資格「平成 28 年度調理師試験」

「にちなん糖尿病教室」のご案内

教室

のご案内

平成 28 年度から試験実施機関が（公社）調

日南病院では、毎月１回、糖尿病教室を開催します。
今回のテーマは『みんなで歩こう！』です。ノルディックウォー
ク日南支部のみなさんを講師に招き、ノルディックウォークを体験
します。
当院の受診歴のない方、血糖値が気になる方、その他どなたでも
参加いただけます。事前申し込みは不要です。お気軽に会場までお
越しください。
○日 時 ６月２０日（月）午後１時３０分～３時
○場 所 健康福祉センターほほえみの里 研修室
○テーマ みんなで歩こう！ノルディックウォーク♪
○講 師 ノルディックウォーク日南支部
○持ち物 歩きやすい服装と運動靴 お茶 タオル 帽子
ノルディックポール
※ポールをお持ちでない方は、無料でお貸しします。
教室終了後、ご希望の方には、血糖測定を行います。
また、健康相談も受け付けます。
お問い合わせは・・・			
日南病院 外来看護師 電話 ８２－１２３５
福祉保健課 電話 ８２－０３７４まで

理技術技能センターに変わりました。受験申請
書の提出先、受験料の納付方法等に変更があり
ますのでご注意ください。
◎試験日時

１０月８日（土）
午後 1 時３０分～３時３０分まで

◎試験場所
米子会場：鳥取県西部総合事務所講堂
( 米子市糀町一丁目 160)
◎書類提出期間
５月１６日（月）から
６月２７日（月）まで
◎書類提出場所
（公社）調理技術技能センター
（簡易書留で郵送）
受験についての詳しいお問い合わせは・・・
西部総合事務所生活環境局
TEL：0859-31-9321 まで

平成 28 年度 狩猟免許試験のお知らせ

鳥獣

※野生鳥獣の捕獲は、法により禁止されています。捕獲（有害捕獲、狩猟）には、狩猟免許が必要です。
地区

試験日

鳥取会場

倉吉会場

米子会場

７月３１日（日）
午前 9 時 30 分～午後 5 時

会場・申込受付

受付期間

鳥取県東部庁舎講堂ほか・東部生活環境事務所生活安全課
〒 680-0061 鳥取市立川町 6-176
ＴＥＬ 0857-20-3676

8 月２８日（日）
鳥取県中部総合事務所 201 会議室ほか・生活環境局生活安全課
午前 9 時 30 分～午後 5 時
〒 682-0802 倉吉市東巌城町 2
1 ２月４日（日）
ＴＥＬ 0858-23-3149
午前 9 時 30 分～午後 5 時
７月３日（日）
午前 9 時 30 分～午後 5 時

鳥取県西部総合事務所講堂ほか・生活環境局生活安全課
〒 683-0054 米子市糀町 1-160
ＴＥＬ 0859-31-9320

5 月１１日（水）
～ 7 月２0 日（水）
5 月１１日（水）
～８月１7 日（水）
5 月１１日（月）
～１１月２２日（火）
5 月１１日（水）
～６月２２日（水）

補助

町では飼い主のいないネコの不妊去勢
手術費への補助事業を行います！

催し

○目的
①飼い主のいないネコの過剰な繁殖に伴う殺処分を減らすこと。
②ネコの糞尿等による近隣被害を防止すること。
③町民の動物に対する愛護意識の高揚と快適な生活環境の保持。
○補助対象者
・町内で飼い主のいないネコの不妊去勢手術を受けようとするもの
（個人・地域等）。
○補助金額

～熊本地震チャリティーイベント～

in 道の駅「にちなん 日野川の郷」
TV でもおなじみの「周防猿まわし会」が
６月２日（木）、道の駅にやってきます。腹
の底から笑い楽しんでください！
【出演時間】いづれも各 20 分間
① 11：30 ～
（問い合わせ）
② 12：30 ～
道の駅
③ 13：30 ～
℡：82-1707

