テレビ津山

毎朝6時〜深夜１時

イベント ☆ 募集 ☆ お知らせ

3

45

3
42

22

15

500円

A3

1,500円

（縮尺500分の1程度 A 1

6,000円

カラ ー 航 空 写 真
まで位置自由指定）

あなたの願い事は？
相談してください

3

3
27

A 0 11,000円

とき

新サービス開始！

A3

地形図・航空写真印刷

図

市が保有している地形図と
航空写真を印刷提供できるよ
うになります。
開始日 ７月２日㈪

形

職場での
労働関係トラブル

×

地

（縮尺2500分の1固定）

グラスハウスの
七夕まつり

2007.6

※地形図・航空写真情報は都
市計画・遺跡などの内容の
証明や土地の境界を示すも
のではありません。

○
○
○
○
○ （3分の1）
×
（2分の1）
（3分の2）
（6分の5）

金（1 枚当たり）

期間中、グラスハウスエン
トランスに七夕飾りを展示し
ます。ご来場の皆さんに願い
事を短冊に書いていただき、
七夕の雰囲気を楽しみます。
とき ７月２日㈪～８日㈰午
前 時～午後９時
ところ グラスハウスエント
ランス
問い合わせ先 グリーンヒル
ズ津山
‐７１５０

年金額の計算

☆

×

岡山県老人医療費受給者証
有効期限 ６月30日㈯
対象者 昭和16年9月30日以前生まれ
の70歳未満の人で水色の老人医療費
受給者証を持っている人
※７月以降の受給者証は６月中に郵送
予定。有効期限の過ぎた認定証・受
給者証は窓口へ返却してください
問い合わせ先 保険年金課（市役所１
階６番窓口）332‐2071、または
各支所市民生活課

料

11

岡山県労働委員会では、県
内の事業所に勤務する労働者
個人とその使用者との間のト
ラブル（解雇や賃下げ、配置
転換など）について相談に応
じています。
また、ケースによっては専
門家（公益委員、労働者委員、
使用者委員）による相談・あ
っせんを行うなど、公正、中
立な立場から紛争解決のお手
伝いをしています。費用は無
料、秘密は守られますのでお
気軽にご相談ください。
問い合わせ先 岡山県労働委
員会事務局 ０８６‐２２
６‐７５６３

○

入院時の食事標準負担額減額認定証
有効期限 ７月31日㈫
対象者 老人保健標準負担額減額認定
証、国民健康保険標準負担額減額認
定証または国民健康保険限度額認定
証を持つ人で更新を希望する人
申請方法 ８月１日㈬以降に印鑑と保
険証を持参して窓口で申請

in

15

15

10

減額認定証と受給者証の更新
☆

○

問い合わせ先 保険年金課（市役所1階５番窓口）332‐2072、
または各支所市民生活課

19

3
32

☆

未納

受給資格期間
（算入割合）

○

15

3
24

締め切り ６月29日㈮
問い合わせ先 社会教育課332-2118、532-2147
問い合わせ先 情報管理課 市(
役所４階）
‐２０４６

《免除・猶予と未納との違い》

○

12

いずれも詳しい案内・申込書を送付しますので、電話またはフ
ァクスでご連絡ください。ホームページにも掲載しています。

国民健康保険・老人保健医療費

経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合に
は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除
制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
◉保険料免除制度 本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額
以下の場合に保険料の納付が全額免除または一部（４分の
３、２分の１、４分の１）が免除となります
◉若年者納付猶予制度 30歳未満の人で、本人、配偶者の前年
所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます
免除猶予期間 ７月から翌年６月まで
申請に必要なもの 年金手帳、印鑑（本人の場合は不要）
、失業
などを理由とする時は、離職票または雇用保険受給資格者証

○

24

3

国民年金保険料の免除・猶予制度

全額 4分の3 2分の1 4分の1 納付
免除 免除 免除 免除 猶予

締め切り ７月９日㈪
※公演は 月 日㈯
問い合わせ先 つやまこども
オンステージ実行委員会
‐０２０１

30

3

参加してください

21

津山再発見‼

30 13

○

30

いきいきウォーキング

生活習慣病予防に有効なウ
ォ ーキング。 健 康 づく り 計 画
「健康つやま 」の一環とし
て、市内の色々なウォーキン
グコースを歩きます（奇数月
実施、１年間継続）
。
とき ７月 日㈮午前９時
分～ 時 分（雨天中止）
ところ 佐良山公民館集合
コース 佐 良 山 ～ 大 谷 地 区
５(～６㎞）
内容 準備体操、健康豆知識
の講話、ウォーキング
参加費
円（保険料含む）
持ってくるもの タオル、お
茶、帽子など暑さ対策
問い合わせ先 健康増進課
‐２０６９
11

