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要件 次のすべてに当てはま
ること① 歳以上②責任を
持って調査事務や書類管理
ができ、調査で知り得た秘
密を保持できる③警察、選
挙、税務事務に従事してい
ない④統計法や関係法令な
どを遵守できる
実施する統計調査 平成 年
住宅・土地統計調査など
活動 調査員事務説明会への
出席、担当調査区の確認、
調査票の配布と回収、調査
票の点検と提出
応募方法 協働推進室に備え
付けの申込書（市ホームペ
ージからもダウンロード可）
に記入し、本人が直接申し
込む
※面接あり
※報酬など、詳しくはお問い
合わせください
問協働推進室（市役所３階）
☎ ︲２０３２

知的障害のある 歳以上の
人やその家族と一緒に活動す
る「青年学級」のボランティ
アを募集しています。
とき 毎月１回程度
※行事の見学可。詳しくは、
お問い合わせください
問生涯学習課☎ ︲２１１８

青年学級ボランティア
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講座・講演会

ところ 男女共同参画センタ
ー「さん・さん」（アルネ・
津山５階）
内容 エクセル
グラスハウス
検定３級程度
フラダンス教室
の技能と就業
ハワイアンミュージックに
に関する知識
合わせてフラダンスを踊る教
の習得など
室を始めます。
応募資格 次のすべてに当て
とき ５月８日㈬～水曜日の
はまる女性①結婚・出産・
午後３時 分～４時 分
育児・介護などで離職し、
（月３回）
再就職を希望している②講
ところ グラスハウス（大田）
座終了後すぐに就職できる
対象 健康で軽い運動ができ
③全日程出席できる
る人
定員
人（申し込み多数の
定員
人（先着順）
場合は、選考により決定）
受講料 月４千円（初回のみ、 受講料 無料（ただし、教材
登録手数料５百円要）
費など、１万円程度の実費
持ってくるもの 運動ができ
要）
る服、タオル
申込方法 さん・さんまたは
※教室の後、プールやジャグ
市役所１階市民ロビー、各
ジー・サウナを利用可
支所、各公民館に備え付け
※５月１日㈬午後３時 分～
の申込書に記入し、ウィズ
無料体験会を開催
センター（県男女共同参画
問グラスハウス☎ ︲７１４
推進センター）に郵送
０
受付期間 ５月 日㈯～ 日
㈮必着
キャリアアップ講座
申し込み先 〒７００︲０８
（Ⅰ期）
０７岡山市北区南方２︲
︲１きらめきプラザ６階ウ
ィズセンター
問さん・さん☎ ︲２５３３、
ウィズセンター☎０８６‐
２３５︲３３０７

募

対象住宅 公共下水道事業・
締め切り ４月 日㈮
協会けんぽ 岡 山 支 部
農業集落排水事業認可区域
※申請方法など、詳しくはお
保険料率据 え 置 き
以外の専用住宅（延べ床面
問い合わせください
「 協 会 け ん ぽ 」 は、 中 小 企
積の２分の１以上を居住用
問こども課☎ ‐２０６５
業などで働く従業員と、その
にしている建物）
花いっぱい運動
家族が加入する健康保険です。 条件 合併処理浄化槽設置整
推進団体支援
平成 年３月分（４月納付
備事業で、補助の決定を受
分）からの岡山支部の健康保
けていること
沿道や公園、施設などに花
険料率は、 ・ ％（据え置
・・・・・・・・・・・・・
壇やフラワーロードを作り、
き）です。
融資限度額
万円
花と緑あふれるまちづくりを
問協会けんぽ岡山支部☎０８
返済期限
カ月以内
しませんか。活動する団体を
要件 次のすべてに当てはま
支援します。
６︲８０３︲５７８０
ること①市税などに滞納が
対象 町内会・子ども会・婦
水洗便所・合併浄化槽改
ないこと②自己資金のみで
人会・老人会やボランティ
造資金融資あっせん制度
は、資金を一度に負担する
ア活動を行う団体など
ことが困難な人③融資を受
内容 花の苗、プランター、
けた資金の返済能力がある
ブロックを支給
こと④同居者を除く連帯保
申込方法 環境生活課または
証人がいること
各支所市民生活課に備え付
問下水道課☎ ︲２１００
けの応募用紙に記入し、津
山市連合町内会支部長の推
津山市遺児激励金
薦状を添えて直接申し込む
遺児の健全な育成と福祉の
締め切り ５月 日㈮
増進のための制度です。
問津山市環境衛生推進委員会
種類・要件 保護者死亡見舞
事務局（市役所１階１番窓
金＝子どもが義務教育諸学
口・環境生活課内）☎ ‐
校在学中に保護者と死別し
２０５５
た時、入学激励金＝保護者
と死別した子どもが小学校
または中学校に入学した時
対象 生活保護を受けている、
登録統計調査員
または市民税非課税の世帯
支給額 対象遺児１人につき
各種統計調査を有償で行う
１万円
登録調査員を募集しています。
■水洗便所改造資金
くみ取り便所を水洗便所に
改造する工事（浄化槽を撤去
して下水道などに接続する工
事を含む）の資金を借り入れ
ることができます。
対象区域 公共下水道の使用
可能区域
条件 下水道が接続可能にな
って３年以内であること
利率 年１・ ％（予定）
※供用開始後１年以内の施工
は無利子
■合併処理浄化槽改造資金
くみ取り便所や単独処理浄
化槽を使用している人が合併
処理浄化槽に改造工事をする
場合、その工事資金を無利子
で借り入れることができます。

ださい
問自衛隊岡山地方協力本部
津山出張所（山下）☎ ‐
５６３７

小学生～高校生の
夏休み海外派遣
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再就職を希望する女性のた
めの講座です。
とき ６月 日㈬～７月 日
㈭の毎週水～土曜日午前
時 分～午後４時（全 日）

15

北部高等技 術 専 門 校
訓練生
■経理ビジネス科
訓練場所 勝央町共同福祉施
設（勝央町）
定員
人
■総合ビジネス科
訓練場所 赤磐商工会吉井支
所（赤磐市）
定員
人
・・・・・・・・・・・・・
訓練期間 ６月４日㈫～８月
日㈮
対象 求職中の人
受講料 無料（別途、教材費
要）
申込方法 ハローワーク津山
（山下）または北部高等技
術専門校（川崎）に備え付
けの申込書に記入し、ハロ
ーワーク津山へ申し込む
締め切り ５月７日㈫
問北部高等技術専門校☎ ‐
１１２５

技 術（ 海 上・ 航 空 幹 部、
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海曹・空曹）自衛官

海外での体験を通して、国
際性を養いませんか。
とき ７月 日㈭～８月 日
㈫の間の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～高校３年生
派遣先 米国、英国、豪州、
カナダ、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、食費の一部
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（岡山会場）
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
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問財団法人国際青少年研修
協会☎ ０３‐ ６４５９‐
４６６１
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26

27

06

試験日 技術海曹・空曹＝６
月 日㈮、技術海上・航空
幹部＝７月１日㈪
受付期間 ４月 日㈮～５月
日㈮必着
※詳しくは、お問い合わせく

けいじばん
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５月６日㉁〜12日㈰ 偶数時台の各15分から
｢2013近畿・中国・四国B‑1グランプリin 津山」
毎時57分〜00分
※放送日時は変更になる場合があります

