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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  3,145人（－５） 　計  6,494人（－８）
女  3,349人（－３） 世帯数 2,483世帯（±０）

令和３年７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

　６月30日（水）、河原町総合支所で寺坂市議

会議長より叙勲伝達が行われました。北尾さん

は平成３年４月の河原町議会議員選挙に当選以

来、連続３期12年にわたり在職され、地方自治

の発展に大きく貢献されました。議員として、

行財政改革・国民健康保険・介護保険制度の導

入などに尽力され、主に社会福祉の向上などの

功績が多大であり、このたび内閣総理大臣から

旭日単光章を受章されました。

戸別受信機の回収について
　本年１月末まで使用していた戸別受信機（旧アナログ方式の防

災無線）は、各部落ごとに８月27日まで回収を行っています。（回

収場所については、各部落長に確認してください。）個々で回収場

所に持参していただき、回収袋（箱）に投入してください。なお、

屋外アンテナが設置されている家庭で、撤去希望の調査票をまだ

提出しておられない方は、直接、回収業者（タイヨー通信システ

ム  0857－25－0560）へご連絡ください。

旭 日 単 光旭 日 単 光 章章  受章　  受章　北尾北尾　　進進  さん（小倉）さん（小倉）

おめでとうございますおめでとうございます

きょく じきょく じつ　つ　たん　こたん　こう う しょうしょう きた　きた　お　　　お　　　すすむすすむ



河原町総合支所だより　８月号  No.202 2

河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て

（１）旧本庁舎等跡地の活用について
（委　員）	規模によって組み込める機能が変わってく

る。規模がわからないと機能の絞り込みが
できないのではないか。

（事務局）	すべての機能は網羅できません。今後の財
政見通しも勘案しながら、ワークショップ
や市民アンケートで絞り込んでいきます。

（事務局）	同様の文化施設（福祉文化会館・文化セン
ター）も合わせた文化施設のあり方につい
ては、委員会を立ち上げて検討しています。
今現在はそれらと切り離した形で議論して
いますが、今後は、この文化施設のあり方
の検討の進展具合により連動させることも
あります。

（委　員）	まちなかの駐車場の数は少ない。鳥取は車
社会のため、市役所本庁舎は無料化したほ
うが周辺活性化につながる。当面は駐車場
や広場等にして、後々必要に応じて施設を
建てるという考え方もある。

（委　員）	人口が減っていく中で、必要な施設の規模
などを考えていく必要がある。

（事務局）	本市では、学校や公民館、文化施設など公共

施設の「公共施設再配置基本計画」を策定し、
施設の「選択と集中」を行い、公共施設を
29％減らすという目標を掲げています。

（２）新市域振興ビジョンについて
（委　員）	地区公民館の指定管理を地元（地域）が請

け負うことを市として進めていくというこ
とか。

（事務局）	そうではありません。地域によって考え方
が様々ですので、あくまで地域の方で希望
された場合ということになります。まち協
と公民館の補助金の一括交付制度は進めて
いきます。

（委　員）	学校統合のことは記載しないのか。
（事務局）	まだ方向性が決まっていませんので、記載

は考えていません。
（委　員）	「河原町の未来を語る会」でも昔からいろい

ろと活動をされておられるが、「青谷学」や
鹿野地域の「荒鷲科」が出来たように、目
に見える形での成果があるとよい。

（事務局）	校長会など機会を設けて検討してみたいと
思います。

５月 31日（月）に開催された令和３年度第２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。

夏バテしない生活習慣を！夏バテしない生活習慣を！
　暑い日が続きますが、「身体がだるい」、「食欲がない」など夏バテの症状は出ていま
せんか？
　夏の暑さがきっかけで起こる自律神経の乱れが直接的な夏バテの原因ですが、暑さ
による食欲低下が引き起こす体力低下や栄養不足、また熱帯夜による睡眠不足や脱水
なども夏バテの原因となります。

対策１　エアコンの使い方を工夫する
・室内外の温度差が５℃以上になると自律神経が乱れやすくなるため、設定温度は 25 ～ 28℃を目安と

しましょう。
・エアコンの風が直接当たらないように風向きを調節しましょう。上着を羽織る、
　ひざ掛けを使うなど工夫し、体温を調節するのもよいです。

対策２　疲れを残さない睡眠
・寝る 30 分～ 1 時間前にぬるめのお風呂でリラックスしましょう。
・暑くて寝苦しい時はひんやりとする冷却シートや冷感シーツなどを利用しましょう。
・対策１を参考にエアコンを上手に使い睡眠環境を整えましょう。冷房で体を冷やしすぎると体温が上が

りにくいため、体が動くスイッチが入らず、起床時のだるさの原因につながります。

対策３　必要な栄養補給で体力をつける
・冷たい飲み物や食べ物をとりすぎないようにしましょう。暑さのため冷たいものを選びがちですが、と

りすぎると胃腸を弱めてしまうこともあり体力ダウンにつながります。常温や温かい飲み物も飲むよう
にし胃腸を守りましょう。

・食欲を増進させる食材、料理を摂りましょう。しょうがや大葉などの香味野菜の活用はおすすめです。
カレーなど香辛料を利かせた料理も食欲増進に効果的です。

【お問い合わせ】市民福祉課　  ７６－３１１３
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日時：８月22日（日）　11：00～ 16：00
定員：20名　　参加費：お手軽アウトドアクッキン
グ体験のみ800円、その他は無料
内容：アウトドアスポーツショップの代表をお迎え
して、「新しいアウトドアスタイル発見！！」をテー
マに各種コーナーを設けます。アウトドアビギナー
さんのお困りごとのアドバイスをするアウトドアギ
ア展示・相談会のほか、クラウドファンディングで
も大好評だった肉鉄板や鳥取カレーキットを使った
調理を楽しんでいただきます。今話題のノルディス
クテントもやって来ます。

