※放送日時は変更になる場合があります

久米老人ホーム組合
「静香園」嘱託・臨時職員
平成 年度の嘱託・臨時職
員を募集します。
■嘱託職員
職種・受験資格・定員 平成
年４月１日現在、 歳以
下の人で①介護職員＝ヘル
パーなどの介護福祉資格を
有する人・５人②給食調理
員＝調理師免許を有する人
・３人
■臨時職員
職種・受験資格・定員 お年
寄りに理解がある 歳位ま
での人で①看護職員＝正看
護師免許または准看護師資
格を有する人・１人②夜間
支援員（オムツ交換、トイ
レ誘導など）＝若干名③管
理宿直員＝若干名
試験 書類選考、面接

締め切り ２月 日㈭必着
※勤務条件など、詳しくはお
問い合わせください
問久米老人ホーム組合「静香
園」☎ ‐００１２

第３回グラスハウス健康リ
レーマラソン大会参加者
リレー方式によるハーフマ
ラソンです。１周１・３㎞の
コースを、チームごとにタス
キリレーで走ります。
とき ３月９日㈰午前 時ス
タート
ところ グリーンヒルズ津山
対 象 小 学 生 以 上 で １・３ ㎞
を完走できる人
応募条件 ３人以上 人以下
のチームで、一般の部＝中
学生以上、小学生混合の部
＝１人でも小学生がいる
定員
組（先着順）
参加費 一般＝１０００円、
50

北部高等技術専門校生
■介護サービス科
訓練期間 ３月４日㈫～５月
日㈮
訓練場所 赤磐商工会吉井支
所（赤磐市）
対象 求職中の人
定員
人
受講料 無料（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
けの願書に記入し、ハロー
ワーク津山へ提出
締め切り ２月 日㈬

ぐん が

美作学講座
～美作国の郡衙を探る～

とき 水曜コース＝２月 日、
日、３月５日、 日、
日午後１時～３時、金曜コ
ース＝２月 日、 日、
日、３月７日、 日午後６
時～８時
ところ 勝北陶芸の里工房
（杉宮）
定員 各５人（先着順）
参加費 ４８００円
申込方法 電話で申し込む
申込受付 １月 日㈫〜
問勝北支所市民生活課☎ ‐
７０２３

電動ろくろで陶芸体験参加者

勝北陶芸の里工房

中学生以下＝５００円（締
（ テ ー マ「 共 同 生 活 に お け
め切り後の返金は不可）
る 自 由 と 規 律 」） を 直 接 ま
申込方法 グラスハウスに備
たは郵送で提出
え付け（ホームページから
応募期間 ２月３日㈪～３月
印刷可）の申込用紙に記入
１日㈯必着
し、参加費を添えて直接申
選考方法 第１次＝書類選考
し込む
と小論文、第２次＝面接と
締め切り ２月 日㈰
意見交換
※参加者は当日、グラスハウ
費用 月約４万５千円（館費、
スの施設が利用できます
食費など含む）
問グラスハウス（大田）☎
※合格発表が３月１日以降に
‐７１４０、ホームページ
なる人も期間内に提出
h t t p : / / w w w . m i z u n o . ※入館願などは鶴山館に請求
co.jp/school/facility/ 問〒２０２‐００１３東京都
西東京市中町５‐ ‐８一
shisetsu_19/
般財団法人鶴山館☎０４２
４‐ ‐５９５１

「鶴山館」入館生
応募資格 次の条件を満たす
こと①岡山県に本籍または
縁故がある人で、今年４月
に東京都とその周辺にある
大学（短期大学、夜間部は
除く）に在籍する１～３年
生の男子学生②健康な身体
を持ち、寮での共同生活が
可能な人③学業成績が優秀
で勉学に熱意のある人④館
費・食事そのほかの生活費
が支払える人⑤独立した生
計を営む確実な保証人がい
る人
募集人数
人程度
応募方法 入館願、履歴書、
家庭及び志望調書、小論文

講座・講演会

訓練期間 ４月～平成 年３
問北部高等技術専門校☎ ‐
月
１１２５
科・定員 電気設備科＝ 人、
木造建築科＝ 人、木工科
＝ 人
■６か月訓練生
津山洋学資料館
訓練期間 ４月～９月
オムニバス講演会
科・定員 エクステリア科＝
みつくり げ ん ぽ
人、ＯＡ事務科＝ 人、
津山藩医の箕作阮甫は、幕
ケアサービス科＝ 人
府の対ロシア交渉使節に同行
・・・・・・・・・・・・・
して長崎へ赴きました。その
試験日 ３月 日㈪、 日㈫
道中に記された日記『西征紀
受講料 無料（教材費要）
行』から見られる阮甫の一面
募集期間 １月 日㈫～３月
を、資料館職員が紹介します。
５日㈬
とき １月 日㈰午後１時
※科によって対象者や申込方
分～３時
法が異なります。詳しくは、 ところ 津山洋学資料館
お問い合わせください
演題 箕作阮甫、長崎へ往く
～阮甫が出会った人・もの
・文化～
問津山洋学資料館☎ ‐３３
２４

路側帯

車道

路側帯

とき １月 日㈯午後１時受
付、１時 分～３時
ところ 美作大学（北園町）
演題 大庭・真島郡衙跡
講師 切明友子さん（真庭市
生涯学習課長）
定員 １２０人（先着順）
受講料 無料（資料代要）
問生涯学習課☎ ‐２１１８

19

19

28

教育相談と講演会
とき ２月１日㈯
ところ 勝央文化ホール（勝
央町）
■教育相談（申込要）
時間 午前 時～４時
■講演
時間 午後１時 分受付、２
時～４時
演題 現代の子ども達を取り
巻く現状～大人たちのすべ
きこと～
講師 山脇由貴子さん（東京
都児童相談所児童心理司）
入場料 無料
問岡山県教職員組合教育運動
推進センター（岡山市）☎
０８６‐２７２‐８３５８

すこやかハツラツ講座

そば打ち体験教室
とき ２月 日㈭午前８時
分～午後１時
ところ 中央公民館（大谷）
対象
歳以上の人
定員
人（先着順）
参加費 千円（材料代）
申込方法 ①住所②氏名③電
話番号を電話または直接伝
え、申し込む
申込期間 １月 日㈫～ 日
㈮
問中央公民館☎ ‐５１１１
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■１年訓練生
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津山警察署☎25‑0110
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20

警察の 相談ダイヤル ＃9110
急を要さない相談や要望、意
見などは、警察安全相談電話
＃9110をご利用ください。
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路側帯
歩道のない道路
などに、白線で
区画された部分

22

20 20

15

26

30 25

12

平成25年12月１日に道路交通法の一部が改
正されて、自転車などの軽車両は、道路左側の
路側帯しか通行できなくなりました。

20

に遭った
目撃した

道路右側の路側帯は通行禁止!!

20

環境生活課☎32‑2056

20

自転車の

10

事件や事故

65

事件や事故に遭ったり、目撃
したりしたときは、一刻も早い
110番通報をお願いします。
通報の際は、電話口の警察官
が尋ねることに「落ち着いて、
正しく、はっきり」お答えくだ
さい。
違反した場合
⇒３月以下の懲
役または５万円
以下の罰金

晴れの国 笑顔を守る 110番

26

110番 の日です

26

１月10日は

30

24
2014.1
2014.1
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◇２月のこんにちは市役所さんの放送はありません
◆ 情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時57分〜00分

