
2014

10
2014

10

①にんじんは千切りにし、しめじは小房に分けて
おきます。くりは皮をむいて 1/4 に切ります。

②洗米し、①と☆、定量の水を入れ炊飯します。
③角切りにしたさつまいもを素揚げにします。
④えだまめをゆでます。
⑤炊き上がったご飯に③と④を混ぜて出来上がり。

★鳥取市学校給食食育推進テーマ★
食でつなげよう学校・家庭・地域の輪

～ふるさとの食を学び、楽しみ、実践するとっとりっ子を目指して～

学校給食レシピ vol.3

●河原学校給食センター

秋の香りご飯

問 第二庁舎体育課   0857-20-3372

1 人分 エネルギー 285kcal 脂質  1.5g
タンパク質  5.4g 食塩  0.8g

【栄養士一口メモ】
　さつまいも、くり、し
めじなど、収穫の秋の香
りいっぱいのご飯です。
さつまいもを素揚げして
から混ぜるので、とても
香ばしく仕上がります。

河原町や鳥取県内で収獲された
食材を使用した、簡単でおいしい
学校給食レシピを紹介します。

● 材　料（4 人分） ●
精白米  260g （1.7 合）
さつまいも  50g （中 1/4 本）
米油 適量
くり  40g 
にんじん  20g ( 中 1/10 本 )
しめじ  20g
えだまめ  20g 
うすくちしょうゆ  18g （大さじ 1 杯）
みりん  6g （小さじ 1 杯）
清酒  5g （小さじ 1 杯）

☆｛

高齢者肺炎球菌感染症予防接種
問 中央保健センター 予防係  0857-20-3191
　今まで任意接種として実施されていた高齢者肺炎球菌
感染症予防接種が平成 26 年 10 月から予防接種法に基
づく定期予防接種に位置付けられました。
対象者（平成 26 年度）

①平成 26 年度中に満 65・70・75・80・85・90・
95・100 歳となる人および満 101 歳以上の人

②満 60 歳以上 65 歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸
器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定め
る人（各障がいについて身体障害者手帳 1 級および
障がいの程度が 1 級と同程度と証明できる人）

※ただし、過去に肺炎球菌ワクチンを接種した人は
除きます。

接種費用
　市民税課税世帯の人 2300 円
　市民税非課税世帯の人 800 円
　生活保護世帯の人・中国残留邦人の人 無料
接種期間　10 月 1 日（水）～平成 27 年 3 月 31 日（火）
（年末年始の休診状況については各医療機関にお問い
合わせください）

接種医療機関
　鳥取県東部地区医療機関（予約してお受けください）
医療機関に持参するもの
　高齢者肺炎球菌感染症予防接種券

▶①、②のうち心臓・腎臓・呼吸器障がい 1 級を有
する人
→ 9 月下旬に接種・助成券を郵送

▶②のうち心臓・腎臓・呼吸器障がい 1 級と同程度
の障がいを有する人
→上記にお問い合わせください。

その他
　平成 26 年度中に 65 歳以上となる人で、①以外の年
齢の人への市の助成はありません。

第53回鳥取市民美術展
問 本庁舎文化芸術推進課  0857-20-3226

【会場・会期】
　▶本　展　鳥取県立博物館（東町二丁目 124）

10月12日（日）～19日（日）　会期中無休
9：00～17：00　※ 土、日曜は 19：00 まで
※ 12日（日）表彰式終了後（おおむね 14：00
～）、日本画のギャラリートークを行います。

　▶企画展　ギャラリーそら（栄町 658-3）
　　　　　　10月12日（日）～19日（日）　会期中無休
　　　　　　10：00～19：00

【部門】
　日本画、洋画、書道、デザイン、写真、彫刻、工芸、版画、企画展

【ギャラリートーク】
▶本　展　13 日（月祝）：洋画、14 日（火）：書道、15 日

（水）：デザイン、16 日（木）：写真、17 日（金）：
彫刻、18 日（土）：工芸、19 日（日）：版画

　▶企画展　12 日（日）、18 日（土）、19 日（日）
いずれも 13：00 ～ 14：00

しゃんしゃんグランプリ
問 鳥取しゃんしゃん祭振興会  0857-26-0756
　台風の影響により延期になったイベントを下記の日程
で行います。ぜひご来場ください。
と　き　10月19日（日）　14：30～17：00（予定）
ところ　鳥取駅前風紋広場（東品治町）
内　容　各参加連による「平成

