講座・講演会
親子でまなぶ 災害のと
きの助け合い研修会

スまたはＥメールで伝え︑
申し込む
締め切り ３月 日㈮
岡山県赤十字血液センター
津山供給出張所☎ ︲ ８９
︲８９１１
００
tuya
makyokyu@okayama.bc.
jrc.or.jp

日欧文化の交流と融合 ―
﹂
講師 平岡隆二さん︵熊本県
立大学准教授︶
参加費 無料
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

イベント
津山洋学資料館春季企画展
津山藩医 久原家の幕末・明治

代々津山藩医を勤めた久原
家の幕末・明治期の様子を紹
介します︒
とき ３月 日㈷〜６月 日
㈰
ところ 津山洋学資料館
津山洋学資料館☎ ︲３３

江戸一目図屏風の実物公開

約２００年前の江戸の町並
みを描いた江戸一目図屏風︒
その実物を︑作者鍬形蕙斎の
他の作品とともに公開します︒
とき ４月４日
㈯〜５月６日
㉁午前９時〜
午後５時︵入
館は午後４時
分まで︶
ところ 津山郷
土博物館︵山下︶
※入館料が必要です

２４

スペイン舞踊 情熱の
フラメンコ 〜未来へ
国末しをんとスペイン舞踊
団が︑歌に合わせて踊ります︒
とき ３月 日㈯正午〜
ところ 津山鶴山ホテル︵東
新町︶
定員 １５０人
料金 ３千円︵食事代込み︶
※チケットの購入方法など︑
詳しくはお問い合わせくだ
さい
公益財団法人津山文化振興
財団☎ ︲０２０１

とき ３月 日㈯午前９時
分〜９時 分
ところ 津山スポーツセンタ
ーサッカー場︵勝部︶
記念イベント
■記念試合
時間 午後１時〜
２時 分
内容 作陽高等学
校 対 立正大淞
南高等学校︵島根県︶
■ジュニアチーム交流戦
時間 午後３時〜５時
津山陸上競技場☎ ︲３７
７３

カー場 人工芝改修完成式典

津山スポーツセンターサッ

24

１９５０年代︑米国の名門
女子大学に赴任した教師が︑
保守的な学生に女性の自立を
訴える学園映画です︒
とき ４月 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︶
入場料 無料
さん・さん☎ ︲２５３３

﹁モナリザ・スマイル﹂

さん・さんＣＩＮＥＭＡ

※月曜日・祝日の翌日は休館
津山郷土博物館☎ ︲４５
６７

50

作州津山宮川朝市
とき ４月 日㈰午前７時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
新産業創出課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき ４月 日㈰午前８時〜
ところ 加茂町スポーツセン
ター︵加茂町中原︶
※第 回津山加茂郷フルマラ
ソン全国大会に併せて開催
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

30
30

津山洋学資料館
第 回文化講演会
長崎の出島を通じた︑近世
期の日本とヨーロッパの文化
交流について話します︒
とき ４月 日㈯午後１時
分〜３時
ところ 津山洋学資料館︵西
新町︶
演題 ﹁近世日本とオランダ ―

ところ 津山文化センター
出演校 津山西中学校︑津山
東中学校︑鶴山中学校︑北
陵中学校︑中道中学校︑加
茂中学校
津山文化センター☎ ︲７
１１１

第５回﹁雪月花茶会﹂
阿波茶道教室
とき ３月 日㈫午後１時
分〜
ところ 阿波公民館︵阿波︶
料金 一席２００円
阿波公民館☎ ︲７０４４
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︵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。

とき ３月 日㈯午前 時〜
正午
ところ 岡山県赤十字血液セ
ンター津山供給出張所︵高
野本郷︶
内容 子ども向けの救命救急
法やＡＥＤの使い方など
対象 小学１〜６年生と保護
者
組程度
定員
参加費 無料
申込方法 ①氏名②学校名③
住所④電話番号を︑ファク

フラダンス教 室 無 料 体 験 会

とき ３月 日㈬午後３時
分〜４時 分
ところ グラスハウス
定員
人︵先着順︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
グラスハウス☎ ︲７１４
０

津山市中学 校 ブ ラ ス
フェスティ バ ル
とき ３月 日㈰開場午後１
時 分〜︑開演２時〜

30

第第 回 西東三鬼賞が決定しました
大賞・西東三鬼賞

31

32

30

21

〒708-0022津山市山下27-4ソシオ一番街事
務局☎22-7654 sociofree@1bangai.com
（日・火曜日を除く午前10時〜午後４時）
21
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22

23

23

70

青き川祖国に流れ足の裏
■西東三鬼賞表彰式
淺井 愼平︵東京都︶
と
き ４月 ３ 日 ㈮ 午
秀逸
後４時〜
逝く友が月を曲がると銀河あり
水中のひとりが性を変えにけり
ところ 津山鶴山ホ
後藤 宏︵埼玉県︶
原 知子︵京都府︶ テル
■曲水の宴俳句会
新涼の柩の底の木目かな
書肆出でて重き鞄や六林男の忌
曾根 新五郎︵東京都︶
右手采遊︵津山市︶ とき ４月４日㈯午
前９時 分〜
西高東低原発の風下
沢蟹を怒らせている男かな
ところ 衆楽園
古梅 敏彦︵和歌山県︶
杉原 青二︵兵庫県︶
参 加 費 千 円︵ 句 箋
嫂のひらひら提げし蛇の衣
大旦十七文字の大宇宙
代含む︶
松尾 初夏︵徳島県︶
伊藤 俊昭︵神奈川県︶ 西東三鬼賞委員会
事務局︵文化課内︶
☎ ︲２１２１
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出雲路へ牛が越えゆく時雨かな
妹尾 茂喜︵神奈川県︶

10

23

とき ５月17日㈰午前10時15分〜午後２時
ところ ソシオ一番街（山下）
■第49回ソシオのフリーマーケット
販売品 家庭で眠っている不用品
参加資格 ごみの減量に関心のある人（業
者は不可）※18歳未満の人は保護者同伴
参加費 1,000円
応募方法 ①郵便番号②住所
③氏名（団体の場合は団体
名と責任者名）④電話番号
⑤販売品を記入し、はがき
またはＥメールで申し込む
■第16回にぎわい市
参加資格 市内または近郊の商店、事業所、
生鮮野菜・加工品生産者など（露店商は
除く）
参加費 2,500円
応募方法 ①郵便
番号②住所③氏
名（団体の場合
は団体名と責任者名）④店名⑤電話番号
⑥ファクス番号⑦販売品を記入し、はが
きで申し込む
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
締め切り ４月24日㈮必着（応募者多数の
場合は抽選）
30

第49回ソシオのフリーマーケット・
第16回にぎわい市 出店者募集
30

