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■

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

封筒に同封）をご覧ください。

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

予めご了承ください。

 

◎２０～３９歳の方の基本健康診査について

けます。

ください。

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。

 

♡今年度から休日レディース検診が始まります！

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

 
※子宮がん検診は先着

※

お問い合わせ先

          

■

介護についての相談・助言を受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

【 日 時

【 場 所

【参加費】

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

情報

■ 平成 27
平成２７年７月１日

【提出していただく書類

【提出締切】

【 提出先】

【選考方法】

 
■ 6 月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

健（検）診期間：特定健診・基本健診

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

封筒に同封）をご覧ください。

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

予めご了承ください。

 

◎２０～３９歳の方の基本健康診査について

南部町にお住

けます。 

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

ください。 

病院で健診を受けられる方は、受

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。

 

♡今年度から休日レディース検診が始まります！

６月２８日(

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！
 
※子宮がん検診は先着

※託児(乳児～就学前のお子さん

お問い合わせ先

          

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

介護についての相談・助言を受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

【 日 時 】７月１７日（金）

【 場 所 】健康管理センターすこやか

【参加費】１００円（茶菓代）

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

情報なんぶ

27 年度臨時的任用職員の募集について
平成２７年７月１日から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

提出していただく書類

】 ６月２４日（水）

】 〒683-0351

】 ６月下旬

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

健（検）診期間：特定健診・基本健診

がん検診・高齢者健診

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

封筒に同封）をご覧ください。

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

予めご了承ください。 

◎２０～３９歳の方の基本健康診査について

南部町にお住まいの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

 

病院で健診を受けられる方は、受

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。

♡今年度から休日レディース検診が始まります！

(日曜日)、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

※子宮がん検診は先着 50

乳児～就学前のお子さん

お問い合わせ先 南部町役場

          または

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

介護についての相談・助言を受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

７月１７日（金）

健康管理センターすこやか

１００円（茶菓代）

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

 

なんぶ

年度臨時的任用職員の募集について
から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

提出していただく書類】  履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付）

６月２４日（水） 

0351 南部町法勝寺

下旬に面接実施予定（

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

健（検）診期間：特定健診・基本健診

がん検診・高齢者健診

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

封筒に同封）をご覧ください。 

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

◎２０～３９歳の方の基本健康診査について

いの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

病院で健診を受けられる方は、受

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。

♡今年度から休日レディース検診が始まります！

、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

50 名、乳がん検診は先着

乳児～就学前のお子さん)を希望される方は、

南部町役場 健康福祉課

または 町民生活課

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

介護についての相談・助言を受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

７月１７日（金） 午前１０時～１２時

健康管理センターすこやか

１００円（茶菓代） 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

なんぶ

年度臨時的任用職員の募集について
から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付）

南部町法勝寺 377 番地

に面接実施予定（※応募者の方に別途お知らせします。）

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

健（検）診期間：特定健診・基本健診   ６月～１１月末

がん検診・高齢者健診  ６月～

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

◎２０～３９歳の方の基本健康診査について 

いの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

診券を発行いたしますので、南部町役場町民生活課または健康福祉課へご

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。

♡今年度から休日レディース検診が始まります！

、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

、乳がん検診は先着

を希望される方は、

健康福祉課 TEL 

町民生活課 TEL 

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

介護についての相談・助言を受けることができます。

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

午前１０時～１２時

健康管理センターすこやか 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

なんぶ 
年度臨時的任用職員の募集について

から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付）

番地 1 南部町役場

応募者の方に別途お知らせします。）

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

６月～１１月末

６月～ ２月末

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

いの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

診券を発行いたしますので、南部町役場町民生活課または健康福祉課へご

連絡ください。受診券を郵送させていただきます。 

♡今年度から休日レディース検診が始まります！ 

、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

、乳がん検診は先着 35 名となります。

を希望される方は、６月２４日

TEL ６６－５５２４

TEL ６６－３１１６

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

介護についての相談・助言を受けることができます。 

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

午前１０時～１２時 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

平成２
南部町行政だより

企画政策課

http://www.

