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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
　ニュースやお知らせを手話や字幕で紹介、またあ
いさつなど初歩の手話を１年間にわたり紹介します。

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講演会やイベントの模様、鳥取
県内のケーブルテレビ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
　入学式や各地の春のまつりなど行事の模様、各地の名
物などを探す｢名○○を探せ！｣、第三弾が始まりました。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木
　特産二十世紀梨の人工交配作業や水稲作付け準備
など農作業のタイムリーな話題をお送りします。

　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

　砂の美術館第 10 期展
示「砂で世界旅行・アメ
リカ編」が開幕！ 思わず
誰かに教えたくなる見ど
ころをご紹介します。
　『元気です！』は、うた
ごえ喫茶のみなさん。
　大阪にオープンする関
西情報発信拠点「麒麟の
まち」や各地の桜の便り
もお楽しみに★ 「とっとり知らせ隊」も見てね♪

しょうこしょうこ

いなば
ぴょんぴょんネット

　　　　  《4月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

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

　本市公式ホームページに平成29年4月〜平成30年3月
の地域別のごみカレンダーを掲載
しました。（本市公式ホームページ
⇒よく利用される情報・ごみの出
し方⇒収集曜日一覧に掲載）
http://www.city.tottori.lg.jp/
www/contents/1357776059978/index.html

便利で見やすくわかりやすい
地域別ごみカレンダーを活用しましょう

ごみステーション利用の際のルールを守りましょう
　本市のごみステーションは、町内会やアパートなどの管理の
もと、住民のみなさんが、お互いに協力し合って利用してい
ただいています。4月は、本市のごみ出しに不慣れな人が間違っ
た方法でごみを出されることが見受けられます。定められた方
法でごみをきちんと分別していただき、出してはいけないごみ
を出さない、午前8時までに各町内会やアパートなどで定めら
れたごみステーションに出すなど、改めてごみ出しのルールを
ご確認いただきますようお願いします。

　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

4月29日（土）
（昭和の日） 収集します 収集地区はありません

5月　3日（水）
（憲法記念日） 収集します お休みします

※10日（水）に振替 お休みします

5月　4日（木）
（みどりの日） 収集します お休みします

※11日（木）に振替 お休みします

5月　5日（金）
（こどもの日） 収集します お休みします

※12日（金）に振替 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。

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6月1日

（ 木 ）～ 7日（ 水 ）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
してください。

6月

1

2 3 4 5 6 7 8
資源（ビン・缶類） 可燃 可燃
小型破砕 食品トレイ
プラスチック ペットボトル
乾電池等

9 10 11 12 13 14 15
資源（ビン・缶類） 可燃 可燃
小型破砕 食品トレイ
プラスチック 古紙

16 17 18 19 20 21 22
資源（ビン・缶類） 可燃 可燃
小型破砕 食品トレイ
プラスチック ペットボトル

23 24 25 26 27 28 29　　  　昭和の日

資源（ビン・缶類） 可燃 可燃
小型破砕 食品トレイ
プラスチック

30

ごみ収集カレンダー
東品治町・扇町・興南町・

南吉方１,２丁目・富安１,２丁目

①午前８時までに出しましょう

水

②収集日以外にごみは出さないようにしましょう

③ごみはきちんと分別しましょう

④台所の生ごみは水切りをしましょう

金 土木
４月 平成２９年（２０１７年）

⑤可燃ごみ・プラスチックごみは指定袋で出しましょう

⑥ごみを収集する人の安全も考えましょう

日 月 火

■4Rとは
Refuse（リフューズ）	 ごみになるものは断る
Reduce（リデュース）	 ごみを発生させない
Reuse（リユース）	 繰り返し使う
Recycle（リサイクル）	 資源に戻す
これを４つの頭文字をとって、4Rと呼んでいます。
●職場での4Rに取り組んでみましょう
　本市で排出される事業所ごみの量は増減を繰り返し
ています。職場でのごみ減量化の取り組みにご協力を
お願いします。

〈4Rの具体例〉
・お弁当を購入する時は自分の箸を持参し、お店で箸
を断る。マイバッグを持参し、レジ袋を断る。（Refuse）
・コピーを取る際は両面コピーを積極的に行う。また、
コピーする前に設定の確認を行い、ミスコピーを減
らす。水筒や自分専用のカップを用意する。（Reduce）
・使用済み用紙の裏面を利用する。詰め替え製品を使
用する。（Reuse）
・なるべく再生品を選ぶ。ごみを出すときは分別して
資源回収業者へ引き渡す。（Recycle）

