道路ふれあい月間

訓練生募集

思いを言葉に乗せて

ひと・ふれあいメッ
セージ ２０１１募集
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県立北部高等技術専門校

ところ 中央公民館（大谷）
対象
歳以上の市内在住者
定員
人（先着順）
受講料 無料
申込方法 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
※健康カウンセリング希望は
予約要（１日１件）
申込期間 ８月 日㈪～ 日
㈬
持ってくるもの 運動のでき
る服装、バスタオル、５本
指ソックス
問い合わせ先 中央公民館
５
- １１１（土・日を
除く午前８時 分～午後５
時 分）

未来の津山市産業界を担うリーダーを育成す
るつやま産業塾の塾生を募集します。経営の視
野を広げる大きなチャンスです。
22

回道路清掃

すこやかハツラツ講座

ヨーガ体験と健康
カウンセリング教室
とき ９月 日㈭、 日㈭、
日㈭、 月６日㈭ ヨー
ガ体験＝午前 時～ 時
分（４回全て受講が基本）、
健康カウンセリング＝ 時
分～正午

つやま産業塾 塾生募集
15 20

第
道路を大切にするため、町
募集科名 ＩＴ ＣＡＤ科
人
内会や団体で清掃を行います。 定員
訓練期間
月２日㈬～平成
とき ８月 日㈰午前７時～
年２月１日㈬
９時
訓練場所 津山市勤労者総合
ところ 市内
福祉センター（勝部）
幹線道路
対象 求職中の人
内 容 除 草、
授業料 無料（教材費などは
空き缶やご
別途要）
みなどの収
応募期間 ９月１日㈭～ 月
集、清掃
６日㈭
問い合わせ先 管理課
応募方法 ハローワーク津山
２０８９
（山下）または北部高等技
音楽鑑賞会へどうぞ
術専門校（川崎）に備え付
けの願書に必要事項を記
すみだ弦楽 四 重 奏 団
入、ハローワーク津山へ申
コンサート
し込む
問い合わせ先 北部高等技術
専門校
１
- １２５
とき ８月 日㈮午後６時開
場、６時 分開演
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
入場料 一般＝２千円、中学
生以下＝千円（全席自由、
当日は５００円増）
入場券販売 ベルフォーレ津
山、津山文化センター、勝
北文化センター、加茂町文
化センターほか
問い合わせ先 ベルフォーレ
津山
２
- ５２５

語り合いませんか

第16期経営能力開発講座
身近なところで感じた（体
験した）思いやりの心や命の
とうと
尊さなど、人権の大切さが伝
わるメッセージを募集します。
応募資格 市内に在住、また
は通勤・通学している人
応募方法 １人につき１点で
自作・未発表のもの（１行
詩・標語など形式は問いま
せん）①住所②氏名③年齢
④職業⑤電話番号を記入し
て郵送またはファクス、Ｅ
メールで応募
最優秀賞＝１点、優秀賞
賞

ご活用ください

中小企業定年引上げ
等奨励金
対象 「 歳以上への定年退
職 年 齢 の 引 上 げ 」「 定 年 退
職 の 定 め の 廃 止 」「 希 望 者
全員を対象とする 歳以上
までの継続雇用制度の導
入」を行い、６カ月以上経
過した中小企業事業主
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 岡山高齢・障
害者雇用支援センター（岡
山市） ０６８ ８
- ０１ ５１５０

＝１点、入選＝数点
※参加賞あり
締め切り ９月 日㈮
問い合わせ先 〒 ７ ０８ ８
５２０津山市新魚町 人権
啓発課
０
- ０８８、
２
- ５３４、 jinken
@city.tsuyama.okayama.jp
参加者募集

ミュージックフェスティ
バル イン 久米 音楽会

30

分かち合いの会
大切な人を自死（自殺）で
失った人々が体験を語り合う
ことで悲しみや苦しみを分か
ち合う場です。
とき ９月 日㈮午後１時
分～３時
ところ 美作保健所（椿高下）
講師 川﨑政宏さん（ＮＰＯ
おかやま犯罪被害者サポー
トファミリーズ理事長・弁
護士）
参加費 無料
申込方法 電話で申し込む
問い合わせ先 美作保健所
０
- １４５

65

17

30

とき
月 日㈰午後１時～
ところ 久米体育館（中北下）
《音楽会参加者募集》
参加資格 コーラスやピアノ
・エレクトーン演奏など
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
参加費 無料
《ボランティア募集》
内容 音楽会の前日または当
日の準備など
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
申込方法 電話またはファク
スで申し込む
締め切り ９月 日㈮
問い合わせ先 第３回ミュー
ジックフェスティバルイン
久米音楽会実行委員会事務
局（久米支所市民生活課分
室）
２
- ９３６、
２
- ９７０
13
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とき 10月14日㈮〜平成24年９月14日㈮(全11回)
ところ 津山圏域雇用労働センター(山下)ほか
内容 専門講師による経営基礎研修、産業経営
者から経営についての考えや思いなどを聴く
講座、企業訪問など
対象 市内に在住または勤務する経営者・後継
者・管理部門に所属する人、津山市の産業振
興に関心のある人など
定員 30人 受講料 １万円
申込方法 つやま産業塾事務局に備え付けの申
込用紙に記入し直接申し込む、または市ホー
ムページの入力フォームから申し込む
締め切り ９月30日㈮
問い合わせ先 つやま産業塾事務局（市役所東
庁舎１階）332‑2178
5
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22

11

11

30

30

10

30

11

10 15

16

3
24

無料調停相談会

3
32

問い合わせ先 神姫バス㈱津山営
業所(大谷)332‑1250

3
26

とき ９月10日㈯午前９時〜午後４時
ところ 岡山地方法務局津山支局（田町）
内容 土地の境界問題に関する相談
対応者 法務局登記官と土地家屋調査士
相談時間 １人30分程度（予約要）
申込方法 電話で申し込む
締め切り ９月９日㈮
問い合わせ先 岡山地方法務局3086‑224
‑5658

運行便数 １日６往復
所要時間 ３時間35分
停留所 津山駅〜津山インター〜美作インター〜
(省略）〜関西国際空港

30

3
23

境界問題合同相談会

28

30 26

リムジンバス 新路線

15

とき ９月16日㈮午前10時〜午後３時
ところ 津山市総合福祉会館
相談内容 土地・家屋・金銭貸借・交通事
故など民事に関する問題、離婚・相続・
家庭内のもめごとなど家事に関する問題
※相談内容ついては秘密を堅く守ります
問い合わせ先 岡山地方裁判所津山支部
(椿高下）322‑9326

22
3
31

悩みごとなんでも電話相談

とき 毎週月〜金曜日午前10時〜午後５時
(祝日を除く）
相談内容 労働、福祉、就職、金融、法律、
ボランティア、冠婚葬祭など
※裁判や実務依頼などの場合は、費用要
問い合わせ先 ライフサポートセンター
つやま（津山圏域雇用労働センター
内）335‑2433

※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

関西国際空港〜津山駅

ご相談ください
相談
無料

９月12日㈪〜18日㈰ 偶数時台の各15分から
｢かけがえのない大切な心といのち」

け いじ ん

接続をお願いします

下水道・農業集落排水

美しい自然と快適な生活環境を次世代に引
き継ぐため、公共下水道や農業集落排水の整
備を進めています。
整備された区域の皆さんは一日も早い接続
をお願いします。
問い合わせ先 下水道課332‑2100

