
 

 

■
我が家の米・大豆を使った味噌づくりを、加工

【加工料金】

        

【申込み締切】

【申込み方法】

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

情報
 

■

＜

＜電車の展示場内への運び込み＞

＜電車の整備工事＞

＜法勝寺電車のおかえりイベント（仮）＞

【問い合わせ先】教育委員会

■
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

【 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）

■ 味噌の委託製造について
我が家の米・大豆を使った味噌づくりを、加工

【加工料金】

        

【申込み締切】

【申込み方法】

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

情報
■ 法勝寺電車が南部町に

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

＜電車の陸送

＜電車の展示場内への運び込み＞

＜電車の整備工事＞

＜法勝寺電車のおかえりイベント（仮）＞

【問い合わせ先】教育委員会

■ 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 】１２月１８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）

味噌の委託製造について
我が家の米・大豆を使った味噌づくりを、加工

【加工料金】 米の重量

        〃  

【申込み締切】 平成２７年１２月１日（火）

【申込み方法】 あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越し

申込書の記入を

※電話での申込みは出来ません。

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

野口 TEL 

情報なんぶ
法勝寺電車が南部町に

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

陸送＞【日時】

【場所】

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

＜電車の展示場内への運び込み＞

【日時】

【場所】

＜電車の整備工事＞  

【日時】

【場所】

＜法勝寺電車のおかえりイベント（仮）＞

【日時】 

【場所】 

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

【問い合わせ先】教育委員会

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。

１２月１８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）

 

味噌の委託製造について
我が家の米・大豆を使った味噌づくりを、加工

米の重量 7.5 ㎏  

   15 ㎏  

※米・大豆・塩・樽は持ち込みになります。

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。

平成２７年１２月１日（火）

あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越し

申込書の記入をお願いします。（土日・祝日休み）

※電話での申込みは出来ません。

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

TEL ６４-３５０４

なんぶ
法勝寺電車が南部町に帰

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

】 １１月２３日

】 後藤車両所～

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

＜電車の展示場内への運び込み＞  

】 電車の陸送

】 法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前）

  作業はご覧いただけます

 移動日以降

 法勝寺電車展示場周辺

＜法勝寺電車のおかえりイベント（仮）＞

 １２月１２日（土）午前１１時

 法勝寺電車展示場周辺、南部町公民館さいはく分館

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

【問い合わせ先】教育委員会 人権・社会教育課

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。

１２月１８日（金） 午前１０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）

味噌の委託製造について ■ 
我が家の米・大豆を使った味噌づくりを、加工グループ

  5,000 円（麹菌込み）

  10,000 円（

※米・大豆・塩・樽は持ち込みになります。

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。

平成２７年１２月１日（火） 

あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越し

お願いします。（土日・祝日休み）

※電話での申込みは出来ません。

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

３５０４ 

なんぶ
帰ってきます。

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

１１月２３日（月・祝）

後藤車両所～南部町公民館さいはく分館

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

  作業はご覧いただけます

電車の陸送日と同日の日中

法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前）

作業はご覧いただけます

移動日以降１２月上旬まで

法勝寺電車展示場周辺

＜法勝寺電車のおかえりイベント（仮）＞ 

１２月１２日（土）午前１１時

法勝寺電車展示場周辺、南部町公民館さいはく分館

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

人権・社会教育課

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・

＊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～

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）

グループえぷろんが引き受けます。

円（麹菌込み）

円（ 〃  ）

※米・大豆・塩・樽は持ち込みになります。

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。

 

あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越し

お願いします。（土日・祝日休み）

※電話での申込みは出来ません。 

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）

なんぶ 
ってきます。■

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

（月・祝） 早朝 

南部町公民館さいはく分館

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

作業はご覧いただけます

日と同日の日中 

法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前）

作業はご覧いただけます 

上旬まで 

法勝寺電車展示場周辺 

１２月１２日（土）午前１１時～（予定）

法勝寺電車展示場周辺、南部町公民館さいはく分館

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

人権・社会教育課 TEL ６４

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・

＊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～正午 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）

