
情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

　

TOTTORI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

鳥取環境大学情報
http://www.kankyo-u.ac.jp/

第３回「中学生のためのサイエンスカフェ鳥取」参加者募集
と　き　12 月 7 日 ( 日）13:00 〜 15:00
ところ　鳥取環境大学まちなかキャンパス（末広温泉町）
テーマ　「おもしろ・びっくり、化学反応の世界」
講　師　栗

くりおか

岡誠
せい じ 

司（神戸常盤大学准教授）
対　象　中学生または大人　定　員　30 人 ※ 先着順
参加費　無料（ジュース付き）
主　催　わかとり科学技術育成会
申込み　氏名・人数・連絡先を電話・ファクシミリ・電

子メールのいずれかで下記問い合わせ先まで
問 鳥取環境大学環境学部 教授 足利裕人

・  0857-38-6753   hashikaga@gmail.com

　鳥取環境大学で
は、日本全国の高校生が地
球環境問題を考え、将来の
環境保全及び環境問題解決
の担い手となるきっかけづ
くりを目的として、毎年「全
国高校生環境論文 TUES カップ」を開催しています。
　第 11 回目を数える本年度は「持続可能な地球社会
を目指して - いまあらためて地域から考える -」をテー
マに、今年の 6 月 5 日（環境の日）から 9 月 3 日ま
で募集を行い、北は北海道から南は宮崎県まで 738 作
品（53 校）の応募をいただきました。
　この中から7点の受賞作品を選出し、10月11日（土）
に表彰式・論文発表会を行いました。本年度は、静岡
県立磐田西高等学校 3 年生 谷

や

口
ぐち

来
らい

さんが「昔話を手掛
かりに地方都市の未来を考える - 磐田市を例として -」
と題した論文で環境大賞を受賞しました。受賞した谷
口さんは「人が環境に与える影響を 1 年のころから考
えてきた。今後は論文の内容を実現できるよう、活動
していきたい」と抱負を述べていました。
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シリーズvol.57 鳥取環境大学
問 入試広報課  0857-38-6720

 http://www.kankyo-u.ac.jp/  nyushi@kankyo-u.ac.jp

第11回全国高校生環境論文
ＴＵＥＳカップ

鳥取市ボランティア・市民活動センターの案内
はじめてみませんか？ボランティア入門講座

と　き
12月11日（木）14:00〜15:15
12月16日（火）10:30〜11:45
12月20日（土）10:30〜11:45

ところ 市民活動拠点アクティブとっとり会議室

内　容 ボランティアの基礎的知識、募集情報紹介、
NPOについてなど

市民活動のための助成金相談会

と　き 12月22日（月）18:30〜20:00
12月25日（木）13:30〜15:00

ところ 市民活動拠点アクティブとっとり会議室

内　容 助成金の探し方、申請方法、助成金情報の紹介など
※1団体（個人）の相談時間は45分まで・要予約

NPOなんでも相談会

と　き 12月  2日（火）18:30〜20:00

ところ 市民活動拠点アクティブとっとり会議室

内　容
団体の立上げ、組織運営、協働事業、その他
NPOに関することなど

※いずれも受講無料
所  富安二丁目104-2 さざんか会館2階

～合併10周年　いまこそつながる　市民力～

2014市民活動フェスタ in とっとり
と　き 12月6日（土）12:30〜16:00　※入場無料

ところ さざんか会館（鳥取市富安二丁目104-2）

内　容

ステージ発表・活動紹介・販売・体験交流ブー
ス、シールラリー＆お楽しみ抽選会、ビンゴ
大会、おもてなしコーナー（きのこ汁　限定
200食）

問  鳥取市ボランティア・市民活動センター
 0857-29-2228  http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/
 tvc@tottoricity-syakyo.or.jp

内容 日時 定員 費用

風呂敷の包み方 5日（金）10:00〜12:00 10人 無料

マイバッグ 10日（水）10:00〜15:00 10人 無料

ガラス工芸
ステンド風の小窓 12日（金）10:00〜15:00 10人 200円

健康布ぞうり 13日（土）10:00〜15:00 10人 100円

裂き織り 16日（火）10:00〜15:00 4人 実費

木工
色紙サイズの額 17日（水）  9:30〜12:00 4人 200円

※詳しくは、電話でお問い合わせください。上記以外の体
験講座や外部出張も行います。お気軽にご相談ください。

問リファーレンいなば（伏野 2220）  0857-59-6026
（月曜日休館 ※ ただし月曜日が祝日の場合は翌日）

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 12 月スケジュール

①若鶏肉は、1 ㌢に切り、さといもは、一口大に切ります。
②板こんにゃくは、一口大に切り、湯通ししておきます。
③だいこん、にんじんは、乱切りにします。ごぼうは、

