※放送日時は変更になる場合があります

目 番 号
費用 寮費年額 万８千円程
度、食費月額２万１千円程
度（１日朝夕２食）
募集人数 約 人
選考方法 書類審査・面接
応募方法 ①入寮願②履歴書
と家庭調書③調査書④健康
診断書（平成 年３月卒業
見込みの人は不要）を郵送
で提出
締め切り ３月７日㈮
※詳しくは、所属する高等学
校や岡山県育英会で配布す
る募集要項をご覧ください
問〒７００‐８５７０岡山市

北区内山下２‐４‐６公益
財団法人岡山県育英会（岡
山県教育庁内）☎０８６‐
２２６‐７５９８

津山工業高等専門学
校平成 年度生
募集学生 研究生・科目等履
修生・聴講生
応募資格 高等学校を卒業し
た人または、それと同等以
上の学力があると認められ
た人
選考方法 研究生・科目等履
修生＝書類審査・面接、聴
講生＝書類審査
受験料 ４９００円
応募方法 ①入学願書②履歴
書③最終出身学校の卒業証
明書または修了証明書④勤
務先所属長の承諾書（就業
中の人のみ）に受験料を添
えて、直接応募
応募期間 研究生＝２月 日
㈬～３月 日㈮、科目等履
修生・聴講生＝２月 日㈬
～ 日㈭
※健康状況を確認する場合が
あります
※入学料・授業料など、詳し
くは津山工業高等専門学校
に備え付けの募集要項をご
覧ください
問津山工業高等専門学校（沼）
19

育英会東京 寮
新入寮生
応募資格 県内に居住する世
帯の男子で、次の全てを満
たすこと①平成 年４月に
東京都やその周辺に所在す
る大学（夜間部を含む）な
どに１年次生として入学す
る②心身ともに健全で共同
生活を営むことができる③
勉学に熱意がある④寮費や
食費などを遅滞なく支払う
ことができる⑤独立の生計
を営む確実な保証人がいる
所在地 東京都港区高輪３丁

講座・講演会

芸の里工房指導員）ほか
入場料 無料
問津山弥生の里文化財センタ
ー（沼）☎ ‐８４１３

はっぴー子育て教室

「八出天満宮と練り天神」

すこやかハツラツ講座

帳、おむつ、ミルク、親子
とも動きやすい服など
問健康増進課☎ ‐２０６９

14

とき ３月７日㈮午後１時～
４時
ところ 中央公民館（大谷）
内容 八出と天神様とのつな
がりを学び、土人形の絵付
けを体験
講師 福井正さん（百々人形
保存会会長）
定員
人（先着順）
参加費 ５００円（材料費）
申込方法 ①住所②氏名③年

☎ ‐８２９２

放送大学平成 年度
第１学期
（４月入学）学生
放送大学は、ＢＳデジタル
放送などを利用して授業が受
けられる通信制大学です。科
目は、１科目から学べます。
科目 実践英語や発達心理学
概論など約３００科目
締め切り ２月 日㈮
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問放送大学岡山学習センター
（岡山市）☎０８６‐２５４
‐９２４０

予備自衛官補
募集種目 予備自衛官補（一
般・技能）
受験資格 日本国籍を有する、
一般＝ 歳以上 歳未満の
人、技能＝国家免許資格を
有する 歳以上の人で、資
格に応じて ～ 歳未満の
人
試験日 ４月 日㈮～ 日㈫
の指定する日
締め切り ４月２日㈬必着
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所（山下）☎ ‐５
６３７

齢④電話番号を電話または
直接伝え、申し込む
申込期間 ２月 日㈭～ 日
㈮
問中央公民館☎ ‐５１１１

管理職養成講座 社員
のやる気を引き出す！
30

（ハーフバースデイ記念）
とき ３月６日㈭午後１時
分～３時 分
ところ 津山すこやか・こど
もセンター
内容 身体測定、情報交換、
保育士によるふれあい遊び
対 象 第 １ 子 で ６・７ カ 月 児
（平成 年８月生まれ）と
保護者
持ってくるもの 母子健康手

28
とき ２月 日㈮午後１時
分～４時
ところ 津山市男女共同参画
センター「さん・さん」（ア
ルネ・津山５階）
講師 石崎芙美子さん（社会
保険労務士）
対象
企業の
経営者、
管理職
定員
人（応募者多数の場
合は抽選）
受講料 無料
申込方法 津山市地域雇用創
造協議会などに備え付けの
申込用紙に記入してファク
ス、または協議会ホームペ
ージ（
http://www.tsuya
）
、電話
ma-koyou.com/
で申し込む
締め切り ２月 日㈮
問津山市地域雇用創造協議会
（津山圏域雇用労働センタ
ー（山下）内）☎ ‐３６
３３
‐９６４７
24

27

26

15

22

34

55

20

24

21

第 回津山 市 文 化 財
調査報告会
美作国建国１３００年記念
事業として取り組んだ、水原
古墳（新野山形）の陶棺の復
元工程の解説と学芸員による
研究発表を行います。
とき ３月１日㈯午後１時
分～４時 分
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
（大田）
講演 陶棺を復元して
講師 花岡 勉さん（勝北陶

無料

けいじばん

28

53

11

18

18

28

岡山労働局☎086‑225‑2014

16

40

26

※地域別最低賃金は、パート、アルバイト、臨時、嘱
託などの雇用形態に関係なく、都道府県内のすべて
の使用者と労働者に適用されます

24

24

20

6
22

21

30

就職学生登録を行うと、希望する業種やあなた
のやる気を、県北企業にアピールできます。
対象 平成 27 年３月卒業見込みで県北地域に就
職を考えている人
登録方法 津山圏域雇用労働センターホームペー
ジ（http://www.koyou.or.jp/）から登録
特典 ①岡山県北企業情報誌「企業ガイドみまさ
か 2015」を進呈②県内の合同企業説明会や市
町村職員採用試験の情報を提供など
問津山広域事務組合（津山圏域雇用労働センター
内 ) ☎ 24-3633

25

19

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時
受付

14

826円
841円
820円
807円
837円
特定

就職学生登録

32

☎ 0868-23-0850

26

762円

26

おかやま若者就職支援センター津山相談室

756円
企業に自分をアピールしよう

30

就職に関する悩みなどに個人相談を行うなど、
皆さんの就職を支援しています。

就職に関する相談、お待ちしています

703円
地域別
30

32

とき ３月７日㈮午後１時～３時 30 分
ところ 津山鶴山ホテル（東新町）
対象 大学・短大・高専・専門学校を平成 27 年
３月卒業見込みで県北地域に就職を希望する人
内容 企業採用情報説明、就職相談コーナーなど
参加企業 岡山県北地域企業約 50 社

30

時間額
種別

区
分
平成25年10月30日から
岡山県最低賃金
平成25年12月11日から
各種商品小売業
平成25年12月15日から
電気機械器具等製造業
平成26年１月１日から
耐火物製造業
鉄鋼業
一般機械器具等製造業
自動車・同附属品製造業
船舶製造・修理業等製造業
30

必ずチェック 最低賃金
岡山県北地域企業説明会

16
2014.2
2014.2

17

◇３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

