◇２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

年月日④性別⑤電話番号⑥
職業または勤務先︵学生の
場合は学校名︶⑦小論文
﹁私
が考える男女共同参画﹂︵４
００〜８００字程度︑様式
は自由︶を記載し︑郵送ま
たは直接提出する
締め切り ３月３日㈮
〒７０８︲８５２０津山市
新魚町 津山男女共同参画
センター﹁さん・さん﹂
︵ア
ルネ・津山５階︶☎ ︲ ２
５３３
予備自衛官補︑自衛官候補生

応募資格 予備自衛官補︵一
般 ︶＝ 日 本 国 籍 を 有 す る
歳 〜 歳︑ 予 備 自 衛 官 補
︵技能︶＝日本国籍を有する
歳以上で指定する国家資
格を有する人︑自衛官候補
生︵男子︶＝ 歳〜 歳
※応募方法など︑詳しくはお
問い合わせください
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所︵山下︶☎ ︲ ５
６３７

国の教育ローン
融資額 学生や生徒一人につ
き３５０万円まで
利率 年１・８１％︵平成
年 月 日現在︶
年以内
返済期間

※母子家庭などには金利や返
ター︵アルネ・津山４階︶
済期間の優遇あり
内容 芸術作品展︑華道展︑
よう
※申込方法など︑詳しくはお
お茶席︑榕
あん
菴珈琲試飲・
問い合わせください
販売︑朗読
日本政策金融公庫津山支店
演奏会︵ ４
︵山下︶☎ ︲６１３５
日 の み ︶︑
津山市一般廃棄物処理基本
ステージ発表︵５日のみ︶
計画 パブリックコメント
■ワークショップ
一般廃棄物の処理に関する
内容・とき 染織布でカード
方針などを示す基本計画を策
ケース作り＝２月４日㈯午
定するため︑パブリックコメ
後１時〜３時︑クレイアー
ントを募集します︒
トで作ろう＝２月５日㈰午
応募資格 市内に在住︑通勤︑
前 時 分〜 時 分
通学する人
定員 各 人︵先着順︶
応募方法 環境事業課︵市役
参加費 ①１５００円②５０
所４階︶に備え付けの様式
０円
︵市ホームページから印刷
申込方法 電話または直接申
可︶に記入し︑郵送︑ファ
し込む
クス︑Ｅメールまたは直接
文化課︵市役所東庁舎３階︶
提出する
☎ ︲２１２１
実施期間 １月 日㈪〜２月
星を観る会２０１７ 参加者
日㈫︵必着︶
とき ２月 日㈷午後６時〜
〒７０８︲８５０１津山市
８時 分
山北５２０環境事業課☎
ところ 加茂町文化センター
︲８２５５︑
︲２０９
３︑
エスぺリア︵加茂町塔中︶
gomizero@city.tsu
参加費 高校生以上＝５百円︑
yama.lg.jp
小 学 生 〜 中 学 生 ＝ ３百円︑
芸術文化祭２０１６ 参加者
未就学児＝無料
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
加茂町文化センター☎ ︲
７０３１

まん

とき ２月４日㈯・５日㈰午
前 時〜午後６時︵５日は
午後５時まで︶
ところ 津山市地域交流セン

ろ

婚活パーティー
城西浪漫館 参加者

たはこども課に直接申し込
む
締め切り ２月 日㈪
こども課☎ ︲２０６５

エスぺリアピアノリレー
コンサート 出演者
とき ３月５日㈰午前 時〜
ところ 加茂町文化センター
エスぺリア
枠
定員
演奏時間 一枠
５分以内
参加費 一人５百円
締め切り ２月７日㈫
加茂町文化センター☎ ︲
７０３１

小学生〜高校生のための
春休み海外研修 参加者
とき ３月 日㈯〜４月５日
㈬のうち︑９〜 日間
ところ イギリス︑オースト
ラリア︑カナダ︑ニュージ
ーランド︑フィジー︑カン
ボジア︑ネパール
締め切り ２月３日㈮
※参加費や研修内容はコース
によって異なります
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
国際青少年研修協会︵東京
都︶☎０３︲６４１７︲９
７２１

