
平成 ２１年（2009）１２月〈１２〉

年末年始年末年始のの業務案内業務案内
＜市役所窓口業務＞　 ※住民票の写しや各種証明書が必要な人は、お早めに手続きを。

問い合わせ（宿日直）注意事項休　業　日

本　庁��０２００
地域局 : 有漢��３２００、成羽��３２１１
　　　  川上��２２００、備中��２２１１

休業期間中、斎場使用の申し込みや戸籍の
届出は、本庁・各地域局の宿日直で受け付
けます。ただし、有漢・川上・備中地域局は
夜間の届出はできません。

１２／２９�～１／３�

＜ごみ等の収集業務・持ち込み＞

問い合わせ休　業　日分　　　類

市民環境課��０２５９
各地域局地域振興課

１２／３１�～１／３�
燃やせるごみ
燃やせないごみ

収　

集 １２／２９�～１／３�資源収集品

クリーンセンター（段町）��４６５１
１２／２９�～１／３�
※１２／２９�・３０�は受け入れできます。
　（時間８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０）

燃やせるごみ 
燃やせないごみ

持
ち
込
み リサイクルプラザ（落合町阿部）��０５３０１２／２９�～１／３�資源収集品

＜し尿くみ取り業務＞

問い合わせ休　業　日
市民環境課��０２５９
各地域局地域振興課

１２／２９�～１／３�

＜火葬業務＞

問い合わせ休　業　日

市民環境課��０２５９
１／１�
※祭壇の飾り付けは行います。

＜主な文化施設＞
問い合わせ休　館　日施　設　名
��１０４０１２／２８�～１／５�総 合 文 化 会 館

��０１８０１２／２８�～１／５�
文 化 交 流 館
（歴史美術館）

��４４５５１２／２８�～１／４�成 羽 美 術 館

��３６６４１２／２９�～１／３�
吉備川上ふれあい 
漫 画 美 術 館

備中：地域振興課
��４５１５

１２／２８�～１／４�景 年 記 念 館

��２９１２１２／２８�～１／４�高梁中央図書館

図　

書　

館　

等

��２５８９１２／２８�～１／４�成羽図書館

有漢公民館
��２０１３

１２／２８�～１／４�有漢図書室

川上公民館
��２２０３

１２／２９�～１／３�川上図書室

備中公民館
��４５１５

１２／２９�～１／３�備中図書室

＜主な観光施設＞
問い合わせ休　館　日施　設　名

管理事務所
��１４８７

無休
※ただし、１２／２８�～
１／４�は本丸へ入場で
きません。

備中松山城

有漢：地域振興課
��３２１５

無休
※レストハウスは１２／３０�
～１／１�まで休業
※風ぐるま市場は１２／３０
�～１／３�まで休業

うかん常山公園

成羽町観光協会
吹屋支部
��２２２２

１２／２９�～１２／３１�
※１／１�から営業

吹屋ふるさと村
郷土館、旧片山家住宅、
笹畝坑道、広兼邸、
ベンガラ館等

管理事務所
��２８３０

無休弥高山公園

川上：地域振興課
��２２０１

１２／２８�～１／８�磐窟谷公園（磐窟洞）

備北商工会川上支所
��２０００

１２／２９�～１／３�マンガ絵ぶた公園

��３６３３無休西山高原レジャー施設

＜主なスポーツ施設＞
問い合わせ休　館　日施　設　名

市民体育館��１８８０１２／２８�～１／４�市民体育館（勤労青少年ホーム）

スポーツ振興課��０４２５１２／２８�～１／４�神原スポーツ公園・高梁運動公園・ききょう緑地グラウンド

有漢：地域振興課��２０１３
１２／２８�～１／４�有漢スポーツパーク・有漢テニスコート

１２／２８�～１／３�有漢総合グラウンド・有漢体育館

成羽：地域振興課��３２１５
１２／２８�～１／４�なりわ運動公園

１２／２８�～１／３�成羽武道館

備中：地域振興課��４５１４無休
備中やすらぎの里（多目的グラウンド・テニスコート）

