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昨年の「水道に関する標語」特選作品

6 月 1 日（月）～ 7 日（日）は水道週間

百年間  鳥取を巡る  水道水

■水道の標語を募集します
テーマ　水道について、日ごろ感じていることや広く

伝えたいこと
応募資格　市内在住または通勤・通学している人
応募方法　作品に住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、

持参、郵送、ファクシミリのいずれかで
応募期限　6 月 12 日（金）必着
入　賞　 ▽特選：1 点　 ▽準特選：3 点

※入賞作品は鳥取市水道局の広報活動に使用
します。

発表方法　入賞者には通知するとともに、市報などで発表
その他　応募作品は 1 人 1 点、自作・未発表のもの
　　　　入賞作品の著作権は市水道局

送付先　〒 680-1132  国安 210-3
　　　　水道局経営企画課 標語募集担当

問 水道局経営企画課
 0857-53-7953  0857-53-7802
 http://www.water.tottori.tottori.jp/

■ご協力を！千代川市民一斉清掃

　私たちの大切な水源をきれいに保つため、ご協
力をお願いします。清掃に必要な軍手・ごみ袋は
用意します。
と　　き　6 月 7 日（日）8:30 〜 9:30
※雨天・荒天の場合は 6 月 14 日（日）に延期。

小雨決行。実施の有無については、当日 6:30 以
降に水道局（  0857-53-7811）に問い合わせ
ください。また、ケーブルテレビぴょんぴょん
チャンネルで 7:30 〜 8:30 の間お知らせします。

集合場所　千代川倉田スポーツ広場

聖和精機株式会社 鳥取工場
　当社は工作機械用の保持工具
を主製品とするツーリングメー
カで、国内では関東、名古屋、
大阪、福岡に営業拠点があり拡
販活動に努めております。鳥取
市には1984年に生産部門を拡
大するために大阪・豊中市から
進出しました。
　弊社は金属加工に使用するド
リルやエンドミルなどの刃物を
精巧かつ確実に把握できる「マ
イクロンチャック」を保有して
おり、その精密性が評価されて
金型や自動車メーカなどの高精度を必要とする加工現場
で活躍しています。
　鳥取工場では保持工具の他、工作機械の心臓部と称さ
れる「スピンドルユニット」や複合加工機のミーリングド
ライブ機能を実現する「回転工具」などの精密機能部品も
機械メーカへ供給しています。また、2002年から鳥取
工場を本社工場として位置付け、地元の優秀人材の確保、

地域貢献に努めております。
　今後も「とっとりの企業」として地
元に根ざし、愛され求められる企業を
目指して「ものづくり」に励んで参り
ます。どうぞよろしくお願い致します。

株式会社富士通システムズ・ウエスト 鳥取事業所
　当社は大阪に本社を置き、主要
都市18カ所に支社・事業所をも
つ、約3400名が在籍するICT（※）
企業です。
　私たちは、最新のICTを活用し
て、従来より使いやすく安心して
利用できる高品質の製品やサービ
スの向上を追求し、日本国内はも
とより、世界各国に展開していま
す。また、これまで培ってきた豊富な経験や業務スキル
を基に、お客様の経営を支え、さらには社会の発展に貢
献していきたいと考えております。
　お客様から信頼され、お客様と共に笑顔で喜びあえる
企業を目指し、お客様の期待を超える価値を提供してま
いりますので、今後ともよ
ろしくお願いいたします。
※ICT：コンピュータやネッ
トワークに関連する諸分野
における技術・産業・設備・
サービスなどの総称

シリーズ 第17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

鳥取事業所

鳥取工場

精密マイクロンチャック

所 在 地　若葉台南七丁目 4-26
従業員数　80人（グループ全体115人）
業務内容　保持工具、スピンドルユニッ

トの設計、製造および販売

所 在 地　永楽温泉町 271
　　　　　朝日生命鳥取ビル
従業員数　56人（グループ全体3398人）
業務内容　システムインテグレーショ

ン、コンサルティング、ク
ラウド・アウトソーシング
サービス、ソリューション
プロダクトの開発・販売

代表取締役社長

      廣海  善久  さん

代表取締役社長

  宮田  一雄  さん

ポリテクセンター鳥取 受講生募集（7月期生）
再就職のために職業訓練を受講してみませんか?

