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年末年始の業務案内
●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、お早めに手続きをお願いします。

休　業　日 注意事項 問い合わせ（宿日直）

12 月 29 日（火）
～

１月３日（日）

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・成羽・川上・備中の地域局は、
夜間（午後 5 時 15 分以降）の受付はありません。

本　庁 ☎ 21-0200

地域局
有漢  ☎57-3200 成羽  ☎ 42-3211
川上  ☎ 48-2200 備中  ☎ 45-2211

分　　　類 休　業　日 問い合わせ

収
集

燃やせるごみ 12 月 31 日（木）～１月３日（日）
環境課　☎ 21-0259、各地域局燃やせないごみ 12 月 31 日（木）～１月３日（日）

資源収集品 12 月 29 日（火）～１月３日（日）
持
ち
込
み

燃やせるごみ
燃やせないごみ

12 月 31 日（木）～１月３日（日）
※ 12/29（火）・30（水）は受け入れします

（時間 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30）
クリーンセンター（段町）　☎ 22-4651

資源収集品 12 月 29 日（火）～１月３日（日） リサイクルプラザ（落合町阿部）　☎21-0530

●ごみ等の収集業務・持ち込み

●し尿くみ取り業務 ●火葬業務
休　業　日 問い合わせ 休　業　日 問い合わせ

12月29日（火）～１月３日（日） 環境課　☎ 21-0259、
各地域局

１月１日（金）
※祭壇の飾り付けは行います 環境課　☎ 21-0259

施　設　名 休　館　日 問い合わせ 施　設　名 休　館　日 問い合わせ
総合文化会館 12/29（火）～１/ ３（日） ☎22-1040

備中松山城 12/29（火）～１/ ３（日） 管理事務所
☎22-1487文化交流館 12/29（火）～１/ ３（日） ☎21-0180

成羽美術館 12/26（土）～１/ ５（火） ☎42-4455
うかん常山公園

レストハウス・風ぐ
るま市場は 12/31

（木）～１/ ３（日）休業
有漢地域局
☎57-3212吉備川上ふれあい

漫画美術館
12/29（火）～１/ ８（金）

（※施設改修のため臨時休館） ☎48-3664

景年記念館 12/28（月）～１/ ４（月） 社会教育課
☎21-1516

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

12/29（火）～12/31（木）
※１/ １（金）から営業

成羽町観光協
会吹屋支部
☎29-2222

図 
書 
館 
等

高梁中央図書館 12/28（月）～１/ ４（月） ☎22-2912

弥高山公園
ロッジは 12/29（火）の
宿泊まで受付・
1/5（火） から営業

管理事務所
☎48-2830

成羽図書館 12/28（月）～１/ ４（月） ☎42-2589

有漢図書室 12/28（月）～１/ ４（月） 有漢公民館
☎57-2013

川上図書室 12/29（火）～１/ ３（日） 川上公民館
☎48-2203 マンガ絵ぶた公園 展示施設は 12/29（火）

～１/ ３（日） 休業
備北商工会
川上支所
☎48-2000

備中図書室 12/29（火）～１/ ３（日） 備中公民館
☎45-4515

西山高原レジャー
施設 無休 ☎45-3633

●主な観光施設

●主なスポーツ施設
施　設　名 休　館　日 問い合わせ

市民体育館（勤労青少年ホーム） 12/28（月）～１/ ４（月） 市民体育館　☎ 22-1880神原スポーツ公園・高梁運動公園・ききょう緑地 12/28（月）～１/ ４（月）
有漢スポーツパーク・有漢テニスコート 12/28（月）～１/ ４（月） 有漢地域局　☎ 57-3200有漢総合グラウンド・有漢体育館 12/28（月）～１/ ３（日）
なりわ運動公園 12/28（月）～１/ ４（月） 成羽地域局　☎ 42-3211成羽武道館 12/28（月）～１/ ３（日）
備中やすらぎの里（多目的グラウンド・テニスコート） 12/28（月）～１/ ４（月） 備中地域局　☎ 45-2211用瀬嶽フリークライミング広場 無休
●生活福祉バス

