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賃　金　月　額所在地職　　　　業

���,���円～���,���円段　 町電気工事士

���,���円～���,���円栄　 町販売員

���,���円～���,���円正 宗 町測量補助

���,���円～���,���円中 井 町組立工

���,���円～���,���円備 中 町一般事務

���,���円～���,���円成 羽 町工場内作業

���,���円～���,���円有 漢 町土木作業員

時給　���円中 原 町衣料、雑貨販売（パート）

時給　���円～���円落 合 町配送員(パート)

時給　���円備 中 町調理補助（パート）

77777
◎ふれあい相談
　　 ��：��～��：��　高梁総合福祉センター

　�高齢者サービス相談　
　　�日（水）、��日（月）、��日（水）、��日（水）

　　��日（月）、��日（水）

　�心配ごと相談

　　�日（月）、��日（木）、��日（木）

　�身体障害者相談

　　�日（木）

　�家庭・児童相談（予約制）

　　�日（金）、��日（金）

　■問い合わせ　高梁総合福祉センター　������

◎母子相談
　月・火・木・金　�：��～��：��　市役所社会福祉課相談室

　■問い合わせ　社会福祉課社会福祉係　������

◎無料法律相談 （予約制）
　��日（火）　��：��～��：��　市役所第�会議室

　■問い合わせ　市民課地域振興係　������

◎人権相談
　�日（火）　�：��～��：��　市役所第�会議室

　��日（木）　�：��～��：��　有漢ふれあいセンター

　��日（木）　�：��～��：��　成羽総合福祉センター

　��日（火）　�：��～��：��　高倉地域市民センター

■問い合わせ　岡山地方法務局高梁支局　������

◎行政相談
　�日（月）　��：��～��：��　市役所第�会議室

　�日（金）　�：��～��：��　川上総合学習センター

　��日（水）　�：��～��：��　有漢農業構造改善センター

　��日（金）　��：��～��：��　成羽総合福祉センター

　■問い合わせ　岡山行政評価事務所　����-���-����

◎高年齢者職業相談
　（月）～（金）　�：��～��：��　高梁総合福祉センター

　■問い合わせ　高梁市総合福祉センター　������

◎教育相談
　（月）～（金）　��：��～��：��　市教育委員会相談室

　■問い合わせと電話相談は、������

◎精神保健福祉相談（予約制）
　�日（火）��：��～��：��　高梁総合福祉センター

　��日（火）��：��～��：��　有漢地域局

　��日（水）��：��～��：��　高梁保健所

　■問い合わせ　高梁保健所　保健課　������

休 日 当 番 医

【高梁地域】高梁市役所 健康増進課　������

●保健学級
 �日（火） �：��から 落合研修会館
 �日（水） �：��から 高梁保健センター
 ��日（火） �：��から 働く婦人の家
 ��日（木） �：��から 中井町健康増進センター

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

●保健相談
　��日（月） �：��から 川面町地域福祉センター

●乳児健康診査
 ��日（火） ��：�� ～ ��：��（受付） 落合研修会館
 ��日（水） ��：�� ～ ��：��（受付） 高梁保健センター

●ひよこ園（療育指導）
 ��日（木） ��：��～��：�� 高梁保健センター
 ��日（木） ��：��～��：�� 高梁保健センター

●献血
 ��日（水） �：�� ～ ��：�� 元市民会館前
  ��：�� ～ ��：�� 　　　〃
  ��：�� ～ ��：�� 高梁市役所仮庁舎

●栄養教室
 ��日（水） �：��から　 高梁保健センター

●１.６歳児健康診査
 ��日（木） ��：�� ～ ��：��（受付） 高梁保健センター

●高齢者筋力トレーニングひまわり
　毎週火、金曜日　��：��～��：��　健康増進施設ゆらら

【川上地域】川上地域局 住民福祉課　������

【備中地域】備中地域局 住民福祉課　������【有漢地域】有漢地域局 住民福祉課　������

【成羽地域】成羽地域局 住民福祉課　������� �����森　内科（間之町）３日
（日） � �����備中整形外科病院（成羽町下原）

� �����池田医院（中間町）１０日
（日） � �����有漢診療所（有漢町有漢）

� �����野村医院（巨瀬町）１７日
（日） � �����成羽病院（成羽町下原）

� �����藤本診療所（松原通）１８日
（月） � �����西岡医院（成羽町成羽）

� �����大杉病院（柿木町）２４日
（日） � �����成羽病院（成羽町下原）

� �����高梁中央病院（南町）３１日
（日） � �����備中診療所（備中町長屋）

●一般健康相談
 �日（金） �：�� ～ ��：�� ふれあいセンター

●栄養教室
 �日（木） �：�� ～ ��：�� 有漢保健センター

●献血
 �日（金） �：�� ～ ��：�� 有漢保健センター・丸五CS

●元気のでる会
 ��日（金） �：�� ～ ��：�� 川関集落センター

●親子ふれあい教室
 ��日（土） ��：�� ～ ��：�� 有漢保健センター

●母子相談
 ��日（金） �：�� ～ ��：�� 有漢保健センター

●高齢者筋力トレーニングひまわり
　毎週月、木曜日　��：��～��：��　有漢保健センター

●育児学級
 ��日（水） �：�� ～ ��：�� 成羽健康管理センター

●今日の健康
 ��日（木） �：�� ～ ��：�� 松木地区（松本集会所）

  ��：�� ～ ��：�� 迫地区（迫集会所）

●母子保健相談
 ��日（水） �：�� ～ ��：�� 成羽健康管理センター

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

●下原地区健康教室
 ��日（金） ��：�� ～ ��：�� 成羽健康管理センター

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

　�日（水）　��：��～��：��　川上公民館三沢分館

　�日（木）　��：��～��：��　川上公民館下大竹分館

　��日（火）　��：��～��：��　川上総合学習センター

　��日（木）　��：��～��：��　川上公民館高山分館

　��日（水）　��：��～��：��　川上公民館領家分館

●栄養教室
 ��日（木） �：�� ～ ��：�� 川上総合学習センター

●あそびのひろば
 ��日（火） �：�� ～ ��：�� 川上総合学習センター

●栄養教室
　��日（火） �：��から 備中総合センター

無料相談 保 健 行 事●診療時間は9時～17時　受診前には電話を● 保 健 行 事保 健 行 事 ����

■問い合わせ　ハローワークたかはし（��２２９１）

（５月２５日現在）

清水比庵展
日時　７月１６日�～
　　　　　　　９月１９日�
会場　歴史美術館
　　　（文化交流館２階）
料金　一般３００円
　　　小中学生１５０円

■問い合わせ　
　文化交流館（��０１８０）


