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と　き：7月2日（木）・7日（火）・9日（木）・14日（火）・16（木）・
21日（火）・23日（木）・28日（火）・30日（木）

　　　　15:00 〜 17:00（定員各2人ずつ）
ところ：人権交流プラザ（幸町151）
内　容：人権に関わること、生活上の悩みなど（カウンセラー応対）
問  中央人権福祉センター   0857-24-8241
※相談日以外でも、人権福祉員が応対しています。

人権・生活相談（無料）

行政書士無料相談
と　き：7月11日（土）10:00 〜 15:00  ※当日受付、先着順
ところ：県立図書館2階  小研修室
内　容：相続・遺言、成年後見、帰化・在留許可などの手続

きなど（行政書士応対）

と　き：8月2日（日）10:00 〜 15:00　※当日受付、先着順
ところ：気高図書館2階会議室
内　容：相続・遺言、成年後見、農地転用、許認可申請、契

約など（行政書士応対）
問 鳥取県行政書士会事務局   0857-24-2744

　弁護士などの専門家による無料相談会です。　※要予約
と　き：7月15日（水）13:30 〜 16:00
ところ：県庁 会議室
問  県消費生活センター（県庁第二庁舎2階東部消費生活相談室）

 0857-26-7605 0857-26-8144

多重債務・ヤミ金融など相談会（無料）

と　き：7月20日（月祝）13:00 〜 16:00
ところ：さざんか会館（富安二丁目）
内　容：人権問題全般（人権擁護委員応対）について、人権

侵害が認められる相談については調査救済（法務局
対応）を行うことができます。

問  鳥取地方法務局人権擁護課   0857-22-2289
※法務局においても平日（8:30 〜 17:15）は毎日相談に応じています。
　専用ダイヤル  0570-003-110

特設人権相談 

市民総合相談　　　  予約は  0857-20-3862まで

■市民総合相談センター（市役所駅南庁舎1階 41番窓口）【予約不要】
《くらし110番相談窓口》
内　容： 日常生活の中での疑問、困りごとなど（専門相談員応対）
と　き： 平日8:30 〜 17:15（面談・電話相談）  0857-20-4894

平日17:15 〜 22:00（電話相談）  090-8715-9280
土日祝日8:30 〜 22:00（電話相談）  090-8715-9280

※本庁舎でも毎週月・金曜日（13:00 〜 17:00）に面談相談
を行います。

《消費生活相談窓口》
内　容： 訪問販売・通信販売・インターネットトラブル、借

金問題など、消費生活に関すること（専門相談員応対）
と　き： 平日8:30 〜 17:00（面談・電話相談）  0857-20-3863
■法律相談【電話予約制】
内　容： 法律全般（弁護士応対）
と　き： 8/4（火）･11（火）・18（火）・25（火）

13:00 〜 16:00（定員各5人ずつ）
ところ： 駅南庁舎
予　約： 7/24（金）8:30 〜（先着順、定員になり次第終了）
■公正証書作成（遺言・養育費支払契約など）など相談【電話予約制】
内　容： 遺言や任意後見、不動産賃貸借、金銭貸借、離婚にとも

なう養育費・慰謝料の支払等契約などの公正証書作成
および私署証書の認証などに関すること（公証人応対）

と　き： 8/26（水）13:00 〜 16:00（定員5人）
ところ： 本庁舎
予　約： 8/24（月）17:15まで（先着順、定員になり次第終了）
■年金制度・労働・社会保険に関する相談【電話予約制】
内　容： 採用から退職までの労働および社会保険、老後の年金を

含む生活設計などに関すること（社会保険労務士応対）
と　き： 8/12（水）13:00 〜 16:00（定員5人）
ところ： 駅南庁舎
予　約： 8/5（水）17:15まで（先着順、定員になり次第終了）
■土地境界に関する相談【電話予約制】
内　容： 土地境界などに関すること（土地家屋調査士応対）
と　き： 8/20（木）13:00 〜 16:00（定員3人）
ところ： 駅南庁舎
予　約： 8/13（木）17:15まで（先着順、定員になり次第終了）

※上記相談以外にも、市役所各担当課で、人権、福祉、税、健康な
どの各種相談業務を随時行っています。お気軽にご相談ください。

 問  駅南庁舎市民総合相談センター  0857-20-3862

行政相談
内　容： 国の仕事や手続き、サービスなど（行政相談委員応対）
と　き： 8/6（木）・12（水）・18（火）・31（月）13:30 〜 15:00
ところ： 8/  6＝市役所駅南庁舎、8/12＝輝

き

なんせ鳥取、
8/18＝さざんか会館、
8/31＝トスク本店インフォメーションルーム

問  鳥取行政評価事務所  0857-24-5542

無料相談

　７月は、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。学
校不適応、交友関係、進路のことなどの相談に無料で応じて
います。お気軽にご相談ください。
と　き：月曜日から金曜日
　　　　8:30 〜 17:15（市役所閉庁日を除く）
相談員：少年愛護センター指導員（面談・電話相談）
問  少年愛護センター（第二庁舎4階）   0857-22-4318

