
　今年、結婚 50 年目を迎える皆
さんへ、町から金婚の記念品を贈
ります。
　次の要件に当てはまる人は、9
月 29 日（金）までに役場総務課
へご連絡ください。
要件　昭和 42 年中に婚姻届を出
した人。ただし、昭和 43 年中に
第一子が生まれている場合は、婚
姻年月日にかかわらず当てはまり
ます。
連絡および問合せ先　役場総務課
担当　松本（電話 72-0331）

　町介護保険事業計画は、介護保
険の各サービスの利用見込みやそ
れを確保するための施策につい
て、3 年ごとに定めることとして
おり、今年度は第 7 期計画（平成
30 ～ 32 年度）策定の年にあたり
ます。
　介護保険事業計画をより適正で
良質なものにするため、また、地
域包括支援センターの運営状況な
どについて広く関係者のご意見を
伺うために、介護保険被保険者を
代表とする委員を次のとおり募集
します。
応募資格　▼日野町介護保険の被
保険者の人▼平日の日中の会議に

出席が可能な人
募集人数　3 人
任期　3 年（平成 29 年 10 月 1 日
～平成 32 年 9 月 30 日）
応募方法　9 月 22 日（金）まで
に、応募用紙に必要事項を記入の
上、持参・郵送・メールなどで、
役場健康福祉課へ提出してくださ
い。なお、応募用紙は役場健康福
祉課および役場黒坂支所に備え付
けてあるほか、町ホームページで
もダウンロードできます。
選考方法　応募多数の場合は、提
出された応募書類をもとに選考し
ます。
問合せ先　役場健康福祉課　担当
伊田（電話 72-0334）

初秋の日野を楽しもう！
日野川ラフティング参加者募集

【教育委員会からのお知らせ】

　日野川をラフトと呼ばれるゴム
ボートで豪快に下る「日野川ラフ
ティング」を楽しみませんか。
開催日　9 月 30 日（土）～ 10 月
29 日（日）までの土日祝日
集合場所　リバーサイドひの駐車場
集合時間　▼午前（半日）の部：
午前 9 時（午前 8 時 30 分受付開
始）▼午後（半日）の部：午後 1
時（午後 0 時 30 分受付開始）
料金　大人 3,000 円、中学生以下
2,500 円、親子 5,000 円※保険代、
入浴代含む
定員　午前・午後とも 20 人
服装　濡れてもよい靴、すべり止
め付き手袋、着替え、タオル※貴
重品は出発前に預かります。※ウ

エットスーツ、ライフジャケット、
ヘルメットは主催者側で準備しま
す。
募集期間　原則、開催週の水曜日
まで（先着順で、定員になり次第
締め切ります）
主催　Do・スポーツ
申込み先　教育委員会事務局（電
話 72-2107、FAX72-1484、E メー
ル kyouiku@town.hino.tottori.jp）

　聴覚障がい者のコミュニケー
ション支援を行う手話奉仕員を養
成するため、下記期間中、講習会
を開催します。お気軽にご参加く
ださい。
期間　9 月 28 日（木）から全 21
回、毎週木曜日
時間　午前 10 時～正午
会場　米子コンベンションセン
ター（米子市末広町 294）ほか
対象　聴覚障がい者などの福祉に
理解と熱意がある人（高校生以上）
定員　40 人
受講料　2,000 円（テキスト代別途）
申込み　受講申込書に記入し、封
筒に「手話奉仕員養成講習会受講
申込書」在中と赤文字で記入の上、
次の住所宛てに郵送してくださ
い。なお、受講申込書は役場健康
福祉課窓口で配布しています。
申込みおよび問合せ先　鳥取県中
部聴覚障がい者センター（倉吉
市 葵 町 724-15） 電 話 0858-27-
2355
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【健康福祉課からのお知らせ】

