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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	 3,989人（±０）	　計	 8,268人（±０）
女	 4,279人（±０）	世帯数	3,320世帯（＋８）

令和３年11月１日現在（　）は前月比　

　11月7日(日)、古民家アトリエ　クオーレ・トゥリー（旧オア　11月7日(日)、古民家アトリエ　クオーレ・トゥリー（旧オア
シス宝木）で、「宝木てくてくマーケット」が開かれ、秋晴れのシス宝木）で、「宝木てくてくマーケット」が開かれ、秋晴れの
空のもと、子どもから大人まで多くの人で賑わいました。空のもと、子どもから大人まで多くの人で賑わいました。
　イベントを主催した「まちのわ宝木」は、地域の賑わいが失わ　イベントを主催した「まちのわ宝木」は、地域の賑わいが失わ
れつつあると感じた地元住民が立ち上げたもので、宝木地区のおれつつあると感じた地元住民が立ち上げたもので、宝木地区のお
すすめスポットの発信や子どもと大人が一緒に楽しめる場所づくすすめスポットの発信や子どもと大人が一緒に楽しめる場所づく
りなど、まちの「輪」をつなぐ活動をできることから少しずつ行っりなど、まちの「輪」をつなぐ活動をできることから少しずつ行っ
ています。ています。
　その一環として行われた今回のイベントには、地元で採れた野　その一環として行われた今回のイベントには、地元で採れた野
菜や地域住民の作ったパンやお菓子、手作り小物の出店や、ワー菜や地域住民の作ったパンやお菓子、手作り小物の出店や、ワー
クショップの開催など、参加者からは「久しぶりに地元でこんなクショップの開催など、参加者からは「久しぶりに地元でこんな
イベントが開催されてうれしい」「こういうイベントを定期的に開イベントが開催されてうれしい」「こういうイベントを定期的に開
催してほしい」という声が聞かれました。催してほしい」という声が聞かれました。

　「まちのわ宝木」代表の柴
しば

田
た

詩
し

緒
お

さんは、「幅広い年代の方々に来ていただけ
たのが一番嬉しかったです。地域の方のたくさんの笑顔で溢れ、私たちも元気
をいただきました。今後も、たくさんの繋がりや和(輪)を大切に、明るいまち
づくりをめざして、私たちにできることから少しずつ活動していきたいです」
と話しておられました。

宝木てくてくマーケット宝木てくてくマーケットみんなの笑顔が
集まる場所に！

編集・発行　気高町総合支所	地域振興課　鳥取市気高町浜村282-1
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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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歴史講座開講歴史講座開講

　これは、「地域おこし協力隊」の募集に向け、効果的
な「地域おこし」の担い手の発掘や退任後の隊員の定住・
定着率の向上のために、参加者に地域ならではの体験等
を通して住民と交流し気高地域の魅力を知ってもらうこ
とを目的として実施したものです。

　ツアーには東京在住の女性が参加し、浜村温泉街を中
心とした気高町内のまち歩きや農業体験（しょうがの収
穫）などを通して、気高町の魅力に触れるとともに、地
域の抱える課題について真剣に考えていました。

　11 月 13 日 ( 土 )、鳥取市教育委員会事務局気高町分
室主催の「歴史講座（全 4 回）」が開講しました。毎年、
人気のこの講座は、気高町をはじめ、鳥取市西地域や県
内の歴史などについて、講師を招いてお話をしていただ
いています。
　第 1 回のこの日、濵田英一さんを講師に迎え、「鳥取
県の神話と伝説　白兎神話と羽衣伝説」と題して、お話
をしていただきました。そのうち、神話「因幡の白兎」
のお話では、『古事記』や『因幡国風土記逸文』に載る
ウサギとワニについての解釈や、神話に関連する場所な
どが紹介され、参加者は熱心に耳を傾けていました。

　浜村小学校は本年度、鳥取地方法務局主催「人権の花運動」の指定校であり、花を育てることで思いやりの心も育
て人権の尊重につなげようと、全校児童でたくさんの花を育ててきました。また、この運動の一環として、10 月 19
日（火）に浜村小学校の 4 年生のクラスで「人権教室」が行われ、授業に参加された人権擁護委員の加山俊則さんに
お話を伺いました。

22～24
「鳥取市気高町“おためし”地域おこし協力隊「鳥取市気高町“おためし”地域おこし協力隊
　　～２泊３日気高地域体験ツアー～」を実施しました。　　～２泊３日気高地域体験ツアー～」を実施しました。

　人権擁護委員として、授業に参加させていただ
きました。授業の題材は、「近所のお年寄りを気遣
う、児童の見守り行動」について考えるもので、
子どもたちは「どうやって声をかけようかな」「相
手がしてほしいことは何だろう」と考え、自分の
想いを発表していました。また、人権擁護委員と
して、「人権とは何か」や「人権擁護委員はどんな
ことをしているのか」、「困ったことがあったら、
一人で悩まず相談してほしい」と子どもたちにお
話ししました。
　今回、子どもたちが人権について真剣に考える
姿を見て、とても心温まりました。このような人
権教育を通して、子どもたちの思いやりの心がよ
り豊かになることを願っています。

（加山俊則） 子どもたちに人権について話す加山さん

歴史講座開講歴史講座開講令和 3年度

子どもたちの思いやりの心を育てる子どもたちの思いやりの心を育てる「人権教室」「人権教室」
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12 月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-603612 月の予定
と　き 行事名 対　象

