ところ 市立図書館
演題 想い出かたりは元気の
もと
講師 鈴木正典さん︵出雲市
民病院麻酔科部長︶
定員
人︵先着順︶
申込方法 電話または直接申
し込む
締め切り ２月９日㈭
市立図書館☎ ︲２９１９
地域包括支援センターフェア

とき ２月 日㈮午後１時
分〜３時 分
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター︵大田︶
内容 介護保険総合事業に関
する説明︑介護予防の講演
講師 市高齢介護課・健康増
進課職員

※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山市地域包括支援センタ
ー☎ ︲１００４

落語による人権啓発講座
とき ２月 日㈯開場午後１
時︑開演１時 分〜３時
ところ 中央公民館︵大谷︶
演題 落語と心 お勉強
講師 桂米裕さん︵噺家︶
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 ２月 日㈬
人権啓発課︵アルネ・津山
５階︶☎ ︲００８８︑
︲２５３４

とき ３月１日㈬午後２時〜
３時 分
ところ 中央公民館
人
定員
参加費 ５百円
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を︑電話または直接
伝え︑申し込む
締め切り ２月 日㈬
中央公民館☎ ︲５１１１

アロマテラピー入門講座

31

︵講座・講演会︶

講座・講演会
建国記念の日を祝う会
講演会
とき ２月 日㈷午後１時
分〜３時 分
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター︵山下︶
演題 世界に伝わる日本精神
と文化
講師 李久惟さん︵拓殖大学
客員教授︶
日本会議岡山・津山支部︵山
本さん︶☎ ︲１１２２

時

市立図書館 回想法 講演会

とき ２月 日㈷午前
分〜午後０時 分

イベント
グラスハウス キッズデー
子ども１００円プール

日㈯午後２時〜

つやま産業塾 市民公開講座

とき ２月
４時

ところ 美作大学︵北園町︶
演題 写真文化首都﹁写真の
町﹂東川町のまちづくり〜
﹁が﹂でなく﹁も﹂のまち
づくり〜
講師 松岡市郎さん︵北海道
東川町長︶
定員 １２０人程度
締め切り ２月 日㈬
つやま産業塾事務局︵みら
い産業課内︶
☎ ︲０７４０

新入社員教育講座
とき ４月 日㈫・ 日㈬午
前９時〜午後４時 分︵２
日間のうちどちらかを選択︶
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター
対象 平成 年４月新入社員
定員 各回１００人
内容 ビジネスマナー︑電話
応対などの接遇
参加費 津山圏域内企業＝３
千円︑津 山 圏 域 外 企 業 ＝ ４
千円︵一人当たり︶
申込方法 津山広域事務組合
︵津山圏域雇用労働センタ
ー内︶に備え付けの申込書
に記入し︑ファクスまたは
直接提出する︑あるいはホ
ームページから申し込む
締め切り ３月 日㈮
津山広域事務組合☎ ︲３
︲９６４７
６３３︑
11

29

と︑福徳・威力・智恵の三つ
の徳を授かるといわれる﹁十
三参り﹂が行われます︒
とき ２月 日㈮〜 日㈰
ところ 萬福寺︵東田辺︶
※餅まき＝ 日㈯午後３時〜
萬福寺☎ ︲０３１６

22

30 12

24

26

加茂郷コンサート
スプリングバンドフェスタ

とき ２月 日㈰開場午後３
時〜︑開演３時 分〜
ところ 加茂町文化センター
エスぺリア
入場料 一人１千円
※３歳以下は入場不可
加茂町文化センター☎ ︲
７０３１

作州津山宮川朝市
とき ２月 日㈰午前８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 ２月 日㈰午前９時〜
時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター駐車場
津山市観光協会北支部☎
︲７ ０１１

︵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。

22

24

10

30

32

50
〒202-0013東京都西東京市中町5-10-8
鶴山館☎042-422-5951

とき ２月５日㈰午前 時〜
午後８時
料金 小学生以下＝１百円︑
中学生以上＝５百円
ところ グラスハウス
グラスハウス☎ ︲７１４
０

※応募書類は鶴山館に請求

アイスランド津山 バレンタ

人も応募可能
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30

15

24 22

30 26

24

26

※志望校の合格発表が３月４日㈯以降になる

インデー 男女ペア無料滑走

ところ 美作教育会館（大手町）

27 25

23

80

30

25

とき ３月12日㈰午前９時30分〜

26

12

19

18

31

25

25
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︵志戸部︶
高野保育園︑やよい保育園
対象 男女ペア
津山幼児音楽祭実行委員会
︵年齢不問︑
︵津山文化センター内︶
親子可︶
☎ ︲０２０１
※スケート靴を借りる場合は
中央公民館文化祭
貸靴料要
津山陸上競技場︵志戸部︶
とき ２月 日㈯午前９時
☎ ︲４９００
分〜午後３時︑ 日㈰午前
時〜午後２時 分
津山幼児音楽祭
ところ 中央公民館
とき ２月 日㈯開場午前
内容
日＝作陽保育園・福
時 分〜︑開演正午〜
岡保育園児によるステージ
ところ 津山文化センター
発表など︑ 日＝ジュニア
︵山下︶
ブラスの演奏︑歴史講演な
出演団体 愛慈園︵真庭市︶︑
ど
中央東幼稚園︵奈義町︶︑広
中央公民館☎ ︲５１１１
野保育園︑田邑保育園︑成
萬福寺虚空蔵大会式
名幼稚園︑鶴山幼稚園︑作
陽保育園︑高野第二保育園︑
歳の子どもがお参りする

次＝面接・意見交換

10

13

■第２次選考

42
42

11

10

30

選考方法 第１次＝書類選考・小論文、第２

11

10

協働推進室☎32-2032
締め切り ３月４日㈯必着

とき ２月 日㈫午前９時〜
午後８時
ところ アイスランド津山

由と規律」
）を、直接または郵送で提出

24

24

書、小論文（テーマ「共同生活における自

30

の共同生活が可能な人③学業成績が優秀で

30 17

応募方法 入館願、履歴書、家庭及び志望調

10

10

年生の男子学生②健康な身体を持ち、寮で

18

月額 約46,000円（食費など含む）

27

期大学や夜間部は除く）に在籍する１〜３

下横野町内会＝複写機、ＬＥＤ照明、プロ
ジェクター、椅子、パソコンなど
募集人数 10人程度

30

年４月に東京都とその周辺にある大学（短

24

30

む確実な保証人がいる人

40 11

24

11

14

①岡山県に本籍または縁故がある人で、今

︵イベント︶

の生活費が支払える人⑤独立した生計を営

平成28年度自治宝くじの助成を受け、
コミュニティ備品を整備しました。
上横野町内会＝エアコン、ＬＥＤ照明、複
写機など
応募資格 次の条件を満たすこと

30
勉学に熱意のある人④館費・食費そのほか

宝くじ助成金による整備

「鶴山館」入館者募集

