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鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男 3,184人（－5） 計 6,567人（－11）

女 3,383人（－6） 世帯数     2,485世帯（＋1）
令和３年１月１日現在　（　）は前月比
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支所への直通電話

河原町総合支所だより 　２月号  No.１９６１

　１月６日（水）、河原歴史民俗資料館で民俗行事「七草がゆと鳥追い」が行われました。河原町民俗行事を語る会
が、次の世代に残そうと毎年行事を再現しています。鳥追いは歳男が囲炉裏のそばで恵方に向かって、七草をそろ
えたまな板を、すりこぎ、金火ばし、包丁でトントンと打ち鳴らしながら「唐土の鳥が日本の土地に渡らぬさきに
七草ナズナをそろえてホーホー」と３回復唱し、農作物を食い荒らす害鳥獣を追い払い五穀豊穣を願う伝統行事
です。会員の実演のあと、みんなで七草がゆを食べて、１年の無病息災を願いました。

七草がゆと鳥追い

～～～２月１日から防災行政無線がデジタル化になります～～～
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■問い合わせ先　地域振興課　　76－3111

●防災行政無線のデジタル化に伴い、現在、各家庭に設置してあるアナログ式戸別受信機での放送は、令和３年２月から
　廃止されます。この戸別受信機は4月以降に回収させていただきます。

●防災情報は、屋外設置のスピーカーや防災ラジオから受信できます。

●地域情報（行事予定・各種お知らせ・注意喚起情報など）の放送には、防災無線は使用できなくなります。

●時報（ミュージックチャイム）が、正午と午後５時（４月～９月は午後６時）の１日２回流れます。

●支所からの地域情報は、「音声告知専用端末」や支所だより、ホームページなどにより引き続き情報発信を行います。
　この端末は、部落単位でＣＡＴＶ会社（いなばぴょんぴょんネット）に申し込みする必要があります。



河原町総合支所だより ２２月号  No.１９６

対　象 医師から運動制限を受けていない満６５歳以上の方
※医師から運動制限を受けている方、介護保険または総合事業で通所系サービスを利用している方を除く

日　時
4月～6月の毎週火曜日（全１２回）
午前9時30分～11時30分
※各開催日は、祝祭日など振替になることがあります。

会　場 国英地区公民館（希望の方には送迎します。）＊対象地区　河原・国英

転倒予防体操、食生活栄養相談、歯と口の健康学習、知的学習など内　容

１回あたり５００円参加費

【申し込み・問い合わせ先】鳥取市南部地域包括支援センター　 0858-76-2351
用瀬町別府96-2（用瀬保健センター内）

おたっしゃ教室のご案内

確定申告、市県民税の申告相談がはじまります
令和3年2月16日（火）～3月15日（月）

新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減のためにご協力をお願いします

　２月１３日（土）午前8時30分～10時（予定）の間、河原町総合支所は電気設備の定期点検のため停電となり
ます。これに伴い、河原町総合支所、コミュニティセンター、老人福祉センターへの電話がつながらなくなりま
すので、ご理解ご協力をお願いします。

河原町総合支所停電のお知らせ

ジェット機による低空飛行等を目撃された場合

・目撃日時　・目撃場所　・飛行方向（西から東方向に飛んでいった等）　
・機数、機種　・おおよその飛行高度　・飛行音の程度　・被害の有無

　本市域においてジェット機による低空飛行等を目撃された場合は、鳥取県、鳥取市危機管理課、または最
寄りの総合支所に情報をお寄せください。
　ご連絡の際にお伝えいただきたい内容は、次のとおりです。

【予約・問い合わせ先】 市民福祉課 76－3113

【連絡先】 鳥取県地域づくり推進部市町村課 0857-26-7169
鳥取市危機管理部危機管理課 0857-30-8033 または 河原町総合支所地域振興課 0858-76-3111

●河原・用瀬会場の申告相談は事前予約制です
　各会場の受付期間など詳しくは「支所だより1月号（２ページ）」をご覧ください。

●確定申告・市民税県民税申告はパソコン・スマートフォンからが便利です
　申告相談会場の混雑・密集を避けるため、ご自宅での申告書作成にご協力ください。
　申告書作成方法、提出方法など詳しくは「市報１月号（８・９ページ）」をご覧ください。

