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株式会社大真空 鳥取事業所
　弊社は1959年創業で、鳥取
市には1980年に誘致企業とし
て進出し、水晶振動子をはじめ
とした水晶デバイスを製造販売
しています。水晶デバイスは、
スマートフォンやタブレット端
末をはじめ、精密さが求められ
る通信衛星などあらゆる場面で
活躍している縁の下の力持ち的
な製品です。弊社では、この水
晶デバイスを人工水晶から製品
までを一貫生産しており、独自
の技術と品質管理で世界から高
評価を受けています。
　鳥取事業所では、QCD（クオ
リティ、コスト、デリバリー）で
世界一をめざすと共に大真空の
マザー事業所として、顧客満足
度を高めることを目標に掲げ、
生産革新・品質工学・ムダエフ

活動を強力に推進しています。
　地域に愛され続ける企業をめざし、
企業を支える人財育成にも積極的に取
り組み、地域とともに成長してまいり
たいと思います。

リコー ITソリューションズ株式会社 鳥取事業所
　リコー ITソリューションズ
は、企業のワークスタイル改革
や業務プロセス変革のためのIT
ソリューション・製品・サービ
スを提供しており、ソフトウェ
ア開発事業、リコーグループ内
のシステムインテグレーション
を手がけています。
　鳥取事業所では、主にソフトウェア開発事業に従事し
ており、レーザープリンタや複合機においては、新機能
の実現や、画像処理を行うための組み込みソフトウェア
を開発しています。また、全天球（360度）画像を撮影
できる「RICOH THETA」の、画像閲覧用アプリケーショ

ン開発や、画像の共有を可能に
するクラウドシステムの開発を
担っています。
　地元学生の職場体験の受け入
れや、鳥取砂丘の清掃活動など、
地域との活動を積極的に行うと
ともに、地元大学との共同研究・
開発に向けた情報交換を行って
います。これらの活動を通じ、
開発技術革新のみならず地域の
活性化への貢献をめざしていま
す。

シリーズ 第18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 RICOH THETA

クリーンルーム

鳥取事業所のみなさん

所 在 地　若葉台南 7丁目 3-21
従業員数　245人
業務内容　電子機器の製造販売

所 在 地　千代水 1-100 アイシン千代水ビル
従業員数　約 100人（全体 950人）
業務内容　ソフトウェア開発、システムインテグレーショ

ン、IT サービス

鳥取事業所長

      大坪  明  さん

超小型水晶デバイス

中電ふれあいホール
ギャラリーの案内

5月29日（金）～ 6月3日（水）

◆用瀬写真クラブ展

6月5日（金）～ 10日（水）

◆筒族。～浦富海岸スノーケル写真展～

6月12日（金）～ 17日（水）

◆第75回彩展

6月19日（金）～ 24日（水）

◆鳥取市陶芸教室作品展

6月26日（金）～ 7月1日（水）

◆ラフォト青空　第14回写真展

問  中電ふれあいホール
　 （鳥取市片原一丁目201）
 0857-22-0354

開館時間：9:30 ～ 17:30　※入館無料
休館日：毎週月曜日・年末年始

図書館だより
■中央図書館  0857-27-5182 0857-27-5192
　　　　　　　　開館時間 9:00 ～ 19:00（土・日曜は17:00まで）
■気高図書館  0857-37-6036 開館時間 10:00 ～ 18:00
■用瀬図書館  0858-87-2702 開館時間 10:00 ～ 18:00

鳥取市図書館協議会委員募集　 定員　３人
内　容　市立図書館の運営について
　　　　▷任期：委嘱の日から平成２９年７月３１日まで
　　　　▷報酬：7000円/出席1回　▷会議の開催：年４回程度
対　象　市内在住の２０歳以上（平成２７年４月現在）で、平日開催の会

議に出席できる人
募　集　6月29日（月）必着で、「市立図書館の運営について」を800

字程度にまとめ、住所・氏名・年齢・電話番号を明記のうえ、持参・
郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかで問い合わせ先まで
※応募多数の場合は選考の上決定

問市立中央図書館（〒680-0845 富安二丁目１３８-４）
0857-27-5192  chuo-library@city.tottori.lg.jp

読み聞かせボランティア交流会　 定員　30人（先着順）
とき　6月22日（月）10:00 ～ 12:00　内容　本の選び方についての情報交換
対象　ボランティアとして活動している人

鳥取砂丘清掃

※休館日
毎週火曜日、
毎月最終の
木曜日
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教室名 日　　　時 定員

