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　JR 浜村駅と東側の踏切を結ぶ市道勝見浜村線の拡幅工事が６月30日に完了しました。これは安心安全で魅力あ
るまちづくりを目指す都市再生整備計画に基づき実施されたもので、今回の工事により車両のすれ違いが容易にな
り安全に通行できる道路になりました。工事期間中はご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

気高町総合支所だより 2
No.
021

月 2028

鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	 4,013人（＋１）	　計	 8,314人（－９）
女	4,301人（－10）	世帯数	3,317世帯（－２）

令和３年７月１日現在（　）は前月比　

第１回浜村地区活性化委員会の様子

　７月２日（金）、気高町総合支所で第
１回浜村地区活性化委員会が開催されま
した。はじめに会長の互選を行い、山本
正信さん（きらり☆浜村まちづくり協議
会）が選出されました。委員会では昨年
度完成した「グランドデザイン」をもと
にして、いつまでも安心して暮らし続け
ることが出来るまちづくりを目指し、具
体的な「実施計画」を検討していきます。
浜村地区のみなさま、ご協力をよろしく
お願いします。

安心して暮らし続けられるまちへ  

JR 浜村駅への道路が拡がりましたJR浜村駅への道路が拡がりました
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支所・主な施設への直通電話

地域振興課　 82-0011
産業建設課　 82-3154
鳥取西地域
工事事務所　 82-3155
気高図書館　 37-6036
気高人権福祉センター　 82-3363
浜村保育園　 82-0101

市民福祉課　 82-3170
教育委員会事務局
気高町分室　 82-3158
鳥取市西部地域
包括支援センター　 30-7780
気高児童館　 82-2632
気高町コミュ
ニティセンター　 82-1411
ひかり保育園　 82-0508

※夜間・休日に支所にご用のある方は	 82-0011へ
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　鳥取県人権擁護委員連合会では、国民の人権擁護と
人権思想の普及高揚に貢献された人権擁護委員に、そ
の功績を讃え、表彰を行っています。このたび、町内
で活動している加山俊則さんが受賞され、表彰状が贈
呈されました。
　活動を始めて今年で10年目を迎えた加山さんは「人
権相談や人権の花運動など、日々の活動が今回の表彰
につながった。今後も可能な限り、委員を続けて、町
内外問わず、人権擁護委員の活動の周知と、人権のこ
とで困っている方の力になっていきたい」と話されて
いました。

　６月７日（月）、気高町総合支所で、令和３年河川
功労者表彰の伝達式が行われました。
　公益社団法人日本河川協会では、河川愛護活動に関
し特に顕著な功績のあった団体・個人に対し、その功
績をたたえるため毎年表彰を行っています。
　勝見自治会は、昭和４０年以前から集落内を流れる

「勝見川」「大澤川」の除草・浚渫・ごみ拾いを行って
おり、河川美化・河川愛護活動に貢献されています。
　新型コロナウイルス感染症予防のため、東京で行わ
れる表彰式が中止となったため、気高町総合支所長が
表彰状の伝達を行いました。

人権擁護委員　加山俊則さん
鳥取県人権擁護委員連合会表彰 受賞

河川愛護活動をたたえ
「令和３年河川功労者表彰」を受賞

　「けたかスポーツクラブ」では、「だれでも、楽しく、気軽に」参加できるスポーツ教室、サークル活動を行ってい
ます。個人はもちろん！友達と、家族で、いろんなスポーツにチャレンジしてみませんか？

