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河原町コミュニティ
センター

鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男  3,150人（－７） 　計  6,502人（－12）
女  3,352人（－５） 世帯数 2,483世帯（＋６）

令和３年６月１日現在　（　）は前月比　

水道局
南地域水道事務所
鳥取南地域

工事事務所

「人権の花」贈呈式「人権の花」贈呈式

青色防犯パトロール

　５月26日（水）「人権の花」贈呈式が西
郷小学校で行われました。鳥取地方法務局
人権擁護課長と地元の人権擁護委員さんか
ら、代表の児童に花を植えたプランター、
プラカードなどが贈られました。玄関など
に置かれた花は、花を育てることを通して、
思いやりの心、命の大切さなどの人権感覚
を育成することを願って、児童たちが協力
して育てていきます。

　５月 20日（木）河原支所職員の青色防犯パトロール
実施者研修を行いました。智頭警察署から講師をお招き
し、パトロールの実施方法や心得などを学びました。青
色防犯パトロールは、市職員が民生児童委員の皆さんと
協力して児童生徒が安心して通学できるなど「安全で安
心なまちづくり」の啓発と防犯活動を行うことを目的に、
平成19年から実施しています。
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河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て

（委　員）	林道三滝線の復旧見通しはどうか。
（事務局）	車の通行開始は 10月末ごろを見込んでいま

す。三滝荘の利用は今年度は困難です。
（委　員）	風力発電の計画はまだあるのか。
（事務局）	現在も地元に対し、業者から、事業のお知

らせや地権者に対する交渉があるようです。
（委　員）	西郷地区では、三滝渓や高山の保全など、

景観条例による景観に十分配慮すべきとい
う決議をしている。環境アセスの時にもしっ
かりと意見を述べたいと思っている。

（委　員）	この規模になると国は、洋上で計画してい
る。地域内のコミュニティが崩れないよう
に配慮して対応している。

（委　員）	河原城へ上る道の法面が崩れていて通行止
めだが復旧予定はどうなっている。

（事務局）	まだ崩落する可能性があり、調査に入れな
い状況です。

（委　員）	西郷工芸祭りについてだが、県は共催となっ
ているが、市は後援となっている。市も共
催でもよいのではないか。

（事務局）	この祭りの当初は、県も後援となっていま
した。どのような経緯でそうなったかは分
かりませんが、あゆ祭も市は後援という立
場をとっています。

（委　員）	引き続き、検討してもらいたい。

４月 27日（水）に開催された令和３年度第１回河原地域振興会議の主な意見を紹介します。

鳥取市公式ホームページでも内容を公開しています。

おいしい笹まきできましたおいしい笹まきできました
　６月３日（木）国英地区公民館で、高齢者つどいの会の笹まき作りがありました。笹の巻き方を教え合
いながら、あっという間に300個の笹まきを作りました。調理室ではボランティアの皆さんが、昼食作り
を行いながら笹まきを蒸し、忙しそうでした。参加者もボランティアの皆さんも和気あいあいとし、とて
も楽しそうでした。
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７月のゆるゆる田舎塾

日時：７月18日（日）８：30～ 15：30
定員：14名　　参加費：4,500円（保険付き）
内容：地元で長く信仰のお山として親しまれてきた、
八頭町船岡の丸瀬山で願掛けトレッキングを楽しん
だ後は、麓の竹林公園でリストラティブヨガなど２
種類のリラックスヨガを満喫していただきます。

日時：７月４日（日）10：30～ 11：30
定員：12名（当日参加可能）
参加費：ヨガのみ500円、えばこGOHANさんのラン
チBOX付き1,300円（要予約）
内容：千代川水辺プラザを会場に、千代川の清流を
身近に感じながら身体を整えるヨガを楽しみます。

日時：７月31日（土）8：00～ 14：00
定員：15名　　参加費：2,000円
内容：清流の音を足下に感じながら、かつてのトロッ
コ道を活かした平坦で歩きやすい中国自然歩道を散
策します。花木の特性や植物の暮らしなどについて、
専門の先生の解説を聴きながら、夏の植物観察を楽
しみましょう。
※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。

