
　町では、令和 2 年 4 月 1 日採
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・人数　一般事務、保育
士、社会福祉士、土木技師・それ
ぞれ若干名
受験資格　（一般事務・土木技師）
昭和59年 4月2日から平成14年
4月1日までに生まれた人 /（保育
士）昭和 59年 4月2日から平成
12年4月1日までに生まれた人で、
保育士資格を有するか、令和2年
3月31日までに取得見込みの人 /
（社会福祉士）昭和59年 4月2日
以降に生まれた人で、社会福祉士
の資格を有するか、令和2年 3月
31日までに取得見込みのある人
【第 1次試験】
日時　9月 22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　教養試験（一般事務）、
専門試験（一般事務以外）、事務適
性検査、性格特性検査、作文試験
申込み　受験申込用紙に必要事項
を記入し、8月 20 日（火）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　10月中旬、
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】
日時および試験内容　10 月下旬
から 11 月上旬、内容は個別面接
による口述試験
第 2次試験合格発表　10 月下旬
から 11月中旬
申込みおよび問合せ先　鳥取県西
部町村会（電話 0859-22-2049）

　町では、10 月に予定されてい
る消費税等の引き上げに伴い、低
所得者および子育て世帯を対象と
したプレミアム付商品券を発行し
ます。
　それに伴い、町および町商工会
ではプレミアム付商品券を取り扱
う事業者を募集します。
申込み方法　取扱事業者登録申込
書に必要事項を記入し、次の期間
内に町商工会へ提出してくださ
い。なお、申込書は町商工会にあ
ります。
申込み期限　第 1期：8 月 30 日
（金）、第 2期：9月 30日（月）
問合せ先　町商工会（電話 72-02
49）、役場産業振興課（電話 72-
2101）　

　町では、高等学校や工業高等専
門学校、高等特別支援学校、特別
支援学校高等部に通学する生徒

が、自らの適正に合った進路を選
択し、意欲的に学業に専念できる
よう、奨学金を給付します。
対象　日野町在住または入寮など
のために一時的に町を離れている
高校生のうち、第 1学年から第 3
学年に在籍している人
給付額　年間2万５千円※年度中
途で日野町に転入した場合などは別
申込み　申請書に必要事項を記入
し、令和 2年 1月 31日までに町
教育委員会事務局に提出してくだ
さい。なお、申請書は町教育委員
会事務局、役場黒坂支所で受け取
ることができるほか、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問合せ先　町教育委員会事務局
担当　砂流（電話 72-2107）

　8月13日（火）、14日（水）、15
日（木）は、町内の小中学校を閉
庁します。学校への連絡などが必
要な場合は、町教育委員会事務局
教育課（電話 72-2107）へご連絡
ください。

　東京 2020 オリンピック聖火リ
レーが、来年 3月26日から全都
道府県で行われることに伴い、現
在、聖火リレーのランナーを募集
しています。ぜひ、ご応募ください。
応募方法　応募用紙に必要事項を
記入し、8月31日（土）までにご
応募ください。なお、応募用紙は
町教育委員会事務局にあります。
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【産業振興課からのお知らせ】

日野町プレミアム付商品券
の取扱事業者を募集します

令和元年度日野町職員
採用資格試験のお知らせ

【総務課からのお知らせ】

黒坂納涼まつり
８月15日（木）時間：午後 6時から

場所：黒坂小学校校庭
黒坂地区伝統の盆祭り。さまざまな催しや抽選会のほか、

花火大会も行われます。今年は、町制 60 周年を記念し、

花火もボリュームアップ。夜空を鮮やかに染め上げます。

▶花火は午後８時 10 分ごろから（少雨決行、大雨中止）
▶雨天時は黒坂小学校体育館で行います。
▶まつり開催中、黒坂小学校周辺は車両通行止めとなります。

高校生へ奨学金を給付します
【教育委員会からのお知らせ】

学校閉庁日のお知らせ

東京２０２０オリンピック
聖火リレー・ランナー募集



対象　50歳以上の人
医療機関　江尾診療所（江府町）
検診日　令和2年 3月末まで（祝
日を除く毎週月～金曜日の午前中）
自己負担金　1,200円※診察の結
果、保険診療が必要になる場合があ
ります。希望者には内視鏡検診の問
診票を送付しますので、健康福祉セ
ンターまでお申し込みください。
申込および問合せ先　町健康福祉
センター（電話 72-1852）

