◇こんにちは市役所さん：８月４日㈪〜８月10日㈰ 偶数時台の各15分から
「第９回津山国際総合音楽祭」
◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時57分〜00分
※放送日時は変更になる場合があります

看護就職フ ェ ア ・
看護進路ガ イ ダ ン ス

集

対象 市内の中小企業者また
は大学・高等専門学校など
補助要件 次のいずれかに関
する開発または改良などの
共同研究①新商品②新技術
③製造方法④サービス⑤ソ
フトウェア
補助金額 上限１００万円
※予算が無くなり次第終了
※ 詳 し く は︑ ホ ー ム ペ ー ジ
︵
http://www.t-shinsan.
︶をご覧ください
com
つやま新産業創出機構事務
局︵新産業創出課内︶☎ ︲
０７４０

募
花いっぱいコンクー
ル参加団体

申込方法 環境生活課などに
備え付けの応募用紙に記入
し︑申し込む
締め切り ７月 日㈬
津山市環境衛生推進委員会
事務局︵環境生活課内・市
役所１階１番窓口︶☎ ︲
２０５５

一日図書館員

申込方法 ①住所②氏名③電
話番号④学校名・学年を電
話または直接伝え︑申し込
む
勝北図書館︵新野東︶☎ ︲
８６２２︑加茂町図書館
︵加
茂町塔中︶☎ ︲７０３２

自衛官募集説明会
説明会を随時開催します︒
開催日・時間 ８月 日㈰ま
での平日の午前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︶
種目 防衛大学校学生︑防衛
医科大学校学生︵医学科・
看護学科︶
︑航空学生︑一般
曹候補生︑自衛官候補生
※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

訓練場所 北部高等技術専門
校︵川崎︶
定員 エクステリア科＝ 人︑
ＯＡ事務科＝ 人︑ケアサ
ービス科＝ 人
締め切り ８月 日㈮
・・・・・・・・・・・・・
対象 求職中の人
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
専門校に備え付けの願書に
記入し︑ハローワーク津山
へ申し込む
北部高等技術専門校☎ ︲
１１２５
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とき ７月 日㈰午前 時〜
午後１時︵午後０時 分受
付終了︶
ところ 津山市地域交流セン
ター︵アルネ・津山４階︶
■看護就職フェア
内容 就職相談︑病院紹介︑
看護技術ミニ講習会
対象 看護学生︑看護職者
■看護進路ガイダンス
内容 進路相談︑先輩看護職
の体験発表会︑看護体験︑
ＤＶＤ上映
対象 中学・高校生︑一般
公益社団法人岡山県看護協
会︵岡山市︶☎０８６︲２２
６︲３６３８

区画面積 １区画 ㎡
利用料︵月額︶ ５００円
利用期間 最長５年間
※申し込み方法など︑詳しく
はお問い合わせください
市民農園実行委員会事務局
︵農業振興課内︶☎ ︲２０
７９
北部高等技術専門校美作校
オープンスクール参加者

とき ８月 日㈫午後１時〜
４時
ところ 北部高等技術専門校
美作校︵美作市︶
対象 高校生︑一般
締め切り ８月 日㈮
※申し込み方法など︑詳しく
はお問い合わせください
北部高等技術専門校美作校
☎ ︲０４５３
北部高等技術専門校訓練生

■パソコンワーク初級科
訓練期間 ９月２日㈫〜 月
日㈮
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター︵勝部︶
人
定員
締め切り ８月 日㈪
■エクステリア科・ＯＡ事務
科・ケアサービス科
月２日㈭〜平成
訓練期間
年３月 日㈮
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とき ８月 日㈰午後１時
分〜３時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター︵大田︶
演題 がんばっぺ︑オラの大
好きな日本〜未来へつなぐ
家族・地域の絆〜
講師 ダニエル・カールさん
︵タレント・山形弁研究家︶
定員 ３００人︵入場無料︶
※手話通訳・要約筆記あり
人権啓発課︵アルネ・津山
５階︶☎ ︲００８８

ひと・ふれあい講演会

講座・講演会

10

︵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。

〒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☎03-3843-3630
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産学官連携による研究
開発支援事業補助金

30

産学官連携による共同研究
などに補助金を交付します︒
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対象 沿道や公共性の高い施
■勝北図書館
設などを利用し︑花壇づく
とき ８月６日㈬午前 時
分〜午後４時
りに取り組む団体︵町内会︑
市民団体︑学校︑企業など︶ ■加茂町図書館
とき ８月８日㈮午前 時
分〜午後４時
・・・・・・・・・・・・・
対象 市内の小学５・６年生
定員 各３人︵申
し込み多数の場
合は抽選︶
申込期間 ７月 日㈰〜 日
㈭

市民農園利用者

17

応募要件 市内に住所があり
農業未経験の個人または団
体で︑営利目的でないこと
ところ 大田地内
区画数 ３区画︵先着順︶
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北方領土問題に関する標語や
キャッチコピーを募集します。
募集作品 標語、キャッチコピ
ー
応募条件 入選時、氏名と市町
村名の公表に同意すること
応募方法 ①作品（ひらがなで
読み方を記載）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⑨
募集を何で知ったかを、はが
きに明記して応募
締め切り ９月30日㈫当日消印
有効
31
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締め切り ８月 日㈮
お父さんのための親
さん・さん☎ ︲２５３３
子料理教室 参 加 者
︲２５３４
とき ８月 日㈰午前 時
婚活 party城西浪漫
分〜午後２時
館参加者
ところ 津山男女共同参画セ
とき ８月 日㈰午前 時
ン タ ー﹁ さ ん・ さ ん ﹂︵ ア ル
ネ・津山５階︶
分〜受付︑ 時〜午後２時
対象 料理に関心のある男性
分
保護者とその子または孫
ところ 城西浪漫館︵田町︶
定員 ６組程度︵先着順︶
内容 立食パーティーなど
対象
〜 歳の独身者で︑
献立 しらす入りコロッケ︑
デザートなど
男性＝津山周辺に在住また
参加費 １組５００円︵当日
は勤務する人︑女性＝県内
に在住する人
集金︶
持ってくるもの エプロン︑
定員 各 人︵申し込み多数
三角巾︵または大判のハン
の場合は抽選︶
カチ︶︑手拭きタオル
参加費 男性＝３５００円︑
申込方法 ①住所②氏名③年
女性＝２５００円
齢︵学年︶④電話番号を電話︑ 申込方法 城西浪漫館に備え
ファクスまたは直接伝え︑
付けの申込用紙に記入し︑
申し込む
ファクス︑郵送または直接
申し込む
締め切り ８月 日㈰
〒７０８︲００５２津山市
田町１２２城西浪漫館
☎
︲８６８８
10

〒708-8501津山市山
北520生涯学習課☎32
-2118 32-2147 gak
ushuu@city.tsuyama.
okayama.jp

in
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８月は
北方領土返還運動全国強調月間
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読み聞かせにおすすめ
の絵本を募集します。
応募方法 任意の様式に
①絵本の題名②作者名
③推薦理由④住所⑤氏
名⑥年齢⑦性別⑧電話
番号を郵送、ファクス、
Ｅメールまたは直接伝
え、応募
締め切り ８月18日㈪
※複数応募可
24

つやまっ子に
読んであげたい絵本

