
　平成 30 年 4月採用予定の日野
町職員採用資格試験を次のとおり
行います。
募集職種および人数
保健師・1人（採用予定年月日：
平成 30年 4月 1日）
受験資格　昭和 57 年 4月 2日以
降に生まれた人で、保健師の資格
を有するか、平成 30 年 3 月 31
日までに取得見込のある人
【第 1次試験】
日時　6月 25日（日）
場所　伯耆町内※時刻および試験
会場は受験票に記載します。
試験内容　専門試験、事務適性検
査、性格診断検査、作文試験
申込み　受験申込用紙に必要事項
を記入し、6月 14 日（水）午後

5時までに西部町村会事務局に提
出してください。なお、同日まで
に到着するよう郵送されても差し
支えありません。申込み用紙は、
役場総務課および西部町村会事務
局で配布しています。
第 1 次試験合格発表　7 月上旬、
合格者に通知を発送するほか、役
場前掲示板に掲示するとともに、
町ウェブサイトに掲載します。
【第 2次試験】
7 月下旬、内容は個別面接による
口述試験
申込みおよび問合せ先　鳥取県西
部町村会（電話 0859-22-2049）

　町の伝統や住民同士のふれあいを
大切に、これからのまちづくりに生か
すため、子どもからお年寄りまでみん

なで楽しめる「生きいき“ひの”ふれ
あいまつり」を今年も開きます。
　特産品などの即売や芸能発表、作
品展示、ジゲ自慢コーナー、お楽しみ
抽選会などを予定しています。参加
を希望する人はお申し込みください。
日時　11月 18日（土）、19日（日）
場所　役場庁舎前駐車場、町文化
センター、町山村開発センター
募集団体　▼農林水産物・特産品な
どの即売、芸能発表、作品展示を行
う団体・個人▼ジゲ自慢コーナーにお
いて、活動を希望する自治会、団体
参加負担金　1団体につき 500円
（テント、白布貸出などは別途）
申込期限　1次締め切り　6月 30
日（金）※申し込み状況により、
2次募集を行います。
申込みおよび問合せ先　生きいき
“ ひの ” ふれあいまつり実行委員
会事務局（役場企画政策課内）担
当　松原（電話 72-0332）
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【総務課からのお知らせ】

平成２９年度日野町職員
採用資格試験のお知らせ

日時：６月１１日（日）午前１０時スタート

【問合せ】鵜の池マラソン大会実行委員会事務局
　　　　（町教育委員会内、電話 72-2107）

第 40回中国山地日野

鵜の池マラソン大会
▼ファンランクラス（2.3 ㎞）は、当日申込み可能です。

▼日野産米・アユなどが当たる抽選会も行われます。

＜大会当日、鵜の池湖畔周辺が一時通行止めになります＞

あなたの不安や疑問、解消します！
～平成 29年度がん予防と健康何でも相談会～

　そもそもがんを防ぐことはできるのか。どんな人ががんに

かかりやすいかなど、胃がん検診に合わせて、鳥取大学医学

部地域医療学講座の講師陣があなたの疑問にお答えします。

　ぜひ、年に一度の健康チェック＝がん検診に合わせた健康

相談会にお出かけください。

開催日 会　場

６月１４日（水） 山村開発センター

６月１５日（木） 山村開発センター

６月２２日（木） 山村開発センター

６月２８日（水） 町公民館

７月　５日（水） 町公民館

７月　６日（木） 山村開発センター

７月１２日（水） 町公民館

【がん予防と健康何でも相談会日程】
相談までの流れはとても簡単。午前８時から午前 11 時ま
でに各会場へお越しください。

（相談は１人 20 分程度とさせていただきます）
【問合せ先】役場健康福祉センター（電話 72-1852）

日野町がん予防
キャラクター

がんけん

【企画政策課からのお知らせ】

生きいき"ひの”ふれあいまつり
参加団体・個人を募集します



　町では、滝山公園（中菅）の除
草作業を次の日程で行います。ご
協力をお願いします。
日時　6月 24 日（土）午前 8時
30分～午前 11時
集合場所　滝山公園駐車場
参加申込み　保険加入のため、6
月 12 日（月）までに、担当者へ
申し込んでください。
その他　少雨決行します。雨天中
止の場合は、当日午前 7時ごろに
防災無線でお知らせします。
申込みおよび問合せ先　役場建
設水道課　担当　田貝（電話 72-
0350）

