菜に直接応募
※出荷は︑４月中旬以降にな
ります
※資格や選考方法など︑詳し
くはお問い合わせください
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６３３
第４回グラスハウス健康リ
レーマラソン大会参加者

１周１・３㎞のコースを周
回し︑タスキでつなぐハーフ
マラソンです︒
とき ３月８日㈰午前 時ス
タート
ところ グリーン
ヒルズ津山特設
コース
対象 小学生以上
で１・３㎞を完走できる人
応募条件 ３人以上 人以下
のチームで︑一 般 の 部 ＝ 中
学生以上︑小 学 生 混 合 の 部
＝１人でも小学生がいる
定員
組︵先着順︶
参加費 中学生以上＝千円︑
小学生以下＝５００円︵締
め切り後の返金は不可︶
申込方法 グラスハウスに備
え付け︵ホームページから
印刷可︶の申込用紙に記入
し︑参加費を添えて直接申
し込む
締め切り ２月 日㈰
※参加者は当日︑グラスハウ
スの施設が利用できます
グラスハウス︵大田︶☎ ︲
７１４０︑ホームページ ht
tp://www.mizuno.co.jp/sc
hool/facility/shisetsu̲19/
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護師免許または准看護師資
除く︶に在籍する１〜３年
格を持つ人・１人②夜間支
生の男子学生②健康な身体
援 員 ＝ 若干名︵オムツ交換︑
を持ち︑寮での共同生活が
可能な人③学業成績が優秀
トイレ誘導など︶ ③管理宿
直員＝若干名
で勉学に熱意のある人④館
試験 書類選考︑面接
費・食費そのほかの生活費
締め切り ２月 日㈭必着
が支払える人⑤独立した生
計を営む確実な保証人がい
※勤務条件など︑詳しくはお
る人
問い合わせください
募集人数
久米老人ホーム組合﹁静香
人程度
園﹂︵美咲町︶☎ ︲００１
費 用︵ 月 額 ︶ 約 ４ 万 ６ 千 円
２
︵館費︑食費など含む︶
応募方法 入館願︑履歴書︑
北部高等技術専門校訓練生
家庭及び志望調書︑小論文
■介護サービス科
︵テーマ﹁共同生活におけ
る自由と規律﹂
︶を︑直接ま
訓練期間 ３月３日㈫〜５月
日㈮
たは郵送で提出
対象 求職中の人
応募期間 ２月２日㈪〜３月
定員
人
７日㈯必着
受講料 無料︵教材費要︶
選考方法 第１次＝書類選考
申込方法 ハローワーク津山
と小論文︑第２次＝面接と
︵山下︶に相談し︑申し込む
意見交換
■第２次選考
締め切り ２月 日㈫
とき ３月 日㈰午前９時
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
分〜
北部高等技術専門校︵川崎︶ ところ 美作教育会館︵大手
☎ ︲１１２５
町︶
※合格発表が３月７日以降に
﹁鶴山館﹂入館生
なる人も期間内に提出
※応募書類は鶴山館に請求
〒２０２︲００１３東京都
西東京市中町５︲ ︲８公
益財団法人鶴山館☎ ０４ ２
４︲ ︲５９５１

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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応募資格 次の条件を満たす
こと①岡山県に本籍または
縁故がある人で︑今年４月
に東京都とその周辺にある
大学︵短期大学︑夜間部は
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津山広域事務組合（津山圏域雇用労働
センター内）☎24-3633
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保健給食課☎32-2117
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学校給食は、食の正しい知識や食習慣を
身に付けられる生きた教材です。
おいしい給食を子どもたちに
健やかな発育に必要な栄養やバランスの
取れたおいしい給食を提供します
地産地消の取り組み
平成25年度産地別
食材使用率
米は100％津山市産、
飲用牛乳は100％岡
津山産
14.9％
山県産。キャベツ・
県内産
35.2％
大根・ネギの３品目
は、定期的に津山産
県外産63.7％
を使用しています
学校給食を活用した食育
主食・主菜・副菜が
揃った給食を題材に
して、食育指導を行
っています
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就活学生登録を行うと、希望する業種やあな
たのやる気を、県北企業にアピールできます。
対象 平成27年３月卒業見込みで、県北地域
に就職を考えている人
登録方法 津山圏域雇用労
働センターホームページ
（http://www.koyou.or.
jp/job/g-touroku.html）
から登録
就活学生登録
登録特典
・岡山県北企業情報誌「企業ガイドみまさか
2015」を進呈
・県内の合同企業説明会や市町村職員採用試験
の情報を提供など
30

就活学生登録
県北への就職を応援

全国学校給食週間
１月24〜30日は