・不妊去勢手術費の 1/2（上限 10,000 円）

【お問い合せ】
日南町福祉保健課
電話：82-0374

手術済の猫は耳先を
V 字カットされ、他
の猫と区別できます。

⇒

日南町障がい者等医療費助成について

助成

日南町障がい者等医療費助成をおこないます。
障がいある方の経済的負担の軽減を図ることによる保
健の向上と福祉を増進を目的とし、医療費の一部を助成
します。
次の方を対象に、平成 2 ８年 4 月 1 日以降、医療機
関等で支払った医療費について、助成を行いますので、
領収書等を添えて、日南町福祉保健課にて申請を行って
ください。
（助成の対象）
次の全てに該当する方
①日南町に住所を有し身体障がい者手帳３級４級又は療
育手帳Ｂの交付を受けている方。
②本人および世帯員全員が町県民税（住民税）非課税の
方。
③生活保護法を受けていない世帯。
④課税された町税その他、町に納付すべき料金に滞納が
ない世帯。

（助成金額）
助成する額は医療費の 2 分の 1。
※保険外（ベット代・食事等）で支払った部分につい
ては助成の対象となりません。
（申請方法）
福祉保健課窓口で申請をしてください。
※平成２８年４月１日以降が対象です。
( 持ってきて頂く物 )
・医療機関の領収書
・保険証
・障がい者手帳（３級・４級）または療育手帳（B）
・印鑑
・通帳
（申請窓口・お問い合せ先）
日南町福祉保健課
電話：８２－０３７４

狩猟者養成講習会
狩猟試験に先立ち、関係法令と安全な捕獲方法を習得するための講習会を開催します。参加を希望される方は、
狩猟免許試験とあわせてお申込みください。受講料は無料ですが、別途テキスト代（1,500 円程度）が必要とな
ります。※
実施日
6 月 12 日（日）

会場
鳥取県立福祉人材研修センター
（鳥取市伏野 1729-5）

8 月 7 日（日）
11 月 6 日（日）
5 月 29 日（日）

倉吉体育文化会館
（倉吉市山根 529-2）
米子市福祉保健総合センターふれあいの里
（米子市錦町１丁目 139-3）

広報にちなん 28.6 月

今年度も重度障がい者タクシー運賃助成券を交付します。

申込み受付期間

助成額
５月 11 日（水）～６月８日（水）

対象者
５月 11 日（水）～ 11 月 2 日（水）
５月 11 日（水）～ 5 月 25 日（水）

5,000 円

(200 円券× 25 枚 )

①身体障がい者手帳 1 ～ 3 級を所有し、
町民税非課税世帯に属する方

５月 11 日（水）～ 8 月 3 日（水）

【お問い合せ】 鳥取県生活環境部緑豊かな自然課 電話：0857―26―7872
日野郡鳥獣被害対策協議会 電話：0859―72-1399
日南町役場農林課 電話：82-1114
※町では、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許取得及び狩猟者登録に係る費用の一部を補助しています。
詳しくは、役場場農林課までお問い合せください。
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助成 重度障がい者タクシー運賃助成のご案内

募集

日南町こどもゆめ基金では、 運営審議委員
を今年度から２名募集します！

町では、平成１９年度より子育て支援を推進するた
め、「日南町こどもゆめ基金」を設置しています。
申込み資格：こどもゆめ基金事業に関心があり、運営
審議会に意欲と熱意があり、日南町に住所のある方で

②療育手帳ＡまたはＢを所有し、町民税非
課税世帯に属する方

年齢は問いません。

※①、②のいずれかに該当する方が対象と
なります。

任期：平成２８年７月１日から

受付日等

６月１日（水）から

受付場所

福祉保健課（健康福祉センター内）

お問い合せ 日南町福祉保健課

電話：８２－０３７４

申込み期限：平成２８年６月２５日まで
平成３０年３月３１日まで
【現在こどもゆめ基金を活用している事業】
○保育支援 ○健康支援 ○子育て教育・相談
○子育て経済支援 ○子どもの森構想
詳しくは、福祉保健課（82-0374）まで
広報にちなん 28.6 月
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