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　※休日当番医は裏面カレンダー内に掲載しています。

備北保健所からのお知らせ
※下記の検査や相談はすべて予約制です。
　事前に電話でご相談ください。会場は備北保健所です。

業  務  内  容 実  施  日  時
(時間は当日の受付時間）

◇エイズ・性感染症検査
◇ B型・C型肝炎検査 26日（水）13:00～14:00

◇骨髄ドナー検査登録 26日（水）13:00～14:00

◇病態栄養相談 21日（金）10:00～11:00

◇子どもの心と
　　　からだの総合相談 20日（木）13:00～15:00

◇精神保健福祉相談 7日（金） 9:30～10:30

◇思春期（ひきこもり）相談 27日（木） 9:30～11:30

■問い合わせ・予約先　備北保健所備北保健課（☎㉑ 2836)

無 料 相 談 保健行事保健行事保健行事

（3月 25 日現在） ■問い合わせ　ハローワークたかはし（☎㉒ 2291）
職　　　業 所在地 賃金月額（円）

治具整備 落 合 町 133,484 円　　　　　　

板金塗装整備 川 上 町 200,000 円～ 250,000 円

看護師 高 倉 町 170,000 円～ 230,000 円

仕上工 玉 川 町 160,000 円～ 250,000 円

介護支援専門員 成 羽 町 200,000 円～ 250,000 円

◎ふれあい相談　（10:00～15:00）  高梁総合福祉センター
　○福祉総合相談・高齢者サービス相談

　　10日（月）、12日（水）、19日（水）、24日（月）、26日（水）

　○心配ごと相談

　　7日（金）、13日（木）、21日（金）、27日（木）

　○身体障害者相談

　　6日（木）

　■問い合わせ　社会福祉協議会高梁本所（☎㉒7243）

◎心配ごと相談＜各支所＞

19 日（水）10:00 ～ 15:00 有漢ふれあいセンター
20 日（木）10:00 ～ 15:00 川上保健センター
28 日（金）10:00 ～ 15:00 成羽総合福祉センター

　■問い合わせ　社会福祉協議会各支所

有漢支所（☎573218）　成羽支所（☎422005）

川上支所（☎489770）　備中支所（☎453131）

◎母子相談

　月・火・木・金　9:00～17:00　子ども課相談室

　■問い合わせ　子ども課子ども支援係（☎㉑0288）

◎家庭児童相談

　月・火・水・金　9:00～17:00　子ども課相談室

　■問い合わせ　子ども課子ども支援係（☎㉑0288）

◎教育相談

　月～金　9:00～17:00　教育委員会相談室

　■問い合わせと電話相談　（☎㉒7
なやむな

867）

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
7 日（金） 9:00 ～ 12:00 平川いこいの家
10 日（月） 9:00 ～ 12:00 川上公民館高山市分館
13 日（木） 9:00 ～ 12:00 成羽公民館吹屋分館
毎週月～金 8:30 ～ 17:15 岡山地方法務局高梁支局

　■問い合わせ　岡山地方法務局高梁支局（☎㉒2318）

◎法律相談（予約制）
6 日（木）13:00 ～ 16:00 成羽総合福祉センター
11 日（火）13:00 ～ 16:00 市役所別館第 5会議室

　■問い合わせ・申し込み　市民環境課市民係（☎㉑0254）

◎行政相談
17 日（月）10:00～ 15:00 市コミュニティプラザ
19 日（水）10:00～ 13:00 有漢ふれあいセンター
20 日（木）10:00～ 15:00 社会福祉協議会川上支所
28 日（金）10:00～ 15:00 成羽総合福祉センター

　■問い合わせ　

　　市民環境課市民係 （☎㉑0254）、各地域局地域振興課住民福祉係

◎司法書士相談
7 日（金）10:00 ～ 12:00 有漢保健センター
7日（金）10:00 ～ 12:00 川上総合学習センター
7日（金）10:00 ～ 12:00 備中総合センター

