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鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男 3,174人（－10） 計 6,546人（－21）

女 3,372人（－11） 世帯数     2,481世帯（－4）
令和３年２月１日現在　（　）は前月比
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　１月１４日（木）、河原町総合支所で寺坂市議会議長
より高齢者叙勲伝達式が行われました。森田さんは昭
和６２年４月の河原町議会議員選挙に当選以来、連続
５期１７年にわたり在職
され、議員として、公共下
水道・集落排水・工業団地
の整備に尽力されるなど
地方自治の発展に大きく
貢献されたことにより、
このたび旭日単光章を受
章されました。
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　令和３年の部落長さんです。敬称は省略させていただきます。
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河原総
河原一
河原二・三
河原四
河原五
河原六
河原七
河原八
河原九・十
河原十一
河原十二
河原十三
河原十五
河原十六
河原十七

上渡一木
下渡一木
谷一木
長瀬
袋河原
鮎ヶ丘
布袋
夢ヶ丘
稲常
釜口総
六日市
釜口上
釜口中
釜口下
高津原
福和田
徳吉
山手
上山手

加賀瀬
郷原
三谷
今在家
片山
天神原
曳田
下曳田
和奈見
八日市
佐貫
下佐貫
水根
山上
小倉
今西

中井一
河原中井
鹿野
本角
小河内
新田
神馬
牛戸
湯谷
小畑
弓河内
北村総
北村一
北村二
北村三
北村四
北村五

河上　直樹
河上　直樹
荒木　和彦
谷口加代子
松本　浩彦
吉川　勝久
松本　　武
井上　幸誠
垣田　典一
林　　敏浩
松田　圭子
東　　康人
荻原　達郎
山口　公明
山本健一郎

山根　久康
中谷　雅彦
小林　健治
上田　　誠
浅田　義昌
髙木　紀明
木下　　尚
安道　毅文
岸本　　敦
小寺　　悟
遠藤　洋介
楮原　一彦
佐藤　昭仁
平野　正広
森田　浩也
長田　　知
小林　公行
渡邉　博美
山田　　勇

西尾　卓也
西尾維都子
小出　芳樹
鳥越　淑人
山下　勝典
宮本　正樹
田中　幹雄
谷山　吉雄
安陪　和男
山本　和行
平尾　典昭
東田　大策
前田　　悟
羽田　　聡
金谷　洋治
西尾　　敦

上田順一郎
田中　一彦
下田　祥悟
田渕　恭司
漆原　次男
林　　純一
澤田　幸一
竹内美喜男
大隅　誠一
田中　　修
窪田　靖史
木下　嘉広
谷口　紳二
北村　正彦
有田　道春
有田　　登
西尾　敏一

き ょ く じ つ た ん こ う し ょ う もりた しろう

森田史郎さん（北村）おめでとうございます
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　１月２０日（水）、河原地区公民館で男の料理教室が開催されました。はじめに、羊の腸を使って豚肉
にチーズ、パセリ、とうがらしなどを入れた本格的なソーセージ作りを体験しました。次に、家庭で簡
単にできる、ラップを利用した作り方を教わりました。
　茹であがったソーセージはプリプリとしていて、とてもおいしくできました。

