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青谷町総合支所だより
支所・主な施設への直通電話

■	地域振興課 30-8692
■	市民福祉課 30-8694
■	産業建設課 30-8696
■	教育委員会分室 30-8697

■	トレーニングセンター 85-2359
■	あおや郷土館 85-2351
■	青谷上寺地
	 遺跡展示館 85-0841

■	あおや和紙工房 86-6060

■	西道路管理センター 30-8699
■	水道局西地域
	 水道事務所 85-2526

■	コミュニティセンター 85-1141
■	すくすく保育園 85-0430
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令和4年2月28日現在（前月比）	人口／5,447人（－9）	男／2,609人（－4）	女／2,838人（－5）	世帯数／2,338世帯（＋1）

鳥取市

因州和紙でおひなさまつくったよ！因州和紙でおひなさまつくったよ！

　すくすく保育園の年長児（５歳児）が、因州和紙を使っておひなさまを作
りました。はじめに、鳥取県因州和紙協同組合青年部の方の指導で、因州和
紙の染付に挑戦しました。子どもたちは、どの色を使おうかなと考えながら、自分の好きな色で、折りたたんだ

和紙を染めていきました。そして、染め上がった和紙を広げると、その色鮮やかさに、
子どもたちから「わぁ、きれい！」と歓声が上がりました。
　和紙は、干して乾かした後、おひなさまの着物に仕立てました。顔も和紙を切っ
たりちぎったりして作り、表情豊かなおひなさまができあがりました。
　おひなさまは、道の駅西いなば気楽里のロビーに２月 22 日から３月７日まで展
示され、たくさんの方に見ていただきました。

～すくすく保育園～

　青谷町青谷は、明治時代のはじめに合併される前は、青屋村、芦崎村、潮津村に分かれて
いました。この中で、潮津村は、山陰道（伯耆往来）の宿場町で、宿

しゅくえき

駅（飛脚の中継所）が
置かれ、まちなかを東西に走る「中町通り（山陰道）」には商家や旅

は た ご

籠が建ち並び、大勢の
旅人などでにぎわいました。その後、明治から大正にかけては、郵便局や銀行、駐
在所なども置かれ、青谷の中心でした。明治後期に山陰本線青谷駅ができてからは、
次第に駅前の方に中心が移って行きました。
　中町通りの東端に面する潮津神社は、もと王

お う じ

子権
ごんげん

現と呼ばれ、潮津村の氏神です。
大
おおくにぬしのみこと

国主命と八
や が み ひ め

上姫をまつり、明治元年に稲
い な お

生大
だいみょうじん

明神と菅
すがわらのみちざね

原道真も合わせてまつって
います。境内には、天保６年（1835）、慶応２年（1866）作の灯ろうと、海石を
台座にした安政４年（1857）石工川六作のみごとなつくりの狛

こま

犬があります。
　なお、江戸時代、潮津神社向かいの山名家の角に、
藩の制

せ い さ つ ば

札場が設けられ、藩の掟
おきて

やくらしの心得などが
示されました。山陰道は、神社の東角で北に曲がり、
背後の砂丘を突き抜けて口

くちつつみだに

堤谷（緑町北側）に向かい、
長尾坂へと差し掛かります。［文：青谷町ガイドネッ
トワーク］

シリーズ 歴史を語る青谷のお宝探訪 ⑤　宿場町潮
うしおづ

津と潮津神社
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【問い合わせ先】　広報室（ 0857 ー 30 ー 8008）・鳥取市青谷町総合支所地域振興課（ 85 ー 0011）

　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。

　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。

・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

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！！
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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!
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４月の予定
★はじめましての会

日時：７日（木）　10：30～
　今年度も、たくさんの方と出会い、お友だちになりましょう。
　歌や手あそびも、いっしょに楽しみましょう。

★おはなし会
日時：12日（火）　11：00～
　「しゃぼんだまの会」のみなさんによる、絵本やお話を
楽しみましょう。

★こいのぼりを作ろう
日時：20日（水）～28日（木）　10：00～
　親子で楽しく、こいのぼりを作りましょう。

★４月生まれの誕生会は、５月の誕生会といっ
しょに行います。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、行事は、中止、
変更になることがあります。詳しくは、キューピットに
掲示しますので、お問い合わせください。

子育て支援センター

【問い合わせ先】すくすく保育園　 　85-0430

利用時間：月曜日～金曜日（祝日はお休み）
　　　　　９：00～ 12：00 13：00～ 15：30
　キューピットを利用される日には、お家から検温をし、
マスクの着用（保護者）、手洗い、手指消毒をお願いします。

あそびにきませんか

４月 まちの行事まちの行事

日　　　時 行　事　名 場　　　所

7 木 　10：00～
　11：30

キラリ☆えがおの会
（精神障がい者当事者の会）気高保健センター

8 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

12 火 　13：30～
　15：30

汐さいの会
（精神障がい者家族会）気高保健センター

15 金 　 9：30～
　11：00 糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

22 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

居住地域：青谷・気高・鹿野地域
と　き　5月27日（金）14：00～
ところ　青谷町総合支所２階　多目的ホール
・本市にお住まいで次に該当するご夫婦が対象です。
　金　　　　　婚　　結婚50周年を迎えるご夫婦
　　　　　　　　　　（昭和47年中に結婚）
　ダイヤモンド婚　　結婚60周年を迎えるご夫婦
　　　　　　　　　　（昭和37年中に結婚）

令和４年度令和４年度
金婚・ダイヤモンド婚記念祝賀式典金婚・ダイヤモンド婚記念祝賀式典

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合注射は
今年度も中止します。
　予定されていたみなさまには大変申し訳ありません
が、以下の注意事項を確認のうえ、動物病院で注射を受
けてください。

【注意事項】
・必ず動物病院に電話等で事前予約をしてください。
・注射を受ける際は、市が発行した案内通知を必ずご持
参ください。
　※案内通知が見当たらない方は再発行しますので、下

記までご連絡ください。
・狂犬病予防注射は12月末までに必ず行ってください。

狂犬病予防注射のお知らせ

　鳥取市営青谷駅前第１駐車場（旧役場跡地）、青谷中
央駐車場（グリーンハイツあおや前）に空き区画があり
ます。
　随時、利用者の募集を受け付けしていますので、ご希
望の方は、産業建設課へお申し込みください。

●利用料金●　　３，１００円／月

令和４年４月６日（水）～15日（金）
「ゆとり持つ　時間に気持ちに　車間距離」

市営駐車場利用者を募集しています！

春の全国交通安全運動

【問い合わせ先】産業建設課　　 　30-8696

【申し込み・問い合わせ先】市民福祉課　　 　30-8694

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　30-8694

ごみ収集のお知らせ
●乾電池・蛍光管の収集日

４月７日（木）

●４月祝日のごみ収集

４月29日（金） 昭和の日 収集はありません。
※ごみは収集日の午前８時までに出してください。

相　　談　５月分
●会場：青谷町老人福祉センター　
行 政 相 談 13：00〜15：30

定例相談 ６日（水）相談員　竹
たけ

　森
もり

　　　潔
きよし

さん
人 権 相 談 13：00〜15：00

20日（水） 相談員　森
もり

　　　佳
よし

　樹
き

さん
心配ごと相談 13：00〜15：00

20日（水） 相談員　山
やま

　田
だ

　由
ゆ り こ

理子さん
相談員　德

とく

　田
だ

　暁
あき

　則
のり

さん

相　　談　４月分

【問い合わせ先】
鳥取市保健所　　生活安全課　　 　30-8551
青谷町総合支所　市民福祉課　　 　30-8694