河原城かわら版
特別展示・夏休み企画

　『切り絵展～神話の神々』
　鹿野町在住のグラフィックデザイナー紙原四
郎氏の、古事記の「稲羽の素兎」や「ヤマタノ
オロチ退治」などをはじめとした神話の名場面
の数々を大胆な構図で描いた切り絵展です。
と　き：７月４日（日）～８月29日（日）

第13回　★かわはら七夕まつり★
　町内の幼稚園、小学校、福祉施設その他のみ
なさんの願いが込められた短冊が河原城を彩り
ます。河原の澄んだ星空を見上げながら夕涼み
にお越しください。ご来場者用の短冊もご用意
しています。
と　き：７月４日（日）～８月９日（月）
ところ：河原城大手門周辺～正面玄関

「手摘み紅茶でティータイム・
オリジナル紅茶を作ろう！」

　地紅茶の発案者で第一人者・日本紅茶協会の
藤原さんの指導で、茶摘みから始める香り豊か
な紅茶作りです。手作りケーキのおやつ付で楽
しいティータイムをご一緒に！（当日作った紅
茶はお持ち帰り用です）
と　き：７月25日（日）9：00～ 12：00頃
集　合：用瀬町コミュニティセンター駐車場
参加料：1,500円　定員：５名（要予約）
持ち物：動きやすい服装・靴、帽子、軍手、

タオル、飲み物、雨具など
※新型コロナの状況で、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、あらかじめご了承頂きま
すようお願い申し上げます。

７月の休館日 ５・12・19・26（月）

開館時間　９：３０～１８：００

【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

☆丸山 ユキさんの「issing ステンシルペイントで
　Ｔシャツ（バッグ）作り教室」
日時：７月10日（土）	 ＜第一部＞13：00～ 15：00
	 ＜第二部＞15：00～ 17：00
定員：二部とも各10名　　参加費：1,100円
内容：絵柄を切り抜いた型をお好みで布に重ねてイ
ンクを押し当て、絵柄を布に写すステンシルペイン
トを楽しむ教室です。当日は、用意されたＴシャツ
やバッグの中から自由に選べます。

夏のウェルネストレッキングツアー in丸瀬山

青空YOGA

植物ハカセ雄ちゃんのおさんぽ倶楽部

　夏休みは子どもたちがたくましく成長する反面、開
放感や気のゆるみから生活が乱れて、万引きなどの非
行、家出やSNSの利用で犯罪被害に遭う可能性が高い
時期です。
　子どもたちを健全に育成するためにも保護者、地域
の皆さんに次のことについて、ご協力をお願いします。
　≪保護者の皆さまへ≫
・学校のきまりを守り、規則正しい生活をさせてく
ださい。

・子どもと話すことで、気持ちを理解し、SOSのサ
インを見逃さないでください。

・飲酒、喫煙や夜間の不要な外出をさせないでくだ
さい。

・子どもが使用するスマートフォンなどは、家庭で

ルールを決めて使用させ、フィルタリングの利用
を含むペアレンタルコントロールを行うなど保護
者が管理してください。

　≪地域の皆さまへ≫
・少年に対する挨拶など「声かけ」を行い、地域全
体で子どもたちを育みま
しょう。

・深夜はいかい、暴走行為な
どをしている少年を見かけ
たら、最寄りの警察署など
に連絡してください。
◎　非行、犯罪被害やイジメ
に関する相談は、最寄りの
警察署にお願いします。

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら	  85－5331

夏休みの少年非行・犯罪被害防止のために
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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 ７月２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

人 権 相 談 ７月９日（金）午後1時30分～ 3時30分
老人福祉センター 人権擁護委員

行 政 相 談 ７月16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

７月の税金 〈納期限８月２日（月）〉
固定資産税 第２期分
国民健康保険料 第２期分
介護保険料（普通徴収） 第１期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第１期分

