9月1日豺〜7日"「ふるさと納税『ふるさと津山サポート寄附金』ほか」
イベント☆募集☆お知らせ

午前10時～午後３時
６日豺～10日貊・14日貂
午前10時～午後３時

（津山口）

市役所本庁舎東側車庫

とき ９月６日貍午後２時～４時
内容 県立図書館が実施しているさま
ざまなサービスの紹介
講師 菱川廣光さん（県立図書館副館
長）
対象 高校生以上
※当日、県立図書館の利用者登録を受
付
おたのしみ会
高見さんの「音楽と民話を楽しもう」
とき ９月７日豸午後２時～３時
内容 クラリネット演奏、民話「猿神
退治」
、戦争を語り継ごう
講師 高見省一さん
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※手話通訳・要約筆記あり
問い合わせ先 人権啓発課薊
‐００８８

20

ご協力ください

10

平成 年住宅・土地
統計調査

32

図書館活用講座 これは使える！
岡山県立図書館と図書館ネットワーク

JAつ や ま 津 山 西 支 店
（院庄）

防災知識を深めよう

３日貊

津山総合食品卸売市場

24

入場料 無料（全席自由）
問い合わせ先 津山圏域消防
組合薊 ‐１２５８

10 １日貉・２日貅
月 午前10時～午後３時

24‐2919

23

に達した時点で終了）
問い合わせ先 スポーツ課薊
‐０２０２

市 立 図 書 館

JAつ や ま 河 辺 出 張 所

午前10時30分～午後３時 （国分寺）

消防防災展

19日貊

最後の思い出に

午前10時30分～午後３時 （高野本郷）

ご来場ください

30

JAつ や ま 津 山 東 支 店

作品募集中！

18日貅

津山市民憲章

津山浄化センター（川

午前10時30分～午後３時 崎）

第 回名もない
みんなの音楽会

17日貉

第３回ひと・ふれあい
講演会

午後１時30分～３時30分 加茂町公民館

31

とき ９月 日貅午後７ 時～
８時 分
ところ ベルフォーレ津山
演題 いのちの対話

阿波支所

31

「みんなに元気を♪ みんな
と音楽を♪」をテーマに開催
してきたこの音楽会は今回で
最後。ステージで一緒に思い
出を残しませんか。
とき
月 日豸午後１時～
ところ 久米体育館
定員
組程度
受付期間 ９月
１日豺～ 日貊
参加費 無料
問い合わせ先 同実行委員会
事務局（久米公民館内）薊
‐２９３６

勝北文化センター

総務省では、
月１日を基準
日として全国で
住宅・土地統計
調査を行います。
皆さんの住生活の向上のた
めの大切な調査です。
９月下旬から、対象となっ
た建物に、県知事が任命した
調査員が伺いますので、調査
票への記入をお願いします。
問い合わせ先 協働推進課薊
‐２０３２

2008.8

午前10時30分～正午

！

第26回津山第九演奏会合唱団
とき 12月14日豸午後２時開演
ところ ベルフォーレ津山
曲目 ベートーヴェン交響曲第９番二短調（合
唱付）ほか
応募資格 歌う意欲があり、練習に参加でき
る人
定員 100人程度
会費 一般2,000円、学生1,000円
※チケット販売のノルマあり
練習日 ９月４日貅から演奏会当日までの毎
週木曜日午後７時～９時
練習会場 津山婦人青年の家・津山市医師会
保健センター
応募方法 会費を添えて、津山文化振興財団
（アルネ・津山５階）か練習会場で直接応募
締め切り ９月25日貅

19

16日貂

久米支所

29

講師 鎌田實さん（諏訪中央
病院名誉院長）
定員 ６００人
入場料 無料

中

午前10時30分～午後３時

ろ

とき ８ 月 日貊～ 日豸午
前 時～午後７ 時（ 日は
午後５時まで）
ところ 地域交流センター
（アルネ・津山４階）
内容 こども消防写生大会の
作品・防災グッズ・災害パ
ネルなどの展示、非常食の
試食など
問い合わせ先 危機管理課薊
‐２０４２

集

12日貊

こ

10

津山のまちをもっと明るく
豊かで、住み良いまちにする
ために、日頃考えていること
や体験したことなどを作品に
してご応募ください。
応募資格 市内に在住または
通勤・通学している人
募集種目 自由詩、作文、標
語、図画、ポスター、習字、
コンピューター・グラフィ
ックス
※種目ごとに小学校の部、中
学校の部、一般の部あり
締め切り ９月５日貊
問い合わせ先 津山市市民憲
章推進協議会薊 ‐１５１
４

９ 11日貅
月 午前10時～午後３時

と

ご来場ください

募

き

津山消防音楽隊
2008
ふれあいコンサート

と

26

とき ９月７ 日豸午後１時
分開場 午後２時開演
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
曲目 アルヴァマー序曲、名
探偵コナンほか

員

10

商店や工場、病院、薬局、野菜出荷などで商品取
引や調剤、証明に使う計量器は、計量法で定期検査
が義務付けられています。２年に１度の定期検査で
すので、必ず受けてください（検査は有料）。

ヴォーカルアンサンブル津山
第13回定期演奏会
とき ９月17日貉午後６時30分開演
ところ ベルフォーレ津山
曲目 「ベルリン・ミサ（アルヴォ・ペルト）」
「混声合唱・ヴァイオリン・ピアノのため
のヴィヴァルディが見た日本の四季（信長
貴富）
」
「風の谷のナウシカ」ほか
入 場 料 一 般 ＝ 前 売1,000円・ 当 日1,200円、
学生
（小学生以上）
＝前売500円・当日600円、
親子券（一般１名＋学生１名）
＝前売1,200
円・当日1,500円
※全席自由。65歳以上の人、身体障害者は無
料（受付で証明書を提示してください）
※親子室または無料託児室あり（要予約）
入場券販売所 ベルフォーレ津山ほか
団

産業支援課32‐2080

ご参加ください

問い合わせ先

作州テニスフェスティバル

計量器（はかり）の
定 期 検 査

問い合わせ先 薊24‐0201
演劇公演 第七劇場「新装 四谷怪談」
とき ９月13日貍午後７時開演、14日豸午後
２時開演
ところ グリーンヒルズ津山リージョンセン
ター
入場料 一般＝前売2,000円・当日2,500円、
学生
（小学生以上）＝1,000円
※全席自由
入場券販売所 ベルフォーレ津山ほか

とき 予選＝ 月５ 日豸午前
９時～、決勝＝ 日豸午前
９時～
ところ 津山スポーツセンタ
ー・勝北総合スポーツ公園
定員 ２００組
参 加 費 １ 組 ４ 千 円（ 中 学
生・高校生同士によるペア
は３千円）
締め切り ９月５ 日貊（定員

津山文化振興財団

豢豬貍豸豺貂貉貅貊貍〜11日"「救急病院の正しい
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