全便運休期間 問い合わせ
12/29（火）～１/ ３（日） 市民課　☎ 21-0254

※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、または市役所等へ問い合わせください。

●主な文化施設
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各 種 相 談・教 室（１月）
※会場の「高梁保健センター」は新しい市役所の２階です。

◎乳児健康診査
　平成27年４月・９月生まれ

１月13日（水） 13:00～13:30（受付） 高梁保健センター

内容…  身体計測、内科診察、育児相談、歯科相談、離乳
食相談

◎１．６歳児健康診査
　平成 26年６月～７月生まれ
１月20日（水） 13:00 ～ 13:30（受付）高梁保健センター

内容… 身体計測、内科診察、歯科診察、むし歯予測テス
ト、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談

◎２．６歳児健康診査
　平成 25年６月～７月生まれ
１月15日（金） 13:00 ～ 13:30（受付）高梁保健センター

内容… 身体計測、内科診察、歯科診察、育児相談、栄養
相談、歯科相談、心理相談

◎３歳児健康診査
　平成 24年５月～７月生まれ
１月29日（金） 13:00 ～ 13:30（受付）成羽健康管理センター

内容… 身体計測、内科診察、歯科診察、尿検査、目と耳
の検査（アンケート）、育児相談、栄養相談、歯科
相談、心理相談

◎育児相談 （０歳～就学前の幼児）
１月８日（金） 10:00～11:00（受付）有漢保健センター

１月12日（火） 10:00～11:00（受付）高梁保健センター

１月21日（木） 10:00～10:30（受付）成羽健康管理センター

内　容…身体計測、保健相談、栄養相談、ミニ講話など
持参品… 母子健康手帳
◎ちびっこ広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）
１月21日（木） 10:00 ～ 11:30 成羽健康管理センター

問 健康づくり課母子保健係 ☎21-０２２８
◎教育相談
　月～金　  9:00 ～ 17:00　  教育委員会相談室

問 学校教育課（悩み相談電話） ☎22-７８６７
◎母子相談
　月・火・木・金　  9:00 ～ 16:00　  こども未来課相談室

◎家庭児童相談
　月・火・水・金　  9:00 ～ 16:00　  こども未来課相談室

問 こども未来課支援係  ☎21-０２８８
◎思春期（ひきこもり）相談 （要予約）
１月19日（火） 13:30 ～ 15:30（受付） 備北保健所

問 備北保健所備北保健課 ☎21-２８３６

ゆう・ゆうひろば（１月）
◆場所…子育て支援センター（順正高等看護福祉専門学校２号棟）

◎サロン　月～金曜日（祝日を除く）　10:00 ～ 16:00

◎ゆう・ゆうタイム
１月 29日（金） 10:00 ～
11:30 「鬼のお面を作っ
て鬼は外」 （要予約）

　ファミリーサポート事業の申し込み等は午前８時 30分か
ら午後５時 15分まで受け付けています。

問 子育て支援センター 　☎22-２４５０
　 こども未来課支援係 　☎21-０２８８

◎赤ちゃんタイム　
１月８日（金）・22日（金）
10:00 ～ 11:30

　Information - 子育て支援情報　

◎家庭相談日
１月 14日（木）・28日（木）　10:00 ～ 16:00

◎子どもの心とからだの総合相談 （要予約）
１月14日（木）13:00 ～ 17:00（受付） 備北保健所

◎病態栄養相談 （要予約）
１月14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

◆１月の開催日時…１月 23日（土） 10：00～ 15：00
◆テーマ…

◆場所
　第１子ども広場（短大12号館付近から登り口を上がる）
　第２子ども広場（大学13号館横・奥万田第３駐車場奥）
※来場の際、第２子ども広場の受付にお寄りください。

問  吉備国際大学心理学部子ども発達教育学科 ☎22‐９４１３
　 こども未来課支援係 ☎21‐０２８８

吉備プレーパークは、子どもたちのための冒険遊び場！
申し込み・予約は不要です。

吉備プレーパーク（１月）

「 自分でやってみよう！ ピザ釜でピザを焼く（500
円）・遊ぼうパン（60円）・べっこうあめ（10円）」


