日本の「和」を奏でます

和太鼓コンサート～
加茂の陣～２０１０
とき ３月７日㈰午後１時開
場、１時 分開演
ところ 加茂町文化センター
出演 津山鶴丸太鼓、和太鼓
風人、式部
入場料 大人＝１０００円、
小学生以下＝５００円（全
席自由）
問い合わせ先 加茂支所市民
生活課
︲７０３２

悩まないでまず相談

お楽しみください
小林弘枝ヴィオラコンサート
共演 津山少年少女合唱団

とき ３月７日㈰午後１時
分開場、２時開演
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
出演 小林弘枝さん（ヴィオ
ラ ）、 田 中 良 茂 さ ん（ ピ ア
ノ）、津山少年少女合唱団
入場料 自由席＝２０００円
（前売券１５００円）、指定
席＝２５００円（前売券２

０００円）
問い合わせ先 ベルフォーレ
津山
︲２５２５
今回は消費者被害のお話

地域包括支援センタ
ーフェア
身近に起こっている消費者
被害の実態や
その対応策に
ついて考えま
す。
とき ３ 月
日㈭午後１時 分～４時
ところ 津山市総合福祉会館
内容 寸劇「消費者被害にご
用 心」、 講 演「 悪 徳 商 法 ︲
今、 被 害 拡 大！ 知 ら な い
あなたが危ない」
参加費 無料
高齢者の作品展示
とき ３月８日㈪～ 日㈮
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
問い合わせ先 津山市地域包
括支援センター
︲１０
０４
科学っておもしろい！

津山市少年少女発明
（科学工作）クラブ
科学工作を通して自分で創
造する喜びや感動が体験でき

ご来場ください

地産地消センター「サンヒ
ルズ」４周年記念感謝祭

るもの作りの発明クラブです。
「 不 思 議 」 や「 ビ ッ ク リ 」 が
たくさん詰まった楽しい教室
です。見学もできます。
とき 第２・４土曜日午後２
時～４時
ところ 北小学校（山北）
対象 小学４年生～中学３年
生
定員
人程度（多数の場合
は抽選）
年会費 ５千円
締め切り ３月 日㈬

問い合わせ先 生涯学習課
︲２１１８
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図書館イベント

歴史の時間
「龍馬 天を駆ける」
映像を交えて、易しく面白
く坂本龍馬を語ります。
とき ３月 日㈯午後１時～
３時
ところ 市立図書館（アル
ネ・津山４階）
講師 石本彰さん（元岡山大
学教育学部非常勤講師）
定員
人
問い合わせ先 市立図書館
︲２９１９

︲

都市計画審議会は、都市計
画に関する事項を調査・審議
するための法定機関です。こ
の審議会の公募委員を募集し
ます。
応募資格 市内在住で 歳以
上 歳未満の人
任期 委嘱日から平成 年３
月 日まで
募集人員 ４人程度（選定委
員会で選定）
開催回数 年２回程度
応募方法 はがきに①住所②

津山市都市計画審議
会委員募集

ご応募ください

部 営 農 サブセンター
２９１１

13

12

生産者の見える地産地消セ
ンター「サンヒルズ」がまも
なく４周年を迎えます。日頃
の感謝の気持ちを込めて４周
年記念感謝祭を開催します。
とき ３月 日㈰午前９時～
午後５時
ところ サンヒルズ駐車場
（グリーンヒルズ津山リー
ジョンセンター前）
内容 餅つき、ぜんざい、焼
きそば、ポンポン菓子の販
売のほか、マグロの解体実
演販売など
問い合わせ先 ＪＡつやま東

ここに
広告を
載せませんか
津山で頑張る
―
企業・事業所を応援します

「広報つやま」
広告募集中！
広報紙は市内各世帯など
に配布し、発行部数は４３
９００部。広告掲載料は１
枠（縦５㎝ ×横 ㎝ ）当た
り４万円。
ぜひ、ご活用ください。
問い合わせ先 産業支援課
︲２０８１、市長公
︲２０９２
室

氏名③年齢④職業⑤電話番
号⑥都市計画についての意
見を簡略に記入して郵送
締め切り ３月 日㈭必着
問い合わせ先 〒７０８︲８
０５１津山市都市計画課
︲２０９６
あっ晴れ！国文祭プレ・フェス

子どもミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」
とき ３月 日㈰午後１時
分開場、２時開演
ところ 勝北文化センター
入場料 大人＝１０００円、
高校生以下＝５００円（全
席自由）
問い合わせ先 文化振興課
︲２１２１

―
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リージョンセンター
演 題・ 講 師 ①「『 院 庄 』 と
は何か ―
中世院庄の歴史・
地理学的分析」前原茂雄さ
ん（ 九 州 大 学 学 術 研 究 員 ）
②「文献資料からみた院庄
館・構城」森俊弘さん（岡
山地方史研究会）③「城
郭史からみた院庄館・構城」
中西義昌さん（城郭談話会）
問い合わせ先 文化財課
︲８４１３
参加してください

つやまっ子読書プラ
ン講演会
百ます計算で有名な陰山先
生による講演会です。
とき ３月 日㈯午後２時～
３時 分
ところ 津山文化センター
講師 陰山英男さん

17

18

多重債務無料法律相談会
県では、多重債務の問題解
決を支援するため、弁護士
会と司法書
士会の全面
的な協力を
得て無料法
律相談会を
開催します。
秘密厳守で
すので、一人で悩まず、勇気
を出してこの機会をご利用く
ださい。予約は不要、当日会
場で先着順に受け付けます。
とき ３月 日㈯午前 時～
午後３時
ところ 津山市総合福祉会館
問い合わせ先 県県民生活課
０ ８ ６ ︲ ２２６ ︲７ ３
４６
あっ晴れ！国文祭プレ・フェス

第 回津山市文化財
調査報告会
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初心者を対象とした盆栽教室です。
とき ３月14日㈰午前10時〜正午
ひのき
しょうはく
内容 津山 桧 ・ 松柏 盆栽の葉透かし、雑木
盆栽の植替え、山野草の手入れ作業
材料代 1,000円（受講料は無料）
定員 20人（予約要）
締め切り ３月11日㈭

3
29
20

24

3
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リージョンセンター327‑7150
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3
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体験したいフィットネスプログラムの中
から１つを選んで健康づくりの無料体験が
できます。マシンルームも併せて体験して
ください。
とき ３月22日㉁〜28日㈰
営業時間内で120分（予約要）
受付開始 ３月１日㈪
持ってくるもの 室内シューズ、タオル、
飲み物

31

フィットネスプログラム施設体験会

30

3
24

3
23

男女ペアで入館すると、女性の料金が半
額になります。さらに先着100
人の女性にお菓子をプレゼン
ト。友だちや夫婦、親子など
男女ペアでご来館ください。
とき ３月14日㈰午前10時〜午後８時

13

11

14

ホワイトデーイベント

3
32

第４回さわやか盆栽教室

10

知っているようで意外に知
やかた かまえじょう
らない院庄館と構城にスポッ
トを当て、基本史料を再検討
演題 読書・音読で知能は伸
したうえで徹底的に語ります。
びる
とき ３月 日㈯午後１時
※入場無料、申し込み不要
分～
問い合わせ先 生涯学習課
ところ グリーンヒルズ津山
︲２１１８
30

30

45
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グラスハウス327‑7140

市制施行80周年を記念して『津
山城百聞録』を刊行しました。
津山城に関するさまざまな逸話
をつづった「津山城百聞録」(広
報つやま平成12年４月号〜20年３
月号に掲載）を中心として、さま
ざまな刊行物への寄稿を取りまと
め、新たに時期別・テーマ別に再
編集しました。津山城についての
文献調査・発掘調査など最新の研
究成果が反映されており、津山城研究の最前線を知
ることのできる充実した内容となっています。
ぜひ、一度手に取って、より深く津山城について
知ってください。
体裁 Ａ５版 オールカラー 312ページ
定価 1,000円
問い合わせ先 津山郷土博物館（山下）322‑4567､
津山弥生の里文化財センター（沼）324‑8413
3
32

『津山城百聞録』を刊行しました
3

28

※放送日時は変更になる場合があります

イベント☆募集☆お知らせ

ば

3
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13

３月１日㈪〜７日㈰ 偶数時台の各15分から
｢新津山洋学資料館がオープンします 」

け いじ ん

