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パパ・ママ・子育て応援企業
　従業員の子育てや、地域における
子育てを積極的に応援することを宣
言する「パパ・ママ・子育て応援企
業」を募集しています。
　登録することで、「パパ・ママ・
子育て応援企業奨励金」の支給対象
にもなります。
新たに登録された企業
➢�有限会社高木建設（成羽町下原
496-1）／３月 13日登録
登録企業が 20社になりました。引
き続き応募をお待ちしています。

問�こども未来課�
☎（21）０２８８

赤ちゃんの駅
　「赤ちゃんの駅」は、赤ちゃん連
れの人が安心して外出できるよう、
授乳とオムツ交換ができるスペース
のある施設のことです。
「赤ちゃんの駅」新規登録施設
➢�ホームプラザナフコ高梁店（落合町
阿部 800番地）／３月 13日登録
　現在の市内登録
施設は３カ所です。
引き続き「赤ちゃ
んの駅」登録施設
を募集しています。
問� こども未来課�
☎（21）０２８８
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「のびっこクラブ」会員募集
　高梁公民館では、未就学児を対象
にした乳幼児学級「のびっこクラブ」
を開催しています。
　活動は年間 10回程度で、バス遠
足やクリスマス会などの内容は会員
皆さんの話し合いで決めています。
　詳しい内容はお問い合わせくださ
い。
問�高梁公民館�☎（21）０１８０
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協会けんぽ  保険料率が変わります
　協会けんぽは、中小企業などで働
く従業員とその家族が加入する健康
保険です。
　平成 19年３月分（４月納付分）か
らの健康保険料率は 10・15％に
変更になります。また、40歳から
64歳までの人が対象となる介護保
険料率は 1.65％に変更になります。

問�協会けんぽ岡山支部�☎086（803）
５７８０
ホームページ�http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

老人福祉大学  受講生募集
　県老人クラブ連合会は、老人福祉
大学（高梁会場）の受講生を募集しま
す。
対象…老人クラブ会員か、おおむね
60歳以上の人
開講日…６月 15 日（木）、７月 13
日（木）、９月 13 日（水）、10 月 23
日（月）、11月６日（月）　全５回
会場…高梁市文化交流館3階中ホール
内容…老後の雑学、笑いヨガ、説
法、終末期医療、落語
受講料…老人クラブ会員 2500 円
／会員以外 3500円
申し込み…５月２日（火）までに、市
老人クラブ会員は市老人クラブ連合
会事務局へ、会員以外の人は県老人
クラブ連合会へ。
問�県老人クラブ連合会☎０８６
（226）２８７７／市老人クラブ連合
会事務局☎（22）７２４３

ホストファミリー募集
　７月に高梁市にやって来る、オー
ストリア・ヴィーゼルブルク市立音
楽学校のブラスバンドとコーラス隊
の少年少女約 50人のホームステイ
に協力していただくホストファミ
リーを募集します。
　この夏は国際交流で友達づくり、
思い出づくりをしませんか。
日時…７月７日（金）～９日（日）（２泊３日）
予定
７日（金）…バスで到着後、文化交流
館でファミリーと対面
８日（土）…童謡祭り in 高梁に出演～
ウェルカムパーティー
９日（日）…ホストファミリーと自由行
動～国立吉備青少年自然の家へ送迎
その他…ホームステイは２人１組で
お願いしますが、家庭の事情により
考慮することも可能です。
問�高梁少年少女合唱団�
中山さん�☎ 090-2005-5826
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宝くじは県内で購入を
　宝くじは、全国の都道府県や政令
指定都市が発売元であり、その収益
金は、道路や教育施設の整備などの
公共事業、イベントなどの文化振興
事業など幅広く活用されています。
　県内での宝くじの売り上げは、公
園、学校などの教育施設の充実な
ど、県民の皆さんの身近なところに
役立てられています。
　宝くじは県内でご購入ください。

