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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  3,121人（－４） 　計  6,464人（－10）
女  3,343人（－６） 世帯数 2,473世帯（－９）

令和３年１１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

国英地区コミュニティ施設（国英いこいの丘）竣工式国英地区コミュニティ施設（国英いこいの丘）竣工式
　10月９日（土）国英地区コミュニティ施設の竣工式が行われました。施設の完成を祝い、今在家傘踊り
保存会と三谷手踊り保存会の皆さんによる祝いの踊りが披露され、会場に華を添えていました。月・水・金
曜日（10時～ 15時）には地元の皆さんによりカフェが開設され、200 円でおいしいコーヒーをいただく
ことができます。
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第６回西郷工芸祭第６回西郷工芸祭りり
　10月 30日（土）～ 31日（日）「第６回西郷工芸祭り」が西郷地区公民館で開催されました。訪れた皆さんは、
作家さんとの会話を楽しみながら、じっくり作品を選び購入されていました。外では地元の農家さんの作った野菜
などが販売されました。今回は西郷小学校の児童も参加し、自分たちが作ったお米やさつまいもの販売に一生懸命
声を出し、見事に完売でした。

　昭和 23年（1948 年）国連は第３回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和 25年（1950 年）12月４
日の第５回総会において、世界人権宣言が採択された 12月 10日を「人権デー」と定め、加盟国等に人権の発展を更
に推進するよう呼び掛けています。
　わが国では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和 24年から、毎年 12月 10日を最終日とする１週間（12月４日
～ 10日）を「人権週間」と定め、全国的な人権啓発活動を実施しています。
　なお、河原町では、町内全域への人権啓発メッセージの発信、人権啓発物品の配布等を行います。

地域振興会議第７回南ブロック合同会議につい地域振興会議第７回南ブロック合同会議についてて

（１）鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の策定に
ついて

（委　員）	 今から取り組まないといけない。
（事務局）	 南ブロックは緊急性が高いです。検討組織の作

り方など、教育委員会として様々な支援を行い
ます。

（委　員）	 中山間とまちなかで一律の考え方は反対だ。
（事務局）	 市においても二つ目の柱に「小規模化のみを理

由として一律に学校統合することは適切ではな
い。」と明記しています。小規模特別転入制度も
活用しながらやるというのも一つの方法です。

（委　員）	 人数が少ないと教育が手厚いという考え方もあ
る。現ＰＴＡだけでなく、地域を含めて議論し
ていく必要がある。

（事務局）	 教員が足りないという問題もあります。また、
今は、教員からだけではなく同級生など多様な
他者から学ぶべき時代になってきています。

（委　員）	 統合に向けては、どのような条件があるのか示
してほしい。

（事務局）	 例えば、「スクールバスが確保できるのであれば
統合をして欲しい」ということを組織として教
育委員会の方へ要望していただくこととなりま
す。

（２）過疎地域持続的発展市町村計画について
（委　員）	 過疎債を活用するにはどうすればよいのか。
（事務局）	 地区要望や支所への依頼を行って頂き、担当課

が財政状況などを判断していきます。

10月 21日（木）に開催された地域振興会議第７回南ブロック合同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。

12月４日12月４日～～10日は「人権週間」です10日は「人権週間」です。。

【問い合わせ先】市民福祉課　  ７６－３１１３
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日時：12 月 1 日（水）～12 日（日）　10：00～18：00
入場料：無料
会場：お食事処「二代目村上水産鮮魚部」隣り
因幡ふれ愛ぎゃらりぃ
内容：はんなり・rabbitomo・あゆみるく・mocomoco
さんによる、プリザーブドフラワーアレンジメント
や布小物、パステルアートなど可愛い雑貨がたくさ
ん並びます。

日時：12 月 11 日（土）　15：00～17：00
定員：12 名　　参加費：300 円（保険加入）
内容：春先恒例行事になっている「かわはら春フェ
ス in 霊石山」で一年が始まり、また霊石山で一年が
終えられるように、このたび年納めの霊石山登山を
開催します。春フェスや他の登山ツアーでは普段は
歩くことがない、生産の森～展示林～自然観察道ルー
トを歩きます。山頂では熱々のめかぶ茶の振る舞い
もあります。

