◇３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

エスペリアピアノリレ
ーコンサート出演者
とき ３月１日㈰①午前 時
〜︑②午後１時〜
ところ 加茂町文化センター
参加条件 プロ・アマ問わず︑
独奏・連弾のほか︑弦楽器
とのアンサンブルも可
演奏時間 １枠５分以内︵楽
器などのセッティングを含
み１人１枠︶
定員
枠
参加費 １枠５００円
締め切り ２月 日㈮
※応募方法など︑詳しくはお
問い合わせください
加茂町文化センター☎ ︲
７０３１

陸上自衛隊予備自衛官補
募集種目 予備自衛官補︵一
般・技能︶
応募資格 日本国籍を有する︑
一般＝ 歳以上 歳未満の
人︑技能＝国家免許資格を
有する 歳以上の人で︑資
格に応じて 〜 歳未満の
人
試験日 ４月 日㈮〜 日㈫
の指定する１日
締め切り ３月 日㈫必着
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい

早春ウォーク
参加者

つやま

とき ３月 日㈰午前 時受
付︑ 時スタート
ところ あば交流館前︵阿波︶
発着
コース 阿波地内を巡る約７
㎞
対象 小学生以上︵ 歳未満
は保護者の同意書要︒小学
生は保護者同伴︶
定員 ２００人︵応募者多数
の場合は抽選︶
参加費 ５００円︵保険代含
む︶
申込方法 津山総合体育館な
どに備え付けの申込書に記
入し︑郵送︑ファクスまた
10

自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所︵山下︶☎ ︲５６
３７

講座・講演会
津山洋学資料館
冬季講演会
鎖国中の日本で︑当時のヨ
ーロッパの最新化学を網羅し
︒とそれを
た書物﹁舎密開宗﹂
編纂した宇田川榕菴について
実演を交えて解説します︒
とき ２月 日㈰午後１時

奥山邦江さん

お迎えはやさしい風と祈りたい

福力明良さん

俺の骨やっぱり箸でつまむのか

神原日出夫さん

勇気などなかった父の従軍記

田中蛙鳴さん

ドクターの人気こころに這入り込む

枕木の余生納得しています
田中蛙鳴さん

北川拓治さん

むかしから哲学がある針の穴

遠藤哲平さん

いざという時は虹から売りなさい

は直接申し込む
締め切り ３月 日㈰
〒７０８︲０００４津山市
山北６６９津山市体育協会
事務局
︵津山総合体育館内︶
︲７ ２
☎ ︲０２０２
３５

つやま援農塾塾生
つやま援農塾は︑新たに農
業を学びたい人や退職後に農
業をしたい人が︑実践的に農
業を学ぶ場です︒
研修期間 ４月〜 月の平日
開講式 ４月 日㈪
内容 ﹁ピ オ ー ネ ﹂ と ﹁ 野 菜
︵ショウガ・アスパラガス・
ブロッコリー︶﹂の栽培の基
礎・実践講座

分〜３時
ところ 津山洋学資料館︵西
新町︶
演題 実感！体感！舎密開宗
〜現代化学者が語る宇田川
榕菴のすごいところ〜
講師 廣木一亮さん︵津山工
業高等専門学校准教授︶
入場料 無料
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

男女共同参画
﹁さん・さん﹂セミナー

対象 市内に在住し︑農産物
の販売を目的とした農業を
目指す人
定員 各 人︵先着順︶
受講料 ２千円︵資料代など︶
申込方法 農業振興課︑各支
所産業建設課またはＪ Ａつ
やま営農センター東部地区
︵野村︶に備え付けの申込書
に記入して申し込む
締め切り ３月 日㈮
農業振興課︵市役所４階︶
☎ ︲２０７９

新入社員教育講座

定員
人
受講料 無料
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を︑電話︑ファクス
または直接伝え︑申し込む
締め切り ２月 日㈮
さん・さん☎ ︲２５３３
︲２５３４

n-gaku.jp

履修期間 ３年間︵転入・編
入の場合は異なります︶
内容 ＮＨＫのテレビ・ラジ
オ放送を利用して高校卒業
資格が取得できる教育課程
対象 中学校を卒業した人︑
または︑平成 年３月に卒
業見込みの人
締め切り ４月 日㈭︵必着︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
〒１８６︲８００１東京都
国立市富士見台２︲３６︲
２ ＮＨＫ学園広報☎０１
２０︲０６︲８８８１︑
０４２︲５７４︲１００６︑
ホームページ http://www.

広域通信制ＮＨＫ学園
高等学校普通科生徒
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社会人としての心構えや︑
ビジネスマナー︑接遇につい
て学びます︒
とき ４月７日㈫︑８日㈬午
前９時〜午後４時 分︵２
日間の内いずれかを選択︶
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター︵山下︶
対象 平成 年４月入社の人
定員 各１００人
受講料 津山圏域内＝３千円︑
津山圏域外＝４千円︵一人
当たり︶
申込方法 ホームページ http:
からＥ
//www.koyou.or.jp
メールで申し込む︑または
津山広域事務組合に備え付
けの申込書に記入し︑ファ
クスまたは直接申し込む
締め切り ３月 日㈮
津山広域事務組合︵津山圏
域雇用労働センター内︶
︲９
☎ ︲３６３３︑
６４７

︵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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新雪よ画廊の裸婦は話し好き
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これから社会に出る子ども
たちが︑仕事・結婚・家族形
成などのライフプランを考え
ていくうえで︑生殖の問題に
関心を持つことは重要です︒
まずは大人たちが︑卵子の
老化や卵子・精子の凍結保存︑
体外受精など︑現代の生殖医
療について学びましょう︒
とき ３月８日㈰午後１時
分〜３時 分
ところ 津山男女共同参画セ
ンター﹁さん・さん﹂
︵アル
ネ・津山５階︶
演題 騒がしい精子と卵子〜
子どもと話したい生殖医療
〜
講師 中塚幹也さん︵岡山大
学大学院保健学研究科教
授・産婦人科医・医学博士︶

30

22

30
文化課☎32-2121
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武村一美さん

30

20

53
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１月17日に、県内外から146人の川柳愛
好家が参加し、８つの題で投句を行い特選
１句、準特選２句が選ばれました。
特選８句
「新」 「虹」 「穴」「納得」
「人気」
「勇気」「箸」 「風」

生涯学習課☎32-2118
gakushuu@city.tsuyama.okayama.jp
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端午の節句、兜の置物づくり講座
端午の節句に向けて、手びね
りで兜を作ってみませんか？
とき ①３月６日㈮午後１時30分〜３時30
分、②７日㈯午前10時〜正午（①②の希
望の日）
定員 各15人（応募者多数の場合は抽選）
参加費 一般＝1,530円、高校生以下＝920
円
子どもの成長を記録、手形プレートづくり
子どもの成長の記
録に、小さな手や足
の形を陶板プレート
で残しませんか？
とき ３月21日㈷①午前10時〜11時30分、
②午後１時〜２時30分、③午後３時〜４
時30分
（①②③の希望の時間）
内容 乳幼児の手形（足形）の陶製プレート
の作成
対象 乳幼児とその家族
定員 各10組
（先着順）
参加費 電気窯焼き上げ＝2,130円、登り窯
焼き上げ＝3,680円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ところ 勝北陶芸の里工房（杉宮）
申込方法 ①参加希望日時②氏名（乳幼児
は年齢、高校生以下は学年も）③住所④
電話番号を電話またはＥメールで伝え申
し込む
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勝北陶芸の里工房参加者募集
第34回新春津山川柳大会結果

