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旬 報
人と自然が織りなす芸術のまち
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役場臨時職員の募集について

（税務課）

湧水町役場では，次のとおり臨時職員を募集します。

≪税務課

事務補助員≫

【雇用期間】 ９月１日（金）～９月３０日（土）※更新可
【賃金支払日】 翌月７日支払い
【保険制度】 雇用保険，社会保険制度有 ※諸手当はありません。
【申込方法】 栗野庁舎 税務課及び吉松庁舎 地域総務課に備え付けの臨時職員採用登
録申請書及び履歴書等に必要事項を記入のうえ，お申込みください。
【申込締切】 ８月１０日（木） 午後５時１５分
【面
接】 後日，本人に連絡します。
【勤務内容】 (1)勤 務 日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
(2)勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分
(3)勤務内容：パソコン入力，資料整理等の一般事務
(4)勤 務 地：栗野庁舎 税務課
【募集人員】 １名
【応募資格】 おおむね６０歳までの健康な者
【賃
金】 日額５，６００円
【問合せ先】 栗野庁舎 税務課 ℡：74-3111（内線 2143）

食中毒予防の３原則
「つけない・増やさない・やっつける」
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町学校保健会講演会の開催について

第２７４号

（管理課）

町学校保健会講演会が次のとおり開催されます。どなたでも参加できますので町民皆様の
参加をお待ちしています。
【日
時】 ８月２３日（水） 午後３時００分～午後４時３０分
（受付 午後２時４０分～）
【会
場】 栗野中央公民館 ２階 大ホール
【演
題】 「やる気を引き出す言葉かけ《ペップトーク》を活用して」
【講
師】 川添 まり子先生（ペップトーク普及協会 認定講師）
【講演内容】 スポーツ現場で使われている励ましの言葉かけ《ペップトーク》を活用し，
子どもの「やる気を引き出すコミュニケーション術を，心理学でひも解く『や
る気メカニズム』」を交えてお話していただきます。
【問合せ先】 事務局：栗野小学校 ℡：74-2004
吉松庁舎 教育委員会 管理課 ℡：75-2111（内線 3207）

平成２９年度障害者委託訓練生募集について （福祉課）
鹿児島障害者職業能力開発校では，障害者の自立と生活向上を目指して就業するための基
礎的な知識と技能を習得させる訓練を実施しています。
【訓練場所】 特定非営利活動法人 ｅワーカーズ鹿児島 加治木校
【定
員】 ８人（応募者が少ない時は，訓練を実施しない場合があります。）
【訓練期間】 ３か月（土日，祝日，年末年始は休み）
１１月２日（木）～平成３０年１月３０日（木）
（訓練時間 午前９時３０分～午後４時００分）
【応募資格】 障害をお持ちの方で，早期の就職や復職を目指す方です。
（就労支援事業所等で支援を受けられている方も受講可能です。）
【募集期間】 ９月１１日（月）～１０月６日（金）
【問合せ先】 国立・県営 鹿児島障害者職業能力開発校
〒895-1402 薩摩川内市入来町浦之名 1432
℡：0996-44-2206 Fax：0996-44-2207
※願書提出先及び提出書類については，最寄りのハローワーク，または鹿児
島障害者職業能力開発校へご連絡ください。

鳥獣による農作物等の被害防止用電気柵の安全確保について

（農林課）

電気柵の使用について，適正な維持管理に努めていただきますようお願いします。なお，
電気柵の設置は，電気事業法に基づき「危険看板の設置」や「電流が制限される装置が付い
たもの」等の制限があります。使用中の機材について再度確認をお願いします。また，町民
の皆様におかれましては，むやみに電気柵に触れたりしないよう十分な注意をお願いします。
【問合せ先】 栗野庁舎 農林課 ℡：74-3111（内線 2235）

農地パトロールの実施について

（農業委員会）

農業委員会では，８月・９月を農地パトロール月間と定め，農地の利用状況について全筆
調査を実施します。農地の適正利用をはじめ,遊休農地の発生防止やその解消が主な目的で
す。今年から農業委員及び農地利用最適化推進委員の両委員で調査を行いますが，この調査
によって農作物等に全く影響はありませんので皆様のご理解とご協力をお願いします。
【問合せ先】 栗野庁舎 農業委員会 ℡：74-3111（内線 2182）
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戦没者追悼式について

