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　用瀬三昧２０２１フォトコンテストに心に残る素敵な写真
をご応募いただき、有難うございました。厳正な審査の結果、
最優秀作品が決定しましたので、ここに発表いたします。

差別や偏見のない社会へ
2月 26日（土）

　大村地区公民館で、「人権問題研修会」が行われまし
た。参加した 11名は、犯罪加害者とその家族の葛藤や
苦悩を描いた東野圭吾原作の映画「手紙」を静かに鑑賞
し、差別や偏見のない明るい社会の実現のために自分た
ちができることについて改めて考え直していました。

　　　　　　　　　　　　作品名：京の趣
　　　　　　　　　　撮影者：本村　英二さん
　その他入選作品につきましては、鳥取市公式ウェブ
サイト「用瀬町総合支所」ページに掲載しております。
是非ご覧ください。

問い合わせ先　地域振興課　 71-1892
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令和４年３月１日現在（前月比）	人口／1,540人（－2）	男／1,740人（＋１）	女／3,280人（－１）	世帯数／1,313世帯（＋1）

鳥取市

総評　用瀬駅前にある用瀬町観光案内看板に掲載されている
用瀬宿、用瀬アルプスを題材とした「用瀬三昧2021フォト
コンテスト」を実施したところ、20作品の応募がありました。
いずれの作品も用瀬宿の日常や用瀬アルプスの光景などを写
真に切り取ったもので、用瀬の良さを改めて認識できる力作
ばかりでした。審査会では、より広く用瀬の魅力をアピール
できる作品を審査ポイントとして吟味した結果、最優秀賞１
名、優秀賞２名、佳作６名を選出しました。選ばれた作品は、
今後用瀬町観光案内看板に掲示するとともに、市ウェブサイ
トの掲載や支所での展示を予定しております。

用瀬三昧２０２１フォトコンテスト用瀬三昧２０２１フォトコンテスト
最優秀賞が決定しました！最優秀賞が決定しました！

◆最優秀賞◆

6 年生いつも有難う
３月２日（水）

　用瀬小学校で、「6年生に感謝する会」が行われました。
学年ごとに卒業検定クイズや似顔絵プレゼントなどの出
し物があり、卒業を控えた 6年生を楽しませていました。
6年生も在校生に短歌や歌で感謝の気持ちを伝え、学校
をこれまで以上に綺麗にしてほしいと雑巾を贈りました。

用瀬町総合支所だより		４月号		No.2101



【問い合わせ先】　広報室（ 0857 ー 30 ー 8008）・鳥取市用瀬町総合支所地域振興課（ 71 ー 1892）

令和４年４月号から令和４年４月号から
総合支所だよりが変わりまし総合支所だよりが変わりましたた！！

　このたび「市報」と「支所だより」の掲載情報の見直しを行い、支所だよりには、主に地域（支所エリア）
の生活に密着した地域限定の情報を掲載していきます。
　とっとり市報には、毎月「特集」や「ピックアップインフォメーション」、「情報ひろば」に全市域のみ
なさんに読んでいただきたい情報を掲載していきますので、こちらもご覧ください。

　市がお知らせしたい情報や、みなさんが知
りたい情報がしっかりと伝えられるよう、多
様な広報媒体を活用して広報を行っています。
とりわけ、いつでも最新の情報をタイムリー
に入手していただけるよう、情報のデジタル
化を推進しています。※各媒体の詳細を次ペー
ジで紹介しています。

・支所だよりの紙面がＡ４両面２ページになりました。
・支所だよりに掲載していた情報を一部市報に変更しました。

・支所だよりの表題をスリム化するなど新たな紙面デザインに変更しました。
・市報の「まちかどだより」のコーナーに各支所のニュースやイベントの記録などを
　毎月掲載することにしました。※今月号 28～ 29ページ

４月号からの『市報』・『支所だより』の変更点

今後市報へ掲載する項目 市報の掲載箇所

⃝乳幼児健診情報
⃝集団検診情報

☆健康・病院
※今月号10～11ページ

さまざまな広報媒体で情報発信を行っています

主な広報媒体
市報、支所だより、市公式ホームページ、ケーブルテレビ・データ放送、FM鳥取（ラジオ
放送）、日本海新聞記事下広告、市公式 LINE（ライン）・YouTube（ユーチューブ）など
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鳥取市の各広報媒体のお知らせ

ケーブルテレビデータ放送もご覧ください
ケーブルテレビにご加入の方であればどなたでもご利用いただけます。

　鳥取市のさまざまな情報をお送りしています。
ケーブルテレビデータ放送の「FM鳥取」のボタ
ンからも聞くことができます。
▪来ました　元気人！
　毎週月・水曜日 12：15頃～（30分間）
　【再放送】毎週火・木曜日 16:00 頃～
▪深堀り！！シティインフォメーション・トーク！！
　毎週金曜日 12：15頃～（20分間）
　【再放送】毎週土曜日 10:20 頃～
▪鳥取シティインフォメーション
　毎日朝・夕放送（５分間）
▪鳥取おでかけナビ
　毎週土曜日９：15頃～（15分間）

FMラジオ「FM鳥取（82.5MHz）」

　鳥取市公式 LINE では、市からのお知らせやお
得な情報等をお届けしています。
・市報最新号発刊のお知らせ
・新型コロナ関連情報
・災害等危機管理関連情報
・週末お出かけ（イベント）情報
・食育料理レシピ
・職員募集、保育園入所案内
・各種アンケート調査　など
　お友達登録で、いつでもどこでも最新情報を
チェックできます！

