
1617 Tottori City News Letter  2016.10 とっとり市報 2016.10

2013

11
2016

10
2016

10

情報をお寄せください！
　いなばぴょんぴょんネット  0857-22-6111
※放送内容は予告なく変更することがあります。
　番組の放送時間は、ホームページでも紹介しています。
　http://www.inabapyonpyon.net

※番組の放送時間や内容はホームページまたはデジタル放送の
電子番組表（EPG）をご覧ください。

 122ch（第２放送）
　週替わりでリクエスト番組やイベント番組を再放送。
また、テレビでしゃんしゃん体操を毎日放送中！

いなばぴょんぴょんネット
自主制作番組

　静止画文字情報（音声付き）
　『鳥取市からのお知らせ』【放送】毎週水・木・金・土

手話番組『手話でコミュニケーション』【放送】毎週日・月
　ニュースや話題、行事、お知らせを手話や字幕で
紹介します。

生活情報番組『ぴょんぴょんワイド』【放送】毎週火
　市内各地で開催されたイベントや鳥取市立病院市民医療
講演会、県内ＣＡＴＶ局から届いた話題をお送りします。

地域情報番組『とっとりウォーキング』【放送】毎週日・月
　芸術や文化の秋に行われる小学校や公民館行事や、

「因州和紙で折ってみよう！」はもみじを紹介します。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木
　秋の味覚・西条柿などの収穫や農産物フェスタやきの
こ祭りなどのイベント、栽培情報などをお伝えします。

いなば
ぴょんぴょんネット

　市民と行政がつながるTV「とっ とり知らせた
い！」。さまざまな情報をお送りしています。
　みなさんの知らせたい！情報も待っていま〜す。

【放送】毎週金・土

　　　　  《10月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

　『元気です』は、おむす
びのギネス記録に挑戦し
た美保南小学校の子ども
たちをご紹介。『とっとり
ぶらり』は、“あること ”
で日本一を誇るあおや和
紙工房を訪ねます。食欲
の秋、芸術の秋、鳥取市
のすごい！秋が盛りだく
さんです。

あきこあきこ しょうこしょうこ

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

生活環境課からのお知らせ
問 本庁舎生活環境課   0857-20-3217  0857-20-3045

　祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

月　日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック
ごみ

食 品トレ イ
資 源 ご み
小型破砕ごみ

10月10日（月）
体育の日 収集します

お休みします
10月12日（水）に振
り替えて収集します

収集します お休みします

※ごみを出す時は必ず収集曜日を守り、朝８時までに出してください。

祝日のごみ収集（鳥取地域） ※鳥取地域以外については総合支所だよりをご覧になるか、各総合支
所市民福祉課（ 14 ページ）までお問い合わせください。

乾電池・蛍光管の収集
　鳥取地域の次の乾電池・
蛍光管の収集は10月3日

（月）～ 7日（金）の小型破
砕ごみの収集日です。乾
電池は透明または半透明
の袋に入れ、蛍光管は壊
れないよう購入時のケー
スなどに入れて、出して
下さい。

 10月

■段ボールコンポストをご紹介します
　生ごみを堆肥化する方法のひとつ、段ボールコンポス
ト。平成27年度は講習会を8回実施し、計147人が参
加されました。また、材料購入費の一部補助も行って
います。（市報9月号に掲載）
◆段ボールコンポストとは

　段ボールで容器をつくり、ホームセンターなどで売っ
ている園芸用資材（ピートモス・もみ殻くん炭）と生ご
みを混ぜ、微生物などの力で堆肥化する方法です。

◆特徴
・電気を使わず環境にやさしい
・室内に置いて管理ができる
・手に入りやすい材料で安価に

作ることができる
　日々の管理が大切ですが、生
ごみの大幅な減量につながります。熟成期間を含め、
約4カ月で堆肥ができます。

※容器の作り方や管理方法、講習会の申し込みなどの詳
細につきましては、本市公式ホームページをご覧いた
だくか、生活環境課までお問い合わせください。

シリーズ 4R のススメ    第 6 回

対象品目：携帯電話、ゲーム機、DVDプレーヤー、リモコン、
パソコンなど、電池や電気で動く家電製品

回収場所：市役所本庁舎、駅南庁舎、各総合支所、
（株）イオンリテール3店舗など14箇所

※一度回収ボックスに入れられたものは、返却できませ

んのでご注意ください。
※回収ボックス投入口（ 縦20㌢×横40㌢）に入らない

ものは、市役所本庁舎や各総合支所市民福祉課の窓口
でお預かりすることもできます。

※乾電池、ボタン電池などバッテリーは必ず抜いて、備
え付けの回収ボックスに入れてください。

使用済小型家電の回収にご協力ください

平成29年度保育園入園申し込み
問 駅南庁舎児童家庭課

 0857-20-3464  0857-20-3405
　 各総合支所市民福祉課（  14 ページ）、各保育園
　各保育園・市役所駅南庁舎児童家庭課・各総合支所市
民福祉課にある申込書（10 月 17 日（月）より配布予定）に、
必要事項を記入のうえ、入園を希望する園に直接お申し
込みください。※詳しくは、市報 11 月号に掲載予定です。
受付期間　11月1日（火）〜21日（月）