納付

25

15

32

50

21

の活動を記録するビデオボランティアを募集します
とき 11月２日㈮〜６日㈫
撮影場所 原則として市内
使用機材 ビデオテープなどは主催者で用意します
が、撮影用のビデオカメラは用意すること

11

げるラブコメディ。
上映時間 ①午前 時～②午
後３時 分〜③５時 分〜
「マリー・アントワネット」
フランス王室で必死に生き
た女性の人生を丁寧に物語る
宮廷絵巻。
上映時間 午後１時〜
入場券販売所 ベルフォーレ
津山、津山文化センター、
グリーンヒルズ津山リージ
ョンセンター、市内楽器店
ほか
問い合わせ先 津山文化振興
財団
‐０２０１

日㈬、 日㈯、 日㈬、
日㈯の６回
※Ａグループ＝午後４時 分
～５時 分、Ｂグループ＝
午後６時～７時 分
ところ 加茂町スポーツセン
ター・プール
内容 水中ゲーム、レクリエ
ーション、初歩的な泳法指
導、着衣泳
対象 小学１～３年生
定員 各学年の各グループ 人
（希望者多数の場合は抽選）
参加費 ５００円
申込方法 所定の申込用紙を
加茂町スポーツセンターに
提出
申込期間 ６月 日㈮～７月
５日㈭
問い合わせ先 加茂町スポー
ツセンター
‐３３５８

出演団体募集

つやまこども
オンステージ

対象 ①津山圏域で活躍する
幼稚園・保育園児から高校
生までを中心とした校外活
動（文化活動）団体②津山
文化センターにおいて団体
で発表できるもの（個人出
演はできません）
参加費 無料（入場券の販売
協力をお願いします）

28 18

ビデオボランティア 会議やフェスティバルなど市民

優秀映画鑑賞会

25

80

﹁シネマの森﹂

14

個人・団体を募集します
とき 11月３日㈷ 午前11時〜午後４時
ところ 地域交流センター（アルネ・津山４階）、
アルネ・津山東広場、中心商店街
す！
内容 木工、こま回し、染め物など 募集しま
子どもが体験できるもの
募集数 ５団体程度

とき ７月１日㈰午前 時～
ところ ベルフォーレ津山
鑑賞料 一般１２００円 高
校生以下８００円（当日２
００円高）
※入れ替えなし。未就学児の
入場はできません（無料託
児あり・予約要）
「ラブソングができるまで」
年代の元人気ポップスタ
ーと人気絶頂の歌姫が繰り広

26

体験ブース 子どものために体験活動が提供できる

全国生涯学習フェスティバル 津山

18

募集します

税務職員
︵国家公務員Ⅲ種︶

国税庁では税務職員を募集
します。
第１次試験
とき ９月９日㈰
ところ 鳥取市・松江市・岡山
市・広島市・福山市・山口市
試験種目 教養試験・適性試
験・作文試験
申込期間 ６月 日㈫～７月
３日㈫
第２次試験
とき
月 日㈭～ 日㈭の
間で指定する日
問い合わせ先 広島国税局
０８２‐２２１‐９２１１
または最寄りの税務署

募集します

児童水泳教室

水に慣れることから始め、
泳ぐこと
の楽しさ
や水の事
故から自
身を守る
ことを身
に付けま
す。
とき ７月 日㈬、 日㈯、

11

10

（月曜は朝10時〜）

◇ こんにちは 市 役 所さん： 7月2日㈪〜8日㈰「夏休み子どもまつり」
※放映日時が変更になる場合があります 6・8・11・13・16・18・21・23時台の各15分〜
◆ 情 報 ホ ッ ト ラ イ ン： 毎時57分〜00分（火〜金の18時台・21時台は除く）

8月4日㈯ 午後５時〜９時30分

（表彰式を含む）

ところ ごんご通り（京町交差点付近）
対象 踊りの好きな人・グループ
服装 原則として自由
賞 個性的な衣装、踊りなどに賞を
用意（参加賞あり）
参加費 無料
その他 参加グループの
PR文を送ってください
締め切り 6月30日㈯

ごんごおどり講習会
とき 7月5日㈭、11日㈬、18日㈬、
25日㈬ 午後7時〜9時
ところ 津山総合体育館
問い合わせ先 津山納涼ごんごまつ
り踊り事務局322‐3310

2007.6
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