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問 ハローワークたかはし ☎（22）２２９１

求 人 情 報（５月６日現在）

職　種 所在地 賃　金　月　額
製缶工（見習い） 高倉町 時給  1,250 円

受付・会計 原田北町 150,000 円～ 200,000 円

ＬＰガス業務スタッフ 中原町 173,000 円～ 240,050 円
資材管理（資材セン
ター） 落合町 170,000 円～ 250,000 円

鈑金・塗装工 落合町 175,000 円～ 258,000 円
生活支援・作業支
援員 落合町 時給  850 円

介護スタッフ 落合町 時給  800 円～ 1,000 円

受付（パート） 柿木町 時給  750 円～ 850 円
清掃（吉備国際大学
／パート） 奥万田町 時給  750 円～ 800 円
フェイシャルエステ・
メークアップアドバイ
ス・化粧品販売（パート）

落合町 時給  750 円～ 770 円

年 金 
　成人、離職、引っ越し、結婚したら…

　国民年金に関する手続きが必要となります。市民課、
各地域局、高梁年金事務所で手続きをお願いします。

・成人したとき（20 歳になったとき）
　20 歳になる前に就職し、厚生年金に加入している人

（第２号被保険者）以外は、国民年金への加入が必要で
す。20 歳に到達する月（誕生日の前日が属する月）に、
年金事務所から国民年金（第１号被保険者）への加入に関
する文書が送付されます。同封されている資格取得届書
に必要事項を記入し、提出してください。

・離職したとき
　厚生年金に加入していた人（第２号被保険者）が 60 歳
前に離職した時は、国民年金（第１号被保険者）への加入
が必要です。扶養する配偶者（第３号被保険者）がいる場
合は、第１号被保険者への種別変更手続きも必要です。
また、配偶者の扶養（第３号被保険者）に入る場合は、配
偶者の勤務先に問い合わせください。

・住所、氏名が変わったとき
　国民年金に加入している人（第１号被保険者）が、引っ
越し、結婚などにより住所・氏名が変わった場合は、
引っ越し先の市区町村役場に変更届を提出してくださ
い。その際、年金手帳を持参ください。

　納付が困難なときは、保険料免除制度が
あります。高梁年金事務所・市民課・各地
域局へ問い合わせください。

問 市民課 ☎（21）０２５２
　 日本年金機構高梁年金事務所 ☎（21）０５７０

わくわくこどもフェスタ 21

【予告】６月納期限（口座振替日）…６月 30 日（木）
・ 市民税・県民税（普通徴収／１期・全期）

【お願い】
・ 口座振替を登録している人は、振替日前に預金残高

の確認をお願いします。

・ 口座振替で納税した人には、６月中旬に「軽自動車
税納税証明書」を郵送します。

問 税務課 ☎（21）０２１５

税  金　５月納期限（口座振替）

税（料）目 納 期 限
（口座振替日）

軽自動車税（全期） ５月 31 日（火）

　今年もわくわく子どもフェスタ 21 を開催します。
◆日時…６月 18 日（土）　午前 10 時～午後２時 30 分
◆会場…栄町商店街（歩行者天国）
　子どもたちに夢と感動を与える「つくる」「あそぶ」「た
べる」「みるきく」のコーナーのほか、特設ステージで子
どもたちによる歌やダンスの発表もあります。
　親子で楽しめるイベントを多数用意して、多くの皆さ
んの参加をお待ちしています。
問  わくわく子どもフェスタ 21 実行委員会事務局（こど 

 も未来課内） ☎（21）０２８８

　プロの調理師を講師に迎え、調理実習を行います。
◆日時…６月 22 日（水）　午前９時 30 分～午後１時
◆会場…高梁保健センター調理室
◆テーマ…おいしいだしのとり方
◆持参品…エプロン、三角巾、手拭きタオル
◆参加費…５００円　
◆申し込み…６月１日（水） 午前８時30分～ （先着20人）
※託児を希望する人は予約時に申し込みください。