オータムジャンボ宝くじ発売！
問 鳥取県市町村振興協会   0857-29-3184
発売期間　10 月 14 日（金）まで
　オータムジャンボ宝くじの収益金は、市町村の明るく
住みよいまちづくりのために活用されています。
　県内の宝くじ販売実績などに応じて収益金が配分され
ますので、県内での購入をお願いします。

血糖値・Ｈ
ヘモグロビンエーワンシー

ｂＡ１ｃ測定
問 駅南庁舎医療費適正化推進室

 0857-20-3441  0857-20-3407
【血糖値測定】予約不要

と　　　き と  こ  ろ
10 月 22 日（土） 10:00 〜 12:00 醇風地区公民館

10 月 23 日（日） 10:00 〜 12:00 美保地区公民館

10 月 29 日（土） 10:30 〜 12:30 美保南地区公民館

10 月 30 日（日） 10:00 〜 12:00 美穂地区公民館

11 月  6 日（日） 10:00 〜 12:00 湖山地区公民館

11 月 14 日（月） 13:30 〜 15:00 市役所駅南庁舎

11 月 26 日（土） 11:00 〜 13:00 高齢者福祉センター

【ＨｂＡ１ｃ測定】完全予約制（先着 10 人）
と　　　き 予約受付期間

10 月 14 日（金） 13:30 〜 15:00 10月3日（月）〜13日（木）

11 月 11 日（金） 13:30 〜 15:00 11月1日（火）〜10日（木）

12 月  9 日（金） 13:30 〜 15:00 12月1日（木）〜  8日（木）

ところ　さざんか会館 3 階（富安二丁目）

山陰近畿自動車道シンポジウム
問 本庁舎都市企画課

 0857-20-3253  0857-20-3048
と　き 10月16日（日）13:00 〜 16:00
ところ 県民ふれあい会館
内　容 ▷基調講演：「高速道路ネットワークのもたら

す効果について（案）」　小林潔司さん（京都大
学大学院教授）
▷パネルディスカッション：「地域の未来展望〜
山陰近畿自動車道の果たす役割」（案）
コーディネーター：小林潔司さん
パネリスト：深澤義彦鳥取市長　ほか

　白杖を頭上50㌢程度に掲げてい
る視覚に障がいのある人を見かけ
たら、それはＳＯＳのサインです。
正面から声をかけ、何に困ってい
るのか聞いて、みんなでサポート
しましょう。

測定
無料

鳥取市移住・交流情報ガーデン
10月イベント

問 鳥取市移住・交流情報ガーデン
 0857-30-6631  0857-30-6662

10 月の休館日　3・10・17・24・31（月）
■ガーデン移住者交流会
と　き　10 月 9 日（日）14:00 〜 16:00
参加料　無料　　定　員　先着 15 人　※当日可
■鳥大落研ガーデン寄席
　鳥取大学落語研究会の寄席です。お気軽に笑いに来て
ください。
と　き　10 月 15 日（土）15:00 〜 16:00
参加料　無料　※予約不要
■空き家活用相談会
と　き　10 月 25・26 日（火・水）13:00 〜 15:00
参加料　無料　※要予約
■フランス語に触れてみよう
　フランスで暮らしたことのある先生と、映像とお茶を
楽しみながら。
と　き　10 月 30 日（日）15:00 〜 16:00　※要予約
参加料　500 円（お茶・お菓子付）　　定　員　6 人

住宅用火災警報器の維持・管理
問 東部消防局予防課   0857-23-2460

 http://www.east.tottori.tottori.jp
　住宅用火災警報器本体の交換時期や電池寿命は、機種
や設置環境によって異なりますが電子部品の劣化などに
より、およそ 10 年が目安とされています。
　★本体の交換時期、電池寿命の確認をしましょう。
　★１ヶ月に１回は作動確認をしましょう。
　住宅用火災警報器に関するご相談はお近く
の消防署へお問合せください .

ご存知ですか？「白杖SOSシグナル」
問 駅南庁舎障がい福祉課

 0857-20-3474  0857-20-3406


