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鳥取市の人口

　男　：  93,087人  ［+ 8］

　女　：100,077人  ［-  6］

合　計：193,164人  ［+ 2］

世帯数： 78,335　  ［+49］

　平成26年9月1日現在［　］内は前月比
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とっとり市報 No.1050

今月の表紙

低く！頭を守り！動かない！
〜鳥取市総合防災訓練を実施〜

　昭和 18 年９月 10 日午後５時 36 分に発生した鳥取大
地震の災害教訓を忘れないため、また、地域防災体制の
確立、関係機関と本市および自主防災会連合会などを中
心とした地域住民との連携を強化することを目的に、今
年も総合防災訓練を実施しました。昨年、地震が発生し
た９月 10 日を「鳥取市防災の日」と定めてからは最初
の総合防災訓練となりました。
　今年は、市民のみなさんに共通認識を持っていただく
よう「だれでも」「どこでも」できるシェイクアウト訓練
を実施するなど、55 団体、約 1 万 7200 人のみなさんが
参加しました。
　このうち、千代南中学校の会場には地元自主防災会を
はじめ、消防署、警察、自衛隊などの関係機関 21 団体、
約 430 人が参加。中学生によるバケツリレーや初期消火
訓練、被災車両からの負傷者救出訓練など、さまざまな
訓練を行いました。
　市内の訓練会場では地元住民を中心に訓練が行われま
したが、シェイクアウト訓練であればだれでも自主的に
行うことができます。訓練を通じて、普段の家庭での備
えやとるべき行動を改めて確認する機会となりました。
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とっとり市報鳥取市は市制施行125周年
・合併10周年を迎えます

◆記念イベント
開催地 イベント名 内容 開催日

用瀬町勤労者体育センター /
用瀬町民会館 /流しびなの館

第 24回もちがせふれあい
まつり

作品の展示、講演会、農業まつり、ス
テージ発表、用瀬検定など

10月 18日 ( 土 )、
　　19日 ( 日 )
11 月 15日 ( 土 )、
　　16日 ( 日 )

青谷町農林漁業者トレーニン
グセンターほか 2014青谷ようこそまつり

｢ ようこそ書道コンクール ｣、｢ 高校
生書道パフォーマンス ｣など因州和紙
アピールやステージ発表及びバザー

10月 18日 ( 土 )、
　　19日 ( 日 )

河原町中央公民館ほか 第 37回河原町文化祭 作品展
音楽・芸能発表会

10月 24日 ( 金 )
　～ 26日 ( 日 )

鹿野そば道場横河川公園 / 鹿野
城下町地区 /鹿野町中央公民館 鹿野わったいな祭 4会場（街なみ、河川公園、中央公民館、

鳥の劇場）で様々なイベントを開催
10月 25日 ( 土 )、
　　26日 ( 日 )

気高町中央公民館周辺 気高ときめきまつり
文化活動の作品の展示、芸能発表のほ
かウォーキング大会、コンサート、映
画祭などの開催

11月 2日 ( 日 )、
　　3日 ( 月・祝 )

国府町中央公民館 万葉のふる里こくふまつり 芸能発表会・映画上映・こどもまつりなど 11月 3日 ( 月・祝 )

福部町中央公民館 ふくべ公民館まつり 生涯学習の成果展示、発表及び各種団
体のバザーテント

11月 8日 ( 土 )、
　　9日 ( 日 )

佐治町総合支所周辺 第 32回佐治ふるさと祭り 農産物の販売、出店 11月 9日 ( 日 )

　鳥取市制が明治 22 年に施行されてから今年で 125 年、また、平成 16 年 11 月１
日に鳥取市と近隣 8 町村が合併してから 10 年を迎えます。この節目に、本市の更な
る一体感を高めるため、記念式典や各種事業を開催します。
　10月からは、新市域での記念イベントや11月3日開催の「木のまつり」で、合併以
降の歩みを紹介したパネル展示やＤＶＤの放映を行います。また、「木のまつり」では、
特産品コーナーの出展を予定しています。みなさんのご参加をお待ちしています。

問い合わせ先　市役所本庁舎総務課  （0857）20-3102

◆木のまつり特産品コーナー　（11 月 3 日（月・祝）若桜街道）
地域名 出展内容 団体名 地域名 出展内容 団体名

国府 こんにゃくおよびおからこ
んにゃくのから揚げ販売

中河原サークル
つくしんぼ 佐治 木工細工（木のスプーン、

曲げわっぱ、木のおもちゃ）ローダンセ木工部

福部 物品販売及び物品無料配
布、ミニ砂像体験 ふくべ楽居大学 気高 気高地域の特産品の販売 気高町観光センター

河原 物品販売・飲食バザー 特定非営利活動法人
一歩の会　あゆみ工房 鹿野

フランクフルト、コー
ヒー、アカモク、板わか
め等物産販売

鳥取県厚生事業団
すずかけ

用瀬 ①そら豆餅、大学イモほか
②甘酒、甘酒ゼリー

①大村あばーズ
②大村甘酒の会 青谷 青谷産の野菜、加工品

（ジャム）等の販売 青谷ようこそ館

鳥取市制施行 125 周年・合併 10 周年記念式典
記念式典を次のとおり開催しますので、みなさんぜひご来場ください。
と　き　10 月１日（水）9:00 〜 11:35
ところ　鳥取市文化ホール（吉方温泉三丁目 701）　※ お間違えのないようご注意ください
内　容　 ▽市政功労者の表彰　 ▽叙勲・褒章受賞者への記念品贈呈　 ▽新市まちづくり功労者への感謝状贈呈など
※ 駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
※ 入場無料、事前申し込み不要です。
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