問（申し込み） 健康づくり課 ☎（21）０２６７

まるごと食育講座

各 種 相 談（６月）

◎健康相談

６月７日（火） 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00 高梁保健センター

問 健康づくり課 ☎（21）０２６７

◎行政相談
６月１日（水） ９:00 ～ 12:00 有漢保健センター

６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 備中総合センター

６月６日（月） ９:00 ～ 12:00 コミュニティプラザ

６月17日（金） 10:00 ～ 15:00 成羽総合福祉センター

問 市民課 ☎（21）０２５４／各地域局

◎法律相談（要予約）
６月14日（火） 13:00 ～ 16:00 市役所４階会議室２・４

◎司法書士相談
６月10日（金） 10:00 ～ 12:00 市役所４階会議室１・３

◎消費生活相談
６月21日（火） 10:00 ～ 15:00 市役所２階研修室

問 市民課 ☎（21）０２５４

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 市役所２階研修室

６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 有漢保健センター

６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 成羽文化センター

６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 川上総合学習センター

６月１日（水） 10:00 ～ 16:00 備中総合センター

問 岡山地方法務局高梁支局 ☎（22）２３１８

◎ふれあい相談 （福祉総合相談）
毎週月～金曜日（祝日を除く） ８:30 ～ 17:15

問   高梁市社会福祉協議会地域福祉課 ☎（22）７２４３
　 有漢支所 ☎（57）３２１８　   成羽支所 ☎（42）２００５
　 川上支所 ☎（48）９７７０　    備中支所 ☎（45）３１３１

◎備北保健所の定期相談・検査（要予約）
エイズ・性感染症検査 ６月28日（火） 13:00 ～ 14:00
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 ６月28日（火） 13:00 ～ 14:00
骨髄ドナー検査登録 ６月28日（火） 13:00 ～ 14:00
◎精神保健福祉相談（要予約）
６月１日（水） 14:30 ～ 16:30 各地域局
６月17日（金） 14:30 ～ 16:30 備北保健所

◎酒害相談（要予約）
６月17日（金） 14:30 ～ 16:30 備北保健所

問（予約先） 備北保健所備北保健課 ☎（21）２８３６

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

６月５日（日） 西医院（中之町）
まつうらクリニック（成羽町）

☎（22）２８２０
☎（42）２３１５

６月12日（日） 高梁整形外科医院（本町）
川上診療所（川上町）

☎（22）１５３１
☎（48）４１８８

６月19日（日） 大杉病院（柿木町） ☎（22）５１５５

６月26日（日） 藤本診療所（松原通）
備中診療所（備中町）

☎（22）３７６０
☎（45）９００１

休 日 当 番 医（６月）

※ 休日当番医が変更になる場合がありますので、受診前
に電話でご確認ください。

◎病態栄養相談 （要予約）
６月９日（木） 10:00～11:00（受付） 備北保健所

問（予約先） 備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３５

◎日曜公証相談
◆内容… 遺言・任意後見、離婚、尊厳死宣言、借地借家

の賃貸借、定款、認証など
６月12日（日） ９:00 ～ 15:00 笠岡公証役場

問 笠岡公証役場 ☎０８６５（62）５４０９

◎高梁ひまわり基金法律事務所より
　高梁ひまわり基金法律事務所を開設しました。市内で
は 30 年ぶりの法律事務所となります。
　日本弁護士連合会、岡山弁護士会等に所属しており、
迅速な対応、適切なアドバイス、情熱をもって事件に取
り組むことを事務所の理念としています。
　「誰に話せばいいんだろう」、「誰かに相談してみたい」
といった問題を持っている人は、一人で悩まずにご連絡
ください。

◆営業時間…月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前９時 30 分～午後６時
◆住所…弓之町 45 ＴＫＣ高梁ビル
　　　　２階１号室
◆所長弁護士…久

く
貝
がい

克
かつ

弘
ひろ

問 高梁ひまわり基金法律事務所 
　 ☎（56）３８７６

お 知 ら せ
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