◇５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

︵お知らせ︑募集︶

付がわかるもの︑運転免許
証など顔写真付きの身分証
明書︑世帯主の印鑑
脱退の場合＝国保の保険証︑
新しくできた保険証︑世帯
主の印鑑
※届け出が遅れると︑加入日
時点︵他の健康保険をやめ
た日や転入日︶までさかの
ぼって保険料を納めること
になったり︑保険証が無い
ため医療費がいったん全額
負担になったりします︒ま
た︑保険料が二重で掛かる
場合もありますので︑必ず
早めに手続きをお願いしま
す︒
届出先 保険年金課︵市役所
１ 階 ９ 番 窓 口 ︶︑ 各 支 所・
出張所担当課
保険年金課☎ ︲２０７１︑
各支所・出張所担当課
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回 津山ふれあい

募

集

平成 年度職員採用合同
説明会 参加者
とき ６月２日㈭午後０時
分〜
ところ ホテルサンピーチＯ
ＫＡＹＡＭＡ︵岡山市︶
昨年度参加団体 津山市︑真
庭市︑美作市︑鏡野町︑勝
央町︑美咲町
※参加費・申し込み不要
人事課☎ ︲２０４３
北部高等技術専門校 訓練生

■パソコンワーク中級科
訓練期間 ７月１日㈮〜９月
日㈮
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター
定員
人
■総務・経理事務科
訓練期間 ７月１日㈮〜 月
日㈬
訓練場所 津山圏域雇用労働
センター
定員
人
・・・・・・・・・・・・・
募集期間 ４月 日㈪〜６月
９日㈭
対象 求職中の人
受講料 無料︵教材費別途要︶
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とき ５月 日㈭・６月 日
㈮・ 日㈮午後１時〜４時
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター
対象 市内企業の事業主また
は人事担当者で︑すべての
日程を受講可能な人
定員
人
締め切り ５月 日㈮午後５
時必着
津山市地域雇用創造協議会
︵津山圏域雇用労働センタ
ー内︶☎ ︲３６３３

戦略セミナー 受講者

事業拡大に向けた人材活用
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もえぎの里 あば温泉
利用料金の変更
４月１日から︑中学生〜
歳未満の利用料
金を︑次のとお
り変更していま
す︒
変更前 市内の
人＝４１０円︑
市外の人＝５１０円
変更後 一律＝５００円
もえぎの里あば温泉︵阿波︶
☎ ︲７ １１１
国民健康保険︵国保︶の加入
脱退の手続き を お 忘 れ な く

国保に加入する時や脱退す
る時には手続きが必要です︒
届出に必要なもの
加入の場合＝資格喪失証明
書など健康保険をやめた日

津山少年相撲大会 参加者
ウォークラリー大会 参加者

とき ５月 日㈰午前 時〜
午後１時︵小雨決行︶
ところ アルネ・津山東広場
︵新魚町︶集合
参加資格 ３〜６人のグルー
プ︵小学校低学年以下は保
護者同伴︶
参加費 ３００円︵１人︶
持ってくるもの お茶︑雨具︑
時計︑筆記用具など
申込方法 電話︑ファクスま
たは窓口で申し込む
申込期間 ４月 日㈪〜５月
日㈮
スポーツ課☎ ︲０２０２︑
︲７２３５

ビブリオバトル 発表者
発表者がお気に入りの本を

フィット

申込方法 最寄りのハローワ
ークで相談し︑申し込む
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５

グラスハウス
ネス・学生 新規会員
グラスハウスでは︑新入会
キャンペーンを実施します︒
期間 ５月１日㈰〜 日㈪
対象
歳以上で︑平成 年
４月以降に新規加入してい
ない人
月会費︵通常︶ フィットネス
会員＝６１７０円︑学生会
員＝４６２０円
特典 初回の月会費を半額
︵ただし︑翌月１カ月分も
同時入金が必要︶
グラスハウス︵大田︶☎
︲７ １４０