日時：12 月 12 日（日）　10：30～11：30
定員：８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：秋・冬の期間は、道の駅交流室で身体を整え
るヨガを楽しみます。

河原城かわら版
特別展示「鳥取城攻め 440 年

　　　　　　　～日本二ツ之御弓矢境」
と　き：開催中～12 月 26 日（日）

体験観光「狩猟罠の見学と猪肉の燻製作り」
　地元猟師さんの実演や加工所見学の後、手作
りの燻製ボックスで猪肉やその他食材の燻製を
作り試食します。
と　き：12月12日（日）９：30～13：00 頃
ところ：弓河内（集合：河原町総合体育館駐車場）
定　員：５名程度（要予約）
参加費：1,600 円
持ち物：動きやすい服装・長靴、軍手、雨具等

ものづくり教室 「クリスマス・リース作り」
　カズラやツタ、木の実やモミの葉など自然素
材で作るオリジナル Xmas リース。お好みでベ
ルやリボン・モールなどのキラキラ素材の装飾
もできます。
と　き：12月19日（日）13：30～15：30
定　員：４名程度（要予約）
料　金：1,000 円（小学生は保護者同伴）

「元旦初日の出は河原城で !!」
　元旦恒例イベント。天守閣から御来光を拝み、
一年の健康と幸福とコロナ退散を祈願！ご家族
やお友達とご一緒に是非お越しください。
　※先着 100 名様に甘酒を無料配布します。
と　き： １月１日（土祝）午前 6：40～12：00

12月の
休館日 ６・13・20・27（月）、29（水）～ 31（金）年末休

開館時間　９：３０～１７：００

【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

handmade 雑貨店

霊石山年忘れ登山

青空YOGA

　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。

『出発前の準備』
〇冬用タイヤへの交換はお済みですか？また、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。
〇気象や道路の情報を確認しましょう。また、給油
をしておけば、渋滞に巻き込まれても安心です。

『走行時の注意事項』
〇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。また、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。

〇積雪のない道路でも、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
もありますので、その手前で十分に速度を落と
しましょう。

積雪等に対する準備の徹底

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら	  85－5331
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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 12月３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 12月10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 12月17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

12

２（木）元気アップ糖尿病予防教室（２日目） 午前９時～ 11時30分 検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

６（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

10（金）南部地域デイケア 午後１時30分（集合） 用瀬保健センター

13（月）てくてく歩こう会 午前９時20分（集合） ウォーキングに関心のある方 河原町コミュニティセンター（集合）

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

＊事業についてのお問い合わせは市民福祉課（ ７６－３１１３）までご連絡ください。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況により、事業の中止又は延期となる場合があります。

　早いもので、今年のカレンダーも残りあと１枚と
なりました。
　大人にとっては気ぜわしい12月も、子どもたちに
とっては楽しみがいっぱいですね。
　体調を崩さないように過ごし、また来年元気に会
いましょう。

12月誕生会
　12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
●７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。

クリスマス会（河原地区公民館共催）
●21日（火）10：00～11：30
　クリスマス会でかぶる帽子を親子で作ったり、楽
しいクリスマス会を行います。
　参加費：１家庭100円　定員：20組
　場所：河原あゆっこ園遊戯室
　参加希望の方は12月14日（火）までに支援セン
ターに申し込んでください。定員になり次第締め切
ります。
　詳しい内容は後日お知らせします。お楽しみに♪

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

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 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
古紙（河・国）

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（八･西･散）

可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ ビ ン・ 缶
PETボトル

年末年始休 可 燃 ご み
（特別収集日）

年末年始休

●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 

1212月　ごみ収集カレンダー月　ごみ収集カレンダー

12月の税金 〈納期限	12月28日（火）	保険料は12月30日（木）〉
固定資産税 第３期分
国民健康保険料 第７期分
介護保険料（普通徴収） 第６期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第６期分


