国民年金
学生納付特例制度
所得が少なく保険料を支払
うことが困難な学生が︑本人
の申請で保険料の納付の猶予
を受けられる制度です︒
対象 大学や各種学校などに
在学する 歳以上で︑前年
所得が１１８万円以下の人
持ってくるもの ①学生証
︵写
し︶または在学期間が分か
る証明書②年金手帳③印鑑
︵本人が署名する場合は不
要︶④退職して学生になっ
た人は︑離職票または雇用

﹁婚活 Party in
城西
ろまん
浪漫館﹂参加者

保険受給資格者証
納付猶予期間 １年間︵４月
〜翌年３月︶
※今年度から︑申請をする時
点から２年１カ月前までさ
かのぼった期間の申請もで
きるようになりました︒詳
しくは︑お問い合わせくだ
さい
保険年金課︵市役所１階７
番窓口︶☎ ︲２０７２ま
たは各支所市民生活課

募

集

花いっぱい運動推進地区
沿道や公園︑施設などに花
壇やフラワーロードを作る際
に︑花の苗︑プランター︑ブ
ロックを支給します︒
対象 町内会・子ども会・婦
人会・老人会やボランティ
ア活動を行う団体など
申込方法 環境生活課または
各支所市民生活課に備え付
けの応募用紙に記入し︑津
山市連合町内会支部長の推
薦を受けて︑直接申し込む
締め切り ５月９日㈮
津山市環境衛生推進委員会
事務局︵市役所１階１番窓
口・環境生活課内︶☎ ︲
２０５５

応募方法 城西浪漫館に備え
付けの申込用紙に記入し︑
ファクス︑郵送または直接
申し込む
締め切り ４月 日㈰
〒７０８︲００５２津山市
田 町 １ ２ ２城 西 浪 漫 館 ☎
︲８６８８

第８回津山少年相撲
大会参加者
とき ５月 日㈰午前９時
分〜
ところ 津山スポ
ーツセンター相
撲場︵勝部︶

登録統計調査員
国などが実施する統計調査
を行う調査員を募集します︒
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暴力団員でなく︑暴
力団や暴力団員と密接な関
係を持っていない
実施する調査 平成 年農林
業センサス︑工業統計調査
など
活動 調査票の配布と回収︑
調査票の点検と提出など
応募方法 協働推進室に備え
付けの申込書に記入し︑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
協 働 推 進 室︵ 市 役 所 ３ 階 ︶
☎ ︲２０３２

種目 少年の部︵団体戦・個
人戦︶
参加要件 団体戦＝市内の各
スポーツ少年団︑子供会︑
隣接町内会単位の４〜６年
生で編成するチーム︑個人
戦＝市内に在住する小学生
締め切り ５月９日㈮午後５
時必着
スポーツ課︵津山総合体育
館内︶☎ ︲０２０２
第 回津山ふれあい
ウォークラリー大会参加者

高齢者保健福祉運営協議会お
よび介護保険運営協議会委員

任期 ６月１日から２年間
協議会 年５回程度開催
応募要件 市内に在住する介
護保険被保険者︵介護サー
ビス事業従事者は除く︶
募集人数 ２人
報酬 日額７１００円
応募方法 任意の用紙に①住
所②氏名③生年月日④職業
⑤電話番号⑥介護保険制度
についての意見︵８００字
程度︶を記入し︑郵送また
は直接応募
締め切り ５月 日㈫必着
〒７０８︲８５０１津山市
山北５２０高齢介護課︵市
役所１階 番窓口︶☎ ︲
２０７０

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︒
活動 毎月１回程度
内容 ハイキング︑旅行︑レ
クリエーションなどの補助
※行事の見学可︒詳しくは︑
お問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１１８

青年学級ボランティア

32

北部高等技術専門校訓練生

26
試験日 技術海曹・空曹＝６
月 日㈮︑技 術 海 上 ・ 航 空
幹部＝６月 日㈪
受付期間 ４月 日㈮〜５月
日㈮必着
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所☎ ︲５６３７

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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とき ４月 日㈰午前 時
分受付︑ 時〜午後２時
分
ところ 城西浪漫館︵田町︶
内容 立食パーティーなど
対象
〜 歳の独身者で︑
男性＝津山周辺に在住また
は勤務する人︑女性＝県内
に在住する人
定員 各 人︵応募多数の場
合は抽選︶
参加費 男性＝３５ ００円︑
女性＝２５００円
25
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■経理事務科
訓練場所 勝央共同福祉施設
︵勝央町︶
■パソコンワーク初級科
訓練場所 久世エスパスホー
ル︵真庭市︶
・・・・・・・・・・・・・
訓練期間 ６月３日㈫〜８月
日㈮
対象 求職中の人
人
定員
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 日㈪
北部高等技術専門校☎
︲１１２５
20

技術︵海上・航空幹部︑
海曹・空曹︶自衛官

29

27
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20
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とき ５月 日㈰午前９時〜
９ 時 分受付︑ 時 〜 午 後
１時︵小雨決行︶
ところ アルネ・津山東広場
集合
参加資格 ３〜６人のグルー
プ︵小学３年生以下は保護
者同伴︶
参加費 １人３００円
持ってくるもの お茶︑雨具︑
時計︑筆記用具︑必要があ
れば弁当など
申込方法 スポーツ課または
各支所市民生活課に備え付
けの申込用紙に記入し︑フ
ァクス︑直接または電話で
申し込む
締め切り ５月 日㈮
スポーツ課☎ ︲０２０２
︲７２３５
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グラスハウス（大田）☎27-7140

環境生活課☎32-2055
10

■ダンススクール「幼児クラス」
ダンススクールに新しく幼児クラスができました。
とき 毎週月曜日午後４時15分〜５時
対象 ４歳〜６歳の未就学児
会費 月4,110円
ダンススクール無料体験会（１人１回）
とき ４月21日㈪、28日㈪午後４時15分〜５時
持ってくるもの 運動ができる服、室内シューズ、タ
オル、水筒など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
申込方法 電話で申し込む

25

http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/top.html

20

４月10日〜９月10日は、大気汚染防止夏期対策期
間です。県では、光化学オキシダントの大気中濃度を
常時測定し、基準に応じて「情報」「注意報」「警報」
を発令します。発令状況は、ホームページでも確認で
きます。
ホームページ
20

■フィットネス・プール新規会員
対象 16歳以上の人
会費（月額） フィットネス会員＝6,170円、プール
会員＝5,140円（複数月申し込みの場合、初月会費
半額）
締め切り ５月31日㈯

22

光化学オキシダントにご注意を
30 30

グラスハウス
会員募集中