４日（土） 14：00～ 15：00 世界にひとつだけの消しゴムはんこを作ろう
どなたでも〔要申込（定員 8名）〕
※ただし小学 3年生以下は保護者同伴

６日（月） 10：30～ 11：10 うたってあそんでわらべうた 乳幼児と保護者〔要申込（定員 8組）〕

12日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

17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

18日（土） 10：30～ 11：30 クリスマスのおはなし会 3歳以上ならどなたでも〔要申込（定員8名）〕

26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。【12月・年末年始の休館日の休館日】7日・14日・21日・28日～2022年 1月4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
12月の行事

と　き 行事名

６日(月) ～ 制作遊び
かわいいクリスマスツリーを作りましょう。

８日（水）
10：30～

子育て講座「子どもと共に子育て親育ち」
※要申込（10組程度）

10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。

14日（火）
10：15～

絵本の読み聞かせ
つくしんぼの会の方によるお話や手遊びを一
緒に楽しみましょう。

15日（水）
11：00～

お誕生会
12月生まれのお友だちを一緒にお祝いしま
しょう。

22日（水）
10：30～

クリスマス会
みんなでクリスマス会を楽しみましょう。
※要申込（10組程度）

※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 12月の予定

と　き 行事名

２日(木)
13：30

「家族介護講座」
人生会議（カードゲーム）

３日(金)
13：30

「いきいき元気講座」
体を温め、免疫力を高める

７日(火)
13：30

「自家製野菜と花づくり講座」
寄せ植え（サークル）

９日(木)
13：30

「家族介護講座」実技
ベッド上の体位変換、着替え等
場所：鳥取社会福祉専門学校（現地集合）

10日(金)
19：00

「人権と福祉のまちづくり講座」
ネット上の人権問題について

14日(火)
13：30

「家族介護講座」実技
車イスへのベッドからの移乗、歩行の介助等
場所：鳥取社会福祉専門学校（現地集合） 

※場所の記載がない行事は気高人権福祉センターで行います。
※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 事業内容 場　所
１日 ( 水 ) 個別通知をご確認ください ６か月児健診　対 令和３年４・５月生

気高保健センター

２日 ( 木 ) 10：00 ～ 11：30 精神障がい者デイケア「キラリ☆えがおの会」

８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２年４・５月生

14 日 ( 火 )
10：00 ～ 11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会

13：30 ～ 15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」
【問い合わせ先】市民福祉課　  82-3170

対…対象
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１２１２月の各種相談日月の各種相談日
と　き 相談内容 場　所

６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

12月４日～10日は人権週間です。
　気高地域では、人権擁護委員が毎月１回相談所を開設
しています。近隣・家族間・職場でのトラブル、子ども
や女性、高齢者をめぐる問題など人権問題全般の相談を
お受けします。相談は無料で秘密は守られますので、お
気軽にご相談ください。

みんなの人権 100番　 0570-003-110
※法務局においても毎日（8：30～ 17：15）相談に応じ
ています。（土日祝を除く）

　このたび、気高町総合支所のインスタ
グラムを開設しました！「＃けたかぐら
む」をつけて、旬の話題を中心に、さま
ざまな情報を発信していきます。
ぜひ、フォローをお願いします♪
【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

　11月3日(水)、鳥取市役所で「花だん・プランター
コンクール」の表彰式が行われました。このコンクー
ルは、一般社団法人鳥取市緑化協会と鳥取市市民運
動推進協議会が、花を育て豊かで潤いのあるまちづ
くりに努めるために毎年行っているもので、このた
び、きらり☆浜村まちづくり協議会が昨年度から取
り組んでいる「公民館ナチュラルガーデン」が花だ
んの部一般部門で見事、最優秀賞に選ばれました。
また、同日行われた「きら☆はま　秋のガーデンフェ
スタ」では、庭の名称が、訪れた人が幸せと笑顔で
あふれますようにという思いがこめられた「ハッピー
スマイルガーデン」に決定しました。

個性あふれる花だんで、
最優秀賞を受賞

秋季火災予防運動街頭広報

　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
にご確認ください。

　11月7日（日）、道の駅「西いなば気楽里」で防火広
報活動が行われました。はじめに1日消防署長の委嘱
式が行われ、任命された鹿野学園の生徒と消防署員、
消防団員が道の駅を訪れた人に火の取り扱いについて
注意するよう声をかけながらチラシやマスクを配布。
その後、気高・鹿野・青谷地区の消防団がポンプ車で
それぞれの地域を周り、火の用心を呼び掛けました。

　12 月 29 日（水）～ 1月 3日（月）は、下記以外は
収集しませんので、あらかじめご了承ください。

30日(木) 宝木・瑞穂・酒津地区 可燃ごみ

31 日（金） 浜村・逢坂地区 可燃ごみ
※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

年末年始のごみ収集

西地域行政書士無料相談会 12 月
【と　き】　12月５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、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

年末の交通安全県民運動

◎12月15日(水)は「交通安全にみんなで参加する日」及び「交
通マナーアップ強化日」です。

12月13日(月) ～ 22日(水)

気高町の魅力を気高町の魅力を
インスタグラムでお届け！インスタグラムでお届け！

けたかぐらむ

はこちらから

【前列右から2人目　きらり☆浜村まちづくり協議会の地原伸さん】


