りが好きな人は奮ってご参加
ください。
とき ６月 日㈯小中学生の
部＝午前 時～正午、高校
・一般の部＝午後１時～２
時 分
ところ 津山工業高等専門学
校
※コンテストは 月 日㈰開
催
問い合わせ先 ザ チ
･ ャレン
ジ実行委員会事務局 経
(済
振興課内）
２
- ０８０

「童謡」を通して日本の文
化や心を届けます。
︽１回目︾
とき ６月 日㈭午前９時
分開場、９時 分開演
ところ 加茂町文化センター
︽２回目︾
とき ６月 日㈭午後１時
分開場、 時開演
ところ 勝北文化センター
︽３回目︾
とき ６月 日㈮午前 時開
場、 時 分開演
ところ ベルフォーレ津山
入場料 一般＝大人１２００
円、子ども８００円、親子

坂入姉妹 童謡コン
サート（全３回）

子ども育成応援プロジェクト

20

10

津山に文化を届けよう

ーテン作品展に向け、皆さん
が作ったグリーンカーテン
（ゴーヤやアサガオなどのつ
すだれ
る性植物を利用した簾）の写
真作品を今年も募集します。
応募資格 市内に在住または
勤務の人、市内の学校・事
業所
応募作品 今夏挑戦するグリ
ーンカーテンの完成写真
※詳しくは「広報つやま８月
号」でお知らせします。
問い合わせ先 環境生活課
２
- ０５１

参加チーム募集

つやまロボットコン
テスト競技説明会
手作りロボットで的当てゲ
ームをするロボットコンテス
トに参加してみませんか。
説明会を開催いたしますの
で、興味のある人やものづく

とき ７月 日㈰～８月 日
㈰の８～ 日間
事業内容 ホームステイ・ボ
ランティア・文化交流・学
校体験・英語研修・地域見
学・野外活動など
対象 小学３年生～高校３年
生
派 遣 先 米 国・ 英 国・ 豪 州・
カナダ・シンガポール・サ
イパン・カンボジア・フィ
ジー
参加費
～ 万円（往復交
通費、宿泊費など）
※別途、事前研修費、事務連
絡費など３万円が必要
︽説明会︾
とき ５月 日㈰
ところ 岡山国際交流センタ
ー（岡山市）
※予約不要・入場無料
問い合わせ先 ㈶国際青少年
研修協会 ０３ ６
- ４５ ９
４
- ６６１
国の緊急雇用創出事業

介護職臨時職員募集
（静香園）

11

45

第５弾「つやま自然
のふしぎ館 を 語 る 」

世界の希少動物のはく製を
中心とした自然科学の総合博
物館「つやま自然のふしぎ館」
の知られざるふしぎについて
語ります。
※森本さんの解説付き館内見
学あり
とき ６月 日㈯午後１時～
ところ 津山観光センター
（山下）
講師 森本信一さん（つやま
自然のふしぎ館館長）
定員
人（先着順）
入場料 無料
申込方法 電話で申し込む
問い合わせ先 津山文化振興
財団
０
- ２０１
取り組みませんか

グリーンカーテン
写真作品募集
秋に開催予定のグリーンカ

参加者募集

小学生～高 校 生 の た
めの夏休み 海 外 派 遣

3
32

久米老人ホーム組合「静香
園」では、介護職の人材育成
を目的として、臨時職員を次
のとおり募集します。
働きながら養成校に通い、

15

30

ホームヘルパー２級の資格を
取得しませんか。
対象 未就業者で雇用期間内
にホームヘルパー養成研修
２級課程を受講する意欲の
ある人（年齢不問）
定員 ２人
雇用期間 ７月１日㈮～平成
年３月 日㈯
※資格取得費用は雇用主負担
試験方法 書類審査、面接
申込方法 履歴書を郵送また
は直接申し込む

ペア１８００円、団体 人
以上＝大人１０００円、子
ども５００円（全席指定）
入場券販売 ベルフォーレ津
山、加茂町文化センター、
勝北文化センターなど
※３歳からチケット必要
問い合わせ先 ベルフォーレ
津山
２５２５、加茂
町文化センター
７
-０
３ １、勝 北 文化セ ン ター
７
- １２１
10

福祉のしごとフェア

参加しませんか

36

3

福祉・介護分野の人材確保
や、働きやすい職場環境への
改善に向けた助言などを行い、
円滑な就労職員の定着を支援
します。
とき ５月 日㈯午後１時～
４時
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター
内容 採用予定のある事業者
との面接や資格の取得など
の相談コーナー
対象 福祉現場に関心がある
人または就職希望の人など
参加費 無料
問い合わせ先 岡山県社会福
祉協議会 ０８６ ２
- ２６
３
- ５０７
21
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地デジの相談は「デジサポ岡山」へ

締め切り
時

６月 日㈮午後５

問い合わせ先 久米老人ホー
ム組合「静香園」〒７０９
‐３７０２久米郡美咲町打
穴下１７６６
０
- ０１
２

24
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2011.5
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25

青森、岩手、宮城、福島、茨城県の人は、国税に関する申告・納付などの期限
が延長されています。このほかの地域に納税地がある人で、交通途絶などにより
申告・納付等が困難な人についても期間延長が認められますので、状況が落ち着
き次第、最寄りの税務署に相談してください。
還付金支払い時期や納税証明書交付申請書についてもお問い合わせください。
問い合わせ先 津山税務署 322-3147（音声ガイダンス「２番｣）

18 24

23

29

40

3
24

国税の申告・納付期間延長について

海外派遣の体験を通して、
お互いの理解や交流を深め、
国際性を養いませんか。

東日本大震災で被災され避難をしている皆さまへ

30 24

31

もうすぐアナログ放送終了
24

７月のアナログ放送終了まであと２カ月に迫
アナログ
りました。アナログテレビのままだと、地上デ
ジタル放送（地デジ）は見ることができません。ご覧のテ
レビ画面右上に「アナログ」の表示が出ていませんか？
地デジを見るには、地デジ対応テレビやチューナーの準
備だけでなく、ＵＨＦアンテナの設置もしくは、ケーブル
テレビへの加入が必要になることがあります。期限間際に
は工事などが集中し、アナログ放送終了までに間に合わな
くなる恐れがありますので、急いで準備をお願いします。
｢地デジ対応テレビやチューナーを買ったが地デジが映
らない」｢どうすればいいか分からない」といった場合
や、高齢者世帯で詳しく説明してほしい人は、デジサポ岡
山へ電話してください。
問い合わせ先 総務省岡山県テレビ受信者支援センター
｢デジサポ岡山」3086‑899‑6060（平日：午前９時〜
午後９時、土・日曜日・祝日：午前９時〜午後６時）
3
66

イベント☆募集☆お知らせ

ば

3

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・住民票・
印鑑証明書の交付、印鑑登録、パスポートの交付、納税関係の証明書の交付、
納税相談、介護申請を行っています

け いじ ん