　金婚、ダイヤモンド婚をお祝いする祝賀式
典を開催します。下記に該当されるご夫婦
は、3月19日（金）までに市民福祉課へご連絡
ください。

　4月3日（土）用瀬町総合支所２階へ移転開館し
ます。
　準備のため、3月13日（土）から休館となります
のでご了承ください。

※式典には出席できないけれど該当される方、昨
年以前に該当されていて申し出をされなかった
方もぜひご連絡ください。

１月２７日（水）に開催された令和２年度第５回河原地域振興
会議の主な意見を紹介します。
○校区再編について

地元にとっては学校が無くなると寂しいものだ。特に高
齢化が進むと子供の声が聞こえなくなるのは寂しい。　
充実した学習をしてほしい。競争力は落ちるが、人数が
多いからいいわけではない。先生にしっかり見てもらい
たいという親からの要望が強く出るのではないか。私は
あまり統合に対して賛成ではない。学校もそんなに古く
ない。
気高地域については、四校統合の要望が地元から出たの
で、現在進めているところです。
学校と地域が近いと、住民と学校とのかかわりは強くな
ると思うが、遠くなるとひとごとになるのではと懸念さ
れる。
江山学園ができたが、神戸地区の若い保護者から、小さ
い学校のままなら引っ越すという意見もありました。
現時点のPTAの意見だけではなく、地域住民みんなの承
諾がいるだろう。
生徒数や指導者を理由に部活動の種類が限定される中、
地域のスポーツクラブでよいという考えもある。保護者
の間では、小規模すぎて不安の方が先に出てきている。
ある程度の人数で切磋琢磨し、成長しあい、競争がもう
少しあるべきだという声もある。
地域でそれぞれ独自の課題があります。部活動に関して
も、いろいろな考えがあります。その辺も含めて、地域の
方で組織を作って話をしていただきたいと思います。
どこがきっかけとなって、どういう組織づくりをしてい
くのか。
地区内の組織だけだと意見が出ないだろう。河原町内全
体で話を進めていった方がいいような気がする。
最初の段階では、教育委員会が担うことになると思って
います。

【委　員】

【事務局】

【委　員】

【事務局】

【委　員】

【委　員】

【事務局】

【委　員】

【事務局】

本格ソーセージ作り体
験

河原地域振興会議について金婚・ダイヤモンド婚
記念祝賀式典

■と　き　５月２８日（金）　午前10時～
■ところ　河原町コミュニティセンター

【問い合わせ先】市民福祉課　 ７６－３１１３

【問い合わせ先】用瀬図書館 0858-87-2702

対象者

○金婚式（結婚生活５０年）
　昭和４６年１月１日から１２月３１日の間に
　結婚されたご夫婦

○ダイヤモンド婚（結婚生活６０年）
　昭和３６年１月１日から１２月３１日の間に
　結婚されたご夫婦

鳥取市公式ホームページでも内容を公開しています。

～用瀬図書館からのお知らせ～
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3月のゆるゆる田舎塾

健康登山セミナー
～今よりもっと健康的に登山を楽しむために～

河原城かわら版

3月の休館日 1・8・15（月）、23（火）、29（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

　春は進級・進学に伴う、生活環境の変化により、子どもたちが夜遅くまで出歩
いたり、喫煙や飲酒したりするなど、非行の兆しが出やすい傾向にあります。
　また、この時期は、携帯電話を初めて手にする子どもたちが増え、既に利用し
ている場合を含め、使い方を誤ると、子どもたちがインターネットを悪用した犯
罪の被害者や加害者になる危険性があります。
　子どもたちが安心して健全な生活を送るためには、家庭だけでなく、地域全体
での見守り活動も大切です。
　気になることや心配ごとは、各警察署または少年相談窓口にご相談ください。

日時：3月14日（日）　
■健康力・登山力UP！の健康登山セミナー
＜午前の部＞9：40～12：15 
＜午後の部＞12：30～15：05　定員：各部10名

「登山ボディのつくり方」「登山と健康　有酸素運
動で風邪に対する免疫づくり」「年代別に必要な栄
養と食事を登山から考える」をテーマに、登山に必
要な食事や栄養、普段の過ごし方、それによって得
られる健康的な体などについて学びます。エクサ
サイズも行います。
■心と体に効く☆健康登山ヨガ体験
＜午前の部＞9：40～12：15 
＜午後の部＞12：30～15：05　定員：各部10名

「登山に適した体力づくり」と「日常生活でも使える
ストレス軽減法」をテーマにしたヨガを体験してい
ただきます。
その他、コラボカレーキットのスープの試食会やベ
ジチェック・自律神経チェッカーなど健康チェックが
できるコーナーがあります。
※コロナの感染状況により内容等変更に
　なる場合があります。

☆上野 裕子さんの
　「淡く可愛いミニブーケinハーバリウム教室」
日時：3月28日（日）＜第一部＞10：00～11：00
　　　　　　　　＜第二部＞11：30～12：30
定員：各部8名　　参加費：1,000円
内容：淡く可愛い春らしいお花たちを選んでいた
だき、束ねてミニブーケを作りオイルで仕上げ
ハーバリウムにします。さらにもう一つミニブー
ケを作り、丸瓶の飾りを作っていただきます。