●申告会場にお越しになる方へ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場で発熱が確認されたりマスク着用に
　ご協力いただけない場合、入場を制限させていただく場合があります。

いつまでも健康で自分らしい生活をおくるために、令和３年４～６月の介護予防教室（おたっしゃ教室）の参加
者を募集します。参加をご希望の方は、令和３年2月２6日（金）までに下記へお申し込みください。

河原町総合支所だより 　２月号  No.１９６３

2月のゆるゆる田舎塾

ゆるゆる田舎塾お知らせ

河原城か
わら版

2月の休館日 １・８・１５・２２日 (月) 

【問い合わせ先】お城山展望台河原城  ㈱風土資産研究会
85－0046 85－1946

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら 85－5331

開館時間　９：３０～１７：００

　冬季は、積雪や凍結によるスリップ事故が多発しますので、次のことに気を付けましょう。

●冬用タイヤへの交換はお済みですか？
　大雪に備え、スコップやタイヤチェーンなどを備えておきましょう。
●気象や道路の情報を確認しましょう。
　給油をしておけば、渋滞に巻き込まれても安心です。

　いよいよ3月1日（月）より令和3年度のゆるゆる田舎塾
4月講座分の募集が始まります。年間予定表は2月中旬頃
より道の駅情報コーナーにて配布する他、公式フェイス
ブックやホームページにも掲載する予定です。
　今年もまた、人気の革細工講座に２人の新たな講師を
お迎えしたり、女子力の高い流し雛作りをご指導くださ
る地域おこし協力隊の方をお迎えしたりと、たくさんの
魅力的な講座をご用意していますので、ふるってご参加
ください！

☆谷口 よし子さんの
　「基本をしっかり学ぶファスナーポーチ教室」
日時：2月20日（土）13：30～16：00
定員：8名　　参加費：800円
内容：持ち手の両端に付いた大きなくるみボタンが
チャームポイントのファスナーポーチの作り方を、基礎
からしっかりと学べる講座です♪
苦手な方が多いというファスナー付けのポイントや、く
るみボタンの作り方ときれいに見せるための付け方の
コツ、変形タイプの内ポケットのアレンジの仕方などを
丁寧にお教えします。

☆住吉 美紀さんの
　「かぎ針で編む春待ちネックウォーマー教室」
日時：2月21日（日）13：30～16：30
定員：8名　　参加費：200円
内容：かぎ針編みの基本「くさり編み」と「こま編み」で簡
単に作れるネックウォーマーです。ピンク系と黄色系の
ミックスまたはどちらか一色のみの中から、その場で色
を選んでいただきます。

八上比売の美肌ワークショップvol.８

と　き：2月21日(日)13:30～15:00
ところ：湯谷荘　研修室（見学自由）
定　員：5名程度（要予約）　参加費：800円

　今月は身体の中から健康美肌を。癒し効果もある
ハーブティーを専門講師の指導で楽しいティータイ
ムを。

『出発前の準備』

●積雪や凍結した道路では、スピードは控えめに、車間距離を十分に保ちましょう。
●急ブレーキ・急ハンドル・急発進など「急」の付く運転はやめましょう。
●橋の上や山間部の日陰では、部分的に凍結しているところもあります。手前で速度を十分に落としましょう。

走行時の注意事項

体験観光
「有機栽培にんじんの収穫と簡単レシピ」

と　き：2月14日（日）9:30～12:30頃
ところ：河原町弓河内
　　　（9:15河原町総合体育館駐車場集合）
定　員：10名 ※要予約　
参加費：1,500円(保険代、お土産付き)
持ち物：長靴、ゴム手袋、雨具等

　雪下で寝かせて一番甘くてなるこの時期に収穫しま
す。搾りたての人参ジュースや簡単レシピで栄養満点の
素材の味を楽しむ、体も心も喜ぶヘルシー体験にぜひ
ご参加ください。

