
　桜であふれる未来の街づくりを目指し、全国に桜の木を贈
る（株）伊藤園の事業「わたしの街の未来の桜」プロジェクト。
令和３年度の贈呈地に鹿野町も選ばれ、２月 27 日（日）植樹
式が行われました。城跡公園の外堀周辺に新たな桜の散策道を
作ろうと、昨年から「城山まもりたい」と「いんしゅう鹿野ま
ちづくり協議会」の皆さんが雑木伐採や草刈りを行い環境整備
された場所に、この日３本の桜の木が植樹されました。
　寄贈を受けた「城山まもりたい代表」佐々木豊さんは、「桜
の苗木を寄贈していただき大変ありがたい。草刈りや施肥など
維持管理をして、いただいた 3 本大切にしたい」と話されて
いました。

鹿野で頑張る団体を紹介！！ 　今回紹介する団体は、「城山まもりたい」です。
代表の佐々木豊さんにお話を伺いました。

代表　佐々木豊さん 苗木の植樹

Q ▶活動のきっかけは何ですか？
A ▶行政がしていた城跡公園の管理を地域で協力

して行おうという思いから活動を始めまし
た。平成 20 年６月から活動しています。現
在の会員は約 60 名です。

Q ▶活動内容と目的は何ですか？
A ▶城跡公園の桜などの植物の植樹や施肥、清掃

活動を行い維持管理に努め、城跡公園を桜の
名所として守る活動をしています。また、毎
年秋には鹿野学園の総合学習授業で城山まも

りたいの活動や城跡公園の植物、野鳥につい
て話をしています。地域の子どもと関わる機
会ができ、それをきっかけに清掃活動や施肥
などの活動に参加してくれることが嬉しいで
す。目的は、亀井公の 400 年の歴史にふさ
わしい城跡公園にしていくことと活動を通し
て郷土愛を育むことです。

Q ▶今後の活動についてはどうですか？
A ▶会員同士で協力しながら今の事業を続けてい

くことが今後の目標です。

代表　佐々木　豊さん　 0857-84-1858

　取材中も明るく、元気にお答えいただいた
佐々木さん。定期的に城山に登られており、
またユーモアあふれる楽しい方です。記念式
典では、伊藤園のお茶にちなんだだじゃれを
披露いただき、会場は大盛り上がりでした。

「わたしの街の未来の桜」プロジェクト「わたしの街の未来の桜」プロジェクト
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鹿野町総合支所だより
支所・主な施設への直通電話

■ 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
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令和４年２月 28 日現在（前月比） 人口／ 3,485 人（－６） 男／ 1,699 人（－３） 女／ 1,786 人（－３） 世帯数／ 1,439 人（－１）

鳥取市

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。）



【問い合わせ先】　広報室（ 0857 ー 30 ー 8008）・鳥取市鹿野町総合支所地域振興課（ 30 ー 8682）

　市がお知らせしたい情報や、みなさんが知
りたい情報がしっかりと伝えられるよう、多
様な広報媒体を活用して広報を行っています。
とりわけ、いつでも最新の情報をタイムリー
に入手していただけるよう、情報のデジタル
化を推進しています。※各媒体の詳細を次ペー
ジで紹介しています。

さまざまな広報媒体で情報発信を行っています

主な広報媒体
市報、支所だより、市公式ホームページ、ケーブルテレビ・データ放送、FM鳥取（ラジオ
放送）、日本海新聞記事下広告、市公式 LINE（ライン）・YouTube（ユーチューブ）など

令和４年４月号から令和４年４月号から
総合支所だよりが変わりまし総合支所だよりが変わりましたた！！

　このたび「市報」と「支所だより」の掲載情報の見直しを行い、支所だよりには、主に地域（支所エリア）
の生活に密着した地域限定の情報を掲載していきます。
　とっとり市報には、毎月「特集」や「ピックアップインフォメーション」、「情報ひろば」に全市域のみ
なさんに読んでいただきたい情報を掲載していきますので、こちらもご覧ください。

・支所だよりの紙面がＡ４両面２ページになりました。
・支所だよりに掲載していた情報を一部市報に変更しました。

・支所だよりの表題をスリム化するなど新たな紙面デザインに変更しました。
・市報の「まちかどだより」のコーナーに各支所のニュースやイベントの記録などを毎
月掲載することにしました。※今月号 28～ 29ページ

４月号からの『市報』・『支所だより』の変更点

今後市報へ掲載する項目 市報の掲載箇所

⃝乳幼児健診情報
⃝集団検診情報

☆健康・病院
※今月号10～11ページ
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鳥取市の各広報媒体のお知らせ

