
いきいきカレンダーいきいきカレンダー

※受付時間の記載のあるものは、その時間内に会場で受け付けをお済ませください。※いきいきカレンダーへの各種イベントの掲載希望があれば役場企画課にご連絡ください。

公立香住病院 36・1166

公立村岡病院 94・0111

香住老人福祉センター 36・5008

村岡老人福祉センター 98・1000

小代高齢者生活支援センター 97・2202

（すべての施設の市外局番：0796）

議会事務局 36・1963

村岡地域局 94・0321（代表）

小代地域局 97・3111（代表）

町教育委員会 94・0101

　香住区中央公民館 36・3764

　村岡区中央公民館 98・1366

　小代地区公民館　97・3966

役場本庁舎 36・1111( 代表 )

　総　務　課 36・1111

　財　政　課 36・1942

　企　画　課 36・1962

　防災安全課 36・1190

　税　務　課 36・1113

　会　計　課 36・4321

　町　民　課 36・1110

　消費生活センター36・1941

　健　康　課 36・1114

　福　祉　課 36・1964

　農林水産課 36・0846

　観光商工課 36・3355

　建　設　課 36・1961

　上下水道課 36・0420
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　海のもしもは

迷わず・素早く「１１８番」へ！迷わず・素早く「１１８番」へ！
　毎年春先から、マリンレジャーが活発となり、それに
伴い海での事故が増える傾向にあります。
　海での事故を防ぐため、プレジャーボートで遊ぶ人は
「気象・海象の確認」「機関の点検」を確実に行い「ライ
フジャケットを着用」してください。
　事故が発生した時や事故を目撃した時は迷わず素早く
118 番へ通報してください。
問い合わせ先

