
PUBLIC INFORMATION

お持ち帰り用の市報を、地区公民館などに
設置しております。どうぞご利用ください。

鳥取市の人口

　男　：  93,007人  ［-  6］

　女　：100,038人  ［-32］

合　計：193,045人  ［-38］

世帯数： 78,430    ［+  5］

　平成27年1月1日現在［　］内は前月比
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▶岩国市姉妹都市 20 周年記念行事
　問 本庁舎企画調整課
　  0857-20-3154   0857-21-1594
　と　き　10 月

▶鳥取マラソン 2015
　問 第二庁舎体育課
　  0857-20-3371   0857-20-3050
　と　き　3 月 15 日（日）

▶用瀬駅跨線橋完成セレモニー
　問 本庁舎都市企画課
　  0857-20-3272   0857-20-3048
　と　き　３月下旬

▶鳥取砂丘コナン空港オープニング
　問 本庁舎交通政策課
　  0857-20-3257   0857-20-3048
　と　き　3 月 1 日（日）

▶全国鯖サミット 2015
　問 第二庁舎経済・雇用戦略課
　  0857-20-3249
　  0857-20-3046
　と　き　9 月中・下旬

▶砂の美術館「砂で世界旅行・ドイツ編」
　問 第二庁舎鳥取砂丘・ジオパーク推進課
　  0857-20-3036
　  0857-20-3046
　と　き ４月 18 日（土）

〜平成 28 年１月
3 日（日）

▶第 60 回鳥取県植樹祭
　問 第二庁舎林務水産課
　  0857-20-3235   0857-20-3047
　と　き　5 月上旬
　ところ　鳥取砂丘オアシス広場

▶第 20 回日本のふるさと音楽祭
　問 本庁舎文化芸術推進課 
　  0857-20-3226   0857-20-3040
　と　き　7 月 5 日（日）
　ところ　鳥取市民会館

▶日本ジオパークネットワーク
ガイドフォーラム

　問 第二庁舎鳥取砂丘・ジオパーク推進課
　  0857-20-3036   0857-20-3046
　と　き　9 月 15 日（火）・16 日（水）

▶全国鳴砂サミット in あおや
　問 青谷町総合支所
　  0857-85-0011
　  0857-85-1049
　と　き　9 月 12 日（土）
　　　　　　・13 日（日）

▶第 51 回鳥取しゃんしゃん祭
　問 第二庁舎観光コンベンション推進課
　  0857-20-3227   0857-20-3046
　と　き　8 月中旬　
※一斉踊りは 14 日、市民

納涼花火大会は 15 日

▶第 37 回全国公民館研究集会 in 鳥取
　問 本庁舎協働推進課
　  0857-20-3172   0857-21-1594
　と　き　10 月 15 日（木）・16 日（金）
　ところ　とりぎん文化会館ほか

平成27年はこんな1年になります！
　平成 27 年も、さまざまな分野で大きな催しが
控えています。
　この１年の主なできごとをとりまとめましたの
でお知らせします。

５
月

▶第 4 回アジア太平洋ジオパー
クネットワーク山陰海岸シン
ポジウム

　問 第二庁舎鳥取砂丘・ジオパーク推進課
　  0857-20-3036   0857-20-3046
　と　き　9 月 16 日（水）〜 20 日（日）

▶全国フットパスの集い 2015
　in 鳥取西いなば
　問 鳥取市西商工会
　  0857-82-0809   0857-82-0884
　問 気高町総合支所
　  0857-82-0011   0857-82-1067
　と　き　10 月 24 日（土）・25 日（日）

▶郡山市姉妹都市 10 周年記念行事
　問 本庁舎企画調整課
　  0857-20-3154   0857-21-1594
　と　き　11 月

今月の表紙

新成人として出発！

　平成 27 年の成人式が、1 月 3 日（土）とりぎん文化
会館で行われました。大雪だった元日から一転、晴れ
間も見える好天となったこの日、会場周辺には降り積も
った雪が多く残る中、スーツや晴れ着を身にまとった約
1700 人の新成人が参加しました。
　会場では、昔と変わらない姿の旧友を見つけては一緒
に写真撮影をしたり、談笑したりする姿が多く見られま
した。
　式典では、新成人を代表して米

よ ね む ら あ き ほ

村明畝実行委員長が「成
人であることを自覚し、成人にふさわしい責任ある行動
を取りたい」と決意を述べま
した。
　式典後には、鳥取県内を中
心に全国で活動しているロッ
クバンドによるライブパフォ
ーマンスが行われ、バンドメ
ンバーが新成人の座席まで近
づいて熱唱するなど、新成人
とバンドメンバーとが一緒に
なって盛り上がっていまし
た。

決意表明を行う
米村実行委員長
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