※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。

河原城かわら版
おうち時間club「フルーツ＆ハー
ブの手作りアイス」
　季節のフルーツとハーブを使った、ちょっと贅
沢なアイス作りで楽しいおうち時間を過ごそう！！
と　き： ８月９日（振休月）13：30～ 15：00
ところ：青谷ようこそ館 
定　員：５名程度（要予約）
参加料：1,500円
持ち物：エプロン、タオル、飲み物等
八上比売の美肌ワークショップvol.10
　夏のお疲れ肌を癒すハーバルバス（ハーブの
手浴）で心も素肌もリフレッシュ！美肌グッズ
プレゼント。
と　き： ８月28日（土）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）
参加料：800円
スピリチュアル・トレッキング
「かわはらの石神さまに会いに行く!! 」

　曳田川に沿って点在する巨石や奇岩群、神話・
民間伝承の伝わる石神さまを見てまわります。
と　き： ８月29日（日）8：30～ 12：00
ところ：河原町内
　　　　（集合：河原町総合体育館駐車場） 
定　員：10名程度（要予約）
参加料：500円（資料、おやつ、保険）
持ち物：スニーカー、長袖・長ズボン、飲

み物、雨具等
※新型コロナの状況で内容変更の場合がございます。

８月の休館日 ２（月）・10（火）・16・23・30（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

MEETS  OUTDOOR

日時：８月３日（火）　19：30～（※詳細については
事務局までお問い合わせください）
定員：10名　　参加費：無料
内容：月替わりで、地域づくりのリーダーとして活
躍していらっしゃったり、アイディアで地域活性化
や店舗づくりに取り組んでいらっしゃったりする先
輩方をお招きして、貴重なお話や意見交換を足掛か
りに、今後の道の駅や地域の在り方を模索します。
第２回目のゲストは、勝部地域まちづくり協議会会
長の長谷川正昭さんをお迎えします。

日時：８月28日（土）　18：00～ 21：20
定員：12名　　参加費：1,000円
内容：妖怪の町在住の怪談師・神原リカさんとご一
緒に鳥取市内にある怪スポットを回って、そのいわ
れや歴史などを学びます。その後、神原さんによる
怪談会をごゆるりとお楽しみください。歴史の闇を
探る旅へようこそー。

みちのえき寺子屋Cafe vol.2 「今こそ話そう！
経済のこと、地域づくりのこと、これからのこと」

肝試しナイトツアー　闇を覗く時、
闇もまたこちらを覗いているのだ

　夏の行楽期及び旧盆期は、観光や帰省等により交
通量が増加し、交通渋滞が発生します。また、この
時期は、子どもの動きが活発になります。
　交通事故を防止するため、次のことを守って、安
全運転に努めてください。

【車を運転される方へ】
○暑さや疲労による漫然運転の危険性が高まりま

す。こまめな休憩を取って運転しましょう。
○急な飛び出しや不用意な横断など、危険な行為

に注意し、子どもの安全を守る運転を心掛けま
しょう。

○横断歩道手前では減速し、横断しようとする歩
行者がいるときは、一旦停止し、歩行者の横断

を優先しましょう。
○夜間走行するときは、ハイビームを有効に活用

しましょう。
○飲酒運転は絶対にしないでください。

【歩行者・自転車利用の方へ】
○道路を横断するときは、必ず

左右の安全を確認しましょう。
○夕暮れ時・夜間の外出時は、

反射材用品を着用し、自転車
はライトを点灯しましょう。

○自転車を利用する時はヘル
メットを着用し、ルールを守
りましょう。

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら	  85－5331

夏の行楽期及び旧盆期における交通渋滞緩和及び交通事故防止
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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 ８月６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 ８月６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 ８月20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

月 日（曜日） 行事名 時　間 対　象 場　所

8

2（月）定期健康相談 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

5（木）南部地域デイケア １3時30分～ 15時 用瀬保健センター

17（火）離乳食講習会（こんにちはの会） 13時～ 13時20分（受付） ３～７か月児とその保護者の方 用瀬保健センター

23（月）がんばろう会 ９時30分～ 11時 健診等で血糖値が高かった方 河原町コミュニティセンター

24（火）
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】

13時30分～14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

25（水）精神障がい者家族教室 13時30分～ 15時 河原町コミュニティセンター

＊８月24日（火）に実施する子宮がん、乳がん検診の予約受付中です。予約がまだの方は市民福祉課（ ７６－３１１３）までご連
絡ください。

　青いお空のキャンパスに白い入道雲が浮かんでい
ます。夏本番です！寝苦しい日が続いたり、冷たい
物ばかりほしくなったりと体調を崩しがちなこの時
期ですが生活リズムを整え、元気に過ごし、暑い夏
を乗り切りたいですね。

８月誕生会
　８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。

保健師による育児相談と発育測定
●３日（火）９：45～（１部）、11：00～（２部）
　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。

キラキラボトルを作ろう☆
●17日（火）～ 19日（木）（午前中）
　ペットボトルにビーズやスパンコールなどを入れ
てオリジナルのキラキラボトルを作りましょう。

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 小型破砕 プラスチック 可燃ごみ ビン・缶
白トレー

山 の 日 振 替 休 日 可 燃 ご み
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 小型破砕
乾電池・蛍光管

プラスチック
古紙(河・国)

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
古 紙(八･西･散)

可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ 小型破砕

●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 

８月　ごみ収集カレンダー８月　ごみ収集カレンダー

８月の税金 〈納期限８月31日（火）〉
市県民税 第２期分
国民健康保険料 第３期分
介護保険料（普通徴収） 第２期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第２期分