　ごみの減量化のためには、身近なところから取り組みを進
めていくことが大切です。できることから始めてみましょう。

シリーズ 4R のひみつ    第 1 回

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（ 12 ページ）までお問い合わせください。

鳥取市食育推進員養成講座受講生募集
問	中央保健センター	食育推進係		 	0857-20-3192		 	0857-20-3199
内　容　全 8回：講義（第 2回〜第 7回）、調理実習（第 3回〜第 7回）
開講式（第 1 回）　とき：			6 月			8 日（木）13:30 〜 15:30　ところ：さざんか会館 5階大会議室
閉講式（第 8 回）　とき：12月 14日（木）13:30 〜 15:30　ところ：さざんか会館 5階大会議室

と　こ　ろ と　　き 日にち（第 2 回～第 7 回） 募集人員

東部会場 国府地区保健センター 			9:30 〜 13:30
（6月14日のみ11:30まで）

6月14日、7月12日、8月9日、9月13日、
10月11日、11月8日（水曜日） 20人

南部会場 用瀬地区保健センター 			9:30 〜 13:30
（6月15日のみ11:30まで）

6月15日、7月20日、8月24日、9月21日、
10月19日、11月16日（木曜日） 10人

西部会場 青谷地区保健センター 10:00 〜 14:00
（6月16日のみ12:00まで）

6月16日、7月21日、8月25日、9月15日、
10月20日、11月17日（金曜日） 10人

申し込み　6月1日（木）までに問い合わせ先まで　※いずれかの会場を選んでください。　　参加費　無料

円護寺・望町団地宅地分譲
問鳥取県住宅供給公社事務局
	0857-27-7333	 	http://jkk-tottori.or.jp

【円護寺団地】
　市内中心部にも近く、山辺の景観と都市機能が調和す
る街づくりをめざしています。
販売区画数　35区画
販売単価　3.3平方㍍（1坪）当たり12.6万円〜19.0万円
　　　　　1平方㍍当たり38,100円〜 57,400円
販売価格　900万円台（1区画）〜1,700万円台（1区画）
　　　　　最多価格帯　1,500万円台	−	8区画
　　　　　　　　　　		（1,000万円台	−	8区画）
面　　　積　219.42平方㍍（66.3坪）〜 318.19平方㍍

（96.2坪）
●所在地／鳥取市円護寺
●学　校／市立中ﾉ郷小学校・市立中ﾉ郷中学校
●道　路／幹線道路：幅員17㍍・12.5㍍

区画道路幅員6㍍
※団地内はおおむね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

【望町団地（青谷町）】
　山陰自動車道青谷ICにも近く、「因州和紙の里」に広が
る快適なバリアフリーの街づくりをめざしています。
※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資金でマ

イホームが取得できます。
販売区画数　18区画
販売単価　3.3平方㍍（1坪）当たり4.4万円〜 5.0万円
　　　　　1平方㍍当たり13,200円〜 15,100円
販売価格　400万円台（17区画）〜 500万円台（1区画）
面　　　積　298.85平方㍍（90.4坪）〜 357.78平方㍍

（108.2坪）
月額賃料　4,300円〜 5,500円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
●道　路／区画道路幅員6㍍
※団地内はおおむね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

指定管理者募集
問本庁舎行財政改革課
	0857-20-3164	 	0857-20-3040

　本市では、鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の運営管理を行
う指定管理者を募集します。施設所管課または本市公式
ホームページより募集要項および業務仕様書などを入手
し、期限までに応募書類を提出してください。
　なお、任意団体または、複数の団体が一つの組織を構
成し、応募することも可能です（法人格の有無を問いま
せん）。
募集期間　4月4日（火）〜 5月12日（金）必着
※業務説明会に出席してください。日程など、詳しくは
募集要項をご覧ください。
指定管理者を募集する公共施設　
※指定期間：平成 30年 1月 15日〜
　　　　　　平成 35年 1月 14日（5年間）
募集
単位

施設名
（所在地）

施設所管課
（問い合わせ先）

①
鳥取砂丘
砂の美術館
（福部町湯山）

問第 2庁舎
　	鳥取砂丘・ジオパーク推進課
	0857-20-3036	 	0857-20-3046

※修了後は、食育推進員として、地
域の食育活動に携わっていただき
ます。