舞鶴海上保安部　℡ 0773・76・4120



けいじばんけいじばん

とき

8 月 25 日（土）～ 26日（日）

ところ

県立南但馬自然学校（朝来市山東町迫間字原 189）

参加対象

県内の小学生とその保護者（子どもだけの参加不可）

募集定員

10 組（40人）程度

募集期間

7 月 25 日（水）～ 8月 15日（水）

参加費

1 人あたり 3,200 円

問い合わせ先

県立南但馬自然学校

℡ 079・676・4731

Ｅ mtajimashizen@pref.hyogo.lg.jp

1次試験と試験会場

9 月 16 日（日）、香住文化会館

受付期間

7 月 23 日（月）～ 8月 3日（金）

問い合わせ先

美方広域消防本部管理課庶務係

℡ 0796・92・0119

平成31年度入学者

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科
対象

① 博士前期課程…大学卒業者（見込み含む）、

もしくは同等の学力があると認められる社会

人経験者や留学生

② 博士後期課程…修士課程を修了もしくは同等

の学力がある人

募集人数

① 12人、② 2人

出願資格認定

7 月 15 日（日）～ 7月 29日（日）

願書受付

8 月 1日（水）～ 8月 14日（火）

試験日

8 月 25 日（土）11:00 ～

試験会場

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡市祥雲寺 128）

神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町 8-2-1）

問い合わせ（申し込み）先

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経営部学務課

℡ 0796・34・6079　Ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

平成31年度採用 公立八鹿病院組合正規職員
募集職種と採用予定人数

①言語聴覚士…1人

②薬剤師…1人

試験日

9 月 15 日（土）

受付期間

7 月 30 日（月）～ 8月 31日（金）必着

受験資格

① 昭和 53 年 4月 2日以降に生まれた人で、免

許取得者または免許取得見込みの人

② 平成元年 4月 2 日以降に生まれた人で、免

許取得者または免許取得見込みの人

採用予定日

平成 31年 4月 1日

問い合わせ（申し込み）先

公立八鹿病院人事会計課　℡ 079・662・5555

平成31年 4月採用予定 海上保安学校学生
対象

　平成 30年 4月 1日現在で高等学校または中等教

育学校を卒業した日の翌日から起算して5年を経過

していない人および平成 31年 3月までに高等学校

または中等教育学校を卒業する見込みの人など

1次試験

9 月 23 日（日）

内容

船舶運航システム課程、航空課程、情報システ

ム課程、管制課程、海洋科学課程

受付期間

インターネット…7月17日（火）～7月26日（木）

郵送、持参…7月 17日（火）～ 7月 19日（木）

問い合わせ先

香住海上保安署　℡ 0796・36・4999

但馬地域こうのとり大使による縁結び交流会
とき

9 月 30 日（日）11:00 ～ 15:45

ところ

但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木 594-10）

参加対象

男性…45歳以下の但馬在住または在勤の独身の人

女性…20歳以上の県内在住または在勤の独身の人

内容

1 対 1のトーク、ランチタイムなど

参加費

男性 2,000 円、女性 1,500 円

募集定員

男女各 15人（定員に達した場合は抽選）

申込締め切り

9 月 4日（火）

申込方法

① 申込用紙…郵送または FAX（申込用紙は但

馬県民局HPからダウンロード可）

②  E メール…住所、氏名、年齢、性別、電話番号、

勤務先、勤務先市町名を記載

③ あいサポ会員…ひょうご出会いサポートセン

ターHPから

問い合わせ（申し込み）先

但馬出会いサポートセンター

℡ 079・662・7701　Ｆ 079・662・7703

Ｅ tajima_habatan@seishonen.or.jp

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科

夏休みオープンキャンパス
　兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研

究科では、受験生などの皆さんにより詳しく

知っていただくため「夏休みオープンキャンパ

ス」を開催します（要申込）。

とき

8 月 12 日（日）13:45 ～ 16:15

ところ

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡市祥雲寺 128）

内容

・ 研究科の概要、カリキュラム、入試についての説明

・施設やフィールドの見学

・展示による大学院生の研究紹介

・個別相談、在学生との交流など

問い合わせ（申し込み）先

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経営部学務課

℡ 0796・34・6079　Ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

募　　集募　　集
町臨時職員
募集職種と採用予定人数

栄養士…1人

勤務場所

役場健康課

勤務時間（勤務日）

8:30 ～ 17:15（週 5日勤務）

応募資格

　管理栄養士または栄養士の資格を持ち、昭和 32年

4月 2日以降に生まれ、町内に住所のある健康な人

採用予定日

8 月 1日（水）

賃金など

日額 7,500 円

　通勤手当別途支給、期末一時金あり。社会保

険および雇用保険に加入

応募方法

　市販の履歴書（写真添付）と資格を有する書

類の写しを提出してください。

応募締切

7 月 25 日（水）

面接試験

　7月下旬に面接を行います。日時、場所など

は応募者に個別に通知します。

問い合わせ先

役場総務課、各地域局

平成31年度採用 美方広域消防本部職員
職種・採用予定人数

消防吏員…4人程度

受験資格

18 歳～ 24歳の人

◇司法書士による無料法律相談会
（登記・多重債務・消費者問題・成年後見など）要予約

とき、ところ（時間はいずれも13:00～ 16:00）

 ① 8 月 4日（土）和田山ジュピターホール

 ② 8月 11 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 8月 18 日（土）豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

予約先（相談日の2日前、平日17:00まで）

兵庫県司法書士会但馬支部（予約専用）　℡ 0796・23・8011

開　　催開　　催

　土地建物登記、土地境界に関する相談

◇土地家屋調査士による無料相談会
●とき、ところ

7 月 21 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

8月 18日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

●問い合わせ（申し込み）先

兵庫県土地家屋調査士会但馬支部

℡ 0796・52・6901（前日の 17:00 までに）

ＤＶＤＶ（ドメスティックバイオレンス）は犯罪です！は犯罪です！
　配偶者やパートナーなどか
ら身体的暴力や言葉の暴力を
受けていませんか。一人で悩
まずご相談ください。
ＤＶ相談ダイヤル

