お知らせ
わかちあい の 会
大切な人を自死で亡くした
人同士が語り合うことで、悲
しみや苦しみを分かち合い、
支え合うための会です。
とき ７月 日㈮午後１時
分〜３時
ところ 美作保健所（椿高下）
参加費 無料（申込不要）
問美作保健所☎ ‐０１４５

身体障害者巡回更生相談
とき ７月 日㈭午前 時〜
正午
ところ 神南備園（大谷）
相談科目 肢体不自由・聴覚
障害に関すること
持ってくるもの 印鑑、身体
障害者手帳、使用中の補装

具、年金額が分かるもの
申込方法 障害福祉課に電話
または直接申し込む
問障害福祉課（市役所１階
番窓口）☎ ‐２０６７、
︲２１５３

出張乳幼児教育相談
とき 毎月第２火曜日午前９
時〜正午
ところ 市立みどりの丘保育
所（大田）
応談者 通級指導教室教諭
相談例 発達が気になる、対
人関係が苦手など
対象 市内の就学前の乳幼児
と保護者
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問市立みどりの丘保育所☎
‐０３００
そのほかの相談は、 ページ
に掲載しています

問自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所☎ ‐５６３７

高校生の就職を支援します
高校生の地元での就職を支
援する「高校生のためのジョ
ブフェア」を開催します。
とき ７月 日㈫午後１時〜
３時 分
ところ 津山総合体育館
参加企業 ハローワーク津

山・美作管内の事業所約
社（予定）
内容 仕事内容や企業が求め
る人材の説明、適性診断や
就職相談コーナーなど
※予約不要
問津山広域事務組合（津山圏
域雇用労働センター内：山
下）☎ ︲３６３３

県教育委員会では、 月ま
での予定で、市内にある約１
２０カ所の山城や館の跡の調
査を行っています。この調査
は、山林や田畑の中に残る戦
国時代の山城や館の跡を調べ、
この地域の歴史を明らかにす
るためのものです。
県古代吉備文化財センター
職員が、現地の測量や写真撮
影を行います。皆さんのご協
力をお願いします。
問県古代吉備文化財センター
（岡山市）☎０８６︲２９３
︲３２１１
12

合同就職面接会と交通費助成

問健康増進課☎32-2069

戦国時代の山城調査

24

24
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■合同就職面接会
とき ７月 日㈮午後１時
分〜４時
ところ 津山総合体育館
対象
歳以下の求職者（平
成 年３月に大学などを卒
業する予定の人を含む）
、
ＩＪＵターン希望者

日曜納税窓口
７月30日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）

津山広域事務組合☎ ︲３
※履歴書は不要
６３３
■交通費助成
対象 県外在住の津山圏域出
津山市民間保育所保育士
身者で平成 年３月卒業予
採用共通一次試験
定の人（就活学生登録要）
試験日 ８月９日㈬
など
ところ 美作大学（北園町）
※助成内容など、詳しくはお
受験資格 保育士資格を有す
問い合わせください
る人または今年度中に取得
問合同就職面接会に関する
見込みの人
こと＝ハロー ワーク津山求
人企画部門☎ ︲２６７５、 締め切り ８月１日㈫午後４
時必着
交通費助成に関すること＝
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市民間保育事業協会事
務局（津山市総合福祉会館
内）☎ ︲７０８０

お問い合わせください

自衛官募集 説 明 会

（お知らせ）

※①と②は併願可。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、

とき ７月１日㈯〜８月 日
㈭午前９時〜午後６時まで
ところ 自衛隊岡山地方協力
本部津山出張所（山下）
説明種目 防衛大学校学生、
防衛医科大学校学生（医学
科・看護学科）
、航空学生、
一般曹候・自衛官候補生
※詳しくは、お問い合わせく
ださい

けいじばん

人事課および各支所・出張所担当課に備え付けの申込書

（有料広告）

（有料広告）
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※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
2017.7

●固定資産税･都市計画税 第２期
●国民健康保険料
第１期
（普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第１期
（普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第２期

■清潔「食中毒菌を付けない」
・調理前、食事前、トイレ
後には手をよく洗う
・まな板、ふきんなどの調
理器具は洗浄消毒する
・台所は整理整頓し、常に
清潔にする
■迅速・冷却「食中毒菌を増やさない」
・調理したものや生鮮食品は、できるだ
け早めに食べる
■加熱「食中毒菌をやっつける」
・加熱して食べる食品は、中心部まで火
を通す

問〒708-8501 津山市山北520人事課（市役所３階）☎32-2043

30

申込方法

35

７月３日㈪〜８月１日㈫午後５時15分必着

募集期間

24

税
月 の 納
25

(市ホームページから印刷可)に記入し、郵送または直接申し込む

30

40

（納期限：７月31日㈪）

７
食中毒予防の３原則

322人
113人
転出
死亡
439人
57人

試験内容

筆記と面接

ところ

10

27

食中毒が心配な季節です。食中毒になら
ないために、次のことに注意しましょう。

人口 102,355人(前月比＋61)
男 48,927 人 (同＋51)
女 53,428 人 (同＋10）
世帯 44,911 世帯（同＋133）

30

転入
出生

８月19日㈯午前９時〜

（５月１日現在）
26

保健師または看護師の免許を有
保健師・
５人程度 する昭和38年４月２日以降に生
看護師
まれた人

食中毒に気を付けましょう
市役所２階大会議室

試験日時

４ 月中のひとの動き
32

22

30

事務職

28

11

31

高等学校卒業以上の学歴を有す
６人程度 る昭和38年４月２日〜平成11年
４月１日に生まれた人

35

23

事務補助

30

保育士資格と幼稚園教諭免許を
②
教育保育職 10人程度 有する昭和38年４月２日以降に
育児休業
生まれた人
代替任期
臨床心理士
臨床心理士または臨床発達心理
付職員
・臨床発達 ２人程度 士の資格を有する昭和38年４月
心理士
２日以降に生まれた人

14

20

高等学校卒業以上の学歴を有
60人程度 し、パソコン（ワード・エクセ
ル）の基本操作ができる人
①
臨時職員

受験資格
人員
職種
区分

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
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平成29年10月以降に採用する
津山市(臨時•育児休業代替任期付)職員登録試験