青少年に関する相談

入館料（上記期間中）
 一 般 900円
 高 校 生 500円
 障 が い 者 400円
 小・中学生 300円
問 渡辺美術館（覚寺55番地）

 0857-24-1152

公益財団法人 渡辺美術館 

第 2 回 夏のかがやき展
と　き　7月1日（水）〜 31日（金）まで
※火曜日休館（祝日の場合開館翌日休館）
　10:00 〜 17:00（月・水・木・金は15:00まで）

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780  0857-26-1781

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

企画展 古代の衣食
と　き　7月25日（土）〜 8月23日（日）

関連イベント  古代のファッションミニ講座
　飛鳥、天平時代の古代衣装の復元を手掛けた先生
の古代ファッションについての楽しいお話
と　き　7月25日（土）13:30 〜 14:30

講　師　山
やまぐち

口千
ち よ こ

代子さん（古代衣装研究家）
参加料　無料　※要申込み・要観覧料

夏休み「子ども草木染工房」
　身近な植物を染料に布に絞りを入れて万葉模様染
物をつくります。夏休みの宿題にぴったり！
と　き　7月30日（木）13:30 〜 15:00
参加料　500円　※要申込み

化石レプリカ作り
　鳥取市上地地区で化石のレプリカ作りに挑戦。動
きやすい服装で参加してください。
と　き　7月29日（水）9:30 〜 12:30

講　師　清
きよすえ

末忠
ただ と 

人さん（鳥取生物友の会会長）
定　員　20人　※要申込み
対　象　小・中学生とその保護者同伴
参加料　800円（昼食代・保険料・材料費・バス代）

まが玉づくり＆万葉衣装試着体験
　まが玉をつくって、万葉衣装を着て、万葉の時代
にタイムスリップ！
と　き　7月25日（土）〜 8月16日（日）
参加料　500円（記念写真進呈）　※予約不要

まんれき！クイズラリー
　クイズを解いて、万葉集や古代の歴史について楽
しみながら学びましょう。
と　き　7月25日（土）〜 8月16日（日）
参加料　無料（参加賞あり）　※予約不要・要観覧料

全国一斉不動産表示登記無料相談会
と　き：8月2日（日）10:00 〜 17:00
ところ：鳥取県土地家屋調査士会館（西町一丁目）
内　容：土地の境界に関する相談、土地・建物の表示に関

する登記（土地分筆、建物新築など）の相談
※当日会場受付または電話予約（土日祝休日を除く）
　10:00 〜 16:00
問 鳥取県土地家屋調査士会事務局   0857-22-7038

青谷上寺地遺跡
展示館

青谷町青谷 4064
 0857-85-0841  0857-85-0844

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

古代の宝石 琥珀の勾玉つくってみよう
　琥珀を使った勾玉作りです。
と　　き　7月24日（金）・25日（土）
　　　　　9:30 〜 /13:00 〜 /15:00 〜（両日とも）
定　　員　各回20人
参 加 費　一般600円　※高校生以下無料
申込期間　7月11日（土）・12日（日）9:00 〜 17:00
　　　　　※電話受付のみ

海のめぐみでジェルキャンドルづくり
　ビーチグラスと貝殻を使ったジェルキャンドル作り
と　き　8月1日（土）10:00 〜 /13:30 〜
定　員　各回20人
参加費　一般500円　※高校生以下無料
申込期間　7月11日（土）・12日（日）9:00 〜 17:00
　　　　※電話受付のみ

夏の青谷 ぶらりスタンプラリー
　青谷上寺地遺跡展示館、あおや郷土館、あおや和紙
工房、青谷ようこそ館、かちべ伝承館をまわってスタ
ンプを集めると、クジで賞品がもらえます。
と　き　7月18日（土）〜 8月30日（日）
参加費　無料

ロビー展示 弥生人の描いた絵画・文様
　弥生時代の遺跡から見つかった文様や絵画をパネルで紹介
と　き　7月18日（土）〜 10月25日（日）
観覧料　無料

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

郷土のカメラマンによる写真展2015  7月12日(日)まで開催

戦後70年 ～平和への祈り～ 村上しま子人形展
　戦後70年の節目にあたり、鳥取市青谷町出身の人
形作家・村上しま子さんの、戦時中のくらしを物語
る人形を展示します。
と　き　7月18日（土）〜 8月30日（日）

アニメーション体験 おどろき盤を作ってみよう！
　すき間からのぞくと絵が動く!?簡単な手作りアニ
メーションの工作です。
と　き　7月26日（日）10:00 〜 /14:00 〜
定　員　各回15人　※要予約　　参加料　500円

お城山展望台
河原城

河原町谷一木 1011
 0858-85-0046  0858-85-1946

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：無料　開館時間 10:00 〜 18:00（4 〜 9月：土曜日は19:00）

入館は、閉館時刻の30分前まで

第7回かわはら七夕まつり
と　き　7月4日（土）〜 8月9日（日) 
ところ　河原城大手門周辺

ミニSL展 ～中村仙一郎コレクション・蒸気機関車の世界
　ミニといっても実物の8分の1の迫力サイズ！鉄道
ファン以外の人も必見です！
と　き　7月19日（日）〜 8月30日（日）

夏休みものづくり教室 砂像を作ろう
　砂像マイスターが分かりやすく指導します。初めて
の人も自分だけのオリジナル砂像作りに挑戦しよう！
と　き　7月26日（日）13:30 〜 15:30
参加費　600円　　　定　員　10人
対　象　小学生以上（小学校低学年は保護者同伴）


