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◎可燃ごみは、収集日の午前７時 30 分までに所定の場所に出してください。
◎軟質プラスチックは、収集日の午後１時までに所定の場所に出してください。
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１３

○心配事相談所 人権相談（子育て支援センター　9:00 ～ 12:00）

○保小中一貫教育発表会（日南小中学校　11:00 ～）

○認知症高齢者を介護する家族の交流会

　(総合文化センター 10:00 ～ 12:00)

○消費者相談日（江府町　10:00 ～ 16:00）

○おはなし会 (図書館　10:00 ～ )

○山の上保育園運動会

○ふれあい文化祭（人権センター　展示 9:00 ～ 17:00）

○エコツーリズム国際大会 2013 in 鳥取　

○たけちゃん、淳子先生といっしょに絵本であそぼう

　(総合文化センター　15:30 ～ )

２７

６

体育の日

月

○心配事相談所 行政相談（子育て支援センター　9:00 ～ 12:00）

○消費者相談日（日南町　10:00 ～ 16:00）

○消費者相談日（江府町　10:00 ～ 16:00）

○ふる里まつり (9:00 ～ 17:00)　○多里保育園運動会　

○第 13 回にちなん食のバザール (10:00 ～ 15:00)　○日通共生の森 2013 秋

○講演会・シンポジウム「まちづくりの秘訣　誰もが助け上手・助けられ上手」

　（13:00 ～ 16:00）

○林業まつり　森林学講座（13:30 ～）

１４

○消費者相談日（日野町　10:00 ～ 16:00）

○第６回食生活改善推進員 養成講座 (健康福祉センター 9:00 ～ 15:00)

○健康運動教室 (健康福祉センター 13:00 ～ 15:00)