第２７４号

（住民福祉課）

町遺族会主催による戦没者追悼式が次のとおり行われます。遺族関係者並びに，町民皆様
の参列をお願いします。なお，毎年８月１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と定
められており，全国戦没者追悼式が日本武道館において行われます。当日正午には多くの方
がそれぞれの職場，または家庭において黙とうの行事に参加されますよう御配慮をお願いし
ます。
【日
時】 ８月１５日（火） 午前１０時開式（４０分程度）
（受付 午前９時４５分～）
【場
所】 町シルバーケアセンター
【内
容】 式典（黙とう・式辞・追悼のことば・献花）
【問合せ先】 吉松庁舎 住民福祉課 ℡：75-2111（内線 3111）

平成３０年度鹿児島県立農業大学校の学生募集について （農林課）
鹿児島県立農業大学校の学生募集について次のとおりお知らせします。
【目
的】 鹿児島県の将来の農業及び農村を担っていく優れた青年農業者や地域農業
の振興に寄与する実践的指導者を養成する。
【定
員】
農 学 部（野菜科：３５名，花き科：１０名，茶業科：１５名，果樹科：１０名）
畜産学部（肉用牛科：２５名，酪農科：１０名，養豚科：１０名）
※推薦入試の定員は学科定員のおおむね１／２以内
【受験資格】
＜推薦入試＞ 高等学校を平成３０年３月に卒業見込みの者で，次の各項目に該当し，高等
学校長が推薦する者とする。
１．本人，または保護者の現住所が鹿児島県にある者
２．本校に入学する意思が確実で入学する見込みがある者，または入学を強く希望する者
３．卒業後県内において農業に従事し，地域の農業振興に尽くす意思が強く，人物が優秀
で農場実習，寮生活に耐えられる者
４．学業成績は教科科目の評定値の平均が「３．０」以上の者
＜一般入試＞
１．高等学校を卒業した者，もしくは平成３０年３月に卒業見込みの者，またはこれら
と同等以上の学力を有すると知事が認めた者
２．卒業後，農業関係に従事する見込みがあり，農場実習，寮生活に耐えられる者
【修業年数】 修業年数２年。在学期間は，全寮制とする。
【特
典】 卒業生は，国の機関等に就職した場合，短大２年卒と同等に扱われる。
【出願受付】
＜推薦入試＞
９月６日(水)～ ９月２７日(水)（当日消印有効）
＜一般入試＞ １１月１日(水)～１１月２０日(月)（当日消印有効）
【入学試験日】
＜推薦入試＞ １０月１８日（水）
＜一般入試＞ １２月 ６日（水）
【出願方法】 鹿児島県立農業大学校へお問い合わせください。
【問い合わせ先】 鹿児島県立農業大学校 教務指導課
〒899-3311 鹿児島県日置市吹上町和田 1800 ℡：099-245-1071
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町道停車場般若寺線の通行規制について

第２７４号

（建設課）

町道停車場般若寺線の舗装補修工事に伴い，次のとおり通行規制を行います。期間中にお
いては片側交互通行となりますので看板標識に従い通行してくださいますようお願いしま
す。ご迷惑をお掛けしますが，趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。
【規制区間】 町道停車場般若寺線（吉松駅～上村食堂）
【規制内容】 片側交互通行（昼間）
【規制期間】 ８月１８日（金）～９月２８日（木）
【問合せ先】 栗野庁舎 建設課 ℡：74-3111（内線 2252）

国道２６８号線の迂回路について

（都市計画課）

下場土地区画整理事業に伴い，次のとおり通行規制が行われます。期間中においては規制
標示看板や誘導員に従い通行してくださいますようお願いします。ご迷惑をお掛けしますが，
趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。
【規制区間】 国道２６８号線（栗野橋交差点からリバーサイドモール付近）
【規制内容】 迂回路設置（終日）
【規制期間】 ８月１６日（水）～約１か月間
【問合せ先】 栗野庁舎 都市計画課 ℡：74-3111（内線 2241）

水稲病害虫航空防除の実施について（農林課・農林土木課）
平成２９年度水稲病害虫の航空防除を次のとおり実施しますので，お知らせします。
【実施予定日時】 ≪無人ヘリによる防除≫
吉松地区 ８月１６日（水）～１８日（金） 午前６時～午後６時
栗野地区 ８月２２日（火）～２４日（木） 午前６時～午後６時
【注意事項】 ①農薬散布中は，散布区域内に立ち入らないでください。また，散布区域周
辺では交通整理員の指示に従ってください。
②万一，薬剤がかかった場合石けんで洗ってください。また，自動車等の場
合もすぐに水洗いをお願いします。
③洗濯物について，散布中は外に干さないようご協力をお願いします。
④天候不良等により順延することがあります。その際，町防災行政無線でお
知らせします。
【問合せ先】 ≪吉松地区≫ 吉松土地改良区内 ℡：75-3504
吉松庁舎 農林土木課 ℡：75-2111（内線 3132）
≪栗野地区≫ あいら農協北部地域営農センター ℡：54-1778
栗野庁舎 農 林 課 ℡：74-3111（内線 2234）