いまさら聞けないSNS教室
（Facebook・Twitter・

LINE編）

8 月 10日～ 24日（月曜日）
19:00 ～ 20:30（計 3回） 10人

リフレクソロジー教室
（ひざ下編）

9 月 7日・14日（月曜日）
19:00 ～ 20:30（計 2回） 10人

着付け教室（浴衣編）7 月 7日～ 21日（火曜日）18:30 ～ 20:30（計 3回） 10人

話し方教室
（コミュニケーションUP編）

9 月 1日～ 15日（火曜日）
19:00 ～ 20:30（計 3回） 10人

書　道　教　室 7月 1日～9月16日（水曜日）
18:30 ～ 20:30（計 10回） 20人

バランストレーニング教室
（コアバランスストレッチ編）

7月 2日～9月17日（木曜日）
18:30 ～ 20:30（計 10回） 20人

華道教室（池坊）
※受講料 8000 円

7月2日～9月17日（木曜日）
18:30 ～ 20:30（計 10回） 10人

ハンドマッサージ教室 9 月 24日（木曜日）19:00 ～ 20:30（計 1回） 10人

茶道教室（茶道遠州流）
※受講料 1000 円

7月3日～9月25日（金曜日）
18:30 ～ 20:30（計 10回） 10人

※開催日時は変更となる場合があります。
と こ ろ　鳥取市勤労青少年ホーム
対 象　市内に居住または勤務の 35 歳までの勤労

青少年。ただし、受講するには利用者協議
会（年会費 1000円）への加入が必要です。

募集期間　6月1日（月）～20日（土）17:00まで
受 講 料　記載ない場合は無料　※ただし利用者協議

会（年会費1000円）への加入が必要です。
そ の 他　申し込み多数の場合は抽選になります。た

だし、定員に満たない場合はこの限りでは
ありません。6月21日（日）～25日（木）
17:00までに電話にてお問い合わせください。

問鳥取市勤労青少年ホーム（吉成三丁目1-3）
 0857-24-1702  0857-24-2944

鳥取市勤労青少年ホーム

教養講座 　  編 受講生募集夏

内 容　鳥取県キャリア・コンサルタント協会会員が、勤
労青少年の仕事の悩みやキャリアアップ及び転
職などの就労に関するあらゆる相談にのり、ど
うすれば勤労青少年の現状の悩みなどを解決
できるか一緒に考えていきます。

と　き　7月の土曜日（13:00 ～ 20:00）
 日曜日（10:00 ～ 16:00）
ところ　鳥取市勤労青少年ホーム
相談料　無料
対 象　市内に在住または勤務の35歳までの勤労青少年の人
受付期間　6 月 1日（月）～ 20日（土）17:00 まで

※定員に満たない場合は、この限りではありま
せん。6月21日（日）～25日（木）17:00
までに電話にてお問い合わせください。

※プライバシー保護のため完全予約制です。（秘密厳守）
※ 1日に最大 5人程度を定員とし、1人あたりの相
談時間は50分を目安とします。
問鳥取市勤労青少年ホーム（吉成三丁目1-3） 0857-24-1702
 http://www.tottori-shinkoukai.or.jp/kinrou

Good job ナビゲーション
～仕事とキャリアアップのよろず相談～

　3 月 30 日、本学
と日本交通株式会社は、本
学まちなかキャンパス（末
広温泉町）において、公共
交通の活用に関する協定の
調印を行いました。この協
定は、学生が地域公共交通機関である路線バスを活用
し、地域課題の調査研究を行うことや、中心市街地や
観光地へ出かけてにぎわいの創出など、地域活性化を
目的としたものです。27年 4月以降、本学の学生は、
土日祝日および夏期休業などの長期休業期間におい
て、学生証を提示することで日本交通の東部地区の全
路線に無料で乗車することが可能となりました。
　調印式で、高橋学長は、学生の若い力を地域に展開
することは地域活性化への貢献となり、学生にとって
は知的好奇心を満足させ、学生生活の充実に繋がると
述べました。
　日本交通株式会社の澤社長からは、県外出身の学生
も各地を巡って鳥取のファンになってもらいたい、ま
た、今回の協定をきっかけに地域活性化や公共交通の
活用について学生の柔軟な発想や意見への期待の言葉
をいただきました。
　環境学部 3年の秋田さん、経営学部 3年の別所さん
は、東部地区での交通手段が確保されることで利便性
が大幅に向上し、研究や学生生活に広がりが生まれる
と意欲的でした。

シリーズvol.60公立鳥取環境大学
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問企画広報課  0857-38-6720
 http://www.kankyo-u.ac.jp/  nyushi@kankyo-u.ac.jp

日本交通株式会社と公共交通の活
用に関する協定を調印

京都議定書は守れたか？－気候変動と森林生態系－

講　師 藤
ふじぬま

沼康
やす み 

実（環境学部 教授）
と　き 6 月 27 日（土）13:30 ～ 15:00
ところ 鳥取県立図書館２階大研修室（尚徳町 101）
申込方法 開催の前日までに「受講希望講座名・会場・住所・

氏名・電話番号」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

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

テーマ　「身近な環境問題 -いまどうする、あなたなら-」
応募資格　日本の高校に在籍している高校生（国籍不問）
応募要領　図表を除き 1500 ～ 2500 字程度で、日本語

で書かれた未発表のもの（1人 1作品）
応募方法　郵送あるいは電子メール
締　切　9月 2日（水）消印有効
表　彰　10月 31日（土）
問  公立鳥取環境大学 「第 12回 全国高校生環境論文」
募集係
 0857-38-6704  0857-32-9053
 midori@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）

第12回全国高校生環境論文TEUSカップ論文募集