★気高スポーツクラブ一覧　「お気軽にお申し込みください」★
ミニバスケットボールクラブ 対象：小学生～中学生 バレーボールクラブ 対象：高校生～一般

毎週 日曜日 午後４時～７時
会　場 勤労者体育センター

毎週 火・木・土曜日　 午後８時～ 10時
会　場 気高町トレーニングセンター

ジュニアバレーボール教室 対象：園児～中学生 バウンドテニス 対象：幼児～一般

毎月 第２月曜日 午後７時～９時
会　場 気高町トレーニングセンター

毎週 火・金曜日 午後２時～４時
会　場 勤労者体育センター

ソフトテニスクラブ 対象：小学生～一般 バトミントンクラブ 対象：幼児～一般

毎月 第１・第３・第４月曜日 午後７時30分～９時
会　場 気高町トレーニングセンター
初めての方でも気軽に参加してください。
親子での参加も大歓迎です。

毎週 日曜日  午後８時～ 10時　 
会　場 気高町トレーニングセンター
毎週 木曜日  午後８時15分～ 10時
会　場 勤労者体育センター

◎各教室、クラブに参加するためには年間登録費（１人1,000円）が必要です。
◎スポーツ安全保険（財団法人スポーツ安全協会、加入は任意です）
　一般（高校生以上64歳以下）1,850円、中学生以下800円、シニア( 65歳以上 ）1,200円

【申し込み、問い合わせ先】　けたかスポーツクラブ事務局　（教育委員会気高町分室内）
82-1411（気高町コミュニティセンター）または 82-3158（気高町分室）
82-1067　 kt-kyoiku@city.tottori.lg.jp

会員募集！！ 2021 年度けたかスポーツクラブけたかスポーツクラブ
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８月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036８月の予定
と　き 行事名 対　象

８日（日） 14：30 ～ 15：00 おはなしの時間 3 歳以上の子ども

20 日（金） 10：30 ～ 11：30 だっこのおはなし会
& 子育て聞いちゃおコーナー

0・1・2 歳の幼児と保護者、プレママ、
プレパパ

22 日（日） 14：30 ～ 15：00 おはなしの時間 3 歳以上の子ども

※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。 【８月の休館日】３日・10 日・17 日・24 日・26 日・31 日
※講座・音読会・おはなし会は、コロナウイルスの影響で開催中止になる場合があります。

【開園時間】 毎週月 ~ 金曜日の 9：00~15：30
　　　　　　（12：00~13：00 を除く）
　　　　　　※子育て相談は 9：00~16：00

８月の行事
と　き 行事名

２日（月）~
20日（金）

水遊び・プール遊び
持ち物：水着または水遊び用の紙パンツ、
　　　　着替え、タオル、お茶
※天気の良い日のみ

（13日(金) ～ 16日(月)は行いません。）

６日（金）
10：00～

発育測定・子育て相談
※母子健康手帳をご持参ください。

17日（火）
11：00～

お誕生会
８月生まれのお友だちを一緒にお祝い
しましょう。

※場所はいずれも子育て支援センターです。
【問い合わせ先】
子育て支援センター （ 浜村保育園内 ） 82-0120

子育て支援センター 気高人権福祉センター ８月の予定
と　き 行事名

５日（木）
13：30 夏休み絵画教室②

６日（金）
13：30

いきいき元気講座
「思いどうりの美顔をつくるフェイシャルケア」

28日（土）
９：30

【講話と料理】
多文化を知ろう ~台湾ってどんな国！？~

※場所はいずれも気高人権福祉センターです。
※詳細はセンターだよりをご覧ください。

【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 82-3363

と き １日（日）10：00～ 15：00
場 所 気高図書館　２階　会議室
相 談 例 相続・遺言、許認可申請、

ご近所トラブルなど
（※相談無料・予約不要・秘密厳守）

【問い合わせ先】
鳥取県行政書士会事務局　 24-2744

西地域行政書士無料相談会 ８月

と　き 事業内容 場　所
４日（水） 個別通知をご確認ください 6か月児健診　対 令和２年12月・令和３年１月生

気高保健センター

５日（木） 10：00 ～ 11：30 キラリ☆えがおの会
10 日（火） 10：00 ～ 11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会
18 日（水） 個別通知をご確認ください １歳６か月児健診　対 令和元年12月・令和２年１月生
24 日（火） 10：00 ～ 11：30 育児セミナー（１）※