日本赤十字社の災害救護な
どの活動は︑皆さんからの社
費︵寄付︶によって支えられ
ています︒今年度も︑町内会
を通じて継続や新規加入を受
け付けます︒ご支援とご協力
をお願いします︒
※詳しくは︑今月号の折り込
みをご覧ください
生活福祉課︵市役所１階
番窓口︶☎ ︲２０６３

日本赤十字社員・寄付
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紹介し合い︑一番読みたくな
った本を発表者と観客の多数
決で決めます︒
とき ５月 日㈯午後２時
分〜４時
ところ 市立図書館
歳以上の人
参加資格
締め切り ５月 日㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
市立図書館☎ ︲２９１９

鶴山塾 市民ボランティア
﹁とまり木﹂新規会員
教育相談センター鶴山塾で
子どもたちと一緒に活動する
ボランティアを募集します︒
活動内容 賛助的支援＝子育
て講演会や行事への参加・
協力︑具 体 的 活 動 支 援 ＝ 鶴
山塾の活動支援︵学習︑農
園作業︑行事︑環境整備︑
調理実習︑通信の発行など︶
申込方法 鶴山塾に備え付け
の様式︵ホームページから
印刷可︶に記入し︑ファク
スまたは直接提出︑あるい
は鶴山塾ホームページ︵ htt
p://www3.tvt.ne.jp/˜ka
︶から申し込む
93juku/
締め切り ５月 日㈮
※現在登録中の人は更新可
鶴山塾︵山下︶☎・
︲
８３２９

︵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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とき ５月 日㈰午前９時
分〜
ところ 津山スポーツセンタ
ー相撲場︵勝部︶
種目 団体戦︵低学年の部︑
高学年の部︶︑個人戦
参加要件 団体戦＝市内のス
ポーツ少年団や子供会︑隣
接町内会などの単位である
こと︑個 人 戦 ＝ 市 内 在 住 の
小学生であること
締め切り ５月９日㈪午後５
時必着
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
スポーツ課︵津山総合体育
館内︶☎ ︲０２０２

︵募集︶
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建築住宅課（市役所５階）☎32-2099
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津山勤労者総合福祉センター
☎22-5450
68,000円
300㎡未満

79,000円

10

60,000円

200㎡以上

70,000円
200㎡未満
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耐震診断
補助金額
費用
（１棟当たり）
延床面積

22

一戸建住宅耐震診断補助金
地震に強い安全なまちづくりを進めるた 24
め、古い基準で建てられた住宅の耐震診断
にかかる費用の一部を補助します。
対象 次のすべてに当てはまるもの①市内
にある民間の住宅②昭和56年５月31日以
前に建てられた一戸建て住宅（店舗併用
住宅は店舗部分の面積が半分未満のもの）
③構造が木造在来工法の住宅（柱・梁・
筋交いなどで構成された住宅。ツーバイ
フォー、ログハウス、プレハブなどは対
24
象外）④２階建て以下の住宅
補助金の例（一般診断法による現況診断）
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吹付けアスベスト調査・除去工事補助金
民間建築物の吹き付けアスベストの分析
調査や除去工事にかかる費用を補助します。
補助金額 分析調査＝経費の10分の10（１
棟当たり上限25万円まで）
、除去工事＝
経 費 の ３ 分 の ２ 以 内（ １ 棟 当 た り 上 限
400万円まで）
受付開始 ５月（予定）
※申請方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい

津山勤労者総合福祉センターで
は、体育館や会議室など、施設の
貸し出しを行っています。
ぜひ、ご利用ください。
利用時間 午前９時〜午後10時
休館日 毎週木曜日、年末年始
ところ 津山勤労者総合福祉セン
ター（勝部）
利用可能施設 体育館、会議室、
和室、音楽室、調理実習室
申込方法 電話または窓口で直接
申し込む
※雇用保険などに加入している人
を優先しますが、一般の人も利
用できます
※利用料金など、詳しくはお問い
合わせください
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ご利用ください
津山勤労者総合福祉センター
一戸建住宅耐震診断補助金
吹付けアスベスト調査・除去工事補助金