問�岡山県総務部財政課�
☎０８６（226）７２３１

Go! Go! Charme

試合予定（５月）
2017 プレナスなでしこリーグ２部
日時…5月 14日（日）�（第８節）
　　　午

後１時キックオフ
会場…笠岡陸上競技場
対戦…vs. ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ

ファンクラブ会員募集
　ＦＣ吉備国際大学シャルムで
は、ファンクラブ会員を募集し
ています。

年会費
➢レギュラー会員…3,000 円
➢ゴールド会員（個人）…10,000円
➢ゴールド会員（法人）…１口 20,000 円～

申し込み…ゆうちょ銀行での払
込用紙による申し込みになりま
す。詳しくはファンクラブ事務
局までお問い合わせください。
問��吉備国際大学Charmeファン
クラブ事務局�☎（22）９４０３
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　いつも応援していただき本当
にありがとうございます。
　今年のチームは常に「結果」
にこだわり、普段から勝負意識
を持ち練習しています。特に今
年のチームは個々のうまさとい
うよりひたむきさ、献身さ、チー
ムワークで勝負しています。気
持ちの入ったプレーで勝利をも
ぎ取ります。
　新しいシャルムをぜひ、応援
よろしくお願いいたします！

求人情報（５月）

成羽病院と附属診療所の診察券
が統一されます
　４月から、備中診療所と平川診療所
の診察券が成羽病院と統一されます。
　診察券をすでに持っている人は順
次交換します。
問�備中診療所�☎（45）９００１

①ショベルローダーなどのオペレーター
［高倉町］…170,000 円～ 250,000 円
②廃棄物収集・建物清掃維持管理［中
井町］…日給10,500円～ 11,500円
③福祉用具の販売等営業［栄町］…
160,000 円～ 180,000 円
④工場内作業［成羽町］…160,000
円～ 230,000 円
⑤土木作業および施工管理［川上
町］…177,600 円～ 300,000 円
⑥運行管理者［川上町］…156,810
円～ 251,000 円
⑦歯科衛生士［備中町］…160,000
円～ 180,000 円
⑧介護職員（新規開設・パート）［原
田南町］…時給 850円～ 950円
⑨クリーニング仕上げ作業（パート・臨
時）［中原町］…時給760円～ 780円
⑩売店販売員（パート）［落合町］…
時給 800円
※情報は４月３日現在のものです。

問�ハローワーク高梁�☎（22）２２９１

鯉のぼりによる電気事故に注意
　今年も鯉のぼりの季節がやってきま
す。鯉のぼりによる感電事故防止のた
め、次のことに注意してください。
➢風が吹いても鯉のぼりが電線に触
れないよう設置してください。
➢電線にひっかかっても自分で取ろ
うとせず、最寄りの中国電力に連絡
してください。
問�中国電力（株）岡山カスタマーセン
ター�☎０１２０-４１３-８２３

狩猟免許を取得しませんか
　農作物へ被害をもたらすイノシシ
などの鳥獣をわなや銃で捕獲するに
は、狩猟免許と狩猟者登録、または
有害鳥獣捕獲許可が必要です。
　狩猟免許試験の申込用紙の配布
を、農林課・各地域局・備中県民局
高梁地域森林課で、４月 21 日（金）
から開始します。
　狩猟免許を取得したい人は、お問
い合わせください。
　また、狩猟免許取得に係る費用
（狩猟免許試験手数料・狩猟初心者
講習会受講費）を補助する制度があ
りますので、ご活用ください。
問�備中県民局高梁地域森林課�☎（21）
２８４１／有害鳥獣対策室�☎（21）１１９０

年次有休休暇を取得しましょう
　国内の年次有給休暇の取得率が５
割を下回る水準で推移し、また、週
労働時間が 60時間以上の雇用者の
割合は８・２％と高く、さらに、岡
山県内の年間総労働時間は全国平均
に比べて１００時間ほど長い状況が
続いています。
　仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）のために、年次有給
休暇を計画的に活用しましょう。
プラスワン休暇
　「プラスワン休暇」は、土・日曜
日、祝日に年次有給休暇を組み合わ
せて連休を実現するキャンペーンで
す。労使協調のもと、この秋は、３
日（２日）＋１日以上の休暇を実施し
ましょう。
問�岡山労働局雇用環境・均等室�
☎�０８６（225）２０１７
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