特別展示「吉祥・水墨画展」

と　き：開催中～～2月21日(日)

　毎年恒例の影井彩光先生と生徒さんの作品展。丑年
にちなんだ色紙集コーナーや、正月の縁起物などを描
いた作品を展示します。

さいこう

※いずれのイベントも、新型コロナ感染拡大の状況に
よっては中止・延期または内容変更等になる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。



河原町総合支所だより 　２月号  No.１９６３

2月のゆるゆる田舎塾

ゆるゆる田舎塾お知らせ

河原城か
わら版

2月の休館日 １・８・１５・２２日 (月) 

【問い合わせ先】お城山展望台河原城  ㈱風土資産研究会
85－0046 85－1946

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら 85－5331

開館時間　９：３０～１７：００

　冬季は、積雪や凍結によるスリップ事故が多発しますので、次のことに気を付けましょう。

●冬用タイヤへの交換はお済みですか？
　大雪に備え、スコップやタイヤチェーンなどを備えておきましょう。
●気象や道路の情報を確認しましょう。
　給油をしておけば、渋滞に巻き込まれても安心です。

　いよいよ3月1日（月）より令和3年度のゆるゆる田舎塾
4月講座分の募集が始まります。年間予定表は2月中旬頃
より道の駅情報コーナーにて配布する他、公式フェイス
ブックやホームページにも掲載する予定です。
　今年もまた、人気の革細工講座に２人の新たな講師を
お迎えしたり、女子力の高い流し雛作りをご指導くださ
る地域おこし協力隊の方をお迎えしたりと、たくさんの
魅力的な講座をご用意していますので、ふるってご参加
ください！

☆谷口 よし子さんの
　「基本をしっかり学ぶファスナーポーチ教室」
日時：2月20日（土）13：30～16：00
定員：8名　　参加費：800円
内容：持ち手の両端に付いた大きなくるみボタンが
チャームポイントのファスナーポーチの作り方を、基礎
からしっかりと学べる講座です♪
苦手な方が多いというファスナー付けのポイントや、く
るみボタンの作り方ときれいに見せるための付け方の
コツ、変形タイプの内ポケットのアレンジの仕方などを
丁寧にお教えします。

☆住吉 美紀さんの
　「かぎ針で編む春待ちネックウォーマー教室」
日時：2月21日（日）13：30～16：30
定員：8名　　参加費：200円
内容：かぎ針編みの基本「くさり編み」と「こま編み」で簡
単に作れるネックウォーマーです。ピンク系と黄色系の
ミックスまたはどちらか一色のみの中から、その場で色
を選んでいただきます。

八上比売の美肌ワークショップvol.８

と　き：2月21日(日)13:30～15:00
ところ：湯谷荘　研修室（見学自由）
定　員：5名程度（要予約）　参加費：800円

　今月は身体の中から健康美肌を。癒し効果もある
ハーブティーを専門講師の指導で楽しいティータイ
ムを。

『出発前の準備』

●積雪や凍結した道路では、スピードは控えめに、車間距離を十分に保ちましょう。
●急ブレーキ・急ハンドル・急発進など「急」の付く運転はやめましょう。
●橋の上や山間部の日陰では、部分的に凍結しているところもあります。手前で速度を十分に落としましょう。

走行時の注意事項

体験観光
「有機栽培にんじんの収穫と簡単レシピ」

と　き：2月14日（日）9:30～12:30頃
ところ：河原町弓河内
　　　（9:15河原町総合体育館駐車場集合）
定　員：10名 ※要予約　
参加費：1,500円(保険代、お土産付き)
持ち物：長靴、ゴム手袋、雨具等

　雪下で寝かせて一番甘くてなるこの時期に収穫しま
す。搾りたての人参ジュースや簡単レシピで栄養満点の
素材の味を楽しむ、体も心も喜ぶヘルシー体験にぜひ
ご参加ください。

特別展示「吉祥・水墨画展」

と　き：開催中～～2月21日(日)

