イベント ☆ 募集 ☆ お知らせ

さかなクンと学ぼう

体験してみよう

一日図書館員

問い合わせ先 加茂町図書館
‐７０３２
◆勝北図書館
とき ８月２日㈭午前 時
分～午後４時
応募資格・人数 市内の小学
校５・６年生３人（昨年体験
した人は応募できません）
応募方法 所定の申込用紙か、
はがきに①住所②氏名③電
話番号④小学校名⑤学年⑥
応募理由を書いて郵送（応
募者多数の場合は抽選）
応募期間 ７月８日㈰～ 日
㈫
※結果は 日㈬に電話連絡
問い合わせ先 〒７０８‐１
２０５津山市新野東５８４
勝北図書館
‐８６２２

コピーバ

選りすぐりのバンドが競演
２００７第３回
ンドコンテスト津山大会

津山出身のアーティスト稲
葉浩志さんにちなんだコンテ
スト。今年は第７回津山国際
総合音楽祭協賛事業として行
います。

自分の健康状態を確認

症状の無い時こそ
健康診査！
市内医療機関で各種健（検）
診を次のとおり実施していま
す。

とき
月 日㈬まで
内容・対象者

とき ７月 日㈯午後３時～
ところ アルネ・津山東広場
問い合わせ先 商工観光課
‐２０８０
のどが鳴る‼

地ビールフェスタ
ビールの美味しい季節とな
りました。土曜の夜は皆集い
ましょう。
とき
日㈯、 日㈯、 日
㈯、８月４日㈯、８月 日
㈯午後４時～８時 分
ところ 中心商店街一帯
問い合わせ先 商工観光課
‐２０８０
手続きをお忘れなく

介護保険施設入所時の食・
居住費の減額認定証、訪問介
護利用者負担額減額認定証な
ど、介護保険のサービス利用
時に負担軽減となる認定証。
その有効期限が６月 日㈯ま
でとなっています。更新を希
望する人は６月 日㈮までに
申請手続きをしてください。
持ってくるもの 印鑑、被保
険者証、現在の減額認定証
問い合わせ先 高齢介護課
‐２０７０

介護保険サービス利用時
減額認定証の更新
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おさかな・かんきょう
テレビでおなじみのさかな
◆市立図書館
クンが津山に。さかなクンの
とき ７月 日㈬、 日㈭午
４千種類にも及ぶ魚の知識や
前 時 分～午後４時
経験をもとにした楽しい話や、 ※希望日のどちらか１日
おさかなクイズ、質問コーナ
応募資格・人数 市内の小学
ーなどで魚や環境について楽
校５・６年生各日６人（昨
しく学びましょう。
年体験した人は応募できま
せん）
応募方法 はがきに①住所②
氏名③電話番号④小学校名
⑤学年⑥希望の日を書いて
郵送（応募者多数の場合は
抽選）
応募期間 ７月２日㈪～ 日
㈭
※結果は 日㈮に電話連絡
問い合わせ先 〒７０８‐８
５２０津山市新魚町 番地
市立図書館
‐２９１９
◆加茂町図書館
とき ７月 日㈫午前 時
分～午後４時
応募資格・人数 加茂小学
校・阿波小学校の５・６年
生３人
応募方法 所定の申込用紙ま
たは電話（応募者多数の場
合は抽選）
応募期間 ７月１日㈰～ 日
㈯
※結果は 日㈰に電話連絡
とき ８月 日㈰午後１時
分～３時
ところ ベルフォーレ津山
入場料 無料
定員 ４００人（予約要、多
数の場合は抽選）
申込方法 往復はがきに代表
者の①住所②氏名③電話番
号④応募者全員の氏名を書
いて郵送
※１枚につき４人まで
締め切り ７月 日㈪消印有
効
問い合わせ先 〒７０８‐８
５０１津山市山北５２０㈶
津山市都市整備公社
‐
２１２６

募集しています

放送大学 月入学生
放送大学はテレビなどの放
送を利用して授業を行う通信
制大学です。働きながらの
大学卒業やキャリアアップ、
退職後の生きがい作りなど、
様々な目的で幅広い世代、職
業の人が学んでいます。
募集期間 ６月 日㈮～８月
日㈬
問い合わせ先 放送大学岡山
学習センター ０８６‐２
５４‐９２４０
ご利用ください
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問い合わせ先 健康増進課
‐２０６９
特別慰労品贈呈

恩給欠格者︑戦後強制抑
留者︑引揚者の皆さんへ
旧軍人などで恩給などを受
けていない恩給欠格者、戦後
強制抑留者、引揚者の「本人」
に、内閣総理大臣名の特別慰
労品を贈呈しています（過去
に内閣総理大臣名の書状等を
受 け た 人 も 対 象 ）。 請 求 書 は
市役所１階生活福祉課８番窓
口に置いています。
問い合わせ先 独立行政法人
平和祈念事業特別基金 ０
１２０‐２３４‐９３３
協力してください