　■問い合わせ　市民環境課市民係（☎㉑0254）

◎消費生活相談
18 日（火）10:00 ～ 15:00 市役所分庁舎会議室Ａ

　■問い合わせ　市民環境課市民係（☎㉑0254）

◎職業相談
　　月～金   　 8:30 ～ 17:15 高梁公共職業安定所

　■問い合わせ　高梁公共職業安定所（☎㉒2291）

健康づくり課
　親子関係事業……母子保健係　　　☎㉑０２２８
　成人関係事業……健康増進係　　　☎㉑０２６７
有漢地域局地域振興課住民福祉係　　☎57３２１２
成羽地域局地域振興課住民福祉係　　☎42３２１３
川上地域局地域振興課住民福祉係　　☎48２２００
備中地域局地域振興課住民福祉係　　☎45４５１２

◎親子で遊べる教室
　内　容：親子体操、親子遊びなど
　対　象：おおむね１歳～就学前の幼児
　（あそびのひろば）
　　20日（木）10:00～12:00　 　川上保健センター
　（ちびっこ広場）
　　21日（金）10:00～11:30　　 成羽健康管理センター

◎育児相談
　内　容：身体計測、個別相談など
　持参品：母子健康手帳

20日（木） 9:45～10:00（受付）川上保健センター
21日（金）10:00～10:30（受付）成羽健康管理センター
24日（月）10:00～11:00（受付）有漢保健センター

◎ひよこ園（療育指導）
　　13日（木）、18日（火）、27日（木）
　　　　　　　10:00～15:00　  　高梁保健センター

◎療育相談（要予約☎㉑0228）
　　18日（火）10:00～11:00   　高梁保健センター（和室）

◎乳児健康診査
　内　容：身体計測、内科診察、育児 ･栄養・歯科相談
　持参品：母子健康手帳、健康診査票
　■高梁・有漢地域
　対　象：平成21年8月、平成22年1月生まれ（個人通知）
　　12日（水）13:00～13:30（受付）　高梁保健センター
　■落合地区
　対　象：平成21年7、8月生まれ
　　　　　平成21年12月～平成22年1月生まれ（個人通知）
　　11日（火）13:00～13:30（受付）　落合研修会館
　■成羽・川上・備中地域
　対　象：平成21年11月～平成22年1月生まれ（個人通知）
　　　　　平成21年6月～8月生まれ
　　27日（木）13:00～13:30（受付）　成羽健康管理センター

◎1.6歳児健康診査
　内　容：身体計測、内科・歯科診察、虫歯の予測テスト
　　　　　育児 ･栄養・歯科・心理相談
　持参品：母子健康手帳、健康診査票
　■高梁・有漢地域
　対　象：平成20年10月、11月生まれ（個人通知）
　　　　　（有漢地域のみ8月～11月生まれ）
　　19日（水）13:00～13:30（受付）　高梁保健センター

◎2.6歳児健康診査
　内　容：身体計測、内科・歯科診察、育児 ･栄養・歯科・心理相談
　持参品：母子健康手帳、健康診査票
　■高梁・有漢地域
　対　象：平成19年10月、11月生まれ（個人通知）
　　　　　（有漢地域のみ8月～11月生まれ）
　　 6日（木）13:00～13:30（受付）　高梁保健センター
　■成羽・川上・備中地域
　対　象：平成19年9月～11月生まれ（個人通知）
　　25日（火）13:00～13:30（受付）　成羽健康管理センター

◎離乳食教室
　内　容：離乳食の調理実習を行います。（託児があります）
　持参品：筆記用具、エプロン、三角巾
　■全地域
　対　象：乳児の保護者（申し込みが必要です）
　　31日（月）10:00～12:00　　  　高梁保健センター

◎ポリオ予防接種
　内　容：体温測定、診察、ポリオ生ワクチン投与
　持参品：母子健康手帳、問診表（会場にも備えてあります）
　対　象：生後3カ月～90カ月未満（41日以上の間隔で2回接種）
　■高梁地域

7日（金）13:10～13:50 落合研修会館
17 日（月）13:10～13:50 高梁保健センター
28 日（金）13:10～13:50 高梁保健センター

　■有漢地域
14 日（金）13:00～13:30 有漢保健センター

職　　　業 所在地 賃金月額（円）

理学療法士 柿 木 町 212,000 円～ 362,000 円

タクシー運転手・
バス運転手 成 羽 町 200,000 円～ 250,000 円

給油・サービス係 中 原 町 時給 700 円～ 900 円　

配送員 落 合 町 時給 800 円　　　　　

レストランフロアー係 松 原 町 時給 800 円～ 1,000 円
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