　毎年恒例の影井彩光先生と生徒さんの作品展。丑年
にちなんだ色紙集コーナーや、正月の縁起物などを描
いた作品を展示します。

さいこう

※いずれのイベントも、新型コロナ感染拡大の状況に
よっては中止・延期または内容変更等になる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。
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今月の相談日
　【問い合わせ先】
　心配ごと：社会福祉協議会　 76－3125
　人　　権：市民福祉課　　　 76－3113
　行　　政：地域振興課　　　 76－3111

と　き ところ 相談員

心配ごと相談 2月5日（金）
午後1時30分～3時30分

老人福祉センター 民生児童委員

老人福祉センター 人権擁護委員人 権 相 談 2月12日（金）
午後1時30分～3時30分

行 政 相 談 2月19日（金）
午後1時30分～3時30分

老人福祉センター 行政相談委員

※鳥取市保健所（駅南庁舎）又は他の支所での乳幼児健診を希望される場合は、事前に市民福祉課までご連絡ください。
　市民福祉課：　  ７６－３１１３

月 日（曜日） 行事名 時　間 対　象 場　所

5（金） 南地域デイケア 午後1時30分（集合） 用瀬保健センター

1（月） 定期健康相談 午前9時30分～10時30分 血圧測定　尿検査等希望者 河原町老人福祉センター

ウォーキングに関心のある方8（月） てくてく歩こう会 午前9時30分（集合） 河原町コミュニティセンター（集合）

16（火） 離乳食講習会
（こんにちはの会） 午後1時～1時30分（受付） 3～7か月児とその保護者の方 用瀬保健センター

健診で血糖値が高いと言われた方22（月） がんばろう会 午前9時30分（集合） 河原町老人福祉センター
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　暦の上では春ですが、寒さがまた一段と増す時期と
なり、ぶるぶると震える日が続いています。暖かくな
るまであと少し。体調管理をしっかりし、冬を乗り越
えましょう。

●２日（火）１０：００～
　保健師が育児相談やお子さんの発育測定を
します。母子手帳を持参してください。

 保健師による育児相談と発育測定

●１８日（木）10：００～
　2月生まれのお友だちをみんなでお祝いしま
しょう。
　お誕生日カードをプレゼントします。

2月のお誕生会

河原あゆっこ園子育て支援センター「ほのぼの広場」
　場所：鳥取市河原町長瀬４８－１（河原あゆっこ園内）
　　 　　（０８５８）－８５－２７５０
　開園日：毎週月曜日～金曜日　
　開園時間：９：３０～１５：３０
子育て相談（電話・面接）
　毎週月曜日～金曜日１０：００～１５：３０
　＊祝日はお休みです。

2月の税金 〈納期限 3月1日（月）〉

固定資産税　　　　　　　　　　　　第4期分
国民健康保険料　　　　　　　　　　第9期分
介護保険料（普通徴収）　　　　　　第8期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第8期分

●大型ごみは戸別有料収集です。因幡環境整備（ 87-6668）に依頼してく
ださい｡

●古紙類は希望された集落のみ回収します。

日 月 火 水 木 金 土

可 燃 ご み ビ ン ・ 缶
白 ト レ ー

可 燃 ご み 小 型 破 砕

プラスチック
ＰＥＴボトル

プラスチック

可 燃 ご み

ビ ン・ 缶
白 ト レ ー

白 ト レ ー

白 ト レ ー

建国記念日

天皇誕生日

可 燃 ご み

可 燃 ご み

小 型 破 砕
乾電池・蛍光管

プラスチック

プラスチック

古紙(河・国)

古紙(八･西･散)
ＰＥＴボトル

可 燃 ご み

可 燃 ご み

ビ ン・ 缶

ビ ン・ 缶可 燃 ご み
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2月　ごみ収集カレンダー

※行事は変更になる場合があります。
※体調の悪い方のご利用はお控えください。

【ほのぼの広場のコロナウイルス感染予防】
◎来園時の検温・手洗い・手指消毒・マスクの着用をお

願いしています。
◎こまめな換気を行っています。
◎使った玩具の消毒を午前・午後に行っています。
◎ドアノブ・水道・床・手で触るところの消毒を午前・

午後に行っています。
安心して遊びに来てくださいね！！


