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◎ふれあい相談　１０：００～１５：００  高梁総合福祉センター

●高齢者サービス相談
　７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２６日（月）、２８日（水）

●身体障害者相談　　
　１日（木）

●家庭・児童相談（予約制）　
　２日（金）、１６日（金）

●心配ごと相談（本所）
　２日（金）、８日（木）、１６日（金）、２２日（木）

■問い合わせ　社会福祉協議会高梁本所（��７２４３）

◎心配ごと相談（各支所） １０：００～１５：００
　１４日（水） 備中高齢者生活福祉センター

　２１日（水） 有漢ふれあいセンター

　２３日（金） 中生活改善センター

■問い合わせ　社会福祉協議会各支所

　有漢（��３２１８）　成羽（��２００５）

　川上（��９７７０）　備中（��３１３１）

◎無料法律相談 （予約制）
　１日（木） １３：００～１６：００　成羽総合福祉センター

　１３日（火） １０：００～１５：００　市役所別館３階第５会議室

■問い合わせ　市民課地域振興係   ��０２５４

　　　　　　　成羽地域局住民福祉課   ��３２１１

◎人権相談
　２日（金） ９：００～１２：００　備中総合センター

　６日（火） ９：００～１２：００　市役所別館３階第４会議室

　９日（金） ９：００～１２：００　川上総合学習センター

■問い合わせ　岡山地方法務局高梁支局　��２３１８

◎行政相談
　２日（金）　９：００～１２：００　備中総合センター

　５日（月） １０：００～１５：００　高梁市民主会館

　２１日（水） １０：００～１５：００　有漢ふれあいセンター

　２３日（金） １０：００～１２：００　中生活改善センター（成羽）

■問い合わせ　岡山行政評価事務所　�０８６-２３１-４３２１

◎母子相談
　月・火・木・金　８：３０～１７：００　社会福祉課相談室

■問い合わせ　社会福祉課社会福祉係　��０２６４

◎高年齢者職業相談
　（月）～（金）　　８：３０～１７：００　高梁公共職業安定所

■問い合わせ　高梁公共職業安定所　��２２９１

◎教育相談
　（月）～（金）　１３：００～１６：００　教育委員会相談室

■問い合わせと電話相談は、��４９７０

休 日 当 番 医

●ひよこ園（療育指導）
　６日（火）、８日（木）、２０日（火）、２２日（木）
  １０：００～１５：００ 高梁保健センター

●パパとママのすこやか安産教室
 １３日（火） ９：３０～１１：３０ 高梁保健センター

●乳児健康診査（時間は受付時間）
 １４日（水） １３：００～１３：３０ 高梁保健センター

●３歳児健康診査（時間は受付時間）
 １５日（木） １３：００～１３：３０ 高梁保健センター

●シェイプアップ教室
 １９日（月） １３：３０～１５：００ 勤労青少年ホーム

●育児相談（時間は受付時間）
 ２８日（水） １３：００～１４：００ 高梁保健センター

●栄養教室
 ２１日（水） ９：３０から 高梁保健センター

●保健学級　
 ６日（火） ９：００から 落合研修会館
 ７日（水） ９：３０から 高梁保健センター
 １６日（金） ９：３０から 川面地域福祉センター
 １９日（月） ９：３０から 働く婦人の家