　暑い日が多くなって来ましたね。本格的な夏もす
ぐそこまで来ているようです！
　今月は、外気温等の様子をみながら、感染予防の
ため少人数・短時間にはなりますが、水に触れて遊
べたらいいなと思い準備をしています。

７月誕生会
　７月生まれのお友だちが遊びに来られた時、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。

七夕飾りを作ろう
７月１日（木）～７日（水）
　（遊びに来られた時に、いつでも作れます！）
暑い日には水に触れてあそびましょう（午前中）

　支援センターの前で水遊びをします。水の感触を
楽しみましょう♪
※水遊びは少人数ずつ順番に行います。水、おもちゃ
はその都度入れかえます。（着替え・タオル・お
茶などの準備をお願いします)

　予約制でのご利用をお願いしています。
　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。
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：９：00～ 15：30
子育て相談（電話・面接）
　開 園 日：毎週月曜日～金曜日
　開園時間：10：00～ 15：30　※祝日はお休みです。

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 可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ 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

可燃ごみ プラスチック 可燃ごみ白トレー
古紙(河・国)

海 の 日 スポーツの日

可燃ごみ 小型破砕
ＰＥＴボトル

プラスチック
古 紙(八･西･散)

可燃ごみ ビン・缶
白トレー

●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。

     １ ２ ３  

 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31 

７月　ごみ収集カレンダー７月　ごみ収集カレンダー

月 日（曜日） 行事名 時　間 対　象 場　所

７

2（金）南地域デイケア 午後１時30分（集合） 用瀬保健センター
5（月）定期健康相談 午前９時30分～ 10時30分 血圧測定、尿検査など希望者 河原町老人福祉センター

6（火）
集団検診
【肺がん・大腸がん・子宮がん・
乳がん・骨粗しょう症予防検診】

午後１時～３時（受付） 河原町、用瀬町、佐治町の人 用瀬保健センター

7（水）６カ月児健診１歳６カ月健診
＜受付＞
６健：午後１時～１時20分
1.6健：午後１時30分～１時50分

６健：R２.11月～12月生まれ
1.6健：R元.11月～12月生まれ 用瀬保健センター

9（火）
集団検診
【特定健診・胃がん・肺がん・大
腸がん検診・肝炎ウイルス検査】

午前８時～ 10時（受付） 散岐地区の方 散岐地区公民館

12（月）てくてく歩こう会 午前９時30分（集合） ウォーキングに関心のある人 河原町コミュニティセンター
14（水）３歳児健診 午後１時～１時30分（受付）Ｈ30.４～６月生まれ 用瀬保健センター

16（金）
集団検診
【特定健診・胃がん・肺がん・大
腸がん検診・肝炎ウィルス検査】

午前８時～ 10時（受付） 国英地区の方 国英地区公民館

20（火）集団検診
【特定健診・胃がん・肺がん・大
腸がん検診・肝炎ウィルス検査】

午前８時～ 10時（受付） 八上地区・河原地区の人 河原町コミュニティセンター21（水）

26（月）がんばろう会 午前９時30分（集合） 健診で血糖値が高いと言われた人 河原町老人福祉センター

27（火）
集団検診
【特定健診・胃がん・肺がん・大
腸がん検診・肝炎ウィルス検査】

午前８時～ 10時（受付） 西郷地区の人 西郷地区公民館

27（火）２歳児歯科健診・フッ素塗布 午後１時～１時15分（受付）R元.６～８月生まれ 用瀬保健センター

30（金）
集団検診
【子宮がん検診、乳がん検
診、骨粗しょう症予防検診】

午後１時30分～２時30分（受付）

子宮がん検診：20歳以上の女性
乳がん検診：
　40歳以上の女性（２年に１回）
骨粗しょう症予防検診：
　25歳以上の女性

河原町コミュニティセンター

＊今年度の集団検診は全会場予約制です。詳細については、支所だより６月号をご覧ください。
＊駅南庁舎（健康・子育て推進課）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

ほのぼの広場（河原あゆっこ園）に遊びにきてください。


