支給要件 次の全てに該当す
ること①高齢者の生きがい
活動（グラウンドゴルフな
ど）を１年以上行っている
②町内会が管理しているグ
ラウンドである③真砂土の
支給は１個所に 立法メー
トル以内
※支給は３年度に１回
申請方法 高齢介護課または
各支所市民生活課に備え付
けの申請書に必要事項を記
入し、グラウンドゴルフ場
などの整備前の写真や地図
を添付して直接申し込む
締め切り ９月 日㈮
問い合わせ先 高齢介護課
（市役所１階８番窓口）

学生募集

２
- ０６６、または各
支所市民生活課
募集します

海上保安大学校学生
受験資格 平成３年４月２日
以降に生まれた人で高等学
校を卒業した人、または平
成 年３月までに高等学校
を卒業する見込みの人など
試験日 第１次試験＝ 月
日㈯・ 日㈰、第２次試験
＝ 月 日㈮
受付期間 ８月 日㈭～９月

６日㈫
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 玉野海上保安
部 ０８６３ - ３
- ４２
３
参加しませんか

津山健康エアロビク
スフェスタ２０１１
とき ９月 日㈰正午～午後
３時
ところ 美作大学（北園町）
内容 エアロビクス

対象 小学生以上（小学生は
保護者同伴）
定員 ２００人
参加費 １５００円
申込方法 実行委員会へ参加
費を現金書留
で郵送または
直接申し込む
締め切り ９月４日㈰必着
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 〒７ ０８ ０
０３５津山市吹屋町 津山
健康エアロビクスフェスタ
実行委員会
１
- ３３３

第９回にぎわい市

おもて（表面

)

)

問い合わせ先 財団法人岡山
県臓器バンク ０８６ ２
２６ ０
- １８１

うら（裏面

21

付けの応募用紙に記入して
出演者募集！
郵送またはファクスで申し
込む
第 回津山城西まるごと
応募期間 ８月 日㈪～９月
博物館フェア路上ライブ
日㈮
とき
月２日㈰午前 時
問い合わせ先 〒 ７ ０８ ０
分～午後３時ごろ
００６津山市小田中１３１
ところ 城西まるごと博物館
２ - 城西まるごと博物館
フェア実行委員会（城西公
フェア会場内
参加資格 ソロもしくはユニ
民館）
０
- １０２（平
日の午前 時～午後４時）
ットで演奏時間 分（出入
り を 含 む ）、 ジ ャ ン ル は ギ
真砂土を支給します
ター、鍵盤ハーモニカ、笛、
アカペラなど
津山市グラウンドゴ
※電源は使用不可
ルフ場等整備事業
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
定員
組
応募方法 城西公民館に備え

調理師の技能を試そう
年度岡山県農林水産

平成

年度 調理技術審

平成

15

総合センター農業大学校

ところ 岡山県農林水産総合
族優先提供」の意思を表示す
センター農業大学校（赤磐
るためにも、臓器提供意思表
市）
示カードに自分の意思を記入
し、常時携帯しましょう。
受付期間 推薦入試＝９月
提供できる臓器 心臓、肺、
日㈫～ 日㈫、一般入試（前
すいぞう
期）＝ 月 日㈬～ 日㈬、
肝臓、腎臓、膵臓、小腸、
一般入試（後期）＝平成
眼球
年１月６日㈮～ 日㈮
心臓停止後に摘出可能な臓器
すいぞう
※詳しくは、お問い合わせく
腎臓、膵臓、眼球
※そのほかの臓器は脳死下で
ださい
摘出したものでなければ移
問い合わせ先 岡山県農林水
植することはできません
産総合センター農業大学校
※平成 年７月から、本人の
０８６ ９５５ ０５５
臓器提供の意思表示が不明
０
な場合も、家族の承諾があ
持っていますか
れば臓器提供ができるよう
になり、 歳未満の人から
臓器提供意思表示カード
の提供も脳死下で可能にな
りました

11

ガレージセール 出店者募集
「提供する、しない」や「親

22

査・技能検定試験（後期）

29

13

24

便利で確実な口座振替（金融機
関）による納付ができます。
また、納税課（支所を除く）では、毎週
金曜日（祝日を除く）午後７時まで、毎月
の最終日曜日（12月のみ第３日曜日）には、
午前９時から午後４時まで納税窓口を開設
していますので、ご利用ください。
※日曜日納税窓口への入り口は、市役所正
面玄関、東側玄関です
※各種税証明の発行はできません
問い合わせ先 納税課（市役所２階１番窓
口）332‑2013・32‑2014

16

試験日 実技試験＝平成 年
教育課程 園芸、畜産
１月 日㈯～２月 日㈮の
修業年限 ２年間
間で㈳調理技術技能センタ
受験資格 高等学校を卒業し
ーが指定する日、学科試験
た人（平成 年３月卒業見
＝平成 年１月 日㈰
込みの人を含む）または同
受験資格 調理師実務経験８
等以上の学力があると認め
年以上ほか
られる人
受付期間 ９
月５日㈪～
月７日㈮
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
試験日 推薦入試＝ 月８日
問い合わせ先 社団法人調理
㈯、一般入試（前期）＝
技術技能センター ０３
月９日㈬、一般入試（後期）
３６６７ １
＝平成 年２月１日㈬
- ８６７

26

3
25

31

資格 市内に在住・勤務の人またはごみの減量化に関心の
ある人（業者は不可）
※18歳未満の人は、保護者同伴
販売品 家庭で眠っている不用品（合成洗剤、食品、仕入
れたものを除く）
応募方法 はがき（１家族・団体につき１枚）に①住所・
郵便番号②氏名（フリガナ要、団体の場合は団体名・責
任者名）③電話番号（昼間に連絡可能な番号）④販売品
を記入して送付
参加費 1,500円
締め切り 10月21日㈮必着（応募多数の場合は抽選）
問い合わせ先 〒708‑0022津山市山下27‑4ソシオ一番街事
務局322‑7654（日・火曜日を除く午前10時〜午後4時)
10

3

第42回ガレージセール
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10
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30

24

とき 11月13日㈰午前10時30分〜午後２時
ところ ソシオ一番街
12

税金を納付したいのですが、平日
の昼間は仕事で銀行や市役所へ行く
時間がありません。
どのようにして納付すればいいですか？

15

事業主が労働者の働いた日数に応じて
掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働くことを辞め
3
た時に、建退共から退職金が支払われる
制度です。
契約者 建設業の事業主
加入者 建設業に従事す
る人
掛け金 日額310円
※地震などにより災害救助法が適用され
24
た人には各種手続きの特例措置があり
ます
※申し込み方法など詳しくは、お問い合
わせください
10
問い合わせ先 建退共岡山県支部（岡山
市）3086‑225‑4113
11

12

10

17

23

14

24

（建退共）

3

いろいろあります
税金の納付方法

加茂の朝市

10

13

とき ９月11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
10 5
31

30

20

とき ９月18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

16

作州津山宮川朝市

建設業退職金共済制度

資格 市内または近郊にある商店、事業所、生鮮野菜・加
工品生産者など（露天商は除く）
応募方法 はがき（１店舗・団体につき１枚）に①住所②
氏名（団体の場合は団体名・責任者名）③店名④電話番
号（昼間に連絡可能な番号）⑤ファクス番号・Eメール
アドレス⑥販売品を記入して送付
参加費 2,000円
締め切り ９月23日㈮必着（先着順）
問い合わせ先 〒708‑0064津山市堺町５まちなかさろん
再々323‑2250（火曜日を除く午前10時〜午後4時）
3

イベント☆募集☆お知らせ

ば

10

知っていますか？

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

