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支所・主な施設への直通電話

令和4年8月31日現在（前月比）  人口／3,446人(－8)  男／1,677人(－6)  女／1,769人(－2)  世帯数／1,435世帯（－4）

No.216

　9月11日（日）、鹿野学園流沙川学舎グラウンド
で大運動会が行われました。「見せるなら、やっぱ
カッコ良い所だろう～心を一つに！あきらめず
おうえんしあってがんばろう～」をスローガン
に、1年生から9年生まで全員が練習してきた成果
を発揮しました。
　全校児童・生徒ひとりひとりが輝き、思い出に
残る運動会となりました。

　8月23日（火）、こじか園でサッカー教室があ
り、スポーツ少年団鹿野サッカークラブ監督の芦
川さんに蹴り方を教わりました。ボールをよく見
て蹴るようにアドバイスを受けた園児は、力強い
キックを見せました。　　
　クラブの選手も参加した試合では、得点が入る
とチームみんなで喜びあいました。

■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。）

～9月17日からの「週末だけのまちのみせ」、「作品展示・芸能発表」に始まった「わったいな祭り」の後半イベントです！～

10月23日（日）鹿野町総合支所駐車場周辺
○主なイベント／亀井太鼓  鹿野わんこそば選手権
♥新鮮な野菜や地元の材料を使った加工品販売
　など鹿野の「ええもん」をお楽しみください！

鹿野学園 大運動会鹿野学園 大運動会 サッカー教室 in こじか園サッカー教室 in こじか園
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「わったいな祭」まだまだ開催！「わったいな祭」まだまだ開催！

★秋のええもん市　
10月23日（日）河内果樹の里山ベース
○主なイベント／いちじくアイス・里山ピザ、加
　工品の販売 謎解きフットパス・ビンゴゲーム
♥自然豊かな里山を五感で楽しめます！

★河内果樹の里山まつり



日時 10月15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 10/14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

3 （月）10:00 続けてみよう
ストレッチ教室

市民福祉課

6（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課

7（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

21（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

17（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

31（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 市民福祉課

15 （土）10:30 10月のおはなし会 鹿野図書室

22 （土） 9:00 飛田砦ウォーク 往来交流館

25（火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン

※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

10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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　公園でバスごっこに夢中に
なっていたわんぱくだんの３
人。気づくと段ボールで作った
はずのバスが、本物のバスに
なっていて…⁉
　4才くらいから低学年の子ど
もたちに人気のわんぱくだん
に、新しいおはなしが加わりま
した。秋におすすめの一冊です。

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

古　紙

9 10 11 12 13 14 15
可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

16 17 18 19 20

26

21

27 28

22

29

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

可燃ごみ
ペットボトル

23

30

24／31 25
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

令和4年10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！

鷲峯登山 開催します！

※申込は10月7日（金）までに
　教育委員会分室　 30‐8682へお願いします。

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
13日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
6日（木） 相談員　高田守さん
20日（木） 相談員　小畑厚さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
27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

10月の相談開設日

26 （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」 10月巡回日

6日、20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

14日、28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

作： ゆきの ゆみこ 上野 与志　
絵： 末崎 茂樹
出版社： ひさかたチャイルド 

日時　　10月16日（日）9：00～  雨天中止　
受付　　 8時30分～8時50分
集合　　鹿野町運動広場
参加料　500円（保険料含む）　先着30名

「わんぱくだんのバスこっこ」

参加者
募集


