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支所・主な施設への直通電話

令和4年6月30日現在（前月比）  人口／3,452人(＋3)  男／1,679人(±0)  女／1,773人(＋3)  世帯数／1,438世帯（＋2）

No.214

　鹿野町総合支所を担当した生徒は、各課の業務に同行し、地域の会議への出席、人間ドックの手続き準備、
広報取材、測量業務など幅広い業務を体験しました。職場体験を終えて、「体験前はデスクワークだけと思っ
ていましたが、外に出ることもあり、様々な仕事があることを知って驚きました。今回学んだことを学校生活
に生かして頑張りたいです。」と感想を話していました。下の記事は、広報取材業務の一環として職場体験の
生徒が実際に取材した記事です。ぜひご覧ください。

　道の駅西いなば気楽里で働く同級生を取材しました。道の駅では、生徒１名がレジ打ち、品出し、商品の集
荷などの体験をしていました。　取材中、レジ売り場にお客様が来られるとお金を預かり、おつりとレシート
をお客様へ丁寧に渡す姿が見られ、任さ
れた仕事をしっかりと行っていました。
　3日間の体験のあとには、「商品に傷を
つけないこと、遅刻をしないことを心が
けました。職場体験を通して、ひとつひと
つの仕事に責任感を持って働くことの大
切さがわかりました。」と職場体験を振り
返りました。

■地域振興課 30-8682
■市民福祉課 30-8684

■こじか保育園・幼稚園 84-2251
■トレーニングセンター 84-2131

■産業建設課 30-8686
■教育委員会分室 30-8687

鳥取市鹿野町総合支所 地域振興課　〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517
0857-84-2011  0857-84-2598 sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

支所への直通電話（２月14日から電話番号が変わりました。代表番号は変更ありません。）

人間ドック手続きの準備 測量機械の使い方を習って… 測量開始！！

レジ売り場ではお客様への挨拶を心がけて…商品の陳列作業・品出し

鹿野学園8年生が職場体験　～いきいきワクワク鹿野～｠鹿野学園8年生が職場体験　～いきいきワクワク鹿野～｠

職場体験中の生徒を取材職場体験中の生徒を取材

　6月14日（火）から16日（木）までの3日間、地域社会に学び「生きる力」を育成するために
鹿野学園の8年生が町内13事業所で職場体験を行いました。

～鹿野町総合支所で職場体験をした生徒が書きました～



日時 ８月２７日（土） １０時３０分～
場所 鹿野学園流沙川学舎図書館
内容 読み聞かせ＆かんたんな工作
対象 どなたでも（参加無料）　
定員 5組程度（申込締切 8/26まで）
【申込先】鹿野図書室（

まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先
1 （月）10:00 続けてみよう

ストレッチ教室
市民福祉課

4（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課
5（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

19（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課
8（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

27（土）10:30 8月のおはなし会 鹿野図書室

7（日） 勝部不動滝巡り
集合8:30かちべ伝承館

往来交流館

23（火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン
22（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室　　市民福祉課

※イベント詳細は各関係機関にお問い合わせください。

鹿野往来交流館童里夢 38-0030
市民福祉課 30-8684 鹿野地区公民館 38-0022

鹿野図書室 84-2131 ル・サンテリオン鹿野 84-3700

8月のおはなし会

※新型コロナウイルス感染予防のため日程が
　変更または中止となる場合があります

鹿野図書室で借りられます
鹿野図書室　 84 2131
【開室時間】 月・土 ８：45 ～ 17：15

火～金 ８：45 ～ 17：30
鹿野学園 流沙川学舎図書館　 84 1102
【開館時間】 月～金 15：00 ～ 19：00

土 10：00 ～ 17：00
●休室日・休館日は、日曜日・祝日です。

今月のおすすめ本図書案内
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　募集要項をご確認のうえ、指定の応募用紙にてご応募
ください。募集要項、応募用紙などは鹿野町総合支所ホー
ムページでダウンロードできます。小中学生の皆様のご
応募お待ちしております。

　人生100年時代といわれますが、80歳を
目前に寝たきりや要介護になる人が多い
のが現実。この本には、「80歳の壁」を乗り
越え寿命を延ばすヒントが書かれていま
す。字が大きいので読みやすく、読後は元
気の出る本です。 40、50、60代の老親をも
つ世代にもおすすめです。

“今年こそは「わったいな祭」”！
みんなで盛り上げましょう！

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
5 6
可燃ごみ
ペットボトル

7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13

古　紙

14 15 16 17 18 19 20
可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

21 22 23 24 25

31

26 27

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック 可燃ごみ ビン・缶

小型破砕

ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ
ペットボトル

28 29 30
食品トレイ
プラスチック 可燃ごみ

令和4年8月 ごみ収集カレンダー

鹿野町総合支所HPでは年間のごみ収集カレンダーをご覧いただけます！

ジュニア川柳募集開始！！

【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
18日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
4日（木） 相談員　高田守さん
18日（木） 相談員　小畑厚さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
25日（木） 相談員　飯田耕一郎さん

■会場　鹿野町老人福祉センター

8月の相談開設日

24 （水）10:00 鹿野町コスモス会 市民福祉課

【問い合わせ先】鳥取市立気高図書館 37-6036

●移動図書館車「つばさ号」　8月巡回日

 4日、18日
第１・３（木） 

すずかけ
かちみ園
小鷲河地区公民館
矢原公民館

12:30～12:50
13:00～13:30
13:50～14:20
14:30～14:50

12日、26日
第２・４（金）

こじか園
ル・サンテリオン
鬼入道

13:30～14:00
14:20～14:50
15:10～15:30

主な事業を紹介します。
★週末だけのまちの店　
　9月17日、18日、24日、25日、10月1日、2日
★秋のええもん市
　10月23日（日）：鹿野町総合支所駐車場周辺
★河内果樹の里山まつり
　10月23日（日）：河内果樹の里山ベース）
★作品展示・芸能発表
　9月17日（土）～10月30日（日）：鹿野往来交流館
※コロナ対策を行いながら、開催実施します。現在、秋の
ええもん市出店者を募集しています。鹿野のええもん
を出店してみませんか？
【問い合わせ先】わったいな祭実行委員会事務局

地域振興課　　30-8682

「80歳の壁」 和田秀樹 著／幻冬舎


