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国 民 年 金 成人、離職、引っ越し、結
婚したら…

　Information - 生活支援情報

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

６月７日（日） 池田医院（中間町）野村医院（巨瀬町）
☎22- ２２４４
☎ 25- ０００３

６月14日（日） 高梁中央病院（南町） ☎22- ３６３６

６月21日（日） 仲田医院（落合町）有漢診療所（有漢町）
☎22- ０５１１
☎ 57- ３１４１

６月28日（日） 西医院（中之町）�まつうらクリニック（成羽町）
☎ 22- ２８２０�
☎ 42- ２３１５

※休日当番医が変更になる場合がありますので、受診前
に電話でご確認ください。

休日当番医

　成人、離職、引っ越し、結婚などの場合は、国民年金
に関する手続きが必要となります。市役所本庁、各地域
局、高梁年金事務所で手続きができます。
・成人したとき（20歳になったとき）
　20歳になる前に就職して、厚生年金（共済組合）に加
入している人以外は、国民年金へ加入が必要です。
　20歳に到達する月（誕生日の前日が属する月）に、年
金事務所から国民年金への加入に関する文書が送付され
ます。この文書に同封されている資格取得届書に必要事
項を記入し提出してください。
・離職したとき
　厚生年金（共済組合）に加入していた人が 60歳前に離
職したときは、国民年金への加入手続きが必要です。ま
た、第1号被保険者にはならず、配偶者の扶養に入る場
合は、配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。
　一方、扶養する配偶者（第3号被保険者）がいる場合は、
その人の第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。
・引っ越しにより、住所を変更したとき
　引っ越し先の市区町村役場で手続きをしてください。
・氏名が変わったとき
　結婚等により氏名が変わった場合は、氏名変更の届け
が必要になります。
■問い合わせ　　市民課戸籍係　☎ 21- ０２５２
　日本年金機構高梁年金事務所　☎ 21- ０５７２

各 種 相 談（６月）

◎法律相談（要予約）
６月９日（火） 13:00～16:00 市役所４階会議室２

◎司法書士相談
６月12日（金） 10:00～12:00 市役所４階会議室４

◎消費生活相談
６月16日（火） 10:00～15:00 市役所４階会議室２

■問い合わせ・申し込み（上記すべて）
　市民課市民協働係　☎ 21- ０２５４

◎行政相談

６月１日（月） 9:00 ～ 12:00 市コミュニティプラザ
６月１日（月） 10:00～16:00 備中総合センター
６月１日（月） 9:00 ～ 12:00 有漢保健センター
６月19日（金） 10:00～15:00 成羽総合福祉センター

■問い合わせ　市民課市民協働係　☎21-０２５４、各地域局

◎人権擁護委員によるなやみごと相談

６月１日（月） 10:00～16:00 市役所４階会議室４
６月１日（月） 10:00～16:00 有漢保健センター
６月１日（月） 10:00～16:00 成羽文化センター
６月１日（月） 10:00～16:00 川上総合学習センター
６月１日（月） 10:00～16:00 備中総合センター

■問い合わせ
　岡山地方法務局高梁支局　☎22-２３１８

◎日曜公証相談

◆内容…�遺言・任意後見、離婚、尊厳死宣言、借地借家
の賃貸借、定款、認証等

６月14日（日） 9:00 ～ 15:00 笠岡公証役場

■問い合わせ　笠岡公証役場　☎ 0865-62- ５４０９

◎ふれあい相談
　身体障害者相談

６月４日（木） 10:00～15:00 高梁総合福祉センター

　福祉総合相談・心配ごと相談・高齢者サービス相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）　高梁総合福祉センター

■問い合わせ・相談予約

　高梁市社会福祉協議会地域福祉課　☎ 22- ７２４３
　有漢支所�☎ 57- ３２１８　成羽支所�☎ 42- ２００５
　川上支所�☎ 48- ９７７０　備中支所�☎ 45- ３１３１

◎備北保健所の定期相談・検査（要予約）

エイズ・性感染症検査 ６月23日（火） 13:00 ～ 14:00
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 ６月23日（火） 13:00 ～ 14:00
骨髄ドナー検査登録 ６月23日（火） 13:00 ～ 14:00

◎精神保健福祉相談（要予約）

６月10日（水） 14:30～16:30 有漢地域局
６月26日（金） 14:30～16:30 備北保健所

■問い合わせ　備北保健所備北保健課　☎ 21- ２８３６

◎職業相談
月～金 9:00 ～ 12:00 市コミュニティプラザ

■問い合わせ　高梁公共職業安定所　☎ 22- ２２９１

税　目 期 納�期�限
（口座振替日）

軽自動車税 全期 ６月１日（月）

【予告】６月納期限

　市民税・県民税（普通徴収、１期・全期）
　納期限・口座振替日　６月 30日（火）

【お願い】

・�市は口座振替を推進しています。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。

・�口座振替を登録されている人は、振替日前に預金残
高の確認をお願いします。

■問い合わせ　税務課収税係　☎ 21- ０２１５

税  金 　５月納期限（口座振替）

お 知 ら せ
親子で楽しむ健康講座

就学前の児童を持つ保護者を対象とした健康講座です。
ぜひご参加ください。

◆場所　高梁市勤労青少年ホーム

◆時間　午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分

◆申込　 ５月 29 日（金）までに社会教育課へお申し込みく
ださい。

ママのためのピラティス講座
○対象　高梁市在住の未就学の保護者（定員 20 人）
○内容　 子育てで忙しい保護者に心と体を癒やしてい

ただきます。
○日程　 ６月 11日（木）、７月９日（木）、９月 10 日（木）、

10 月８日（木）、11 月 12 日（木）
※託児できます。

親子ふれあい健康教室
○対象　 高梁市在住の未就学・未就園の幼児と保護者

（定員 20 組）
○内容　体操をとおして親子でスキンシップを図ります。
○日程　 ６月 22 日（月）、７月 27 日（月）、９月 28 日

（月）、10 月 26 日（月）、11 月 16 日（月）

■問い合わせ　社会教育課　☎ 21- １５１４

◎エイズ（ＨＩＶ）検査について
　備北保健所は、６月１日（月）～６月７日（日）の「ＨＩＶ
検査普及期間」に定期外検査を実施します。また、毎月
第４火曜日に定期検査を行っています。いずれの検査も
無料・匿名です。詳しくはご相談ください。

定期外検査 ６月４日（木） 10:00～18:00 備北保健所

■問い合わせ　備北保健所備北保健課　☎21-２８３６

■問い合わせ　ハローワークたかはし　☎ 22- ２２９１

職　種 所在地 賃　金　月　額

鋳造品の造型・仕上げ 巨瀬町 193,000 円

清掃 柿木町 日給��5,400 円～ 5,600 円
美容師又は美容師
補助者 正宗町 140,000 円～ 280,000 円

解体作業及び運搬 落合町 日給��8,300 円～ 12,600 円

事務職 落合町 164,000 円～ 168,000 円

栄養士 落合町 160,000 円～ 200,000 円

自動車整備士 落合町 168,000 円～ 248,000 円
美容師アシスタント・
スタイリスト（パート） 栄町 時給��800 円～ 1,000 円

パン製造（パート） 横町 時給��800 円
歯科医院の受付・
事務（パート） 下谷町 時給��850 円～ 900円

求人情報（５月８日現在）


