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支所・主な施設への直通電話

令和4年7月31日現在（前月比）  人口／3,454人(＋2)  男／1,683人(＋4)  女／1,771人(－2)  世帯数／1,439世帯（＋1）

No.215

　2008年春に鳥取大学から190種の蓮を譲り受けた鹿野町。城下町に咲く蓮の花を多くの人に見てもらお
うとこのイベントが始まり、今年で13回目を迎えました。
　今回は、コロナウイルス感染対策として、密にならないように参加者が自由に散策できるフリーコースの
みでの開催となりました。参加者は、渡されたうちわに書かれた推奨コースを中心に町内を巡り、蓮の花を見
つけて立ち止まっては、写真に収めていました。
　鉢植えの蓮が育てられている旧鹿野小学校プールでは、当時の経緯を知る住民から鹿野の蓮の起源につい
て説明がありました。また、散策中には「ぷらっとしかのガイドの会」会員による城下町のお店や建物などの
紹介もあり、参加者は、美しい蓮を眺めながら鹿野の歴史や文化も楽しんでいました。
　ゴール後には抽選があり、地元の和菓子セットやポストカード、オリジナル手ぬぐいなどの豪華賞品が当
選者に渡され、鹿野の魅力を満喫できたイベントでした。

　一般のタクシーと異なり、利用者が乗り合いながら自宅から目的地
まで行く「定額制乗合タクシー」。月定額の運賃を支払えば対象地域内
は乗り放題。誰かに運転を頼まなくても一人で買い物や通院、友達と
遊びに出かけることができます。
　勝谷地区にお住まいでお出かけに困られている方は、１０月から鹿
野町・気高町の一部地域で行われる「定額乗合タクシー」実証実験にご
参加ください。

■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。）

第13回  城下町しかのぶらり蓮ウォーク｠第13回  城下町しかのぶらり蓮ウォーク｠

新たな地域の交通手段「定額乗合タクシー」新たな地域の交通手段「定額乗合タクシー」

【問い合わせ先】産業建設課 　  30-8686

７月1８日（月）

　3年ぶりの開催となった「城下町しかのぶらり蓮ウォーク」。参加者は、城下町の町並み
や蓮を見ながら散策し、楽しいひと時を過ごしました。

勝谷地区で実証実験
が始まります！

対象地域 勝谷地区、逢坂地区、
浜村地区（八束水を除く）

電話（利用時間の1時間前まで
に電話で予約してください。）

平日（月曜～金曜）
9時から16時

月額3,700円

運行日時

予約方法

運　　賃



まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先

5 （月）10:00 続けてみよう
ストレッチ教室

市民福祉課

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

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

26（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 市民福祉課

9:004 （日） 勝山城ウォーク
道の駅気楽里で受付

往来交流館

27（火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン

17（土）、
24（日）、

18（日）
25（日） これのり君を完成せよ 往来交流館

※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

※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

鹿野図書室でも借りられます
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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　防災グッズを揃えただけで安心してい
ませんか？著者は、阪神淡路大震災で実家
が全壊したことを機に災害救助に目覚め
たレスキューナース・辻直美さん。正しい
知識と「お金をかけずに命を守る防災テク
ニック」で、災害に備えましょう

「わったいな祭」 いよいよ開催！

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
2 3
可燃ごみ
ペットボトル

4 5 6 7 8

1

9 10

古　紙

乾電池等

11 12 13 14 15 16 17
可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

18 19 20 21 22

28

23

29 30

24

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

可燃ごみ
ペットボトル

25 26 27
食品トレイ
プラスチック 可燃ごみ

令和4年9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！

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
8日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
1日（木） 相談員　前田博志さん
15日（木） 相談員　永原初雄さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
22日（木） 相談員　谷口真さん

■会場　鹿野町老人福祉センター

9月の相談開設日

28 （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」　9月巡回日

1日、15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

9日、23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

★週末だけのまちの店　
　町内の空き家や空き店舗を使った期間限定イベント！
　飲食店や雑貨店が多数出店しますので城下町の散策を
　お楽しみください！
とき：9月17日、18日、24日、25日、10月1日、2日
場所：城下町周辺 11：00～16：00

★作品展示・芸能発表　
　鹿野町文化団体の力作が
　交流館に集結！
　魂の作品・演技をご覧ください！
とき：9月17日～10月30日
場所：鹿野往来交流館

【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

「レスキューナースが教えるプチプラ防災」
辻直美　著　／　扶桑社

　８月９日（火）、令和４年度第3回鹿野地域振興会議を
開催し、「鳥取市鹿野地域の振興に関する意見書」に対す
る回答や管内視察などについて協議しました。 　詳しい
内容は、鳥取市公式ウェブサイトで公開しています。

地域振興会議を開催しました

【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682


