け いじ ん
ば

イベント☆募集☆お知らせ

31

10

10

29

‐

31

農センター東部地区薊
２９１１

32

期間内にお申し出ください

22

とき ８月20日㈪午後１時30分～４時
ところ 津山鶴山ホテル（東新町）
対象 平成25年３月卒業予定の学生（大学・短大・
高専・専門学校）または既卒３年以内の人
参加企業 津山・真庭・美作地域の事業所約40社
問い合わせ先 ハローワーク津山薊35-2675

農業振興地域内農用地
からの除外申し出

37

*

31

大学等就職面接会

（有料広告）

2012.7

お盆の準備にどうぞ

35

（有料広告）

29

涼みに来ませんか

参加費 無料 申込方法 ①氏名②電話番号を電話、ファ
クスで伝え、申し込む
問い合わせ先 津山市地域包括支援センター薊23-1004
蕭 23-1005

若者就職支援無料セミナー

とき ７月30日㈪、８月27日㈪午前10時30分～午
後３時30分
ところ 市立図書館（アルネ・津山４階）
内容 自己ＰＲ・マナー講座、模擬面接など
対象 就職活動中の人（おおむね40歳まで）
申込方法 ①住所②氏名③年齢④電話番号⑤希望日
⑥受講場所を電話、ファクスまたはホームページ
で伝え、申し込む
問い合わせ先 おかやま若者就職支援センター薊08
6-236-1616、蕭086-236-1630、ホームページ
http://www.y-workokayama.jp/

農業振興地域内の農用地は
土地の利用が制限されていま
す。 農 用 地
を宅地など
に転用する
場 合 は、 事
前に除外手
続きが必要
で す。 必 ず
申し出をしてください。
受 付 期 間 ８ 月 １日 ㈬ ～ 日
㈮
問い合わせ先 農業振興課（市
役所４階）薊 ‐２０７９

アロマで心と体
をリフレッシュ

津山市地産地消センター

勝北公民館（新野東）

募集しています

腰痛対策

自衛官募集説明会

城西公民館（小田中）

10

とき ７ 月 日㈫までの平日
午前９時～午後６時
ところ 自衛隊岡山地方協力
本部津山出張所（山下）
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 自衛隊岡山地
方協力本部津山出張所薊
‐５６３７

身体介護

@mimasaka1300.org

久米保健センター
（中北下）

22

応募方法 作品に①住所②氏
名③年齢④職業⑤電話番号
⑥キャラクター名⑦作品の
説 明 を 添 え て 郵 送、 メ ー ル
または直接応募
締め切り ８月３日㈮（必着）
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 〒７０８‐０
０５２津山市田町 ‐５美
作国建国１３００年記念事
業実行委員会「ゆるキャラ
募集」薊 ‐３４３４
info

高野公民館（高野本郷） 救急法

小滝夏まつり

身体介護

30 15

「サンヒルズ」大お盆市

さん・さん

口腔ケア

32

とき ８月 日㈮午前９時～
午後６時
ところ サンヒルズ駐車場
内容 お盆用
の花各種や
地元の農林
産物・加工
品、焼きそ
ば、かき氷
の販売など
問い合わせ先 ＪＡつやま営

こうくう

とき ７ 月 日㈰午前 時～
午後２時 分
ところ 小滝（八社）
内容 そうめん流しなど
問い合わせ先 観光振興課
薊 ‐２０８２

内容

北方領土返還運動標語・キャッチコピー募集
募集作品 「標語」
「キャッチコピー」の区分を明記して別途、ひらがなで読み
方を記載
応募条件 入選した場合、氏名と住所（市町村名）を公表します
応募方法 ①作品②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥性別⑦電話
番号⑧職業を明記して応募
締め切り ９月30日㈰（当日消印有効）
問い合わせ先 〒110-0014東京都台東区北上野1-9-12住友不動産上野ビル９階独立行政法人北方領
土問題対策協会薊03-3843-3630

11

‐７７１８

ところ
加茂町福祉センター
（加茂町小中原）

31

大学薊

介護おたすけ講座

津山薊 ‐２５２５

50

美作国建国１３００年記念事業

ゆるキャラ募集

10

受講しませんか

美作大学公開講座

10

80

８月は北方領土返還運動全国強調月間です

2012

20

介護に役立つ知識の習得と介護する人の健康保持のための
講座です。
とき（８月）
7日㈫
13:30 ～ 14:30
8日㈬
14:00 ～ 15:00
9日㈭
14:00 ～ 15:30
10日㈮
10:00 ～ 11:30
21日㈫
10:00 ～ 11:00
21日㈫
14:00 ～ 15:00

10

出演者募集

30 19

来 年 は 美 作 国 建 国 １３ ０ ０
年。皆さんに
愛されるキャ
ラクターを募
集しています。
応募作品 自作で未発表のも
の、応募作品はＡ４判縦白
色用紙を使用
応募資格 どなたでも

問い合わせ先 税制課薊32-2017

10

とき ９月１日㈯、９月８日
㈯午前 時～午後３時
ところ 美作大学
テーマ 充実した日々を生き
る～こころとからだの健康
を考える～
定員
人（先着順）
受講料 ８００円（２日分）
申込方法 美作大学に備え付
けの申込用紙に必要事項を
記入し、 円切手を貼った
返信用封筒を添えて郵送ま
たは直接申し込む
締め切り ８月 日㈮（必着）
問い合わせ先 〒７０８‐８
５１１津山市北園町 美作

死亡した人の市税の証明書を申
請できるのは、民法に規定され
ている相続人（相続する権利のある人）
です。市では、死亡した人と相続人を
戸籍謄本で確認しています。
また、申請する人によって必要なも
のが異なるので、ご注意ください。
相続人＝戸籍謄本、相続人の印鑑、相
続人の身分証明書（運転免許証など）
代理人＝戸籍謄本、相続人の印鑑また
は委任状、代理人の印鑑、代理人の
身分証明書（運転免許証など）
※詳しくは、お問い合わせください

40

ベルフォーレ発表会

死亡した父名義の固定資産評価
証明書を取った時、戸籍謄本が
必要と言われました。なぜですか？

とき ８月 日㈰午前 時開
場、 時 分開演予定
ところ ベルフォーレ津山
（アルネ・津山５階）
内容 歌やダンス、演舞、楽
器演奏など
出演料 ５ 分に付き①個人＝
８００円②団体（ 人以上）
１人＝７００円
発表時間 １組 分まで
定員
組（先着順）
申込方法 ベルフォーレ津山
に備え付けの申込用紙に必
要事項を記入し、出演料を
添えて直接申し込む
締め切り ７月 日㈫
問い合わせ先 ベルフォーレ

死亡した人の市税
に関する証明書の
交付について

平成24年度

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

2012.7

28

