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株式会社スイデン
　株式会社スイデンは1947
年に創業し、工場用扇風機（工
場扇 ）を日本で初めて製造・
販売しました。今ではスポッ
トエアコン、業務用掃除機、
集塵機などをはじめとする

「職場環境改善機器の総合メー
カー」として活動しています。
　当社が一貫して取り組ん
でいるのは、快適な職場環
境を実現するための製品づ
くりです。夏の暑さを吹き
飛ばす工場扇、切削油まで吸引できるクリーナーやコ
ンパクトに設置できる集塵機、ポータブル送風機など、
さまざまな製品を開発してまいりました。
　鳥取工場は、1990年に工場扇・送風機・小型掃除
機など比較的小型機種の組立を行う工場として操業
を開始しました。当初は、無人搬送車を有し、生産
工程の物流システムを自動化した大量生産型の組立
がメインでしたが、お客様のニーズにあった「多品種
少量生産」に対応すべく、板金加工及び塗装部門の増

設を行い現在に至っております。
　今後も“快適を「かたち」に”をモッ
トーに、地域に必要とされる企業と
し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います。

株式会社山崎電機 鳥取工場
　弊社は、1964年に創立された
制御盤製作メーカーで設計、板金、
組立、配線、検査まで一括受注で
きる特徴を持っています。
　鳥取市へは大阪本社工場の板金
部門が手狭になっ たこともあり、
1990年に気高町の高浜工業団地
に工場を建設し操業を開始しまし
た。
　産業界の技術革新はめざまし
く、制御盤の構造もますます多様
化・高度化してきていますが、弊
社の持つ技術・アイディア・行動
力を活かし、信頼のおける「さら
にすぐれた製品」づくりをめざし、
2013年3月に板金加工機、溶接
機などを更新しました。おかげで、
国内はもとより海外向けの製品製
造も増えてきました。
　毎年、新卒者を採用しています
が、みな意欲的に仕事に取り組んでおり、6 ヶ月もすれば

加工機や溶接機を操作できるまで成長し
ています。
　今後も、鳥取市の雇用と地域の活性化
に寄与したいと考えています。
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シリーズ 第16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 0857-20-3046

所 在 地　気高町下坂本 1284-1-1
従業員数　10 人（全体 30 人）
業務内容　制御盤製作メーカー

所 在 地　北村 92
従業員数　41 人（全体 159 人）
業務内容　掃除機・熱風機・換気扇・
　　　　　集塵機の開発・製造・販売
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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
4月  8日（水）14:00 〜 15:15
4月17日（金）10:30 〜 11:45
4月25日（土）10:30 〜 11:45

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

市民活動団体のための助成金相談会

と　き
4月20日（月）18:30 〜 20:00
4月23日（木）13:30 〜 15:00

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 4月16日（木）13:30 〜 15:00

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
※1団体（個人）の相談時間は45分まで・要予約

所  さざんか会館2階（富安二丁目104-2）
　  市民活動拠点アクティブとっとり会議室

点訳・音訳（朗読）ボランティア養成講座

と　き
4月23日（木）〜 10月中旬（8月はお休み）
毎月第1・3木曜日　10:00 〜 12:00

内　容

点訳（視覚障がい者のための点字翻訳）・音訳（視
覚障がい者のためにあらゆる文字情報を音声と
してテープなどに吹き込み情報を伝える）技術
を学ぶ初心者講座
運営及び指導：桑の実会

（点訳・音訳ボランティアグループ）

定　員
点訳の部：10人（先着順）
音訳の部：制限なし

その他 テキスト代900円が必要

所  さざんか会館2階（富安二丁目104-2）
　　点訳の部：市民活動拠点アクティブとっとり会議室
　　音訳の部：ボランティア室
※いずれも受講無料

市民活動団体への助成
　市民まちづくり提案事業【市民活動促進部門】とし
て、市民活動団体の公益的な活動に係る経費の一部を
助成します。
対　象　市民活動拠点アクティブとっとりに登録し活

動する市民活動団体が企画・運営し実施する
公益的な活動　※団体登録は随時受付

募集期間　4月1日（水）〜 5月8日（金）
助成額　創造的な市民活動事業（スタート型）：
　　　　　上限10万円
　　　　公益的な自主事業（ステップアップ型）：
　　　　　上限20万円（助成対象経費の5分の4）
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/