31 日（火） 10：00 ～ 11：30 育児セミナー（２）※

※「育児セミナー」はいずれも、令和２年４月～令和３年３月生の子どもの子育てにかかわる方が対象です（要予約）。【問い合わせ先】市民福祉課　  82-3170

対…対象

図書館の中を歩いて本にまつわるクイズに答えてみよう！
挑戦者には、図書館マスターの認定証とミニプレゼントを贈呈
対　象 （初級）小学生以下　（中級・上級）小学生のみ

　　　　※各級先着 30 名（予約不要、定員になり次第終了）

めざせ！

図書館マスター
！！

図書館マスター
！！
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

さわやかな早朝にみんなで体を動かしましょう！

と　　き ８月８日(日)

と こ ろ ヤサホーパーク（浜村砂丘公園）

体操開始

朝６時30分（１時間程度）
受付６時から
※雨天中止（中止の場合は鳥取市公式ウェ

ブサイトに掲載。）

参 加 者
どなたでも（申込・参加費不要）
※小さなお子さんは必ず保護者が同伴して

ください。

【問い合わせ先】青少年育成気高町地区協議会事務局
（教育委員会気高町分室内）　 82-0011

　主に通勤・通学や通院・買い物などに利用される「気
高循環バス」は、特に高齢者の方や学生には必要不可
欠なものです。しかしながら、自家用車の普及等によ
り利用者が減少してきており、採算の取れない路線が
廃止や減便となっています。
　今後も利用者の減少が続けば、減便等を検討せざる
を得ない状況となります。
　自家用車を利用している方も将来運転が出来なくな
るなど、自家用車の利用が難しくなるかもしれません。
　月数回でもバスを利用するライフスタイルへ転換し
ていき気高循環バスを利用する機会を増やしていきま
しょう。

【問い合わせ先】産業建設課　 82-3154

ヤサホーパークのてっぺんで
みんなでラジオ体操

気高循環バスを利用しましょう

　７月13日 ( 火 )、町内で交通安全の啓発が行われ
ました。これは、12日から21日までに実施された「夏
の交通安全県民運動」に合わせて行われたものです。
当日は、交通指導員など11名が町内の高齢者宅を訪
問したり、エスマート浜村店前とウェルネス気高店
前で、「飲酒運転や過労運転をしないこと」「歩行者
への思いやり運転を心がけること」などを呼びかけ
ました。

安全運転お願いします

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記事
の内容が変更となる場合があります。最新の情報は、
鳥取市公式ウェブサイトか、各施設・問い合わせ先
にご確認下さい。

９日 (月 )
振替休日

宝木・瑞穂・酒津地区  可燃ごみ
※小型破砕ごみは収集しません

※詳細は支所だより３月号付録の「令和３年度ごみの収
集計画表」でご確認ください。

※また、鳥取市ウェブサイトに毎月の収集カレンダーが
掲載されていますので、ご利用ください。

【問い合わせ先】市民福祉課　 82-3170

８月祝日のごみ収集

８８月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

２日（月）
13：00 ～ 16：00

行政相談
気高町総合

福祉センター人権相談
13：30 ～ 15：30 見えづらさ相談

【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

　気温が高くなると、細菌の活動が活発になり、細菌
を原因とする食中毒が多く発生します。食中毒予防の
三原則「細菌をつけない、増やさない、やっつける」
に留意しながら、
・調理を始める前にはよく手を洗い、包丁やまな板は

一度熱湯で殺菌してから使う。
・調理した後の食品は、室温で長く放置しない。
などに注意して、食中毒を予防しましょう。

　鳥取県内で詐欺の電話が多数発生しています。
　市役所職員を名乗り、「保険料の払い戻しがあります」
などと言ったあと ATM に誘導しお金を振り込ませま
す。市役所職員が ATM の操作をお願いすることは絶
対にありません。
　このような不審な電話があった場合
は、相手にせず、下記までご相談くだ
さい。

【相談先】浜村警察署　 82-0110

食中毒にご注意ください食中毒にご注意ください

その電話、詐欺です！ちょっと
　待って！


