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あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

7月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（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2016
7月10日（日）まで
第100回記念二科展デザイン・イラスト大賞受賞記念
まさきたかこ展
　平成27年に第100回記念二
科展デザイン・イラスト大賞を
受賞した、鳥取市出身のまさき
たかこさんの作品を展示。
と　き　7月16日（土）〜 8月28日（日）

ジェルキャンドルで青谷の海を作ろう！
　粘土でオリジナルの小物を作
り、青谷海岸の砂を入れ、ジェ
ルキャンドルを作ろう。
と　き　8月6日（土）
　　　　9:30 〜 12:30、14:00 〜 17:00
ところ　青谷町総合支所会議室　　参加費　800円
定　員　各回10人　※要申込み：7月6日（水）〜
※小学校低学年以下は、要保護者同伴

騒がしい街
（2015）

　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13日（水）13:30 〜 16:00
ところ：県庁 会議室（東町一丁目）
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）

 

■市民総合相談課（市役所駅南庁舎1階）【予約不要】
《くらし110番相談窓口  41番窓口》
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。

《消費生活センター  42番窓口》
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 〜 17:15（面談・電話相談）  0857-20-3863

下記の予約・問い合わせは  0857-20-3862まで
■法律相談【電話予約制】
内　容： 法律全般（弁護士応対）

と　き： 8/9（火）･16（火）・23（火）・30（火）
13:00 〜 16:00（定員各5人ずつ）

ところ： 駅南庁舎
予　約： 7/25（月）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： 8/24（水）13:00 〜 16:00（定員5人）
ところ： 本庁舎
予　約： 8/22（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： 8/10（水）13:00 〜 16:00（定員5人）
ところ： 駅南庁舎
予　約： 8/3（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： 8/18（木）13:00 〜 16:00（定員3人）
ところ： 駅南庁舎
予　約： 8/10（水）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。

無料相談青谷上寺地遺跡
展示館

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

7月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ロビー展示 黒い貴石  黒曜石
　列島各地の黒曜石産地と流通などを紹介。
と　き　7月16日（土）〜 10月16日（日）

関連イベント  黒曜石で石器づくり
　黒曜石を使って石鏃（矢じり）を作ります。
と　き　7月24日（日）13:00 〜 16:00
講　師　高橋章司さん（鳥取県埋蔵文化財センター）
定　員　20人　※要申込み（7月9・10日（土・日））
対　象　小学4年生以上
参加費　一般500円、高校生以下無料

あおや夏まつり
ガラスを使ってアクセサリーをつくろう!
　あおや夏まつりの日に夜間開館をおこない、ミニ
チュアガラスボトル作りをします。
と　き　7月30日（土）17:00 〜 20:30
定　員　先着150人程度　※申込み不要
参加費　無料

と　き：7月5日（火）・7日（木）・12日（火）・14日（木）・
19日（火）・21日（木）・26日（火）・28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
※相談日以外でも平日(9:00 〜16:00)は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9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7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

司法書士無料相談会
と　き：7月12日（火）16:00 〜 18:00　※要予約
ところ：県立図書館2階  小研修室
内　容：相続、不動産登記、会社・法人登記、成年後見、多

重債務など
問 鳥取県司法書士会   0857-24-7024

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：7/13（水）・19（火）・26（火）・8/4（木）

13:30 〜 15:00
ところ：7/13＝輝

き

なんせ鳥取、7/19＝さざんか会館、
7/26＝トスク本店インフォメーションルーム、
8/4＝市役所駅南庁舎

※翌月7日までの情報を掲載しています。
問  鳥取行政評価事務所   0857-24-5542

行政への困りごと相談（無料）

と　き：7月14日（木）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

　子どもの発達や子育てに関する相談を受け、支援、療育な
どを行っています。相談は、どなたでも、何度でも、無料です。
と　き：月曜日から金曜日8:30〜17:15（祝日・年末年始は休み）
ところ：こども発達・家庭支援センター発達支援係

さざんか会館3階（  0857-33-4012）
児童発達支援センター若草学園（  0857-28-1233）

問 こども発達・家庭支援センター（さざんか会館３階）
 0857-33-4012  0857-20-0144

子育てや発達に関する相談

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060  0857-86-6061

7月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

永本冬森が因州和紙に描く、季節の花々ボールペ
ンアート展「wallflower」   7月10日（日）まで

切り絵づくり ～四季シリーズ・夏～
　夏をテーマにミニ色紙サイズの切り絵を作ります。
と　き　7月18日（月祝）・24日（日）
　　　　10:30 〜、13:30 〜
参加料　300円　　定　員　各回５人　※要予約

小鳥の家族×因州和紙 ～家族写真で伝える和紙の世界～
　鳥取を舞台に、写真で写し出す家族の物語を因州和紙
に印画した、鳥取県出身の写真家 水本俊也さんの作品展。
と　き　7月16日（土）〜 9月12日（月）
観覧料　一般300円／小・中・高校生150円
関連イベント
家族写真撮影会 〜小鳥の家族 in あおや和紙工房〜
　あおや和紙工房を舞台に、水本
さんによる家族写真の撮影会。写
真は因州和紙に印画します。
と　き　7月16・17日（土・日）
　　　　9:00 〜 15:00（うち約60分）
参加料　500円　　定　員　1日5家族　※要予約

わくわく夏休み体験
流し漉きで紙を漉いて折り染め体験
と　き　7月18日（月）・24日（日）・8月7日（日）・
　　　　14（日）・21日（日）13:00 〜
参加料　500円（１回１枚）
定　員　各回10人　※要予約

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

7月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

鳥取城講座（初級編）
定　員　20人　※予約不要
対　象　小・中学生　　参加料　無料

（1）あなたは鳥取城について知っていますか？
と　き　7月24日（日）（座学）14:00 〜 15:30
ところ　謁見の間
講　師　鳥取市歴史博物館 学芸員　石井伸宏さん
　　　　仁風閣 学芸員　横山展宏さん

（2）あなたは石垣について知っていますか？
と　き　7月31日（日）（座学・現地説明）14:00〜16:00
ところ　謁見の間、鳥取城跡
講　師　鳥取市教育委員会 文化財専門員　細田隆博

さん ほか
※屋外での活動となりますので、動きやすい服装と暑

さ対策の準備をお願いします。

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　7月10日（日）11:00 〜 16:00
ところ　宝扇庵（仁風閣裏庭の茶室）
体験料　500円　※予約不要