【CAD / NC加工技術科】/【電気設備技術科】

募集期間 5月15日（金）〜 6月12日（金）

訓練期間 7月2日（木）〜 12月25日（金）

受 講 料 無料  ※テキスト代（約1万円）は自己負担です

定　　　員
15人（CAD/NC加工技術科）
18人（電気設備技術科）

対 象 者 ハローワークに求職の申し込みをされている方

応募方法 受講申込書をハローワークに提出してください

選 考 日 6月17日（水）

問 ポリテクセンター鳥取（鳥取市若葉台南七丁目）
0857-52-8802

市民のみなさんの自主的
な活動をご紹介します。

※7月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、5月15日
（金）までに、ハガキ、ファクシミリ（  0857-20-3056）ま
たは電子メール（  shihou@city.tottori.lg.jp)で秘書課広
報室まで。

紙面の都合により掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

講演会『15歳からの陶芸』
時：5月15日（金）18:30〜20:00／所：鳥取ガスグルー
プショールームサルーテ／容：陶芸にかけた想いにつ
いて語っていただきます 講師：河

かわもと

本賢
けん じ 

治さん（陶芸家）
／料:500円／連:松浦  0857-30-2020

春の食べられる野草探し
〜みんな集まれ！遊遊ひろば〜
時：5月30日（土）9:00〜12:00／所：鳥取大学及び湖
山池周辺／容：春の食べられる野草を探しながら、大
学内・湖山池周辺を散策／対:年長〜中学3年生／連:
遊遊ひろばを楽しむ会事務局 伊藤  080-5755-
3384  norida_non@yahoo.co.jp

鳥取ユネスコ協会  設立40周年記念
講演会
時：5月30日（土）14：00〜16：00／所：鳥取県立図書
館大研修室／容：講師 鳥取県副知事 林 昭男さん（鳥
取ユネスコ協会賛助会員）「山陰海岸ジオパークの魅
力と活用について」／料:無料（申込み不要）／連:鳥取
ユネスコ協会 ・  0857-24-5009（月〜水・13：00
〜17：00）

鹿野そば道場の休館日が
6月から変わります
　鹿野そば道場の休館日を毎月「第1木曜日」から「第
2木曜日」に変更します。
◆今後の鹿野そば道場などの休館日について

施
設
名

鹿野そば道場
  食堂開館時間
  11:30〜14:00（ 土日祝日は15:00まで）

鹿野そば処
  開場時間
  11:30〜18:00（ 土日祝日は19:00まで）

休　

館　

日

５
月
ま
で

毎月第 1 木曜日
（その日が国民の祝日などである場合は、第 2
木曜日）

６
月
以
降

毎月第 2 木曜日
（その日が国民の祝日
などである場合は、
第 3 木曜日）

毎月第 1 木曜日
（その日が国民の祝日
などである場合は、
第 2 木曜日）

※そば道場の休館日には「鹿野そば処」（温泉館ホットピア鹿
野に隣接するおもしろ市場に併設）をご利用ください。

問 第二庁舎農業振興課
 0857-20-3232  0857-20-3047

東洋と西洋との交易史 －コロンブスやバスコ・
ダ・ガマ等による「発見」の背景
講　師　冨

とみおか

岡庄
しょういち

一（経営学部 教授）
と　き　5 月 16 日（土）10:30 〜 12:00
ところ　鳥取県立図書館２階大研修室（尚徳町 101）
申込方法　講座の前日までに、「受講希望講座名・会場・

住所・氏名・電話番号」を明記し、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。

参加料　無料
問 公立鳥取環境大学企画広報課  0857-38-6704

 0857-32-9053  kikaku@kankyo-u.ac.jp

TOTTORI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

公立鳥取環境大学情報
http://www.kankyo-u.ac.jp/

公立鳥取環境大学公開講座（とっとり県民カレッジ連携講座）

「特定外来生物オオキンケイギク」の防除
　オオキンケイギクは 5 〜 7 月に河川敷や道路沿いなど
によく目立つ黄色い花を咲かせる植物で、特定外来生物
に指定されており、防除の必要があります。
●特定外来生物とは
　外来生物法により飼育・栽培・保管・運搬・生息域を
拡げることなどが禁止されている動物や植物です。オオ
キンケイギクは一見きれいな花ですが、河原などから持
ち帰り庭や花壇に植えることは禁止されています。
●なぜ防除しなくてはいけないの？
　オオキンケイギクは繁殖力の強さのため日本古来の植
物の生息域を奪っており、河原に生息する希少植物など
を絶滅させる恐れを持っています。そのため、環境省は
平成 18 年 2 月に特定外来生物に指定しました。
●防除方法について
　オオキンケイギクの特徴に、花が枯れた後も根が地中
に残り、翌年同じ場所に生えてくるという点があります。
そのため防除方法は抜き取りが理想となります。また、
防除は種子が実る前に行うとより効果的です。抜き取っ
てすぐの根には再生能力がありますので、その場で天日
にさらし枯死させたうえでビニール袋などで梱包して運
んでください。ご協力よろしくお願いします。
問 本庁舎生活環境課   0857-20-3218  0857-20-3045

鳥取砂丘清掃


