け いじ ん

イベント☆募集☆お知らせ

参加費 ３千円
申込方法 こども課に備え付
けの申込書に記入し、津山
市婚活セミナー＆交流会事
務局へ郵送またはファクス
で申し込む
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 〒 ７ １０ ０
００１倉敷市三田
１
-津
山市婚活セミナー ＆交流
会 事 務 局（ 有 限 会 社 チ ア
ーズ内） ０８６ ４
- ８４
００２０、 ０８６ ４
６１ ０
- ５０７、こども課
２
- １７９

津山事務所（アルネ・津山
５階）
２
-５２５、ホー
ムページ http://tsuyama.

com/

ご確認ください

林業退職金共済制度

3

3
31

29

ご参加ください

10

募集しています

25

20

20

婚活セミナー＆交流会

24

3
32

3

5

76

回
第20
念
記

走ろう！新緑と清流の里

津山加茂郷フルマラソン
全国大会参加者募集

とき ４月15日㈰午前10時〜
ところ 加茂町スポーツセンター総合グラウンド（ス
タート、ゴール）

フルマラソン

12

3
66

とき １月 日㈰午後１時～
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター（山下）ほか
内容 セミナー、カウンセリ
ング、参加者同士の交流会
対象 市内在
住または在
勤の人で
歳以上の独
身の人（学生不可）
定員 男女各 人（申し込み
多数の場合は抽選）

30

90

24

24

面接
応募方法 申込書（希望者に
郵送）に記入し、必要書類
を添付して郵送または直接
提出し、申し込む
締め切り １月 日㈭

3
32

問い合わせ先 〒７ ０９ ３
７０２久米郡美咲町打穴下
１７６６久米老人ホーム組
合「静香園」
０
- ０１
２

22

久米老人ホーム組合「静香
園」では、平成 年度に採用
する正規職員を募集していま
す。
受験資格 昭和 年４月２日
以降に生まれた人で、看護
師または准看護師免許を有
する人
募集定員 １人
試験日 受験者に直接連絡
試験内容 書類選考、作文、

ご参加ください

第 回岡山県障害者
スポーツ大 会

体競技＝車椅子バスケット
ボール・フットベースボー
ルなど
参加料 無料
締め切り １月下旬
問い合わせ先 個人競技＝障
害福祉課（市役所１階８番
窓口）
２
-０６７、団体
競技＝県福祉相談センター
０８６ ２
- ３５ ４
- ０７

５

弾いてみませんか

2011.12

世界三大ピアノコン
サート２０１２

29

47

3

林業退職金共済制度に加入
していた人で、退職金を受け
取っていない人はいませんか。
また、林業退職金共済制度に
加入していたか分からない人
は、お調べします。
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 独立行政法人
勤労者退職金共済機構林業
退職金共済事業本部 ０
３ ５
- ４００ ４
- ３３４

家族や親族が集まりやすい年末年始に
詐欺などの対策について
話し合ってみましょう。
◎家族の合言葉 ペット
の名前や好きなスポー
ツ選手などでお互いを
確認
◎留守番電話 在宅時で
も電話を留守番電話の
設定にしておき、心当
たりのない場合は電話に出ない
◎｢必ずもうかる」話に用心 社債や未公
開株、外国通貨などの販売勧誘やEメー
ルはまず疑い、家族や警察などに相談
問い合わせ先 環境生活課332‑2056、
津山警察署管内防犯連合会325‑0110

24

12

てみませんか。
とき ３月 日㈯、 日㈰午
前９時 分開場予定、 時
開演予定
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山７階）
参加資格 ピアノを弾いたこ
とがある人、ピアノと合奏
する人
枠数 各日 枠程度
参加料 １枠千円（１枠５分
以内で連続２枠まで）
申込方法 申込用紙（ホーム
ページから印刷可）に記入
し、ベルフォーレ津山事務
所に直接申し込む
応募期間 ２月８
日㈬〜 日㈬
問い合わせ先
ベルフォーレ

防 犯 だ よ り

家族の絆で
振り込め詐欺を撃退！

13

滅多に触れることができな
い世界三大ピアノ（スタイン
ウェイ、ベヒシュタイン、ベ
ーゼンドルファー）を演奏し

暴力団員などに対する「利益供与の禁
止など」とは、どのようなことですか
｢利益の供与」は、受け取る人にとっ
て財産的な利得がある全てのことをい
います。暴力団員などに財産上の利益
を供与する行為は、たとえ正当な商取
引でも禁止されています。例えば、
・名刺や年賀状の印刷を行う
・住居（事務所）を貸す
・住居（事務所）を建築
または修繕する
・資金を融資する
・雇用の場を提供する
・集会や宴会などの会場を提供する
などです。県条例では、違反すると公
表するなどのほか罰則規定が設けられ
ています。
問い合わせ先 環境生活課332‑2056

とき ４月下旬～
※競技日程は種目ごとに異な
ります
資格 平成 年４月１日現在
歳以上で、市内在住また
は市内施設に入所などして
いる身体
障害者、
知的障害者、
精神障害者
※競技種目により参加資格が
異なります
競技種目 個人競技＝陸上競
技・水泳・フライングディ
スク・ボウリングなど、団

暴力団排除条例 Ｑ＆Ａ②

平成 年度 看 護 職 員
（静香園）

ば

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

参加資格 大会当日18歳以上となる健康な人で、６時
間以内に完走できる人
部門 ①男子18歳以上39歳以下の部②男子40歳以上49
歳以下の部③男子50歳以上の部④女子18歳以上39歳
以下の部⑤女子40歳以上の部
定員 1,000人（先着順）

ミニマラソン

参加資格 小学生以上の人
部門 ⑥男子の部⑦女子の部⑧ペアの部（小学生と18
歳以上の人）
定員 各部門100人（先着順）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参加費 フルマラソン3,500円、ミニマラソン1,000円
（ペアの部は2,000円）
申込方法 ①郵送（80円切手同封）または直接連絡し
要綱を取り寄せ、専用振替払込用紙で
申し込む（締め切り：２月10日㈮）
②RUNTESホームページから
（http://runnet.jp/）
申し込む（締め切り イメージキャラクター
カモランちゃん
カモランくん
：２月20日㈪）
問い合わせ先 〒709‑3931津山市加茂町中原493番
地３津山加茂郷フルマラソン全国大会実行委員会事
務局3・542‑4411

ご活用ください

企業ガイドみまさか2013

岡山県北優良企業114社を紹介した
企業ガイドみまさか2013』を発行し
ました。県内外の学校や行政機関な
どに配布しています。また、希望す
る人には、無料で提供もしています。
※詳しくは、お問い合わせください
問い合わせ先 津山広域事務組合324‑3633

2011.12
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