えぷろんが引き受けます。

円（麹菌込み） 

） 

※米・大豆・塩・樽は持ち込みになります。 

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。

あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越し

お願いします。（土日・祝日休み） 

【問い合わせ先】あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）  

平成２
南部町行政だより

企画政策課

http://www.

mail to / kikaku

■ 
米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。

 

南部町公民館さいはく分館（法勝寺）

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

作業はご覧いただけます 

法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前）

～（予定） 

法勝寺電車展示場周辺、南部町公民館さいはく分館

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

４-３７８２

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・

＊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 ６６－５５２４

えぷろんが引き受けます。

 

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。

あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内）にお越しいただき

２７年１１
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

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

その後、数日間かけて車両の整備工事を行いますので、ぜひご覧ください。 

（法勝寺） 

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前）

 

法勝寺電車展示場周辺、南部町公民館さいはく分館 

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。

 

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介護についての相談・

＊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。 

６６－５５２４ 

えぷろんが引き受けます。 

大豆・塩の持込みが出来ない方は購入の斡旋も行います。（別途料金がかかります。）

き 

１月１９
 第 1４９号

電話６６－３１１３

town.nanbu.tottori.jp

@town.nanbu.tottori.jp

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

法勝寺電車展示場周辺（南部町公民館さいはく分館前） 

どなたでも参加いただけます。詳細は広報なんぶでお知らせします。 

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・

 

（別途料金がかかります。）

９日発行
号 

電話６６－３１１３ 

town.nanbu.tottori.jp 

@town.nanbu.tottori.jp 

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。

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・

 

（別途料金がかかります。） 

発行 

 

米子の後藤車両所から現在建設中の電車展示場（南部町公民館さいはく分館駐車場内）まで運ばれます。 

※天候によっては、電車の保護を行うため、車両が見えない場合もあります。ご了承ください。 

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・



 

■
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

【 日 時

【 場 所

【 内 容

【参加方法

 

【主催・問い合わせ先】南部箕蚊屋広域連合

■
「労働相談ホットライン～これってもしかして

【内容】安心して働いていますか？

【実施期間】

【相談番号】フリーダイヤル

 

※携帯電話からも

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

 

【問い合わせ先】連合鳥取

■
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

ついては、下記のとおり委員を募集します。

 

〇実行委員募集

【

【 資 格

【応募方法】

【 その他

【 申込先

■ 地域包括ケア推進講演会のお知らせ
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

【 日 時 】

【 場 所 】

【 内 容 】

【参加方法

【主催・問い合わせ先】南部箕蚊屋広域連合

■ 連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル
「労働相談ホットライン～これってもしかして

【内容】安心して働いていますか？

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。

お気軽にご相談ください。

【実施期間】

【相談番号】フリーダイヤル

 

※携帯電話からも

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

 

【問い合わせ先】連合鳥取

■ バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

ついては、下記のとおり委員を募集します。

 