LINE

ケーブルテレビ（CATV）

　市内のニュースやお知らせを伝える市政広報番
組「とっとり知らせたい！」を 30分の番組にまと
めて毎週放送しています。

放送：ケーブルテレビ [デジタル 12ch]
　　　いなばぴょんぴょんネット
日時：毎週金・土曜日
　　　6：00～ 24：00まで毎時 00分放送
　　　※ 12：30、19：30も放送あり

市からの
　お知らせ

… 鳥取市からのイベントや各種案内
が掲載されています。

安 心 安 全 … 防犯・災害などに関する情報を掲
載しています。

交 通 情 報 … 鳥取県内の道路情報・ANAの航空
機運行情報が確認いただけます。

公民館・支所 … 地区を登録すると、公民館などか
らのお知らせが掲載されています。

操作方法
⃝データ放送を表示す
るにはリモコンの
dデータ ボタンを
押してください。

⃝リモコンの上下左右
ボタンで項目の移動
が行えます。

⃝ 決定 ボタンで項目
の選択が行えます。

⃝一つ前の画面に戻る
には 戻る ボタンを
押してください。

※お使いのテレビに
よってボタンの配置
は異なります。

登録は
こちらから!
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　令和４年２月１５日（火）、令和３年度鳥取市農業賞贈呈式
が開催され、深澤市長から受賞者に表彰状が贈呈されました。
この表彰は、鳥取市における農業の発展及び経営改善意欲の
高揚を図るため毎年行っているもので、「地域による営農を推
進するため集団活動に積極的に取り組み、その成果が優秀な
営農組織」を表彰する「優良営農組織」表彰で岡営農組合さ
んが受賞されました。
　なお、今年度農業賞を受賞された岡営農組合の保本勇組合
長と前田勝美副組合長は、同じく優良農業者表彰を受賞の谷
上正樹さん（佐治町）とともに FM鳥取のラジオ番組「来ま
した！鳥取の元気人！！」に出演され、これからの地域農業
などについてリスナーの皆さんに向け熱く語られました。
　岡営農組合さん、おめでとうございます。

おめでとうございます！おめでとうございます！令和 3年度鳥取市農業賞受賞　岡営農組合さん令和 3年度鳥取市農業賞受賞　岡営農組合さん

　「なぜ救急車は遅いのだろう・・・。」
　みなさん、このように感じたことがありませんか？
実は、深い理由があります！！その理由は、傷病
者のことを第一に考えているからです。病態によっ
ては少しの刺激や振動でも容態が悪化することが
あるため、アクセルやブレーキの操作、路面の状
況に気を付けて走行しています。

問い合わせ先　問い合わせ先　八頭消防署用瀬出張所　八頭消防署用瀬出張所　 	87	87--31113111

日頃より、緊急走行へのご協力有難う
ございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

【特別なイベント】
★展示「自閉症の理解のために」★
　自閉症に関する正しい知識の啓発。
　と　き	　3 月 27日（日）～ 4月 10日（日）
　ところ　用瀬図書館内
　主　催　鳥取県自閉症協会

【定例のイベント】
★絵本のじかん★（3歳以上対象）
　と　き　4月17日（日）14：30～14：50
　ところ　用瀬図書館3階おはなしの部屋
★もちっこおはなし会★（小学生以上対象）
　と　き　４月21日（木）15：20～15：50
　ところ　用瀬図書館3階おはなしの部屋
★みんなでイキイキ音読教室★
　と　き　４月27日（水）10：30～11：30
　ところ　用瀬町総合支所	3	階会議室

《休館日》毎週火曜日・毎月最終木曜日
【問い合わせ先】用瀬図書館 87-2702

4 月８日（金）10:00 ～ 12:00
用瀬町民会館

●人権相談日

4 月 18日（月）13:30 ～ 15:30
用瀬保健センター

●心配ごと・行政相談

事前予約電話番号（鳥取年金事務所お客様相談室）事前予約電話番号（鳥取年金事務所お客様相談室）

●年金出張相談所（事前予約）
4 月 19日（火）10：00～ 15：00
智頭町総合センター

  0857-27-83110857-27-8311
（音声案内1番の次に2番を押してください。）（音声案内1番の次に2番を押してください。）

4月11日（月）
受付9:30～11:00
用瀬保健センター
持ち物（持っている人のみ）
…健康手帳、健康診査の結果
71-1894（市民福祉課）

●定期健康相談

ずっと気になっていた・・・ずっと気になっていた・・・
救急車がゆっくり走行する理由救急車がゆっくり走行する理由

　このたびの支所だよりの見直しに伴い、毎月掲載
しておりました下記の記事を掲載終了とさせていた
だきました。長い間ご協力いただき誠に有難うござ
いました。

◆保健師の健康ミニコーナー、けんこうカレンダー
問い合わせ先　市民福祉課　 71-1894
◆子育て支援センターからのお知らせ　
問い合わせ先　もちがせ保育園　 87-3600
◆俳句コーナー
問い合わせ先　ひなの里句会　 87-2853

支所だより記事掲載終了のお知らせ支所だより記事掲載終了のお知らせ

【問い合わせ先】地域振興課 71-1892

【問い合わせ先】農政企画課 0857-30-8302　産業建設課 71-1896
前田副組合長（左）、保本組合長（中央）、谷上さん（右）
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