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①	 鍋に水を入れ、削り節でだしをとります。
②	 えのきたけは石づきを取り、２センチに切ります。
③	 かまぼこは短冊切り、にんじんはいちょう切り、た
まねぎはうす切り、ねぎは小口切りにします。

④	 だし汁に、えのきたけ、たまねぎ、にんじん、かま
ぼこを入れて煮ます。

⑤	 ④にうすくちしょうゆ、みりんを入れます。
⑥	 雨滝ゆばとねぎを入れて、完成です。

7月19日食育の日 ★「とっとりふるさと探検」献立★
　毎月19日食育の日に合わせて、全ての市立小中学校に、鳥取市内産の共通食材を使用
した学校給食を提供し、市内各地域の産物のすばらしさ、風土、食文化などを伝えています。

 学校給食レシピ　vol.13

とっとりっ子の「いただきます！」

●国府学校給食センター　雨滝ゆばのすまし汁
問第二庁舎学校保健給食課		 	0857-20-3372	 	0857-29-0824

1 人分
栄養価

エネルギー 58kcal 脂質 2.0g
タンパク質 5.0g 食塩 1.0g

山陰海岸ジオパークの自然の
恵み「雨滝ゆば」を使った
レシピを紹介します。

● 材　料（４人分） ●
雨滝ゆば 40g ねぎ 40g

えのきたけ 60g うすくちしょうゆ

かまぼこ 40g 大さじ 1・1/3

にんじん 20g みりん 小さじ 2/3

たまねぎ 140g 削り節 8g・ご飯
・牛乳
・鳥取っ子焼き
★雨滝ゆばのすまし汁
・きんぴらごぼう

給食メニュー

【栄養士一口メモ】
　国府町雨滝の湧き水と鳥取県産大豆を使用し、昔な
がらの“生絞り製法”で作られた雨滝豆乳を原料とし
た「雨滝ゆば」です。植物性のたんぱく質を多く含み、
汁物で食べるとゆばの本来の食感が楽しめます。

なっしちゃん

■市内事業所で働きたい人を支援しています
　鳥取市では、「鳥取市無料職業紹介所」を設置し、雇用・
就労に関する専任の雇用アドバイザーが求職者のみな
さんの支援をしています。
　企業訪問による求人開拓や求職者へのカウンセリン
グなど、求人・求職者それぞれの目線に立ち、ハローワー
クなどと連携しながら迅速なマッチングを行っていま
すので、どうぞお気軽にご相談ください。

【窓口開設時間】	平日8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:15
	 ※要事前電話予約

【窓口場所】 第二庁舎1階	経済観光部内
【相談内容】 就職相談、企業求人情報、その他求職関係

情報提供
問鳥取市無料職業紹介所（第二庁舎経済・雇用戦略課内）
	0857-20-3134	 0857-20-3046
	keizai@city.tottori.lg.jp

JPツーウェイコンタクト株式会社
　当社は2004年に鳥取市の誘致を受け若葉台にコール
センターを新設しました。全国でコールセンター業務
を展開している中で、鳥取の県民性はコールセンターに
マッチしており、今後鳥取は当社の更なる発展を担う重
要拠点となります。
　昨年5月に日本郵政グループとなり、JPツーウェイコ
ンタクト株式会社へ社名変更しました（旧社名ツーウェイ

システム）。安心の日本郵政グループで今後はグループ
内の業務や日本郵政ブランドを活かし更なる事業規模の
拡大を行う予定にしており、平成28年10月以降多くの
雇用を計画しております。未経験者にもしっかりと研修
を行い、人材育成にも力を入れてまいります。

シリーズ 第28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　若葉台南 5丁目 17-1
従業員数　約 420人（鳥取のみ）
業務内容　通信販売などの受注・発信業務

会社外観

市民のみなさんの自主的
な活動をご紹介します。

※10月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、8月
15日（月）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。