募集人数　図書館司書・1人
採用期間　令和元年9月1日～12
月6日
申込期限　8月 9日（金）午後 5
時まで（期限厳守、郵送可）
申込方法　申込期限内に応募用紙
などを町教育委員会事務局へ提出

してください。募集要項、応募用
紙は教育委員会事務局、役場黒坂
支所、町図書館で配布しています。
試験日時　8月 17 日（土）午前
10時 30分～
場所　役場 2階会議室
問合せ先　町図書館（電話72-1300）

　日野町関西在住者懇談会「ひの
郷会」と「ふるさと住民票」による、
お盆にふるさとへ帰省した人など
を対象とした「夏の交流会」が開
かれます。
　帰省者をはじめ、地元の友人・
知人の参加も大歓迎です。お気軽
にお出かけください。
日時　8月 14 日（水）午後 4時
～午後 6時
場所　山村開発センター大集会室
内容　お盆の帰省者などの皆さん
が気軽に参加できる交流会です。
料理・飲み物は準備しますが、持
ち込み・差し入れも大歓迎です。

参加費　一人 1,000 円（食事代）
申込み　申込みがなくても参加で
きますが、準備の都合上、なるべ
く 8月７日（水）までに、下記担
当へご連絡ください。
申込みおよび問合せ先　役場企画政
策課　担当　生田（電話72-0332）

　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
訪れ慰霊追悼を行うとともに、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
その他　▼平成 30 年度の参加者
を除き、複数回の応募ができます。
▼参加者の高齢化を考慮し、看護
師が同行します。
申込みおよび問合せ先　一般社団法
人日本遺族会（電話03-3261-5521）

校
正
お
願
い
し
ま
す
（
7
／
26
ま
で
）

【健康福祉課のお知らせ】

まだ間に合う！
胃がん内視鏡検診

【そのほかのお知らせ】

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業への参加者募集

８月の主なイベントINFO
８月は、黒坂納涼祭りのほかにも、さまざまな祭りやイベントが目白押しです。家族や親せきと一緒に
お出かけください。

灯籠まつり　場所：根雨まちなか
200 灯以上の手作り灯籠が根雨のまちなかを幻想的に照らし出します。

【点灯時間（予定）】13 日：午後 5 時 30 分～午後 10 時 30 分、14 日：午後 5 時 30 分
～午後 10 時、15 日：午後 5 時 30 分～午前 0 時

８/13～15（火） （木）

８/14（水）

灯籠まつり・盆夜市　時間：午後 6 時～　場所：旧山陰合同銀行根雨支店横
現在、抽選券付き前売り券を発売中。【問合せ先】町商工会（電話 72-0249）

８/14（水）

お盆こども夏まつり　時間：正午～　場所：根雨 6 区 稲荷神社、松田医院駐車場
お盆の帰省者や地域の子どもを対象にそうめん流しやもちまきを行います。
対象：小学 6 年生まで、参加費：150 円（先着 50 人）、申込期限：8 月 10 日（土）、
申込先：根雨六区有志の会  遠藤（電話 72-0024）、大江商店（電話 72-0055）

【企画政策課のお知らせ】

「ひの郷会」「ふるさと住民票」
夏の交流会にご参加ください

８/９（金）

セルプひの夏祭り　時間：午前９時～　場所：セルプひの、町商工会駐車場
日ごろの感謝の気持ちを込めた毎年恒例の夏祭り。人気の〝鉄人焼きそば〟をはじめ、バザーやゲー
ムコーナー、演芸などが目白押しです。※各種催しは午後１時から行います。

【日野町図書館のお知らせ】

町嘱託職員（図書館司書）
を募集します

黒坂城址ライトアップの夕べ　場所：JR 黒坂駅前
鏡山城址の石垣をライトアップ。駅前通りに関家の軍旗も掲揚され、城址の雄大さが映
し出されます。【点灯時間】午後 7 時 30 分～午後 9 時 30 分

８/14～15（水） （木）