○消費者相談日（日南町　10:00 ～ 16:00）

○消費者相談日（日野町　10:00 ～ 16:00）

○巡回行政相談（総合文化センター　14:00 ～ 16:00）

平成２５年８月１５日（木）に福知山市の花火大会会場において、開設された露店で爆発事故が発生し、多くの

死傷者が発生しました。

ガソリンは、非常に引火点が低く静電気火花でも引火するなど、取扱いを誤ると大変危険です。

取り扱う時は、必要な消火準備を行い、次のことを注意して正しい取扱いをお願いします。

購入について

容器について

取扱いについて

保管について危険性について ガソリンは気

温が－４０℃

でも気化し小

さな火源でも

引火し爆発的

に燃焼する物

質です。

灯油用ポリ

エチレンか

んにガソリ

ンを入れる

ことは非常

に危険です。

セルフスタンドでは利用者

が自らガソリンを容器に入

れることはできません。

ガソリンを容器に入れて保管するこ

とは極力控えてください。

使用時には取扱説明書をよ

く読み適正な取扱いをして

ください。

軽油は＋４０℃で気化します。

ガソリンを入れる容器は消防法令に

より一定の強度のある材質を使用す

ることと容量が制限されます。

消防法令の基準に適合した容器でガ

ソリンスタンドにて購入して下さい。

ガソリンは揮発性が極めて高く火災が発生

すると爆発的に広がるので保管時には注意

してください。

パッキンの劣化、キャップの締め方

の不備等注入口からの漏れによる危

険物の漏洩事故の報告があります。

【お問い合せ】鳥取県西部広域行政管理組合消防局 予防課 危険物係　ＴＥＬ .０８５９‐３５‐１９５５

ガソリン等の危険物の取扱いにご注意ください。

部下とのコミュニケーションや指導方法についてお悩みの皆さん、

　　この講座を受けて、

　　　良好なコミュニケーションのヒントを見つけてみませんか？
●コミュニケーション講座　

【Ａ講座】　パワーハラスメント上司にならないための

　　　　　コミュニケーション　

　　　　内　容　パワーハラスメントの事例から学ぶ

　　　　　　　　適切な指導のポイント

　　　　日　時　10 月 22 日（火）13：30 ～ 15：00

○講　師　はっぴぃ・きゃりあ代表　越野由美子

○場　所　米子市福祉保健総合センター　ふれあいの里　中会議室１（米子市錦町 1-139-3）

○参　加　無料ですが、申込必要（当日参加も可能ですが、資料準備のため申込が必要）

【申込・お問い合せ】鳥取県中小企業労働相談所「みなくる米子」（米子市東町 189-2）　

　　　　　　　　　　ＴＥＬ .０８５９-３１-８７８５　（平日の 9:30 ～ 18:00）

【研修期間】　１１月２０日（水）～２月２１日（金） 

　　　　　　　土日祝日、実施機関の指定した休日を除く 

　　　　　　　午前９時００分～午後４時００分 

【研修会場】　米子情報処理センター（境港市松ヶ枝町１番地）

【対 象 者】　県内在住の求職活動中の方

【定　　員】　１５人 

営業・販売関連人材育成研修コース

（中級・西部地区）

営業や販売に必要な知識・技術の習得を目指します。また、パソコンの

基礎技術とコミュニケーション技術も同時に習得することにより幅広い

業務に対応する人材の育成を目指します。

【お問い合せ】鳥取県雇用創造協議会 西部支部（産業人材育成センター米子校内） 

　　　　　　 TEL.0859-24-1238  FAX.0859-24-4094   

　　● 申込方法など詳細は、お問い合せください ● 

とっとり雇用創造未来プラン

【研修内容】　営業概論、会計基礎、エクセル、ワード、

　　　　　　 ビジネスマナー等

【募集開始】　１０月１日（火）

【申込締切】　１１月１日（金）必着 

【選考 (面接 )日】　１１月８日（金） 

【選考 (面接 )場所】   鳥取県立産業人材育成センター米子校内 

Ｈ 26

【Ｂ講座】　相手の立場に配慮したコミュニケーション 

　　　　　内　容　自分のコミュニケーションタイプ

　　　　　　　　　を知る自分も相手も大切にするコ

　　　　　　　　　ミュニケーション

          日　時　10 月 31 日（木）　13：30 ～ 15：00

『労働セミナー』のご案内

○子育て支援センター事業　

　身体測定・食育講演会（子育て支援センター　9:30 ～）

○５歳児健康診査（健康福祉センター 12:00 ～ 17:00）

○ふる里まつり (8:15 ～ 16:00)　○町駅伝競争大会（9:00 ～）　

○第 13 回にちなん食のバザール (10:00 ～ 15:00)　○科学教室（10:00 ～）

○日通共生の森 2013 秋　○悪質商法対策講演会（11:;00 ～）

○第１回にちなん「水と森のウォーキング」(午前 )

○にちなん町民大学 (総合文化センター 多目的ホール　18:30 ～ )

○日南町体育祭

○第 57 回鳥取県美術展覧会「県展」(美術館　～ 27 日まで )

○ゆきんこ村杯ＧＧ大会

○「戦争の記憶」展　最終日 (美術館 )

○日南町総合防災訓練

○ブラスフォレスト日南

○５歳児健康診査 (健康福祉センター　12:00 ～ 17:00)

○澤田杯ＧＧ大会

○日南町戦没者追悼式 (総合文化センター　10:00 ～ )

○ふれあい文化祭（人権センター　展示 9:00 ～ 17:00　

　　バザー：9:00 ～ 13:00　みんなのつどい：14:00 ～ 18:00）

○林業まつり (オロチ工場前駐車場　9:00 ～ )

○エコツーリズム国際大会 2013 in 鳥取 

○離乳食・幼児食講習会 (10:00 ～ 12:00)

○第７回ふれあい人権講座 (人権センター　19:00 ～ 20:45)

○日南邑ゲートボール大会

○ほっと安心日南町心の健康づくりネットワーク会議・研修会

　(健康福祉センター　13:30 ～ 16:30)

○おやこふれあい教室 (子育て支援センター　10:00 ～ 12:00)

○コスモス会 グランドゴルフ (ふるさと日南邑　9:30 ～ 13:30)