乱切りにし、水につけてあく抜きをします。ねぎは、
小口切りにします。

④鍋に水を入れ、削り節でだしをとります。
⑤だし汁に、具材を入れ、☆を入れて煮ます。

★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.4

●鹿野学校給食センター　いもこん鍋
問 第二庁舎体育課   0857-20-3372

1 人分 エネルギー 54kcal 脂質 0.5g
タンパク質 3.3g 食塩 1.2g

【栄養士一口メモ】
　その昔、鳥取藩の人々は、質
素な生活をしており、家で栽培
した「さといも」や安い「こんにゃ
く」などを使った「いもこん鍋」
を食べていました。今も受け継
がれる鳥取の郷土料理です。
　鹿野町産のさといも、だい
こん、鶏肉、ねぎを使用した
心も体もあたたまる一品です。

・ご飯　　　　　　　　・牛乳
・さばのしょうが焼き　・梨
・いもこん鍋
・小松菜の煮びたし

● 材　料（4 人分） ●
若鶏肉

40g（中1/4枚）
ごぼう 32g

（もも皮なし） ねぎ 20g
さといも 120g（中6個） 削り節 8g
板こんにゃく 120g（中1/2丁） 水 400g（2カップ）
だいこん 80g（中1/10本） うすくちしょうゆ 24g（小さじ4杯）
にんじん 20g（中1/10本） みりん 4g（小さじ2/3）

☆｛

市内全部の学校給食の献立に登
場する、鳥取の郷土料理「いも
こん鍋」を紹介します。

鹿野小学校キャラクター モヨネシカ

12月のバード・ハット イベント情報
鳥取駅前太平線

日（曜日） 時間 イベント名

上旬～26日（金） 終日 クリスマスイルミネーション
31 日（水）22:00 〜翌 1:00 初夢ロード

※ イベント名を一部省略して掲載しています。
問 新鳥取駅前地区商店街振興組合  0857-23-5550

ユーシー産業株式会社　鳥取工場
　弊社は1963年に大阪で創
立された樹脂製ホース・パイ
プの製造メーカーです。
　事業拡大で大阪工場が手狭
になっ た事から、1995年に
鳥取県・鳥取市（旧青谷町）の
支援を頂き、鳥取市青谷町に
製造部門を全面移転しました。
　弊社の製品は目立つ事はあ
りませんが、みなさんの身の
周りに必ずあります。弊社で
技術開発した製品はさまざま
な業界でご利用頂いておりま
す。
　家庭用エアコンの結露排水ホース、洗濯機・流し台・食
器洗浄機の排水ホースなどでは殆どが当社製品であり、ダ
クトホース・暗渠排水管・塩ビ製自在継ぎ手などでも大き
なシェアを持ち、皆様の生活環境の向上に寄与している事

と自負しております。
　鳥取での操業は今年で20年目にな
りますが、従業員みなさんの意識の高
さと勤勉な仕事には感謝しておりま
す。若年者の雇用拡充を計れるよう頑
張っていきたいと考えております。

株式会社エイト　鳥取工場
　弊社は六角棒スパナとい
う手作業工具を製造していま
す。本社は大阪市にあり、縁
あって1989年に気高町の高
浜工業団地に工場を建設し、
操業を開始いたしました。
　弊社は国内唯一（ 世界でも
希な）の六角棒スパナ専門メーカーと
して、創業以来プロの方々に安心、そ
して満足して使っ ていただけるHIGH 
QUALITYな製品を、品質重視の生産
体制のもとに作り続けてまいりました。
　この度、鳥取市ならびに鳥取県の
ご支援を賜り、本年9月に第3工場が
竣工いたしました。当工場は、弊社が
MADE IN JAPANにこだわって日本国
内と世界のプロユーザー様に良質で幅
広い品揃えの六角棒スパナを安定的に
供給するための旗艦工場となります。これを機に社員一
同、心新たに日々精進努力してまいります。合わせて更
なる雇用と地域活性化に貢献していきたいと考えており

ます。

シリーズ 第12回 鳥取市の誘致企業を紹介します！！
問 第二庁舎企業立地・支援課  0857-20-3223

所 在 地　気高町下坂本高浜
　　　　　工業団地内
従業員数　29 人（全体 62 人）
業務内容　六角棒スパナ製造

所 在 地　青谷町青谷 4180
従業員数　97 人（全体 117 人）
業務内容　樹脂製ホース・パイプ製造

代表取締役社長

      永吉 昭二  さん

鳥取工場第3工場

樹脂製ホース・パイプ

六角棒スパナ

鳥取工場で働くみなさん
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