ケーブルテレビデータ放送もご覧ください
ケーブルテレビにご加入の方であればどなたでもご利用いただけます。

　鳥取市のさまざまな情報をお送りしています。
ケーブルテレビデータ放送の「FM鳥取」のボタ
ンからも聞くことができます。
▪来ました　元気人！
　毎週月・水曜日 12：15頃～（30分間）
　【再放送】毎週火・木曜日 16:00 頃～
▪深堀り！！シティインフォメーション・トーク！！
　毎週金曜日 12：15頃～（20分間）
　【再放送】毎週土曜日 10:20 頃～
▪鳥取シティインフォメーション
　毎日朝・夕放送（５分間）
▪鳥取おでかけナビ
　毎週土曜日９：15頃～（15分間）

FMラジオ「FM鳥取（82.5MHz）」

ケーブルテレビ（CATV）

　市内のニュースやお知らせを伝える市政広報番
組「とっとり知らせたい！」を 30分の番組にまと
めて毎週放送しています。

放送：ケーブルテレビ [デジタル 12ch]
　　　いなばぴょんぴょんネット
日時：毎週金・土曜日
　　　6：00～ 24：00まで毎時 00分放送
　　　※ 12：30、19：30も放送あり

市からの
　お知らせ

… 鳥取市からのイベントや各種案内
が掲載されています。

安 心 安 全 … 防犯・災害などに関する情報を掲
載しています。

交 通 情 報 … 鳥取県内の道路情報・ANAの航空
機運行情報が確認いただけます。

公民館・支所 … 地区を登録すると、公民館などか
らのお知らせが掲載されています。

操作方法
⃝データ放送を表示す
るにはリモコンの
dデータ ボタンを
押してください。

⃝リモコンの上下左右
ボタンで項目の移動
が行えます。

⃝ 決定 ボタンで項目
の選択が行えます。

⃝一つ前の画面に戻る
には 戻る ボタンを
押してください。

※お使いのテレビに
よってボタンの配置
は異なります。

　鳥取市公式 LINE では、市からのお知らせやお
得な情報等をお届けしています。
・市報最新号発刊のお知らせ
・新型コロナ関連情報
・災害等危機管理関連情報
・週末お出かけ（イベント）情報
・食育料理レシピ
・職員募集、保育園入所案内
・各種アンケート調査　など
　お友達登録で、いつでもどこでも最新情報を
チェックできます！

LINE

登録は
こちらから!

鹿野町総合支所だより  ４月号  No.2103



日時 　４月 16 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 　20 人程度（申込締切　４/15 まで）

【申込先】鹿野図書室（ 84-2131）

　4 月 6 日（水）から 15 日（金）は春の全国交
通安全運動実施期間です。
　入園・入学等で新しい生活が始まり交通事故
が起こりやすい時期です。特に夕暮れ時は、事
故が発生しやすい時間帯です。1 人 1 人が交通
ルールを守り、交通事故防止にご協力ください。

ごみ収集について
　4 月 29 日（金）は、可燃ごみの回収をします

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
14 日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
7 日（木） 相談員　高田守さん

21 日（木） 相談員　小畑厚さん
〇人権相談 ９：30 ～ 11:30

28 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
　（鹿野町今市 651-1）　 84-3113

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

ストレッチ教室
市民福祉課

７（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課
11（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館
12（火）まで 鹿野まつり写真展示 往来交流館
16（土）10:30 4 月のおはなし会 鹿野図書室
25（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 市民福祉課
26（火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン
27（水）10:00 鹿野町コスモス会 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。

市民福祉課 30-8684

鹿野地区公民館 38-0022
鹿野往来交流館童里夢 38-0030
鹿野図書室 84-2131

ル・サンテリオン鹿野 84-3700

４月のおはなし会４月のおはなし会

　学びげーたー 3 月号に掲載した「第 19 回鹿野町ジュ
ニア川柳大賞決定！！」の記事に間違いがありました。
訂正しお詫び申し上げます。正しくは次のとおりです。
準賞
「旅」わくわくをキャリーケースにつめこんだ

　鳥取市　  鹿野学園９年  中瀬　和心さん

日 時 ： ４月 28 日（木）９：30 ～ 11：30
場 所 ： 鹿野町老人福祉センター
相談内容 ： 人権問題全般（人権擁護委員対応）について、

人権侵害が認められる相談については調査救済
（法務局対応）を行うことができます。（相談無料）

【問い合わせ先】
鳥取地方法務局人権擁護課　 0857-22-2289
※法務局においても休日を除く平日（８：30

～ 17：15）は毎日相談に応じています。
【専用ダイヤル】 0570-003-110

特設人権相談について

４月の相談開設日

※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

春の全国交通安全運動実施

訂正とお詫び

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
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おうち野菜づくり
宮崎 大輔 　著

　日本一カンタンな家庭
菜園の入門書。エコで楽
しい“再生栽培”のすべて
と、野菜ごとの育て方が
わかる決定版です。
　子どもの食育、自由研
究や自学にも役立ちます。
　おうち時間を充実させ
たい方、気軽に野菜菜園
を楽しみたい方、いかが
ですか？

図書案内