mail to / kikaku

年度臨時的任用職員の募集について ■
から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付）

南部町役場 総務課

応募者の方に別途お知らせします。）

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

６月～１１月末 

２月末 

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

いの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

診券を発行いたしますので、南部町役場町民生活課または健康福祉課へご

、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

受診された方全員に、ちょっとうれしいプレゼントもあります♪ 

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

名となります。 

６月２４日(水)まで

５２４ 

３１１６ 

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課） TEL ６６

２７年６月
南部町行政だより 

企画政策課 電話６６－３１１３

://www.town.nanbu.tottori.jp

mail to / kikaku@town.nanbu.tottori.jp

■ 
から税務課に勤務していただく臨時的任用職員を募集します。

履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付） 

総務課  

応募者の方に別途お知らせします。） 

月から健康診査・がん検診がはじまりました！「行かいや！健診！」
健（検）診は自覚症状のない早期のがんや、生活習慣病のおそれがないか調べることができます。

年に１回健（検）診を積極的に受けて、いきいきとした自分らしい生活を送れるようにしましょう。

詳しくは５月下旬に健康増進委員より配布されているがん検診・健康診査受診券、健康診査のチラシ（

※集団健診の胃、乳、子宮がん検診は、人数制限があります。先着順の受付となりますので、ご了承ください。

※がん検診の結果は読影委員会を通すため、結果がお手元に届くまで受診されてから最大約

いの２０～３９歳の方で、職場や学校で健康診査がない方は、町の基本健診をご利用いただ

集団健診を受けられる場合は、免許証など住所・生年月日のわかる身分証明書をお持ちの上、会場にお越し

診券を発行いたしますので、南部町役場町民生活課または健康福祉課へご

、子宮がん検診と乳がん検診を健康管理センターすこやかで行います。

女子力アップレシピ、血管年齢チェック、乳がん触診モデルなど、楽しい健康チェックコーナーがあり、

無料の託児も行いますので、働き世代・子育て世代の皆さんも、ぜひお越しください！

までに、健康福祉課までご連絡ください。

介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。 
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 ■ 平成２7 年度 労働セミナーの開催について ■ 
【 目 的 】基本的な労働関係法令等の学習機会を提供し、労働者・経営者間の紛争防止 

を図ることを目的として、下記の日程で労働セミナーを開催いたします。 

【テーマ】これだけは知っておこう！『働くときの基本ルール』 

【 内 容 】賃金、労働時間、休日・休暇などの決まり 

社会保険の加入要件、有期雇用で働くときのルール 等 

【 日 時 】７月１６日（木）１０：００～１１：３０ 

【 場 所 】米子市立図書館 ２階 研修室（米子市中町８） 

【 講 師 】鳥取県中小企業労働相談所みなくる 労働・雇用相談員 

【 参 加 】無 料 

【対象者】どなたでも参加可能（学生も参加可能） 

雇用保険の失業給付を受給中の方は、求職活動実績のポイントとなります。 

【申込み】必 要 (電話もしくは FAX でお申込みください) 

当日参加も可能ですが、資料準備のため事前申込みをお願いします 

【申込み・問い合わせ先】鳥取県中小企業労働相談所 みなくる米子  

TEL ０８５９－３１－８７８５（平日９：３０－１８：００）FAX ０８５９－２１－００３４ 

【 共 催 】米子市立図書館 

■『子育て応援ポイント対象事業』は『南部町子育てカレンダー』をご覧ください■ 
毎月、情報なんぶで『子育て応援ポイント対象事業』を掲載していましたが、行事が多数になりましたので、 

今後は『広報なんぶ』または『南部町子育てカレンダー』でご確認ください。 

毎月作成する『南部町子育てカレンダー』は、お子さんの乳幼児健診や子育てに関する行事予定を掲載しています。 

役場の窓口や保育園・子育て総合支援センターのびのびなどで配布しているほか、 

町のホームページからも見ることができますので、ぜひご活用ください。 

【問い合わせ先】 健康福祉課（健康管理センターすこやか内）少子化対策・子育て支援室 

         TEL ６６－５５２４  
 

■ 公民館子ども英会話教室が開催されます ■ 
平成２７年７月２１日から平成２８年３月まで南部町公民館で子ども英会話教室が開催されます！ 

この機会に公民館教室に参加してみませんか。 

【教室名】子ども英会話教室 

【活動日】第１、３火曜日 小学校１～３年生 １６：００～１７：００ 

         小学校４～６年生 １７：１５～１８：１５ 

【 会 費 】１，０００円／回 

【 定 員 】各１５名 

【 場 所 】南部町公民館３階会議室Ａ（天萬庁舎内） 

【 講 師 】ジョシュ・バロン（元伯耆町ＡＬＴ） 

【申込み締め切り】７月１６日（木） 

【申込み先】南部町公民館(天萬)・さいはく分館、天萬図書館、法勝寺図書館(窓口に申込用紙が有ります。) 

【問い合わせ先】南部町公民館 TEL ６４－３７８２ 
 

体験会を下記のとおり行いますので参加をご希望の方はお電話でお申し込みください。 

日時 ７月７日(火)、１４(火)小学校１～３年生 １６：００～１７：００ 

小学校４～６年生  １７：１５～１８：１５ 
 

■ 西伯病院内 病児・病後児保育室の開所時間延長について ■ 
利用者の利便性を図るため、西伯病院内で行っている病児・病後児保育室の開所時間を 30 分延長します。 

【変更前】月曜から金曜 ９時から１７時 

【変更後】月曜から金曜 ９時から１７時３０分 

※当日の朝、西伯病院小児科を受診してください。 

【問い合わせ先】健康福祉課(健康管理センターすこやか内)少子化対策・子育て支援室 TEL ６６－５５２４ 

広報なんぶ 6月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 

  15 ページの子育て支援事業のあいあい行事「人形劇を楽しもう」の日程 

    (誤) 日時▶6 月 29 日(月)9:30～11:00  → (正) 日時▶6 月 25 日(木)9:30～11:00 