●栄養教室
 １日（木） ９：３０から 有漢保健センター

●一般健康相談
 ２日（金） ９：３０から 農耕センター

●地区別健康相談
 ６日（火） ９：３０から 信清公会堂
 ９日（金） ９：３０から 神明公会堂

●健康教室
 １３日（火）、２０日（火）、２７日（火）
  ９：３０から 有漢保健センター

●元気の出る会
　１５日（木）　９：３０から 農業構造改善センター

●１.６歳、２.６歳、３歳児健康診査
 ２３日（金）　１３：３０から 有漢保健センター

●食育講演会
 ２４日（土）　９：２０～１１：４０ 有漢生涯学習センター

●さくら会
 ２６日（月）　９：３０から 有漢保健センター

●乳児健康診査
 ２８日（水）　１３：３０から 有漢保健センター

●育児学級
 １日（木） １２：４５～１５：３０ 成羽健康管理センター

●２歳児健康診査（時間は受付時間）
 ６日（火） １３：００～１３：３０ 成羽健康管理センター

●乳児健康診査（時間は受付時間）
 １５日（木） １３：００～１３：３０ 成羽健康管理センター

●栄養教室
 ８日（木） ９：３０～１３：００ 成美集会所

●献血
 １９日（月） １０：００～１２：００ 成羽地域局
  １３：４５～１６：００ 成羽病院

●母子相談
　２１日（水） １３：３０～１４：００ 成羽健康管理センター

●ちびっこ広場
　２１日（水） １４：１５～１５：３０ 成羽健康管理センター

●元気アップ体操教室
 ６日（火） １０：００～１１：００ 川上総合学習センター
 ２０日（火） １０：００～１１：００ 川上総合学習センター

●栄養教室
 ８日（木） ９：３０から 川上総合学習センター

●ヘルスアップ教室
 ９日（金） １９：００～２０：３０ 川上総合学習センター

●いきいき快老教室
 ８日（木） １０：００～１１：３０ 川上公民館地頭分館
 １３日（火） １０：００～１１：３０ 川上公民館上大竹分館
 １５日（木） １０：００～１１：３０ 川上公民館三沢分館

●体操教室
 ２２日（木） １９：３０～２０：３０ 川上公民館領家分館

●肩腰膝をいたわる健康教室
 ５日（月） １３：３０～１５：３０ 西山荘
 ７日（水） １３：３０～１５：３０ 湯野荘
 １３日（火） １３：３０～１５：３０ ひらかわいこいの家
　１４日（水） １３：３０～１５：３０ 備中総合センター
　１９日（月） １０：００～１２：００ 布瀬会館
  １３：３０～１５：３０ 布賀ふれあい館
　２１日（水） １０：００～１２：００ 長谷荘
  １３：３０～１５：３０ 田原荘分館

●栄養教室
 １３日（火） ９：３０から 備中総合センター

無料相談

保健行事
※情報は１月１０日現在。変更になる場合もありますので、
受診前には電話でご確認ください。

保健行事保健行事 ��������

■問い合わせ　ハロ－ワ－クたかはし（��２２９１）

（１２月２５日現在）

◎精神保健福祉相談（予約制）
　受付１３：００～１４：００　６日（火）　川上地域局　１３日（火）　高梁保健所　　　■問い合わせ　高梁保健所保健課　��２８３６

� �０００３野村医院　　（巨瀬町）
４日
（日）

� �２３１５丸川医院　　（成羽町下原）

� �２２４４池田医院　　（中間町）
11日
（日）

� �３１１１成羽病院　　（成羽町下原）

� �０５１１仲田医院　　（落合町阿部）
12日
（月）

� �９００１備中診療所　（備中町長屋）

� �３６３６高梁中央病院（南町）
18日
（日）

� �２３１５丸川医院　　（成羽町下原）

� �３７６０藤本診療所　（松原通）
25日
（日）

� �３１１１成羽病院　　（成羽町下原）

【成羽地域】成羽地域局 住民福祉課　��３２１３【高梁地域】高梁市役所 健康増進課　��０２６７

【有漢地域】有漢地域局 住民福祉課　��３２１１

【川上地域】川上地域局 住民福祉課　��２２００

【備中地域】備中地域局 住民福祉課　��４５１２

賃　金　月　額所在地職　　　　業

１６０,０００～２３０,０００円落 合 町美容師

１５０,０００～３００,０００円落 合 町自動車整備士

１５８,７００～２９９,０００円津 川 町土木作業

１６６,２００～１７０,７００円高 倉 町自動車教習指導員

１７０,０００～１８０,０００円川 上 町鋳造オペレーター

１１２,０００～３２０,０００円成 羽 町介護助手

１５０,０００～４００,０００円有 漢 町土木施工管理

時給　１,０００～１,５００円松 原 町送迎バス運転手（パート）

時給　６５０～１,０００円本 町客室清掃係（パート）

時給　７００～１,２００円成 羽 町介護福祉タクシー運転手（パート）