ふるさと民話の集い 鳥取県の妖怪・幽霊  講演と語り
時：8月6日（土）13:30 ～ 15:30 ／所：鳥取ガス
グループショールームサルーテ／容：新鳥取県史編さ
ん事業として「鳥取県の妖怪～お化けの視点再考」
が刊行されています。民話「妖怪」のお話しを聴い
て一緒に学びましょう。「幽霊」の語りも聴いていた
だきます。▷主催：とっとり・民話を語る会	▷後援：
鳥取民俗懇話会、鳥取県公文書館県史編さん室他
／料 : 無料／連 : 下村	 	0857-30-2020

鳥取ジュニアオーケストラ
第20回記念演奏会
時：8月21日（日）14:00～（開場13:30）／所：と
りぎん文化会館小ホール／容：小中高校生のオーケス
トラ。今回は20周年記念で卒業生も含めにぎやかに
開催します。／料：500円／連：上

じょうまん

萬	 	090-5375-
3077

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
8月		3日（水）14:00 ～ 15:15
8月		6日（土）10:30 ～ 11:45
8月19日（金）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 8月23日（火）10:00 ～ 11:30
8月29日（月）18:30 ～ 20:00

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 8月25日（木）13:30 ～ 15:00

内　容
団体の立ち上げ、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
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/

鳥取市雇用促進協議会
【めざせトップセールス!!（第１弾）：お客様に信頼さ
れる商談スキルセミナー】
と き 9月8日（木）9:30 ～ 16:30(昼休憩含む)
と こ ろ とりぎん文化会館	第4会議室

内 容 お客様との信頼関係を築くコミュニケーショ
ンと商談スキルを学ぶ

対　　象
鳥取市の事業所で、主に営業・販売・接客・
購買などの対人折衝スキルを必要とする業務
に携わる若手・中堅職員などを優先

定　　員 30人
受 講 料 無料（テキストとして「スベらない商談力」を進呈）
※第2弾を11月25日（金）に開催予定。

【部下を育てる!! 部下の心に火をつけるリーダーシップ
セミナー】
と き 9月9日（金）9:30 ～ 16:30(昼休憩含む)
と こ ろ とりぎん文化会館	第5会議室

内 容
部下との信頼関係の醸成にもとづき、その
能力を引き出して活躍に結びつけるための
部下を育成する実践OJTの手法を学ぶ

対　　象 鳥取市の事業所で、部下を持つ管理者と組
織を率いるチームリーダーなどを優先

受 講 料 無料（テキストとして「リーダー 3年目か
らの教科書」を進呈）

※申込みは、研修開催日の1週間前までにファクシミ
リ、電子メール、郵送のいずれかで問い合わせ先へ

問鳥取市雇用促進協議会事務局（担当：松本、野田）
　（第二庁舎経済・雇用戦略課内）
	0857-20-3134	 	0857-20-3046
	tottori-koyou@city.tottori.lg.jp

｢とっとり創業塾」受講生募集
時　間　9:30～ 16:30
ところ　鳥取商工会議所5階	大会議室
対　象　創業予定の人、創業後間もない人
受講料　3240円　　定員　30人　※先着順
募集期間　8月26日（金）まで

月　日 内　　容

9月4日（日） • 創業体験談　　• 経営戦略
• 創業のビジョンとビジネスモデル

10日（土） • 資金調達、会計、税務、法務、労務の
基礎知識　• ＩＴの活用

11日（日） • マーケティング
• ビジネスプランの作成方法

17日（土） • ビジネスプランの作成
18日（日） • プレゼンテーション

問鳥取商工会議所		支援・交流課		 0857-32-8004

内　　容 日　　時 定員 費用
紙すき
オリジナル葉書 9日（火）10:00～12:00 10人 100円

PP斜め編み 12日（金）10:00～12:00 5人 無料
マイバック 18日（木）10:00～15:00 10人 無料
裂き織り 23日（火）10:00～15:00 3人 実費
木工・ネコの置物 24日（水）10:00～12:00 4人 100円
健康布ぞうり 30日（火）10:00～15:00 10人 100円
※詳しくは、電話でお問い合わせください。上記以外の体
験講座や外部出張も行います。お気軽にご相談ください。

問リファーレンいなば（伏野 2220）	 	0857-59-6026
（月曜日休館	※ただし月曜日が祝日の場合は翌平日）

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 8 月スケジュール