　℡0570・0・55210

　（最寄りの相談窓口を案内します）

　本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄

本などを代理人や第三者から請求を受けて

交付したときに、その事実を本人にお知ら

せする制度です。

制度を利用するには

　事前に登録が必要です。登録する人の顔

写真付きの本人確認書類（マイナンバー

カード、運転免許証、パスポートなど）を

持参の上、町民課または各地域局で登録し

てください。

登録できる人

　町に住民票がある人、または町に本籍が

ある人（過去にあった人を含む）

　7月は「社会を明るくする運動」強調月

間です。

　今年で 68 回目を迎えるこの運動は、す

べての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を

犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪

や非行のない明るい地域社会を築こうとす

る全国的な運動です。

　みんなで力を合わせて、犯罪や非行のな

い明るい社会を築きましょう。

問い合わせ先

美方保護区保護司会事務局

℡ 0796・34・0034

とき

8 月 5日（日）

13:30 ～ 15:15

ところ

香住区中央公民館

講師

清水健氏（元読売テレ

ビアナウンサー）

演題

大切な人の「想い」とともに

～ 112 日間のママ～

問い合わせ先

役場町民課人権推進室

通知の対象となる証明書

・ 住民票の写し、住民票記載事項証明書お

よび戸籍の附票の写し（消除されたもの

を含む）

・ 戸籍の謄抄本および戸籍記載事項証明書

（除かれたものを含む）

通知する内容

　交付年月日、証明書の種別、交付通数、

第三者などの種別

※ 交付請求者の氏名や住所などを通知する

ことはできません。

問い合わせ先

役場町民課、各地域局

セミナー名

①親子で作ろう！！「張り子の猫」つくり

②チャレンジ！！１日獣医さん

とき

① 8月 20日（月）13:30 ～ 15:30

② 8月 27 日（月）13:30 ～ 15:30

対象

①小学 1～ 4年生、②小学 5、6年生

定員（申し込み多数の場合は抽選）

① 20人、② 15人

申し込み期限

① 8月 10日（金）17:30 まで

② 8月 17日（金）17:30 まで

問い合わせ（申し込み）先

動物愛護センター但馬支所（養父市堀畑 587）

℡ 079・666・8071

とき

8 月 19 日（日）10:30 ～ 15:10

ところ

豊岡市民会館（豊岡市立野町 20-34）

講師

歌手・エッセイスト・教育学博士　アグネス・チャン氏

演題「みんな地球に生きるひと～地域の国際化と子どもの未来～」

日本野鳥の会会長・コウノトリファンクラブ会長　柳生 博氏

演題「コウノトリ翔る郷～あしたのふるさと但馬の創生～」

会員申し込み方法

但馬文教府、町教育委員会、公民館などで

販売している会員券（2,000 円・当日券は

2,200 円）を購入

問い合わせ先

但馬文教府（豊岡市妙楽寺 41-1）

℡ 0796・22・4407

　サマージャンボ宝くじの売上金の約 4

割は、福祉車両や神輿の購入など県内市町

の住み良いまちづくりに活用されています。

売上金は、各都道府県

の販売実績などに応

じて交付されますの

で、ぜひ、兵庫県内の

宝くじ売り場でお買

い求めください。

発売期間

8 月 3日（金）まで

抽選日

8 月 14 日（火）

問い合わせ先

（公財）兵庫県市町村振興協会

℡ 078・322・1151

　住民票の写しなど　住民票の写しなど

本人通知制度をご利用ください本人通知制度をご利用ください
　　あなたのまなざしで再出発を見守る社会へあなたのまなざしで再出発を見守る社会へ

第 68回社会を明るくする運動第68回社会を明るくする運動
　人権文化をすすめる町民運動　人権文化をすすめる町民運動

人権講演会人権講演会

　動物愛護センター但馬支所　動物愛護センター但馬支所

夏休みこどもセミナー夏休みこどもセミナー
　県政150周年記念事業　県政150周年記念事業

第 51回文教府夏期大学第51回文教府夏期大学
　当たってにっこり地元もほっこり　当たってにっこり地元もほっこり

サマージャンボ宝くじ発売サマージャンボ宝くじ発売
　親子のふれあいをより深める　親子のふれあいをより深める

第 2回親子で自然学校第2回親子で自然学校

FAXFAX


