とき ７月３日㈰午後１時
分〜３時
ところ 市立図書館
演題 ﹁人と自然〜共生の概
念〜﹂
講師 桝田正治さん︵放送大
学岡山学習センター客員教
授︶

放送大学連携講座

講座・講演会

本部津山出張所︵山下︶
説明種目 防衛大学校学生︑
防衛医科大学校︵医学科学
生・ 看 護 学 科 学 生 ︶︑ 航 空
学生︑一般曹候補生︑自衛
官候補生
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所☎ ︲５６３７

︵募集︑講座・講演会︶

戦争に関する資料
市では︑戦争の記憶を語り
継ぎ︑後世に平和の尊さを伝
えるため﹁戦争に関する資料﹂
の収集と保管を行っています︒
ご連絡ください︒
収集品︵例︶ 軍服︑兵士の装
備品︑召集令状︑千人針︑
防空頭巾︑新聞や雑誌など
戦時中の生活に関するもの
人権啓発課︵アルネ・津山
５階︶☎ ︲００８８

自衛官募集説明会 参加者
とき ７月１日㈮〜８月 日
㈬午前９時〜午後６時まで
︵土・日・祝日は除く︒た
だし︑土・日を希望する場
合は事前予約により対応可︶
ところ 自衛隊岡山地方協力

市立図書館☎ ︲２９１９

ファミ・サポ
子育てサポート講習会
とき ７月 日㈬午前 時
分〜午後０時 分
ところ さん・さん
内容 子どもの事故防止対策
や応急処置︵ＡＥＤ操作方
法︶など
講師 津山圏域消防組合職員
定員
人
申込方法 電話︑ファクスま
たは直接申し込む
締め切り ７月６日㈬
※託児あり︵予約要︶
津山ファミリー・サポート・
センター︵さん・さん内︶
︲２
☎ ︲８７５３︑
５３４
すこやかハツラツ講座
﹁アロマテラピー入門講座﹂

中央公民館☎ ︲５１１１

とき ７月 日㈰午後１時
分〜３時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
演題 幸せってなんだっけ？
〜虐待の淵を生き抜いて〜
講師 島田妙子さん︵一般財
団法人児童虐待防止機構理
事長︶
定員 ３００人
※手話通訳・要約筆記あり
人権啓発課☎ ︲００８８

ひと・ふれあい講演会

人権について学びませんか
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とき ７月 日㈰午前 時〜
時︵８月には３回実施︶
ところ 津山観光センター
︵山下︶
内容 市内の観光地や歴史・
文化などを学習する
講師 観光ボランティアガイ
ド指導者や歴史専門家
対象 小学５年生〜大学生
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
公益社団法人津山市観光協
会観光ボランティアガイド
︵河島さん︶☎０９０︲７
５０９︲８１１９

ティアガイド﹂勉強会

﹁てくてく子ども観光ボラン

31

財団︵山下︶☎
１

︲０２０

道の駅﹁久米の里﹂
夏の大感謝祭
とき ７月 日㈯・ 日㈰午
前９時 分〜午後３時
ところ 道の駅﹁久米の里﹂
︵宮尾︶
内容 ソフトクリームやめだ
かの販売など
※買い上げや飲食金額に応じ
て︑スクラッチカードを進
呈︒また︑ 日 ㈰ は 幼 児 ・
小学生を対象としたモビル
スーツの写生大会を開催
道の駅﹁久米の里﹂☎ ︲
７２３４

作州津山宮川朝市
とき ７月 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
とき ７月 日㈰午前８時〜
９時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター駐車場
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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とき ７月 日㈫午後２時〜
３時 分
ところ 中央公民館
内容 アロマの効能を学び︑
ルームスプレーを作る
定員
人︵応募者多数の場
合は抽選︶
参加費 ５百円
締め切り ７月８日㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください

30

24

24

42

イベント

ファジアーノ岡山ネクスト

11

10

20
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ところ 本源寺︵小田中︶
とき ７月２日㈯〜９月 日
津山市文化協会文化講座
内容 洋楽・和楽の演奏︑飲
㈰
エッセイ入門 文章力向上講座
食コーナーなど
ところ 津山洋学資料館
参加費 中学生以上＝３百円
主な展示資料 ﹃蘭学事始﹄
とき ７月 日㈯︑ 月１日
︵竹灯籠などの材料費とし
㈯︑ 月 日㈯午後２時〜
や﹃訳鍵﹄など約 点
て︶︑小学生以下＝無料
３時 分
津山洋学資料館☎ ︲３３
本源寺☎ ︲７３５１
ところ さん・さん
２４
申込方法 電話で申し込む
２０１６全日本地ビール
８月 日は野菜の日
申込期間 ７月１日㈮〜 日
フェスタ 津山
啓発イベント
㈬
文化課☎ ︲２１２１
とき ７月 日㈮︑ 日㈯︑
とき ７月 日㈷〜 日㈰午
日㈮︑ 日㈯
前 時〜午後７時︵ 日㈯
ところ ソシオ一番街︑アル
午後１時〜３時には︑クイ
ネ・津山東広場
ズなどの体験学習あり︶
同実行委員会︵まちなかさ
ところ 市立図書館
２０１６年度美作国万灯会
ろん再々内 堺町︶☎ ︲
内容 野菜の働き︵生活習慣
初代津山藩主・森忠政公と
２２５０
病予防など︶や食べ方の工
妻・お岩を供養したことから
夫などのパネル展示
津山洋学資料館 夏季企画展
健康増進課☎ ︲２０６９
始まった万灯会を３３３年ぶ
﹁言の葉の海へ﹂
りに行います︒参道から約２
里帰り爆笑お笑いライブ
千灯の竹灯籠などを並べます︒
オランダ語の翻訳に挑み︑
とき ７月 日㈰開場午後１
とき ７月２日㈯午後６時〜
数々の新しい言葉を作った洋
９時︵雨天順延︶
学者たちの業績を紹介します︒
時 分︑開演午後２時
ところ 津山文化センター
︵山下︶
出演者 津山出身のお笑い芸
人︵超新塾︑ウエストラン
ド︶ほか
料金 一般＝１千円︑高校生
以下＝５百円︑友の会会員
＝８百円︵全席自由席︶
※チケットの購入など︑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
ファジアーノ岡山事務局（岡山市）
☎086-948-5654
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30

シャルム事務局（高梁市）
☎0866-22-9403
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７月30日㈯
午後３時キックオフ
ところ 津山陸上競技場
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
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︵講座・講演会︑イベント︶

Honda FC

22

時間 午後３時キックオフ
ところ 津山陸上競技場（志戸部）
入場料 一般＝700円（前売券）
一般＝1,000円（当日券）
中学・高校生＝500円
小学生以下＝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
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ＡＳハリマ
アルビオン

とき

31

20

愛媛FC
レディース

4 日㈰
7月2
ＶＳ
10

7 日㈰
7月1
ＶＳ
ＶＳ

ＦＣ吉備国際大学C
ＦＣ吉備国際大学
Charme
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