お知らせ

税金の納期限（口座振替日）

短歌

休日当番医
（１月）
１日（土）

仲田医院（落合町阿部）☎ 22-0511

やつ

道端に ハキダメギクの 花が咲く 名づけた奴奴をを 花は知らない

川上診療所（川上町地頭）☎ 48-4188

２日（日） 成羽病院
（成羽町下原）☎ 42-3111
３日（月） 高梁中央病院（南町） ☎ 22-3636
９日（日） 備中診療所（備中町長屋）☎ 45-9001
10 日（月） 三村医院
（巨瀬町）

☎ 25-9010

16 日（日） 大杉病院
（柿木町）

☎ 22-5155

23 日（日） 池田医院
（中間町）

☎ 22-2244

30 日（日） 野村医院
（巨瀬町）

☎ 25-0003

※診療時間は午前９時～午後５時です。
受診前に必ず電話で症状をお知らせください。
また、受診の際はマスクを着用してください。

求人情報
職

種

技能職

所在地

賃金月額

有漢町 158,000 円～ 241,600 円

歯科助手、受付 巨瀬町 175,000 円～ 185,000 円
ますがみ ひで おお

桝桝上上 秀秀雄雄さん（備中町西山）

一般事務・品質
高倉町 206,000 円～ 306,000 円
管理

12 月 27 日
（月）

○固定資産税・都市計画税（３期） ○国民健康保険税（以下全て
普通徴収／６期） ○介護保険料 ○後期高齢者医療保険料

次回の納期限

１月 31 日
（月）

○市民税・県民税（普通徴収／４期） ○国民健康保険税（以下全
て普通徴収／７期） ○介護保険料 ○後期高齢者医療保険料
※口座振替登録を希望する人は、市内の金融機関で手続きを
お願いします。１月納期限の口座振替の手続きは 12 月 20
日（月）までにお申し込みください。
問税務課☎ 21-0215

介護医療連携課☎ 21-0258
問

吉 備 国 際 大 学

キャンパスだより
吉備国際大学では、生涯学習の場として地域の皆さんを対象とし
た「まちなかゼミナール」を開講します。講義の動画は令和４年
２月 28 日（月）までインターネットで配信し、聴講は無料です。
までインターネットで配信し、聴講は無料です。

第１回「心の健康とマインドフルネス」
第１回「心の健康とマインドフルネス
」
配信日 12 月４日（土）～
つ がわひで お

担当教員 津川秀夫
（心理学科）
内容 心の健康を維持・増進する方法を学びます

第２回「新聞棒を使って転倒予防 ! ～運動機能と認知機能へのアプローチ～」
～運動機能と認知機能へのアプローチ～」

中型
（４ｔ）
ミキ
津川町 210,000 円～ 275,000 円
サー車運転手

配信日 12 月 11 日（土）～

土木作業員

内容 身近なものを使って転倒予防の体操を行います

下谷町 183,200 円～ 274,800 円

試験係
（生コン）成羽町 200,000 円～ 230,000 円
自動車整備
訪問介護
（パート）

備中町 150,000 円～ 200,000 円
本町

時給 870 円～ 1,500 円

サービススタッ
正宗町
フ（パート）

時給 870 円～ 900 円

給油・サービス
中原町
係（パート）

時給 900 円

ハローワークインターネットサービス内の「求

職者マイページ」に登録すると、自分のパソコン
やスマートフォンで求人情報の検索や、ハロー

ワークからのお知らせを受け取ることができます。

求職者マイページの新機能
① オンラインハローワーク紹介

オンラインで職業紹介を受けることができます。

② オンライン自主応募

「オンライン自主応募」の対象求人について、

直接応募をすることができます。
詳しくはお問い合わせください。

問ハローワーク高梁☎ 22-2291
Ｒ3 (2021) 12 月

いわ た

み ゆき

担当教員 岩田美幸
（作業療法学科）

第３回「高梁いきいきロコモ予防体操」
配信日 12 月 18 日（土）～
さ とうみつ や

担当教員 佐藤三矢
（理学療法学科）
内容 元気な身体作りのためロコモ予防体操を一緒に行います
アイオーティー

求職者マイページに登録を

17

12 月の納期限

第４回「家庭で楽しむＩ
第４回「家庭で楽しむ
ＩｏＴ
ｏＴ」
」
配信日 12 月 25 日（土）～
たか ぎ ひであき

担当教員 髙木秀明
（外国学科）
インターネット オブ シ ン グ ス

内容 ＩｏＴ
ＩｏＴ（I
（Internet o f Things
hings）
）を実際に体験しながら学びます

第５回「防災・減災を『心理学』から考える」
配信日 令和４年１月８日（土）～
はしもとみどり

担当教員 橋本翠
（心理学科）
内容 防災・減災について心理学を通して考え、災害に備えます
防災・減災について心理学を通して考え、災害に備えます

第６回「困っていませんか ? コロナ禍の子育て」
配信日 令和４年１月 15 日（土）～
にし だ けい こ

担当教員 西田啓子
（子ども発達教育学科）
内容 コロナ禍での楽しい育児や遊びを一緒に考えます
ロナ禍での楽しい育児や遊びを一緒に考えます
申し込み 電話か電子メールで申し込みください。
電話か電子メールで申し込みください。
問吉備国際大学庶務課 ☎ 22-7404

     kiu-syomu@office.jei.ac.jp
     
kiu-syomu@office.jei.ac.jp

高梁市の市外局番は「0866」です

