古文書講座受講者募集

美作の古文 書 を よ む
美作地域に関連する古文書
の講読を通じて地域の歴史へ
の理解を深めませんか。
とき ５月 日㈭、６月 日
㈭、７月 日㈭、９月 日
㈭、 月 日㈭、 月 日
㈭、１月 日㈭、２月 日
㈭、３月 日㈭午後２時～
４時
ところ 津山郷土博物館

募集しています

定員
人
受講料 １０００円（テキス
ト代含む）
申込方法 受講料を添えて当
日までに申し込む
問い合わせ先 津山郷土博物
館
４
- ５６７
津山に文化を届けよう

示ブースには、子どもたちが
触れて、遊べる体験型アトラ
クションもあります。
とき ６月 日㈰午前 時
分～午後３時 分（展示ブ
ースは午前 時～午後３時）
ところ アルネ・津山、中心
商店街

前津山郷土博物館館長の佐
野綱由さんが、ユニークな切
り口で、津山の歴史上の人物
問い合わせ先 環境生活課
を取り上げながら、幕末の津
２
- ０５１
山藩に迫ります。
募集します
とき ６月 日㈯午後１時～
ところ 津山郷土博物館
日本赤十字社員
定員
人（先着順）
入場料 無料
日本赤十字社は、社員によ
申込方法 当日までに電話で
っ て 組 織 さ れ た 特 殊 法 人 で、
申し込む
赤十字活動はこの多くの社員
※津山郷土博物館の見学あり
によって支えられ、国際活動
問い合わせ先 津山文化振興
や災害救援活動、保健福祉事
財団
０
業などさまざまな事業を行っ
- ２０１
ています。みなさまのご協力
きみがつくろうみんなの未来
をお願いします。
社費（年額）普通社員５００
親子エコフェスタ
円・１０００円、特別社員
２０１１
２０００円以上
親子で楽しく学び、体験し、 問い合わせ先 生活福祉課
環境に優しい生活を実践する
（市役所１階 番窓口）
きっかけを作りませんか。展
２
- ０６３

第４弾「幕末の津山
藩と鞍懸寅二郎」

30

津山圏域無料職業
紹介センター

ご利用ください

10

津山圏域（津山市・鏡野町
・奈義町・勝央町・美咲町・
久米南町）に在住の人、また
は津山圏域に就職を希望する
人の求職登録を受け付け、希
望する職種や業務内容につい
て、相談員が一人ひとりと面
談して紹介します。
Ｕターン希望者にも津山圏
域の求人情報を紹介。企業か
らの求人も同時に受け付けて
います。
問い合わせ先 津山圏域無料
職業紹介センター（津山圏

18

樹木の所有者の皆さんへ

道路上の枝木・倒木
の処理のお願い
道路上にはみ出している木
の枝や倒木は、道路標識を見
にくくしたり、歩行者やドラ
イバーの視界を妨げ、交通事
故の原因になることもありま
す。（ こ れ が 原 因 で 起 こ っ た
事故などは所有者に責任を問
われることがあります）
安全な通行のため、樹木の
所有者は危険な個所を枝払い
や伐採するなど早めに処理を
お願いします。
問い合わせ先 管理課
２０８９

域雇用労働センター内）
３
- ６３３

加茂の朝市

50

3
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50

説明会への出席②担当調査
区の確認③調査票の配布と
回収④調査票の点検と提出
調査員名簿への登録 市の審
査後、登録調査員名簿に登
録
※市の登録調査員として名簿
に登録されても、すべての
人が調査できるとは限りま
せん
応募方法 協働推進室に備え
付けの申込書（市ホームペ
ージからもダウンロード
可）に必要事項を記入し、
本人が直接申し込む
※登録時面接あり
問い合わせ先 協働推進室
（ 市 役 所 ３階 ）
２
-０
３２

作州津山宮川朝市

3
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とき ６月19日㈰午前８時〜
ところ 加茂町インフォメーションセンター
問い合わせ先 加茂町観光協会342‑4402

情報をお寄せください

ホタル生息数調査
水のきれいなところに生息
するホタルを調査することで、
環境の変化に注目し、良好な
環境を育んでいくための指標
にしています。
調査期間 ６月 日㈭まで
報告事項 確認した日時・場
所・種類・数など
締め切り ７月 日㈮
問い合わせ先 環境生活課
２０５１、エコネッ
トワーク津山
７
- ６５
６
30

15

3
22

統計調査員 の 登 録 者
各種統計調査を行う登録調
査員を募集しています。
今年度実施する主な調査
平成 年経済センサス活動
調査
登録要件 次のすべての要件
に該当すること① 歳以上
の人②責任を持って調査事
務や書類管理ができ、調査
で知り得た秘密を保持でき
る人③警察、選挙、税務事
務に従事していない人④統
計法や関係法令などを遵守
できる人
調査員の仕事 ①調査員事務

とき ６月12日㈰午前７時〜10時
ところ 宮川河川敷
問い合わせ先 新産業創出課332‑2178

3
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ツイッター、フェイスブックなどソーシャル
メディア活用法を学ぶ経営者向け公開講座です。
とき ６月21日㈫午後７時30分～９時
ところ 津山商工会館
講師 森谷真也さん（ドット・リファイン代表)
定員 70人
受講料 無料
応募方法 当日までに電話で申し込む
持ってくるもの パソコン・携帯電話・スマー
トフォンなど（あれば）
問い合わせ先 津山商工会議所青年部事務局
322-3141

16 17 15 16
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3
32

○津山商工会議所青年部
｢ソーシャルメディア活用例会｣
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3
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とき ６月27日㈪～９月26日㈪午前９時30分～
午後４時（土・日曜日、祝日は休講）
ところ コジマビル（横山）
対象 求職中の人
定員 20人
受講料 無料
応募方法 ハローワーク津山（山下）または北
部高等技術専門校（川崎）に備え付けの申込
書に必要事項を記入し、ハローワーク津山に
提出
締め切り ６月２日㈭
問い合わせ先 北部高等技術専門校326-1125

15 19 20 21 19

オリジナルの暑中見舞いを完成させましょう。
とき ６月20日㈪、23日㈭、27日㈪、30日㈭午
前10時～正午の４日間コース（４回すべて受
講が基本）
ところ 中央公民館（大谷）
持ってくるもの パソコン（WindowsXP以上)
定員 10人程度（先着順）
対象 20歳以上、ワードを使ったことのある人
受講料 無料
応募方法 ①住所②氏名③電話番号を伝え、電
話または直接申し込む
募集期間 ５月25日㈬～31日㈫
問い合わせ先 中央公民館324-5111

3
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○公共職業訓練３カ月コース
ＩＴアプリケーション科

10

24

○すこやかハツラツ講座第１弾
｢初心者パソコン教室」

3
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回
第53 間
週
水道

『蛇口から あふれるぼくらの 夢・未来』
将来にわたって安全な水を安定的に利
用していくため、皆さんに水道水につい
ての関心を深めてもらいます。
とき ６月５日㈰午前10時〜
ところ イオン津山専門店街
内容 水道に関する相談、アンケート、
｢つやまの水」無料配布
問い合わせ先 水道局業務課332‑2104

日〜７日
月１
６

受講生を募集します

※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

22
2011.5
2011.5

23

６月６日㈪〜12日㈰ 偶数時台の各15分から
｢津山市観光・物産等ＰＲキャラバン隊（ご当地アイドル）誕生秘話」

け いじ ん