用瀬嶽フリークライミング広場

※掲載しているものは主なものです。掲載されていないものについ
ては、各施設または市役所等へお問い合わせください。

問い合わせ全便運休期間
市民環境課��０２５４１２／２９�～１／３�

＜生活福祉バス＞



平成 ２１年（2009）１２月〈１３〉

高梁中央図書館

成 羽 図 書 館 ��２５８９

��２９１２開館時間

　世界中を襲った１００年に１
度の金融危機。激震が走るメ
ガバンク・東西銀行の行員た
ちもまた、駆け回り続けた―。
緻密で徹底的な取材をもとに
「あの瞬間」からの日本経済を
重層的かつ多角的に浮かび上
がらせた経済小説。

移動図書館

ちいさいこのへやちいさいこのへや　図書館２階 １４：３０から

小学校低学年までが対象で参加無料。
親子での参加も歓迎です。

１４：４５～１５：３０

１６：２０～１６：５０

有漢生涯学習センター前

落合雇用促進住宅高梁宿舎前１９日�

１４：１５～１５：１５

１５：４５～１６：４５

川上児童館前

備中地域局前２１日�

１１：００～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：３０～１５：００

１５：３０～１６：００

玉川地域市民センター前

落合地域市民センター前

中国電力社宅前

松原地域市民センター前

２２日�

１１：００～１１：３０

１３：００～１３：３０

１４：００～１４：３０

津川地域市民センター前

高倉地域市民センター前

川面地域市民センター前
２６日�

１０：３０～１１：００

１３：００～１３：３０

１４：００～１５：００

１６：００～１６：３０

巨瀬地域市民センター前

中井地域市民センター前

宇治地域市民センター前

落合中二公会堂前

２９日�

一般書

ジャパン・プライド
江波戸哲夫 : 著
講談社

9：00～ 17：00

おりがみあそび「とら」
おはなし会
（ボランティアグループ 『おはなしたまてばこ 』 ）

９日�

きりがみあそび「色紙ミニだこ」１６日�

ビデオ 「かさじぞう」２３日�
かみしばい 
「くいしんぼうのおしょうさん」

３０日�

開館時間 9：00～ 17：00

毎週月曜日　【年末年始】１２月２９日�～１月３日�

��月月

４日�，１１日�，１２日�，１４日�，１８日�，２５日�
【年末年始】１２月２９日�～１月３日�

　2009 年、ヨーロッパで流
行し始めた「悪魔風邪」は、
驚異の感染力で瞬く間に世界
中に広がり、やがて人類は死
滅した。南極にいた約 1万人
を残して…。人類滅亡の恐怖
と人々の勇気を描く。小松左
京の名作を児童書向けに翻案。

児童書

復活の日
─人類滅亡の危機と戦い─

小松左京：原作、新井リュウジ：文
ポプラ社

休館日

　逃げたいのに、逃げればい
いのに、逃げない女。山に消
えた女たちの「山姫伝説」が
残る奥深い田舎町で、女は一
風変わった男とともに暮らし
始めた。だが、男の秘密と凶
暴性が徐々に 顕 わになってい

あら

き…。

一般書

 山  姫  抄 
さん き しょう

加藤 元：著
講談社

休館日

移動図書館 「 うぐいす号 」
老人ホーム成羽川荘 ８：４５ ～ ９：００

布寄小学校 ９：２０ ～ ９：４０

吹屋保育園 １０：００ ～ １０：１０

吹屋小学校  １０：１５ ～ １０：３０

成美保育園  １１：００ ～ １１：１０

鶴鳴保育園 １１：１５ ～ １１：２５

黒川商店（日名地区）  １１：３５ ～ １１：５０

１２日�

２６日�

「あけまして、おめでとう」

「てぶくろを買いに」ほか

（ボランティアグループ『うぐいす』）
９日�

小学生までが対象で参加無料。
えほんのよみきかせえほんのよみきかせ　１０：００から