鳥取音頭」「しゃんしゃ
んしゃんぐりら」の傘
踊り披露、グランプリ
の審査　など

鳥取市内限定の地域密着型求人
サイトがまもなくリリース！

問 第二庁舎経済・雇用戦略課  0857-20-3134
　お仕事をお探しの人はサイトへの登録は不要。簡単な
操作で求人の応募ができます。
　スマートフォンからもアクセスできるため、リアルタ
イムに地元の求人情報を見ることができます。

◆求人募集企業求む！
　10 月中の求人投稿は先着順で上位表示します。ご希
望者は、公開予定日以降に上記 URL をご参照ください。

はじめまして！
問 本庁舎企画調整課  0857-20-3154

　グーテンターク、こんにちは。
私は 8 月から鳥取市国際交流員
としてドイツ・ドナウエッシン
ゲン市からまいりました、シュ
トル  ファビアン です。
　小さい頃から日本が大好きで、
ドイツの大学では日本語学を専
攻していました。鳥取市では、
姉妹都市との連携やみなさんに

ドイツの言葉や文化を紹介するなどの仕事をします。24
㌻掲載のドイツ語講座にぜひお越しください！

河原学校給食センター給食キャラクター
あかさん　きーさん　みどりさん

・秋の香りご飯　・牛乳
・焼きカレイ　・ゆばのすまし汁
・切干大根の含め煮

学校給食センター調理業務民間委託者募集
問 第二庁舎体育課  0857-20-3372
　より充実した学校給食を提供するため、平成 27 年度
から平成 32 年度までの 6 年間、第二、気高・鹿野・青
谷学校給食センターの調理業務を民間事業者に委託しま
す。事業者については、公募型プロポーザル（企画提案）
方式により、募集・選定します。
　詳しくは、本市公式ホームページをご覧ください。

シュトル  ファビアン さん

ワールドちゃんぽんクラシック
2014 in TOTTORI

問 WCC2014 in TOTTORI 実行委員会
 0857-25-5507   http://worldchanponclassic.jp/

問 第二庁舎経済・雇用戦略課  0857-20-3249
と　き　11月2日（日）・3 日（月祝）　10：00～16：00
ところ　鳥取駅南一帯（鳥取鉄道公園周辺）
内　容　全国ちゃんぽん連絡協議会加盟団体と韓国の

「自慢のちゃんぽん」販売 PR（12 団体程度）・
地域特産品、地元人気グルメ販売・ステージで
はちゃんぽんソング、郷土芸能などを披露・「全
国ちゃんぽんフェスタ・サミット」の開催

※ご来場の際は、駐車場がありませんので公共交通機
関をご利用ください。

※会場周辺は、一部交通規制となっております。ご注
意ください。
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指定管理者を募集します
問 本庁舎行財政改革課   0857-20-3164

指定管理者を募集する公共施設	 ※ 指定期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年３月 31 日（5 年間）
募集
単位 施設名（所在地） 施設所管課（問い合わせ先）

①
福部町ほっとスイミングプール（福部町海士）

問 駅南庁舎高齢社会課  0857-20-3451
福部砂丘温泉ふれあい会館（福部町海士）

	 ※ 指定期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日（3 年間）
募集
単位 施設名（所在地） 施設所管課（問い合わせ先）

② 三滝林間施設（河原町北村） 問 第二庁舎林務水産課  0857-20-3235

　本市では、下記公共施設の運営管理を一括して行う
指定管理者を募集します。施設所管課または市公式ホ
ームページより、募集要項および業務仕様書などを入
手し、期限までに応募書類を提出してください。
　なお、法人格の有無を問いませんので、任意団体で
も応募することができます。また、複数の団体が一つ

の組織を構成し、応募することも可能です。
募集期間　9 月 29 日（月）～ 10 月 29 日（水）　※ 必着
※応募書類の提出前に可能な限り現地説明会に出席し
てください。日程は施設により異なりますが、10月
上旬を予定しています。詳しくは、募集要項をご覧く
ださい。

公開予定日　10 月 8 日（水）
※ 公開予定日は予告なく変更する場合があります。

 http://tottorikyujin.jp/


