テレビ津山

花いっぱいコンクール

参加団体募集

映画﹁１リットルの涙﹂

ハートフル講座

とき ８月 日㈯１回目＝午
前 時～午後１時、２回目
＝午後３時～５時
ところ 津山市総合福祉会館
内容 不治の病と闘った木藤
亜也さんの日記を元にした
ドキュメンタリー作品
入場料 無料
定員 各回２００人
応募方法 はがき、ファクス
または岡山県ホームページ
から応募
締め切り ７月 日㈫
問い合わせ先 〒７００‐８
５７０岡山市内山下２‐４
‐６岡山県人権・同和対策
課「ハートフル講座係」
０８６‐２２６‐７４０６、
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０８６‐２３４‐５９２

とき ８月１日㈬午後７時開
演
ところ 勝北文化センター
出演 エリック・アレキサン
ダー・オールスターズ
入場料 ５５００円（前売券
４９００円）
問い合わせ先 勝北文化セン
ター
‐７１２１

津山ジャズサマー

ニューヨークから来演

４ 、 ホ ー ム ペ ー ジ http://
www.pref.okayama.jp/
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は抽選）
参加費 無料
※無料託児あり（予約要）
申込方法 電話、ファクス、
Ｅメールまたは直接申し込
む
締め切り ８月 日㈮必着
問い合わせ先 男女共同参画
センター「さん・さん」
（ア
‐２
ルネ・津山５階︶
５３３、
‐２５３４、
Ｅメー ル sun-sun@city.
tsuyama.okayama.jp
解除手続きが必要です

農地転用時の注意
農業振興地域内の農地など
を転用し、その目的外に使用

平成 年度

月以降採用
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職種 臨時事務補助
受験資格 昭和 年４月２日
から平成元年４月１日まで
に生まれた人で、パソコン
の基本操作ができる人
登録予定人数
人程度
試験日 ８月 日㈰
応募方法 人事課（市役所３
階）・各支所総務振興課に
備え付けの申込書（市ホー
ムページからの印刷も可）
に記入して応募
締め切り ８月８日㈬午後５
時 分必着
問い合わせ先 人事課
‐
２０４３

津山市臨時職員
登録試験

19

市では︑中山間地域等直
接支払制度の実施状況を公
表しています︒平成 年度
には１２８の集落で取り組
みがあり総額約１億４千万
円が交付されています︒
公表期間 ８月 日㈮まで

公表しています

する場合には、事前に農振解
除の手続きが必要です。解除
する場合には、次の期間内に
申請してください。
受付期間 ８月１日㈬～ 日
㈮
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募集団体 花壇づくり（ ㎡
以上）に取り組む町内会、
老人クラブ、子ども会など
※審査し、優秀団体を表彰
応募方法 環境生活課または
各支所に備え付けの応募用
紙に記入して応募
締め切り ７月 日㈫
問い合わせ先 環境生活課
（市役所 １階）
‐２０
５５または各支所
郷土博物館

ウィズカレッジ

津山さん・さん塾
コミュニケーション講座
自分の気持ちや意見を、相
手を尊重しながら率直に、誠
実に伝える方法について学び
ます。
とき ８月 日㈰午後１時～
４時 分
ところ さん・さん
内容 講演とワークショップ
テーマ はじめて学ぶアサー
ティブネス（入門編）
講師 中野満知子さん（ＮＰ
Ｏ法人アサーティブジャパ
ン事務局長）
定員
人（申込多数の場合
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特別展資料・情報募集
郷土博物館では平成 年度
特別展「城下町と酒」を 月
から開催します。関連資料の
情報をお寄せください。
募集内容 江戸時代の絵画や
文書など、津山城下町のお
酒に関する物（展示させて
いただく場合もあります）
締め切り ７月 日㈫
問い合 わ せ 先 郷 土 博 物 館
‐４５６７

第 回津山市民平和祭

平和のための
戦争パネル展
過去の歴史を学んで、戦争
の悲惨さ、平和の尊さを考え
ましょう。
とき ８月６日㈪～ 日㈮午
前８時 分～（６日午前９
時 分からオ
ープニングセ
レモニー）
ところ 市役所
１階市民ロビー
内容 写真パネル、平和に関
する書籍、遺品などの展示
問い合わせ先 人権啓発課
‐００８８

健康増進課332-2069

問い合わせ先
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問い合わせ先 農業振興課
（市役所 ４階）
‐２０
７９または各支所

︵有料広告︶

︵有料広告︶

22
2007.7
2007.7

23

31
問い合わせ先 津山文化センター322‐7111
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※腸管出血性大腸菌O157やサルモネ
ラ、腸炎ビブリオなどによる細菌性食
中毒の予防には１分以上加熱し、中心
温度を75℃以上にすることが必要
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食中毒を予防しましょう
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（月曜は朝10時〜）

イベント ☆ 募集 ☆ お知らせ
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食中毒の発生しやすい時期です。
食中毒の予防３原則を守り、暑い夏
を乗り切りましょう！
原則１ 菌を付けない！
☆手をよく洗う！
☆肉・魚を料理した器具は、よく洗
って熱湯を掛ける！
原則２ 菌を増やさない！
☆買った肉・魚・卵はすぐに冷蔵庫
に入れる！
☆調理した食品はすぐ食べる！
原則３ 菌をやっつける！
☆肉・魚は中心まで十分火を通す！
☆特にひき肉は十分な加熱が必要！
ＮＨＫ教育テレビ
の人気番組「おかあ
さんといっしょ」の
キャラクター「スプ
ー・アネム・ズズ・
ジャコビ」とうたのおねえさんによるステージ
ショーです（「おかあさんといっしょ」に出演中
のおねえさんの出演はありません）
。
とき ９月16日㈰１回目＝午後１時〜２時、２
回目＝午後３時30分〜４時30分
ところ 津山文化センター
入場料 無料（１歳以上は入場整理券が必要）
申込方法 往復はがきに次の事項を記入して郵
送。往信用裏面＝①郵便番号②住所③保護者
氏名④電話番号⑤入場を希望する回（１回目
もしくは２回目）⑥参加人数、返信用表面＝
①郵便番号②住所③保護者氏名
※入場整理券１枚につき４人まで入場可
あて先 〒708-0022津山市山下68津山文化セン
ター内「ぐ〜チョコランタン小劇場○回目公
演」係（○には１または２を記入）
締め切り ８月20日㈪必着（応募者多数の場合
は抽選）
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ＮＨＫラジオ第１放
送で毎週日曜日午後７
時20分から８時10分で
放送の「ふるさと自慢
うた自慢」の公開録音
を行います。
とき ９月７日㈮午後５時40分開演
ところ 津山文化センター
出演 山本譲二、石原詢子
入場料 無料（１歳以上は入場整理券が必要）
申込方法 往復はがきに次の事項を記入して郵
送。往信用裏面＝①郵便番号②住所③氏名④
電話番号、返信用表面＝①郵便番号②住所③
氏名
※入場整理券１枚につき１人入場可
あて先 〒708-0022津山市山下68津山文化セン
ター内「ふるさと自慢うた自慢」係
締め切り ８月15日㈬必着（応募者多数の場合
は抽選）
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が津山にやってくる！

◇ こんにちは 市 役 所さん： 8月6日㈪〜12日㈰「第７回津山国際総合音楽祭」
※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）
毎朝6時〜深夜１時