アウトドア教室（初心者向け）
「お役立ち知識＆キャンプ飯作り」

と　き：3月28日（日）9:30～13:00頃
ところ：河原城イベント広場
定　員：10名（要予約）
参加費：1,500円
持ち物：動きやすい服装・靴、軍手、雨具等

　初心者でも出来る火おこしやキャンプ飯作り
に加え、いま話題のおしゃれなスウェーデン・
トーチ作りにも挑戦します。

春の進級・進学時期は子どもの非行や犯罪被害に注意！！

八上比売の美肌ワークショップvol.9

と　き：4月4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

　体調が崩れやすい季節の変わり目に、体の巡
りをよくして、乾燥やマスク生活からのシミ・シ
ワの改善や小顔効果まである美肌マッサージを
体験します。心身共にリラックスして元気に春を
迎えましょう！

特別展示
「古地図と日本の風景写真展」

と　き：3月5日（金）～4月18(日)

　江戸時代から昭和までの鳥取の古地図や、富
士山と桜など日本の風景写真を展示します。お
城でプチ・タイムスリップ体験はいかがですか？

※上記のイベントについて新型コロナの感染状況によ
り中止または延期、内容が変更になる場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。

＜少年相談窓口＞
○東部少年サポートセンター　  0857-22-1574
○中部少年サポートテレホン　  0858-48-1574

○西部少年サポートセンター　  0859-31-1574
○ヤングメール／youngmail@pref.tottori.lg.jp
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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 3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 3月12日（金）
午後1時30分～3時30分

行 政 相 談 3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、尿検査を希望の方 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20分（集合） 河原町コミュニティセンター

血糖値の高めな方22（月） がんばろう会 午前9時30分～11時 河原町老人福祉センター

10（水） 鳥取南部地域
精神障がい者家族教室 午後1時30分～3時 河原町老人福祉センター

6健：R2.7月～8月生まれ
1.6健：R1.7月～8月生まれ3（水） 6か月児健診

1歳6か月健診

＜受付＞
6健：午後1時00分～1時20分
1.6健：午後1時30分～1時50分

用瀬保健センター

3

　寒さの中にも少しずつ春の陽気を感じられるようになりま
した。この1年、保護者の皆さんと一緒に、お子さんの成長を
見守ることができとても嬉しく思います。また、コロナ禍の中
で子育て支援センターの在り方も改めて考えさせられる年で
もありました。至らない事もありましたが、1年間『ほのぼの
広場』に遊びに来ていただきありがとうございました。

●１日（月）～５日（金）
　もうすぐひなまつり。お子さんの健やかな成長を
願って、雛飾りを作りましょう。

雛飾り作り（1週間いつでもでも作れます。）

●１５日（月）～１９日（金）
　お子さんの成長を感じながら、身体測定をしたり、
手形をとって記念に残しましょう。

大きくなったね！（1週間いつでもでも作れます。）

　３月生まれのお友だちを遊びに来られた時、いつで
もお祝いします。　
　お誕生日カードをプレゼントします。

3月誕生会

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。

3月の税金 〈納期限 3月31日（水）〉

国民健康保険料　　　　　　　第10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

可 燃 ご み

ビ ン ・ 缶
白 ト レ ー

可 燃 ご み 小 型 破 砕

小 型 破 砕
ＰＥＴボトル

小 型 破 砕
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

春分の日可 燃 ご み

可 燃 ご み

小 型 破 砕 プラスチック

プラスチック

古紙(河・国)

古紙(八･西･散)

プラスチック

可 燃 ご み

ビ ン・ 缶

ビ ン・ 缶可 燃 ご み

6

11 12

5

13

14 15 16 17

可 燃 ご み 小 型 破 砕 プラスチック
29 30 31

7 8 9 10

41 2 3

18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

3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。
※こまめに換気を行うので、調節しやすい服装でお越しくだ

さい。
※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！！

　コロナウイルス感染予防のため、予約制でのご利用をお願
いしています。また、多人数が集まるのを避けるため、行事は
日にちを固定していませんので、予約状況・行事予定などは
お電話でお問い合わせください。


