労働時間等
相談センター
社会保険労務士が労働時
間や労働条件、解雇、賃金
等、あらゆる労働問題に関
する相談に応じます。
▽電話相談…フリーダイヤ
ル０１２０ ０８ １７
４４（携帯電話からは０５
７０ ０８ １７４４）
※携帯電話は、通話料が必
要です。
▽対面相談…要予約
▽相談時間…月～金曜日の
午後２時～午後８時、土曜
日の午後１時～午後６時
※土曜日は、電話相談のみ
■問い合わせ・予約先 県
社会保険労務士会（☎０８
６ ２２６ ０１６４）

岡山県最低賃金
県内の全産業全労働者
に適用される最低賃金が
６８３円（時間額）に改正
されました（平成 年 月

５日改定）。
※精皆勤手当・通勤手当・
家族手当、時間外・休日・
深夜手当、臨時に支払われ
る賃金などは、最低賃金に
算入されません。
■問い合わせ 岡山労働局
賃金室（☎０８６ ２２５
２０１４）
たこ

凧揚げによる
電気災害事故防止
たこ

正月が近づき、凧揚げを
楽しむ機会も増えます。凧
揚げは、近くに電線などの
ない広い場所で楽しみまし
ょう。
電線の近くで凧揚げをす
ると、凧が電線に掛かるこ
とがあります。電線に掛か
った凧を自分で取ろうとす
ると感電することもありま
すので、電線には近づかな
いようお願いします。
もし凧が電線に掛かった
ら、絶対に自分で取ろうと
せず、必ず近くの中国電力
まで連絡してください。
■問い合わせ 中国電力㈱
１１０）
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岡山カスタマーセンター
（☎０１２０ ４１３
８２３）

不正ガソリン１１０番

不正ガソリンとは、正規
のガソリンにガソリン以外
のもの（灯油やアルコール
燃料など）を混ぜて増量し
たもので、車に悪影響を及
ぼすばかりでなく、揮発油
税の脱税行為になる恐れが
あります。
▽ガソリン給油時に変な匂
いがした
▽ガソリンを給油してか
ら、自動車の調子がおかし
い
▽ガソリンに何かを混ぜて
販売しているうわさを聞い
た
このようなときは、すぐ
連絡をお願いします。

２８３

■問い合わせ・連絡先 広
島国税局消費税課 （☎０１

２０

庁子ども未来課（☎０８６
２２６ ７３４７）

新規登録・更新を希望す
る人は、必要書類を添えて
登録申請書を提出してくだ
さい。
登録申請書は監理課に備
えてあります。
※更新は、平成 年に登録
申請した人が対象
▽受付期間 ･･･
平成 年１
月４日㈫～ 日㈪
■問い合わせ・提出先 監
理課管理係（☎０２３５）

放送大学４月生
放送大学は、ＣＳテレビ
などの放送を利用して授業
を行う通信制大学で、平成
年度第１学期（ 月入学）
の学生を募集しています。
心理学・福祉・経済・歴
史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学ぶことがで
きます。
▽出願期限…平成 年２月
日㈪
※資料請求は無料です。
■問い合わせ・資料請求
放送大学岡山学習センタ
ー（ ☎ ０ ８ ６ ２ ５ ４

23

小規模工事（修繕）
契約希望者
市は、市が発注する 万
円未満の大工・電気等の小
規模な修繕工事について、
市内の小規模事業者の受注
機会の拡大を図るため、希
望者を名簿に登録し、業者
選定の際に活用しています。

21

４

23

会保険労務士や中小企業診
断士等の専門家が派遣され
る「おかやま子育て応援宣
言 企 業 サ ポ ー ト 事 業 」、 仕
事と子育ての両立支援に役
立ていただくための助成金
支給制度があります。
また、一部の金融機関で
は、優遇金利の融資商品を
ご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問い合わせ・応募先 県

午前10時～午前11時30分

９２４０）

－

vol.75

28日 鬼のお面をつくって、鬼は外

■問い合わせ
子育て支援センター （☎2450）
子ども課子ども支援係（☎0288）

31

－

広報たかはし12月
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21日 「わらべうた」ってたのしいよ
＜１階席＞
一般2,500円、中高生1,500円、小学生1,000円
＜２階席＞
一般1,500円、中高生1,000円（小学生は無料）
■問い合わせ、チケット販売先
スポーツ振興課（☎0425）

お正月あそびをたのしもう
7日

おてがみをかこう
14日

◆前売りチケット

毎週金曜日

１月
オープンスペース
30

デンソー VS パイオニア（14:05～）
岡山シーガルズ VS トヨタ車体
（16:05～）

午前10時～午後４時
■問い合わせ・応募先
〒716-0201高梁市川上町地頭1834
吉備川上ふれあい漫画美術館（☎3664）

第１試合
第２試合

23

－

－
○募集期限
平成23年１月10日（月・祝） ※当日消印有効
○応募規定
・ はがき、または同サイズ（100㎜×148㎜）のケント紙・
画用紙で未発表の作品に限る
・パソコンによるＣＧ作品も可
※自作のみ。素材集の使用は不可
○賞金および賞品
大賞（１点）…３万円、準大賞（１点）…１万円、
優秀賞（10点）…川上地域特産品

◆対戦カード
28

サロン 毎週月～金曜日（祝日除く）
２０１０世界バレーで活躍した
山口舞選手
（岡山シーガルズ）や栗
原恵選手
（パイオニア）
が出場予定。
ぜひ白熱したプレーをご観戦く
ださい。

ゆう・ゆうひろば
ゆう・ゆうひろば
平成23年2月5日㈯
市民体育館
◆開催日
◆会 場

遊びにおいでよ！
Ｖ・プレミアリーグ女子バレーボール岡山大会
－

－
－
来年の干支「卯（うさぎ）
」にちなんだ漫画年賀状を
募集しています。漫画的な面白い要素があれば、絵手紙
風の作品なども対象となります。
ぜひ、楽しい作品をお寄せください。

募集・催し

日 時：平成23年1月21日㈮
午後６時開演（午後５時30分開場）
演 題：
「笑いと健康」
入場料：500円（全席自由）
〈チケット販売先〉総合文化会館、
各地域局
ほか市内プレイガイド

－

漫・賀・年賀状コンテスト2011作品募集

おかやま子育て応援
宣言企業

期：12月26日㈰まで
午前９時～午後５時（入館は午後4時30分まで）
入館料：無料

－
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三遊亭円楽講演会

－
組内容を宣言の形にまとめ
てご応募ください。
「おかやま子育て応援宣
言企業」として県に登録さ
れると、登録証が交付され、
県ホームページなどで広く
紹介されます。企業、事業
所のイメージアップにつな
がり、優秀な人材の確保も
期待できます。
登録証が交付された企
業・事業所には、宣言内容
を実現するために必要な社

会

－

県は、企業・事業所から
の「子育て応援宣言」を募
集しています。仕事と子育
てが両立できる働きやすい
職場環境づくりに向けた取

第９回市文化講演会

－

アートの今・岡山２０１０―具象表現の現在

－

－

－
休館日 毎週火曜日

総合文化会館（☎1040)

休館日 毎週火曜日

歴史美術館（☎0180)

11

－

文化のひろば

