任期

委嘱日～平成31年３月31日

上71歳未満で、市内に在住している人

任意の様式に①住所②氏名③生

農業者年金は、農業者がよ
り豊かな老後の生活を過ごす
ことができるよう、国民年金
（老齢基礎年金）に上乗せす
る公的な年金制度です。
対象 次のすべてに当てはま
る人①国民年金第１号被保
険者②年間 日以上農業に
従事している③ 歳以上

農業者年金に
加入しませんか

申込方法 森林課（市役所４
階）に備え付けの申込書（市
ホームページから印刷可）
に記入し、必要書類を添え
て直接提出する
締め切り
月 日㈫
問森林課☎ ︲２０７８

応募方法

（募集）

【午後の部】１〜９人＝１
人５分以内９００円、 人
以上＝１人５ 分以内８００
円
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問ベルフォーレ津山☎ ︲２
５２５

一日図書館員 体験者募集
■久米図書館（中北下）
とき ７月 日㈭午前 時
分〜午後３時
■勝北図書館（新野東）
とき ８月２日㈬午前 時
分〜午後３時
■加茂町図書館（加茂町塔中）
とき ８月４日㈮午前 時
分〜午後３時
┃┃┃┃ 共通項目 ┃┃┃┃

字〉程度）を添えて、郵送または持参する

７月３日㈪～８月２日㈬（午後

歳未満
保 険 料（ 掛 け 金 ） 月 額 ２ 万
〜６万７千円で、自由に選
択可能
農業者年金の特徴
・ 歳までの保証付きの終身
年金
・税制上の優遇措置あり
・保険料には国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎
‐２１５９

山市食育推進会議委員＝私が考える食育

第２次健康つやま
アンケート調査結果
皆さんの健康づくり活動の
状況を確認するため、平成

年８月〜 月に市内在住で
歳以上の中から２１００人を
無作為に選んで、アンケート
調査を実施しました。
前回（平成 年）調査した
時よりも、朝食の摂取や運動
習慣、睡眠やストレスの状態
について、結果が悪化してい
ることが分かりました。
この調査結果を基に、皆さ
んが健やかで幸せに暮らして
いけるよう取り組んでいきま
す。
なお、アンケート調査の結
果は、市ホームページに掲載
しています。
問健康増進課☎ ‐２０６９

募

集

花いっぱいコンクール
参加団体募集
対象 道路の沿道や公共施設
などを利用し、花壇づくり
に 取 り 組 む 団 体（ 町 内 会、
市民団体、学校、企業など）
締め切り ７月 日㈬
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問津山市環境衛生推進委員会
事務局（環境生活課内：市
役所１階１番窓口）☎ ︲
２０５５

対象 市内の小学５・６年生
huu@city.tsuyama.lg.jp
募集人数 各３人
津山納涼ごんごまつり
応募期間 ７月４日㈫〜 日
おどり講習会 参加者募集
㈮
応募方法 ①住所②氏名③電
とき ７月５日㈬、 日㈬、
話番号④学校名・学年⑤希
日㈬、 日㈬午後７時〜
望の図書館を、電話または、
９時
直接伝え申し込む
ところ 津山総合体育館
※応募者多数の場合は抽選
内 容 「 ご ん ご お ど り 」、「 和
問久米図書館☎ ︲３４４４、
っしょい！津山」の踊りの
勝北図書館☎ ︲８６２２、
講習
加茂町図書館☎ ︲７０３
持ってくるもの 体育館用の
２
上履き
■第 回津山納涼ごんごまつ
津山市成人を祝う会
り 吉井川ごんごおどり
実行委員募集
とき ８月５日㈯午後４時
分〜
ところ ごんご通り
問ごんごおどり分科会事務局
（津山市観光協会内：山下）
☎ ︲３３１０
成人を祝う会の企画や運営
をしてみませんか。
対象 平成９年４月２日〜平
成 年４月１日生まれで成
人を祝う会に出席できる人
募集人数 ８人程度
申込方法 ①氏名②住所③電
話番号を、電話、ファクス
またはＥメールで伝え、申
し込む
締め切り ７月 日㈮
※８回程度の会議あり
■津山市成人を祝う会
とき 平成 年１月７日㈰
ところ 津山文化センター
（山下）
問生涯学習課☎ ‐２００９、
︲２１４７、
gakus

戦争に関する資料収集
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。
随時、寄贈を受け付けてい
ますので、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
問人権啓発課☎ ︲００８８

（有料広告）

（有料広告）

20
2017.7

（お知らせ、募集）

狩猟免許試 験
野生鳥獣を狩猟するには、
免許が必要です。
とき ９月 日㈰午前９時〜
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター（大田）
試験内容 適性・技能・知識
試験
締め切り ８月 日㈪
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問美作県民局森林企画課（山
下）☎ ︲１３８４

狩猟免許取得補助金制度
狩猟免許を初めて取得する
人に免許の取得費用を補助し
ます。

舞踊や弾き語り、手品やカ
ラオケなどの発
表ができる人を
募集します。
とき ８月 日㈰午前の部
（カラオケ）＝午前 時〜、
午後の部（フリージャンル）
＝午後１時 分〜（予定）
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
定員 午前の部＝ 組程度、
午後の部＝ 組程度（先着
順）
申込期間 ７月３日㈪午前
時〜 日㈪午後６時
参加費 【午前の部】１人＝
１３００円（１曲５分以内）、

手作り発表 会 ３
出演者募集

会議への出席１回当たり7,100円 (会

けいじばん

※放送日時は変更になる場合があります

けいじばん
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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

IN 39

22

42

各２人

募集人員
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31

※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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問〒708-8501 津山市山北520健康増進課
(津山すこやか・こどもセンター内）
☎32-2069
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５時15分必着）
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委員＝健康づくりを推進するために、津

30

応募期間

30

各テーマ（津山市健康づくり推進審議会

60

30

とは）による作文（原稿用紙２枚〈800

10

32

議は年数回程度開催）

報酬

平成29年４月１日現在、18歳以

31

務先（学生の場合は学校名）を記載し、

10

問美作保健所保健課(椿高下）☎23-0163

10

80

年月日④性別⑤電話番号⑥職業または勤

31

10

委員」を募集します。

10

相談・検査
受付時間
骨髄ドナー登録、肝 第１木曜日＝午
炎相談、肝炎ウイル 前 ９ 時 〜 1 0 時
ス 検 査 、 エ イ ズ 相 40分、
談・抗体検査、性感 第３木曜日＝午
染症(梅毒・クラミジ 前10時〜11時
ア)相談・検査
30分
※原則匿名。肝炎ウイルス検査の結果によ
り紹介状が必要となる場合は匿名不可
※エイズ抗体検査は、第３木曜日のみ迅速
検査ができます

10

月〜金曜日（12月28日〜１月４日、
祝日を除く）午前８時30分〜午後５時

推進審議会委員」と「津山市食育推進会議

vol.
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30

20

方向性などを審議する「津山市健康づくり

28

30

25

60

さまざまな意見や提言をいただき、施策の

27

応募資格

エイズホットライン
電話番号 0868-23-9949

市では、健康づくりと食育の推進のため、

10

23

24

下記の相談・検査を実施しています。
ぜひご利用ください。
料金 無料（予約要）

32 10

27

津山市健康づくり推進審議会と
津山市食育推進会議の委員募集
平成29年度 美作保健所相談検査

◇７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

放送時間 毎週土曜日・日曜日
午前７時 30 分 ～、午後０時 30 分 ～、午後６時～

緊急告知防災ラジオで
津山市の情報を配信中