不法滞在・不法就労防止

ひと・ふれあい
メッセージ２００７募集
人権問題（人権尊重・命
の大切さ・差別・偏見）に
ついて気付いたこと、気に
なることを伝えるメッセー
ジを募集します。
募集作品 自作・未発表の
もので、 文字以内（標
語、川柳、キャッチコピ
ーなど表現は自由）
応募資格 市内に在住、ま
たは通勤・通学している人
応募方法 １人１点で①住
所②氏名③年齢④職業
（勤務先または学校名）
⑤電話番号を記入して郵
送、またはＥメールで応募
賞 最優秀賞１点（賞状と
図書カード１万円分）優
秀 賞 数 点（ 賞 状 と 図 書
カード５千円分）入選数
点（記念品）
締め切り ７月 日㈫
結果発表 ホームページな
どで紹介
問い合わせ先 〒７０８‐
８５２０津山市新魚町
番地人権啓発課
‐０
０８８、Ｅメール jinken
@city.tsuyama.okayama.
jp
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端的な機械設備の導入のため、
事業資金を金融機関から借り
入れた場合、その資金の利子
の一部を補給します。
受給資格 ①市内に住所また
は主たる事業所がある②市
内で引き続き１年以上現在
の事業を営んでいる③借入
金を遅滞なく返済している
④市税を完納している
利子補給対象限度額 ①研究
開発資金＝企業３０００万
円、組合５０００万円②設
備資金＝企業５０００万円、
組合８０００万円③前記資
金の併用＝企業５０００万
円、組合８０００万円
利子補給率 年２ ０･％（上限 )
利子補給期間 ５年以内
申請期間 ７月２日㈪～ 月
１日㈪
問い合わせ先 商工観光課
‐２０８１

31

3
31

14

全国には約 万人の不法滞
在者がいるとみられていま
す。こうした不法滞在者は不
法就労によって生計を維持し
たり、犯罪に手を染める者も
後を絶たないのが現状です。
外国人を雇用される場合に
は、必ず旅券や外国人登録証
により在留資格・在留期間を
確認してください。
問い合わせ先 津山警察署
‐０１１０
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地元企業の育成・振興などを図るため、この市民
情報コーナー「けいじばん」最下段に掲載する広告
を募集します。広報紙は市内各世帯などに配布して
おり、発行部数は約43,700部です。
広告の大きさ 縦5cm×横17cm
広告掲載料 １枠当たり40,000円
申込方法 所定の申込書、原稿と関係資料を掲載希
望月の前々月末までに提出。広告の内容・デザイ

ンなどに関して津山市広告審査会で審査を行った
後、掲載の可否を決定
条件 市内に住所または事業所があること
掲載内容の基準 次に該当しないもの。①広報紙の
公共性や品位を損なう恐れのあるもの②政治活動、
宗教活動、意見広告、個人の宣伝に関わるもの③
風俗営業やこれに類するもの④商品先物取引や貸
金業に類するもの⑤求人広告やこれに類するもの
⑥公序良俗に反するもの⑦広報紙に掲載すること
が好ましくないと判断されるもの
問い合わせ先 市長公室332‐2029

「広報つやま」
！
広告募集中！
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津山市工業設備資金
利子補給制度
市内の製造業を営む中小企
業者や組合などが、新技術や
新製品の研究開発、または先

※年齢は平成 年３月 日現
在の満年齢
※加茂、阿波、勝北、久米地
域 で は７ 月 に 集 団 健（ 検 ）
診も行ないます

前立腺がん検診
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大 腸 が ん 検 診
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問い合わせ先 課税課332-2016
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高齢になった両親の介護
のために、自宅をバリア
フリー改修して、かなり費用が
掛かりました。固定資産税は安
くなりませんか？

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
40歳以上（65歳以上は介護予防健診）
40歳以上（胃Ｘ線検査が困難と医師が
判断した場合は内視鏡検査を受けること
ができます）
40歳以上
40歳以上
20歳以上の女性
視触診＝30歳以上の女性、マンモグラフ
ィ・視触診＝40〜69歳の女性
すこやか・介護予防・はつらつ健診を受
けた50〜69歳の男性
節 目 健 康 診 査
基 本 健 康 診 査
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今年 4 月1日から平成 22
年3月31日までの間に、
一定のバリアフリー改修が行わ
れた住宅について、翌年度の家
屋の固定資産税額（100㎡分を
限度）を３分の１に減額する制
度が創設されました。
減額措置を受けるためには、
一定の要件や、申告が必要にな
ります。
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バリアフリー改修
をしたのですが…

毎週金曜日、市役所本庁舎では時間を延長して午後７時まで戸籍や住民票、
印鑑登録、納税関係証明書の交付、納税相談、介護申請を行っています
市役所本庁舎