〇実行委員募集

【募集人数】

【 資 格 】

【応募方法】

【 その他】

【 申込先】

地域包括ケア推進講演会のお知らせ
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

】１２月３日（木）

（受付）午前９時３０

（講演）午前１０時～

】伯耆町農村環境改善センター

】講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」

～鳥取市用瀬町の実践からその意義を考える～

講師 竹川

（鳥取大学地域学部地域政策学科

【参加方法】下記 問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。

【主催・問い合わせ先】南部箕蚊屋広域連合

連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル
「労働相談ホットライン～これってもしかして

【内容】安心して働いていますか？

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。

お気軽にご相談ください。

【実施期間】１２月１０日

【相談番号】フリーダイヤル

※携帯電話からも OK です。

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

【問い合わせ先】連合鳥取

バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

ついては、下記のとおり委員を募集します。

〇実行委員募集 

人数】 男女各５名（合計１０名）

】 南部町在住者

男性 20

女性 20

【応募方法】 １２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。

】 平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。

】 企画政策課

地域包括ケア推進講演会のお知らせ
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

１２月３日（木）  

（受付）午前９時３０

（講演）午前１０時～

伯耆町農村環境改善センター

講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」

～鳥取市用瀬町の実践からその意義を考える～

竹川 俊夫 氏 

（鳥取大学地域学部地域政策学科

問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。

【主催・問い合わせ先】南部箕蚊屋広域連合

（健康管理センターすこやか内）

連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル
「労働相談ホットライン～これってもしかして

“ブラック企業

【内容】安心して働いていますか？

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。

お気軽にご相談ください。

１２月１０日(木)～１１日（金）

【相談番号】フリーダイヤル ０ １ ２ ０

です。 

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

【問い合わせ先】連合鳥取 TEL ０８５７－２６－６６０５

鳥取市天神町

バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

ついては、下記のとおり委員を募集します。

男女各５名（合計１０名）

南部町在住者 

20～50 歳 

20～45 歳 

１２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。

平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。

企画政策課 担当 亀尾、末次

地域包括ケア推進講演会のお知らせ
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

（受付）午前９時３０分～午前１０時

（講演）午前１０時～正午 

伯耆町農村環境改善センター 多目的ホール

講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」

～鳥取市用瀬町の実践からその意義を考える～

  

（鳥取大学地域学部地域政策学科

問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。

【主催・問い合わせ先】南部箕蚊屋広域連合 

（健康管理センターすこやか内）

連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル
「労働相談ホットライン～これってもしかして

ブラック企業” 

【内容】安心して働いていますか？ 

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。

お気軽にご相談ください。 

～１１日（金）

いこうよ

０ １ ２ ０ -１ ５ ４

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

０８５７－２６－６６０５

鳥取市天神町 30-5

バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

ついては、下記のとおり委員を募集します。 

男女各５名（合計１０名） 

１２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。

平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。

亀尾、末次 

の独身者 

地域包括ケア推進講演会のお知らせ ■
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

～午前１０時 

 

多目的ホール 

講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」

～鳥取市用瀬町の実践からその意義を考える～

（鳥取大学地域学部地域政策学科 准教授）

問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。

 南部地域包括支援センター

（健康管理センターすこやか内）

連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル
「労働相談ホットライン～これってもしかして..... 

 “ブラックバイト

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。

～１１日（金）  午前１０時～午後７時

いこうよ   れんごうに

１ ５ ４ -０ ５

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。

０８５７－２６－６６０５

5 鳥取県労働会館内

バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

 

１２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。

平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。

 TEL ６６－３１１３

 

■ 
高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。

  

 （伯耆町役場本庁舎隣）

講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」

～鳥取市用瀬町の実践からその意義を考える～ 

准教授） 

問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。

南部地域包括支援センター

（健康管理センターすこやか内） TEL ６６－５５２４

連合・全国一斉集中何でも労働相談ダイヤル ■

ブラックバイト”！？

を開設します

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

心配事の解決に向け、相談員が秘密厳守でおこたえします。 

午前１０時～午後７時

れんごうに 

０ ５ ２ 

※上記以外にも通年的にフリーダイヤルで相談を受け付けています。 

０８５７－２６－６６０５ 

鳥取県労働会館内 

バレンタイン「鍋バトル」実行委員の募集 ■ 
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

１２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。

平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。

６６－３１１３ 

高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

高齢者が住み慣れた家で暮らし続けることのできる地域づくりを考えます。 

（伯耆町役場本庁舎隣）

講演「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケア”」 

問い合わせ先まで電話、窓口でお申込みください。 

南部地域包括支援センター  

６６－５５２４

■ 

！？～」 

を開設します 

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

 

午前１０時～午後７時 

 

   

   

 
本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

１２月１８日（金）までに下記、担当者まで連絡ください。 

平成２８年１月上旬に、第１回の実行委員会を開催します。 

 

高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。

（伯耆町役場本庁舎隣） 

 

６６－５５２４ 

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

   

    

本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

高齢者が安心して生活できるためのネットワークづくりの一環として、講演会を開催します。 

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

 

本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。

連合は「なんでも労働相談ダイヤル」を開設し、雇用形態にかかわらず、働く皆さんのトラブルや

本年度、結婚支援事業第３弾として、来年の２月１４日（日）に、「鍋バトル」をテーマに町内での婚活

イベントを開催予定です。開催にあたり、実行委員会を組織し、事業を進めていきたいと考えております。 

 