︵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。

︵募集︶

応募資格 次のすべてに当て
はまる人①市内在住②平成
年４月１日現在で 歳〜
歳③男女共同参画の推進
に関心がある④平日に開催
する審議会に出席可能
募集人員 ２人以内
任期 委嘱日〜平成 年３月
日
報酬 日額７１００円︵審議
会は年２回程度開催予定︶
応募方法 任意の様式に①住
所②氏名︵ふりがな︶③生

津山市男女共同参画
まちづくり審議会 委員

岡山労働局賃金室（岡山市）☎086-225-2014

カップリングパーティー
参加者

問い合わせください
津山市都市整備公社☎ ︲
２１２７
グラスハウス 鉄棒苦手克服

42

42
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教室 受講 者

とき ２月 日㈯午前 時〜
時 分
ところ グラスハウス︵大田︶
対象 小学１年生〜４年生
人
定員
参加費 １千円
※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

とき ２月 日㈰午前 時〜
午後２時 分
ところ 城西浪漫館︵田町︶
歳〜 歳の独身
参加資格
者で︑男 性 ＝ 津 山 市 ま た は
周辺地域に在住・通勤する
人︑女性＝県内在住の人
定員 各 人
参加費 男性＝３５００円︑
女性＝２５００円
締め切り ２月 日㈬
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
城西浪漫館☎ ︲８６８８
ひな祭り子ども茶会 参加者

とき ２月 日㈯午前 時
分〜正午
ところ 勝北公民館︵新野東︶
参加費 ５百円︵２席︶
勝北公民館☎ ︲２１０１
母子家庭新入学児童お祝い会
参加者

30

11

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 ３月５日㈰午後１時
分〜３時
ところ 津山市総合福祉会館
対象 市内在住で︑平成 年
度に小学校に入学する子を
持つ母子家庭
申込方法 母子会地区役員ま
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さん・さん☎31-2533、 31-2534、
sun-sun@city.tsuyama.lg.jp
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とき ２月 日㈰午前 時〜
午後４時
ところ ウッディ
ハウス加茂︵加
茂町中原︶
参加資格
歳〜 歳の独身
者で︑男 性 ＝ 津 山 圏 域 ︵ 真
庭市︑美作市含む︶に在住
の人︑女性＝居住制限無し
定員 各 人
参加費 男性＝３５００円︑
女性＝２０００円
※申込方法など︑詳しくはお

︵募集︶

ワ
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①傷つけ合う家族 〜ＤＶ・虐待を乗り越えて〜
とき ２月25日㈯午後１時30分〜３時30分
講師 藤木美奈子さん（ＷＡＮＡ関西代表理事）
②津山の若手経営者による起業・子育て座談会
〜じぶんでデザインする はたらくとくらし〜
とき ３月５日㈰午後１時30分〜３時30分
講師 石井香里さん（有限会社アクティ代表取締役）、
丸尾宜史さん（レプタイル株式会社代表取締役）、日
笠佳絵さん（カエルラボ主宰）
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ところ さん・さん 定員 各回40人（先着順）
申込方法 氏名、電話番号、託児の要・不要を、電話、
ファクス、Ｅメールまたは直接伝えるか、市ホーム
ページから申し込む
託児申込の締切 ①２月19日㈰ ②２月26日㈰
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890円
岡山県最低賃金 757円
耐火物製造業 880円
鉄鋼業 896円
一般機械器具製造業 873円
電気機械器具製造業 809円
自動車・同附属品製造業 858円
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
各種商品小売業 816円
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共通項目

岡山県最低賃金・特定最低賃金（時間額）
70 29
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津山男女共同参画センター「さん・さん」
セミナーと「おんな・おとこ塾」