「日野町介護保険事業計画等策定委員
兼日野町地域包括支援センター運営協
議会」被保険者代表委員を公募します

９月 24 日（日）午前９時～

町 民 体 育 祭
【根雨地区大会】根雨小学校グラウンド
【黒坂地区大会】黒坂小学校グラウンド
　体育祭は毎年たくさんの笑顔と元気いっぱいの

応援であふれます。今年も地域の交流や親睦、健

康づくりを図り、大いに盛り上がりましょう。

結婚 50 周年を迎える皆さんへ
金婚記念品を贈ります

【総務課からのお知らせ】

平成 29 年度手話奉仕員
養成講習会（入門編）開催

【そのほかのお知らせ】

つかもう優勝！深めよう地域のきずな。



　9 月 21 日（木）から 30 日（土）
まで、秋の全国交通安全運動が行
われます。
運動の重点
①子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
③全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
④飲酒運転の根絶
9 月 30 日（土）は
「交通事故死ゼロを目指す日」です。
上記の 4 点を再確認し、正しい交
通ルールで、交通事故のない明る
いまちを目指しましょう。

　素敵な縁を求めて、中海・宍道
湖・大山圏域から男女が集合しま
す。婚活を楽しみながら、素敵な
縁を見つけませんか。
日にちおよび場所
▼松江会場：10 月 8 日（日）、松
江テルサ

▼米子会場：10 月 8 日（日）、米
子コンベンションセンター
時間　午前 9 時 30 分～午後 4 時
対 象　20 歳代～ 40 歳代の独身
で、米子市・境港市・出雲市・安
来市・松江市・日吉津村・大山町・
南部町・伯耆町・日南町・日野町・
江府町のいずれかに居住、または
通勤通学している人、もしくは定
住を考えている人
定員　各会場 100 人（男女 50 人
ずつ）※応募者多数の場合は抽選
参加料　3,000 円
申込み　9 月 11 日（月）までに、
申込書に必要事項を記入し、FAX、
郵送または E メールで申し込んで
ください。なお、申込書は役場企
画政策課にあります。
申込みおよび問合せ先　出会いの
場づくり事業実行委員会事務局

（ 松 江 市 末 次 町 88） 電 話 0852-
55-5215

　合同会社 NWE-09 インベスト
メントが計画している風力発電事
業にかかる計画段階環境配慮書の
縦覧を次のとおり行い、皆さんか
らのご意見を受け付けています。
　なお、同社は、日本再生可能エ

ネルギー株式会社および日本風力
エネルギー株式会社の関連会社と
して、風力発電の運用を行うため
に設立された特別目的会社です。
縦覧書類　（仮称）鳥取西部風力発
電事業に係る計画段階環境配慮書
縦覧期間　9 月 8 日（金）～ 10 月
10 日（火）
縦覧場所　町役場および役場黒坂
支所
意見の提出　縦覧場所に備え付け
の意見書に、住所および意見を記
入し、意見書箱に投函ください。
問合せ先　日本再生可能エネルギー
株式会社（電話 03-6452-9693）

　日本遺族会では、「戦没者遺児
による慰霊友好親善事業」の参加
者を募集しています。同事業は、
先の大戦で父などを亡くした戦没
者の遺児を対象として、旧戦域を
訪れ慰霊追討を行うとともに、現
地の住民との友好親善を図ること
を目的としています。
参加費　10 万円
申込み先　一般社団法人鳥取県遺
族会事務局（電話 0857-39-2270）
問合せ先　一般社団法人日本遺族
会（電話 03-3261-5521）

『秋の全国交通安全運動』
9 月 21 日（木）～ 30 日（土）

【そのほかのお知らせ】

なお、ほ場整備済み田とし、ほ場条件によっては双方で協議してください。

【問合せ】町農業委員会（電話 72-2103）

町農業委員会では、平成 29 年秋の農作業標準賃金を決定しました。

これを標準賃金として、話し合いで決定してください。

平成 29 年秋の農作業標準賃金が決まりました

作　業　名 平成 29年度賃金
（消費税含まず） 備　　考

 一般農作業 8,000 円  １日８時間労働、賄なし

機　

   

械

 コンバイン 15,000 円  １０アール当たり（結束ひも含まない）

 バインダー 8,000 円  同上（結束ひも含む）

 ハーベスター 8,000 円  １０アール当たり

 秋起こし（トラクター） 7,000 円  同上

 もみの乾燥

（水分量により協議のこと）

生もみ　　　 　　500 円

 乾燥もみ３０キログラム１袋当たり

 （搬入・搬出などの運搬は含まない）

ハデかけもみ 　　300 円

 もみすり 300 円

 乾燥・もみすり 800 円
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婚活イベント開催のご案内 「（仮称）鳥取西部風力発電事業に係る

計画段階環境配慮書」の縦覧について

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業への参加者募集


