◇４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

平成 年度津 山 市 奨 学 金 ・
磯野計記念奨 学 金 奨 学 生

護者などの学資負担者が津
山市に住所を有する②学業・
人物ともに優秀で経済的理
由により修学が困難と認め
られる③本人の属する世帯
に市税等の滞納がない
※津山市奨学金には︑成績基
準︵平均３・５程度以上︶と
所得基準︵４人家族で年間
所得７３７万円程度︶あり
償還方法 卒業６カ月後から︑
貸与月額の半額を毎月返還
︵返還猶予あり︶
※津山市奨学金には︑定住促
進策として︑一部返還免除
︵１／３︶制度あり
申込方法 生涯学習課に備え
付けの申請書に記入し︑直
接申し込む
締め切り ４月 日㈬
生涯学習課︵市役所東庁舎
３階︶☎ ︲２００９

〒708-0052津山市田町122番地
城西浪漫館☎・ 22-8688

年度津山市少年少

問い合わせください
津山市弓道連盟︵安藤さん︶
☎０９０︲３１７６︲９９
２４

平成
女発明クラブメンバー
とき 第２・４土曜日午後２
〜４時
ところ 東小学校︵山北︶
活動内容 光や電気などのエ
ネルギーを使った工作など
対象 平成 年度で小学４年
〜中学３年生になる人

平成

年度小中学校常勤・非

常勤講師︑スクールヘルパー

任用期間 ４月〜平成 年３
月 日
応募要件 小・中学校講師＝
大学を卒業し︑該当する教
員免許状を有すること︑ス
クールヘルパー＝教員免許
状の有無は問わない など
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
学校教育課︵市役所東庁舎
２階︶☎ ︲２１１５

地域チャレンジ公募提
案型協働事業 提案団体
地域が抱える課題を解決す
るため︑市民活動団体などが
提案する事業を募集します︒
募集事業数 ６事業程度
補助金額 １件 万円以内
選考方法 書類審査と公開プ
レゼンテーション
応募期間 ４月１日㈬〜 日
㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
■平成 年度事業報告会
とき ４月 日㈮午後６時
分〜
ところ 津山市コミュニティ
センター・あいあい︵井口︶
協働推進室☎ ︲２０３２

定員
人程度
︵応募者多数
の場合は抽選︶
年会費 ５千円
締め切り ３月
日㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１２０

親子陶芸教室 参加者

多様な主体の協働による地
域支援事業 取り組み団体

町内会などのコミュニティ
組織が︑ＮＰＯ法人や企業な
どと協働で地域の課題解決に
取り組む事業を募集します︒
補助内容 対象経費＝賃金︑
報償費︑需用費などのうち︑
県が必要と認めるもの︑補
助 率 ＝ ／ 以内︑補 助 上
限額＝２００万円以内
締め切り ３月 日㈫
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
県庁県民生活交通課︵岡山
市︶☎０８６︲２２６︲７
２８７

平成 年度﹁ももた
ろう未来塾﹂塾生
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とき ３月 日㈯①午前 時
〜②午後１時 分〜
ところ 勝 北 陶 芸 の 里 工 房

地域づくりに取り組む若手
の人材を育成する塾です︒
対象者 県内在住で︑地域づ
くりに幅広く挑戦する意欲
があり︑平成 年４月１日
現在で 〜 歳︵大学生の
場合 歳以上︶の人
人程度
定員
締め切り ３月 日㈫
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
県庁県民生活交通課☎０８
６︲２２６︲７２８７

︵杉宮︶
対象 中学生以下の子どもと
保護者
参加費 子ども＝９２０円︑
保護者＝１５３０円
申込方法 ①氏名②年齢③住
所④電話番号をファクスま
たはＥメールで伝え︑申し
込む
締め切り ３月 日㈮
勝北支所市民生活課☎ ︲
︲６９０１
７０２２

sh-shimin@city.tsuya
ma.okayama.jp

︵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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経済的な理由により修学が
困難な学生・生徒を支援する
ため︑奨学金を無利子で貸与
します︒
■津山市奨学金
対象・月額 高校生︵高等専
門 学 校 １ 〜 ３ 年 生 ︶＝ １ 万
４千円︑大学生︵高等専門
学校４〜５年生︶＝３万円
募集人数 高校生＝３人︑大
学生＝７人
■磯野計記念奨学金
対象・月額 大学・短期大学・
その他国公立の学校に進学
した人＝３万円
募集人数 １人
・・・・・・・・・・・・・
応募資格 次のすべてに当て
はまること①本人または保

津山市民弓 道 教 室 生
とき Ⅰ期＝４〜７月︑Ⅱ期
＝ ９〜 月︑いずれも毎週
火・土曜日午後６時 分〜
８時 分
ところ 津山市弓道場︵山北︶
対象 平成 年度で小学５年
生以上の人
定員 約 人
費用 入会費３千円︑年会費
など
※弓矢は教室で貸与します
※申込方法など︑詳しくはお
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■モーニングスポーツサービス
種目・とき バドミントン＝
３月13日〜毎週金曜日、卓
球＝３月17日〜毎週火曜日、
Ａコース＝午前９時30分〜
11時、Ｂコース＝11時〜午
後12時30分
ところ 津山総合体育館
対象 市内在住の人
参加費 各コース１回200円
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■第１期ふれあいグラウンド
ゴルフ教室
とき ４月15日〜７月１日の
水曜日
（全10回）
午前９時30
分〜11時30分
ところ 中央公園グラウンド
（山北）ほか
※雨天時は津山総合体育館
対象 市内在住の人
定員 50人程度
参加費 ３千円
締め切り ３月27日㈮
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■第１期ふれあいニュースポ
ーツ教室
とき ４月15日〜７月１日の
水曜日
（全10回）
午前９時30
分〜11時30分
ところ 津山総合体育館（山
北）ほか
対象 市内在住の人
定員 50人程度
参加費 ３千円
締め切り ３月27日㈮

32
スポーツ課（津山総合体育館内）☎24-0202
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■第１期チャレンジクラブ
とき ５月16日〜７月11日の
土曜日（全８回）午前10時
〜11時30分
ところ 津山総合体育館ほか
内容 コーディネーショント
レーニング、体操、軽スポ
ーツなど
対象 市内在住の親子（①保
育所（園）・幼稚園の年長児
②小学１年生）
定員 各30組
参加費 １組３千円
申込期間 ４月７日㈫〜21日
ふれあいニュースポーツ教室
㈫
（ソフトミニバレー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※申し込み多数の場合は抽選
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください
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■第１期硬式テニス教室
とき ４月９日〜７月２日の
木曜日（全10回）午前10時
〜正午
ところ 津山スポーツセンタ
ーテニスコート（勝部）
内容 基礎からゲームまで
対象 市内在住の人
定員 30人（初心者優先）
参加費 ４千円
締め切り ３月27日㈮
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とき ３月29日㈰午前11時〜午後
２時30分
ところ 城西浪漫館
（田町）
内容 ビュッフェ形式の立食パー
ティー
対象 20〜49歳の独身で、男性
＝市内および周辺地域に在住ま
たは通勤している人、女性＝県
内在住の人
参加費 男性＝3,500円、
女性＝2,500円
申込方法 城西浪漫館に備え付け
の申し込み用紙に記入し、郵送、
ファクス、または直接提出
締め切り ３月22日㈰
27

婚活 Party in 城西浪漫館
春のスポーツ教室参加者募集