　「コイヘルペスウイルス病」はマ
ゴイ、ニシキゴイなどコイだけがか
かる病気です。この病気は水温が上
がる時期に発生しやすくなります。
自宅で飼育しているコイの移動や川
などへの放流はご遠慮ください。
　この病気をほかに広げないた
め、飼育しているコイに異常が見
られたり、川でコイが死んでいた
場合は、役場産業振興課（電話番

号72-2101）までご連絡ください。
　小・中学校で使用される教科書
見本の展示会を次のとおり開催し
ます。この展示会は、教育関係者
や保護者をはじめ、多くの皆さん
に、広く教科書の内容について公
開し、子どもたちが使用する教科
書について関心や理解を深めても
らうために行うものです。
期間　6月 9日（金）～ 7月 6日
（木）
場所　日野教科書センター（日野
町図書館）
問合せ先　県教育委員会小中学校
課（電話 0857-26-7935）

　６月 26 日（月）から 7月 2日
（日）まで、全国一斉に「子ども
の人権 110 番」強化週間が展開
されます。
　強化週間中は、受付時間の延長
とともに、土曜日・日曜日も相談
を受け付けます。
実施期間　6 月 26 日（月）～ 7
月 2日（日）
受付時間　▼平日：午前 8時 30
分～午後 7時▼土曜日・日曜日：

午前 10時～午後 5時
実施方法　▼電話相談による対
応：専用相談電話番号（全国共通
フリーダイヤル）0120-007-110
▼相談担当者：人権擁護委員およ
び法務局職員

　ハッチョウトンボは日本一小さな
トンボとして知られていますが、近
年環境の変化などにより、著しくそ
の数を減らしており、鳥取県でも絶
滅危惧種に指定されています。
　町公民館では、滝山公園に生息
するハッチョウトンボをはじめ、
イトトンボやモリアオガエルなど
の自然観察会を開きます。
　当日は、土曜日学習として黒坂
小学校の児童も参加します。一般
の人や親子での参加も大歓迎で
す。ぜひご参加ください。
日時　6月 24 日（土）午前 9時
30分～午前 11時※少雨決行
集合場所　滝山公園駐車場
参加申込　6月 23日（金）までに、
下記にお申し込みください。
その他　履物は長靴が適当です。
また、天候が悪ければ雨具をご用
意ください。
申込みおよび問合せ先　町公民館
（電話 74-0212）

【建設水道課からのお知らせ】

滝山公園の除草作業に
ご協力ください

▼熱中症予防のポイント
①こまめに水分をとりましょう。　②体調の変化に気を付けましょう。　③エアコンなどを上
手に使いましょう。　④食事をしっかりとりましょう。　⑤涼しい服装を心がけましょう。　
⑥十分に睡眠をとりましょう。

　気温や湿度が高い日が続き、熱中症にかかりやすい季節を迎えました。熱中症とは、体温調節がうま

くできない状態になり、体の中に熱がこもってしまう状態のことをいいます。子どもから高齢者まで誰

にでも起こり得る身近な病気です。熱中症は以下の予防法を知っていれば防ぐことができます。しっか

り予防をして暑い季節を乗り切りましょう。

　立ちくらみ、食欲がない、筋肉のけいれんなど熱中症かな？と感じた時は、風通しの良いところへ移

動し、体を冷やし水分をとりましょう。体がだるい、頭痛、吐き気、おう吐がある場合や自分で水分が

とれない場合は医療機関を受診しましょう。

熱中症を予防しよう！

コイに異常が見られたら
ご連絡ください

【産業振興課からのお知らせ】

【教育委員会からのお知らせ】

平成 29 年度の学校教科書を
展示しています

全国一斉「子どもの人権
１１０番」強化週間

【町公民館からのお知らせ】

「ハッチョウトンボを探そう」
自然観察会


