︵募集︑講座・講演会︶

廃棄物減量等推進審議会
市民委員

話番号を︑電話または直接
伝え︑申し込む
締め切り ５月 日㈮
※汚れてもよい服装で参加し
てください
中央公民館☎ ︲５１１１

岡山県老人福祉大学
津山会場 受講生

とき ①６月 日㈭②７月８
日㈮③９月 日㈫④ 月
日㈪⑤ 月 日㈬の午前中
ところ 津山市総合福祉会館
内容 ①老後の雑学②時事問
題③地域で楽しく暮らすに
は④郷土の歴史⑤笑いと健
ージから印刷可︶に記入し︑
康
郵送または直接提出する
対象 老人クラブ会員または
締め切り ５月 日㈮
一般の概ね 歳以上の人
〒７０９︲４６０３津山市
定員 ２２０人
中北下１３００久米支所内
受講料 老人クラブ会員＝２
環境事業課☎ ︲２２０３
５００円︑一般＝３５００
円
季節の園芸教室 受講者
※ 申 込 方 法 な ど︑ 詳
しくはお問い合わ
せください
津山市老人クラブ連合会事
務局︵津山市総合福祉会館
内︶☎ ︲５１３７

とき ５月 日㈬午後１時
分〜２時 分
ところ 中央公民館︵大谷︶
内容 季節の花の寄せ植えを
楽しむ
定員
人︵応
募者多数の場
合︑抽選︶
参加費 １５００円
申込方法 ①住所②氏名③電
小学生〜高校生のための
夏休み海外研修交流 参加者

とき ７月 日㈮〜８月 日
㈰︵滞在日数はコースによ

り異なる︶
研修地 イギリス︑オースト
ラリア︑カナダ︑サイパン︑
シンガポール︑フィジー︑
フィリピン︑モンゴル
研修内容 ホームステイ︑ボ
ランティア︑文化交流︑学
校体験︑野外活動など
対象 小学３年〜高校３年生
万〜 万円
参加費
締め切り コースにより異な
る
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
公益財団法人国際青少年研
修協会︵東京都︶☎０３︲
６４１７︲９７２１

周年記念

講座・講演会
勝北陶芸の里工房

とき ①５月３日㈷②５月７
日㈯午前９時 分〜
ところ 勝北陶芸の里工房
︵杉宮︶
参加費 一般＝１５３０円︑
高校生以下＝９２０円
※ 申 込 方 法 な ど︑
詳しくはお問い
合わせください
勝北支所市民生活課☎ ︲
７０２３

﹁コーヒーカップづくり﹂
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イベント
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ハワイアンダンス︑景品付
き餅投げ︑抽選会︑テント
村︑ニジマスのつかみ取り
︵子ども対象・有料︶
阿波出張所地域振興課☎
︲７ ０４ ２

作州津山宮川朝市
とき ５月８日㈰午前７時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
みらい産業課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
５ 月の加茂の朝市はありま
せん︒
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

︵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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シャルム事務局（高梁市）
☎0866-22-9403
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69

30

環境生活課☎32-2055

締め切り ５月９日㈪
受講料 無料︵教材費などと
さん・さん☎ ︲２５３３︑
して１万円程度実費要︶
︲２５３４︑ sun-sun 受付期間 ５月 日㈫〜 日
㈫
@city.tsuyama.okayama.
※申込方法など︑詳しくはお
jp
問い合わせください
女性の再就職を支援！
県男女共同参画推進センタ
キャリアアップ講座
ー﹁ウィズセンター﹂
︵岡山
市︶☎０８６︲２３５︲３
とき ６月８日㈬〜７月 日
㈯の毎週水〜土曜日午前
３０７
時 分〜午後４時
ところ さん・さん
内容 エクセル検定３級程度
の技能や︑パワーポイント︑
第 回阿波ふるさと祭り
就業に関する知識の習得
とき ５月 日㈰午前９時〜
対象 結婚︑出産︑育児︑介
午後２時
護などで仕事を辞め︑再就
職を希望する女性で︑すべ
ところ 阿波ふるさとふれあ
い会館︑阿波森林公園
ての日程を受講できる人
人︵選考により決定︶ 内容 歌謡ショー︑大道芸︑
定員

ちふれＡＳエルフェン埼玉
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ＦＣ吉備国際大学Charme
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ごみの減量や処理手数料な
ど︑清掃行政に対して意見を
述べる市民委員を募集します︒
募集人数 ２人
任期 ２年
応募資格 市内に在住し︑平
成 年４月１日現在で 歳
未満であること
応募方法 ①住所②氏名③生
年月日④職業⑤電話番号⑥
応募の動機やごみ問題に対
する意見︵８００字程度︶
を︑任意の様式または環境
事業課︵久米支所内︶に備
え付けの様式︵市ホームペ

ＭＩＯ びわこ滋賀

﹁さん・さん﹂
セミナー
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ファジアーノ岡山事務局（岡山市）
☎086-948-5654
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とき ５月８日㈰午後１時キックオフ
ところ 津山陸上競技場（志戸部）
入場料 一般＝1,000円
中学・高校生＝400円
小学生以下＝無料（夢パス会員
登録要）
※チケットの購入方法など詳しくは、ファ
ジアーノ岡山ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

光化学オキシダントにご注意を
作州絣の復活とその取り組
みについて学びます︒
とき ５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︶
演題 ふるさとの心を織り込
む作州絣
講師 日名川茂美さん︵作州
絣保存会会長︶
定員
人︵先
着順︶
申込方法 ①住
所②氏名③電話番号④託児
の要・不要を︑電話︑ファ
クス︑Ｅメールまたは直接
伝え︑申し込む
40

︵講座・講演会︑イベント︶

ファジアーノ岡山ネクスト

10

とき ５月29日㈰午後１時キックオフ
ところ 津山陸上競技場
入場料 一般（当日券）＝1,000円
一般（前売券）＝700円
中学・高校生＝500円
小学生＝100円
小学生未満＝無料
※チケットの購入方法など詳しくは、な
でしこリーグホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください

５月10日〜９月10日は大気汚染防止夏期対
策期間で、光化学オキシダントについて監視を
強化し、注意を呼び掛けています。
光化学オキシダントとは
気温が高く、風が弱い日中に、自動車の排気
ガスや工場の煙などに含まれる窒素酸化物や炭
化水素が、太陽の紫外線により光化学反応を起
こして発生する大気汚染物質です。
発生状況を知る方法
県では、光化学オキシダントの大気中濃度を
常時測定し、基準に応じて「情報・注意報・警
報」を発令しています。発令状況は、県環境保
健センターホームページ（http://homepage2.
nifty.com/okayamataiki/top.html）で確認で
きます。
県から発令情報を受けた場合、市では津山災
害情報メールの発信や広報車でのお知らせを行
います。
28

ＪＦＬ公式リーグ2016
ファーストステージ第11節