ふれあい子育てサロンの開催について（社会福祉協議会）
社会福祉協議会では，ふれあい子育てサロンを開催します。地域での仲間づくりや子育て
でおしゃべりしたい方，同世代の子どもさんと遊ばせたい方，これからお父さんお母さんに
なる方，どなたでも自由に参加できます。
【開催日時】 ８月１８日（金） 午前１０時～正午
【開催場所】 よしまつふれあいの家（吉松小学校正門横）
【内
容】 ベビーマッサージ
【問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200
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公用車の一般競争入札について

第２７４号

（管理課・住民福祉課）

公用車の売却処分に伴い，一般競争入札を実施します。入札を希望される方は，次の事項
に注意し入札にご参加ください。
【入 札 日】
日時：８月２４日（木）午前９時～
場所：栗野庁舎 別館２ 大会議室
【そ の 他】
①入札を希望される方は，必ず８月１６日（水）午後５時までに入札説明書（様式等）
を①湧水町学校給食共同調理場，②吉松庁舎 住民福祉課まで取りに来てくださ
い。また，入札説明書に添付してある入札参加申込書等を，８月２２日（火）午後
５時までに必ず提出してください。 （入札の詳細は入札説明書に記載してありま
す。入札書様式等も添付してあります。）
②名義変更及び移転登録等については，買受人の責任において行ってください。（必
要経費負担も含む）
③引取りについては，買受人の責任において行ってください。なお，引渡しについて
は現状引渡しとなります。
④その他，不明な点についてはお問い合わせください。

①【入札に付する物件

管理課所管】

総排気量

スズキ キャリー
(軽自動車・貨物・自家用・ガソリン車・２ＷＤ・
５速マニュアル車)
０．６５Ｌ

初年度登録年

平成９年

走行距離

９７，９９２ｋｍ（６月２０日現在）

車検有効期限

車検なし（６月２９日）

車種等

車両の使用場所
湧水町学校給食共同調理場
【物件下見】 （入札に参加される方は，ご出席ください。）
日時：８月１０日（木） 午前９時～正午
場所：湧水町学校給食共同調理場駐車場
【問合せ先】 湧水町学校給食共同調理場 ℡：74-2376

②【入札に付する物件

住民福祉課所管】

車種等

スズキ ワゴン R
（軽自動車・乗用・自家用・ガソリン車・
５速マニュアル車）

総排気量

０．６５Ｌ

初年度登録年月

平成８年４月

走行距離

１２３，７１２ｋｍ（８月１日現在）

車検有効期限

車検なし（４月２７日）

車両の使用場所

吉松庁舎

住民福祉課

【物件下見】 （入札に参加される方は，ご出席ください。）
日時：８月１０日（木） 午前９時～正午
場所：吉松庁舎 吉松体育館側車庫（住民福祉課へお越しください。）
【問合せ先】 吉松庁舎 住民福祉課 ℡：75-2111（内線 3118）
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心配ごと相談所の開設について

第２７４号

（社会福祉協議会）

社会福祉協議会では，心配ごと相談所を開設します。相談は無料で秘密は厳守されますの
で，お気軽にご相談ください。
【開設日時】 ８月１５日（火） 午前９時～正午
【開設場所】 いきいきセンターくりの郷
【問合せ先】 社会福祉協議会 ℡：75-2200

公民館学級短期講座の開催について

（生涯学習課）

「自然観察会」湧水町の自然を身近に感じ触れながら，わが町の良さを知る目的で学習会
を開催します。参加を希望される方はお申込みください。
【日
時】 ３回開催：８月２６日（土）・１１月１１日（土）・１２月９日（土）
午後１時～午後５時 (予定)
【内
容】 サギソウ・ウメバチソウ・阿波渓谷の紅葉など，季節の自然を観察
【講
師】 吉松自然を考える会のガイド経験者
【参 加 費】 無料 （公民館総合保障保険に加入）
【対 象 者】 ３回とも現地に集合できる方
【募集人員】 先着２０名
【そ の 他】 （詳細については後日，参加者に連絡します。）
【申込締切】 ８月１８日（金）
【申込・問合せ先】 栗野中央公民館 ℡：74-4313

７～８月がピークの

熱中症を予防しましょう!!
熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。
こまめな水分補給を心掛け、
塩分を補給しましょう！！
家の中でも熱中症になる可能性はあります。
扇風機やエアコンを上手に使うことも大切です。
暑さに負けない身体づくりをしましょう！
適切な食事，十分な睡眠をとりましょう！
屋外活動時はこまめに休憩をとりましょう！
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