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支所・主な施設への直通電話

令和4年10月31日現在（前月比）  人口／3,435人(－2)  男／1,672人(－1)  女／1,763人(－1)  世帯数／1,433世帯（－2）

No.218

　鹿野町総合支所では、マイナンバー
カードを取得されている方を対象に、
マイナポイントの申し込み支援を行っ
ています。今後、マイナポイントの申請
期限(令和5年2月末)に向けて混雑す
ることが予想されるため、令和5年1月
から予約制にさせていただきます。
　なお、ご予約なく来庁された場合、対
応できない場合もありますのでご了承
ください。

　3年ぶりに鹿野ええもん市が開催されました。地元の
お店・団体によるカレーや焼きそばなどのグルメ、花苗・
果物など鹿野の「ええもん」が集結しました。オープニン
グイベントで亀井太鼓が披露されたほか、恒例のわんこ
そば選手権も行われ、会場は大盛り上がりでした。市内
から訪れたご家族は、「鹿野に初めて来ました。子どもと
一緒にイベントを楽しめてよかったです」と喜ばれてい
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。）

マイナポイントの申し込み　予約が必要です！！！マイナポイントの申し込み　予約が必要です！！！

鹿野町わったいな祭　ご来場ありがとうございました！鹿野町わったいな祭　ご来場ありがとうございました！

【問い合わせ】市民福祉課 30-8684

期　　間 令和5年1月4日～マイナポイント申請期限まで

・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号（４桁の番号） 
・キャッシュレス決済のカード 
　…現金をチャージして買い物ができるカード
　 （例：コジカ、トライアル、ワオン等） 　
※口座登録ご希望の場合は、銀行の口座番号の
　わかるもの（通帳・キャッシュカード）が必要です。

月～金（平日） 9:00～16:30

市民福祉課 （30-8684）へ電話で予約

受付時間

必要なもの

予約方法

3年ぶり！鹿野ええもん市3年ぶり！鹿野ええもん市
10月23日（日）

　河内では、果樹の里山まつりが開催されました。耕作
放棄地で育てた採れたての果物、具材たっぷりのピザや
地元食材の加工品が販売され、多くの人で賑わいまし
た。
　また河内を歩いて楽しむフットパスや豪華景品が当
たるビンゴゲームも行われ、訪れた人は秋の里山を五感
で楽しんでいました。

果樹の里山まつり果樹の里山まつり
10月23日（日）



日時 12月17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 12/16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

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

9:30 鹿野ガイドウォーク 往来交流館

26（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 市民福祉課

17 （土）10:30 12月のおはなし会 鹿野図書室

※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

12月のおはなし会

「＃うれしかの」キャンペーン

※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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　昔話に説教、趣味の講釈、
病気自慢に孫自慢。そうかと
思えば、無気力、そしてク
レーマー。「最近の若い人は
……」というぼやきが今や
「これだから『老害』は」と
なってしまった時代。老いて
いくことへのマイナスだけ
でなく、最期まで自分らしく
生きることの意味を考えさ
せられる一冊。

　鹿野町で撮影したお気に入りの
1枚にひとことを添えてインスタ
グラムへ投稿してください！豪華
景品が当たるかも！？
　詳しくは鹿野支所HP「＃うれし
かの」特設サイトへ！ （鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
3

4 5 6 7 8 9

1 2

10

古　紙

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 24

29 30 31

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
ペットボトル

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

25 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

可燃ごみ

令和4年12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！

可燃ごみ
ペットボトル

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　松田吉正さん
15日（木） 相談員　永原初雄さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11：30
8日（木） 相談員　飯田耕一郎さん

相談員　谷口真さん
■会場　鹿野町老人福祉センター

12月の相談開設日

21 （水）10:00 鹿野町コスモス会 市民福祉課

【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682

旧鹿野町学校跡地活用
整備に向けた検討スタート！

　昨年住民で話し合い、将来の方向性を地域振興
会議を通して市に要望した旧鹿野小学校跡地の
活用。10月から具体的な整備計画について協議
する「跡地利活用検討委員会」を開催し、様々な視
点から検討を進めています。
【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682

「老害の人」　
内館牧子 著／ 講談社 

QRコードは
こちら！