試合日程 キックオフ 対 戦 相 手

4 月  5 日（日） 13:00 J リーグ・アンダー 22 選抜

4 月 19 日（日） 13:00 FC 琉球

4 月 26 日（日） 13:00 福島ユナイテッド FC

5 月  3 日（日） 13:00 藤枝 MYFC

　Ｊ２復帰に向け、みなさんの応援でガイナーレ鳥取を
盛り上げましょう。

※当月（4日以降）分と、翌月（7日まで）分の
　情報を掲載しています。
問 株式会社 SC 鳥取   0857-30-3033

ホームゲームのお知らせ
ガイナーレ鳥取 2015

ホームゲームのお知らせ

円護寺・望町団地宅地分譲
【円護寺団地】
　市内中心部にも近く、山の辺の景観と都市機能が調
和する街づくりをめざしています。
販売区画数　38区画
販売単価　3.3平方㍍（1坪）当たり12.6万円〜 19.0万円
　　　　　1平方㍍当たり38100円〜 57400円
販売価格　900万円台（1区画）〜 1700万円台（1区画）
　　　　　最多価格帯　1500万円台（9区画） 
　　　　　1000万円台（8区画）
面　　　積　219.42平方㍍（66.3坪）〜 318.19平方㍍

（96.2坪） 
●所在地／鳥取市円護寺
●学　校／市立中ﾉ郷小学校・市立中ﾉ郷中学校
●道　路／幹線道路：幅員17㍍・12.5㍍
　　　　　区画道路幅員6㍍

【望町団地（青谷町）】
　山陰自動車道青谷ICにも近く、「因州和紙の里」青谷
町に広がる快適なバリアフリーの街づくりをめざして
います。
※定期借地権付土地活用制度を活用し、より少ない資

金でマイホームが取得できます。
☆月額賃料を引き下げました。
販売区画数　20区画
販売単価　3.3平方㍍（1坪）当たり4.4万円〜 5.0万円
　　　　　1平方㍍当たり13200円〜 15100円
販売価格　400万円台（19区画）・500万円台（1区画）
面　　　積　298.85平方㍍（90.4坪）〜 357.78平方㍍

（108.2坪）
月額賃料　4300円〜 5500円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●道　路／区画道路幅員6㍍
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
問 鳥取県住宅供給公社事務局

 0857-27-7333    http://jkk-tottori.or.jp

① もち米は、洗って、一晩水につけた後、ざるに上げてお
きます。

② ごぼうはささがきにし、水につけてあく抜きをします。
③ サラダ油で、ごぼうを炒め、いか・イガイを入れ、☆を

入れて煮ます。
④ ③を具と煮汁に分けます。
⑤ もち米と④の具を合わせて 10 〜 12 分蒸した時、煮汁を

２〜３回に分けて打ちながら柔らかくなるまで蒸します。
⑥ 最後に、グリンピース、かにをのせ、蒸します。

★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.6

●青谷学校給食センター　ジオパークおこわ
問 第二庁舎体育課   0857-20-3372  0857-20-3050

1 人分 エネルギー 314kcal 脂質 1.9g
タンパク質 7.5g 食塩 1.1g

【栄養士一口メモ】
　山陰の海（ジオパーク）
の恵みである食材と、郷土
料理の「しょうのけおこわ」
や「イガイめし」をコラボ
させた、青谷学校給食セン
ター特製のジオパークおこ
わです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青谷小学校キャラクター 
「マスターブルー」 

・ジオパークおこわ　　・牛乳
・ソイチキンピカタ　　・いちご
・ゆばのすまし汁
・たけのことわかめの煮物

青谷町は、2014 年に山陰海岸
ジオパークの西端として認定さ
れました。

● 材　料（4 人分） ●
もち米 300g こいくちしょうゆ  9g （大さじ1/2杯）

（2 合） うすくちしょうゆ  12g （小さじ2杯）
かに赤身 20g みりん  6g （小さじ1杯）
イガイ（むき身） 25g 酒  10g （小さじ2杯）
いか（短冊） 25g さとう  6g （小さじ2杯）
ごぼう 30g サラダ油  2g （小さじ1/2杯）
グリンピース 20g

☆｛
青谷小学校キャラクター
マスターブルー


