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お持ち帰り用の市報を、地区公民館などに設置しております。
どうぞご利用ください。

鳥取市役所　
 0857ー22ー8111㈹
 0857ー20ー3040

〒680ー8571
（郵便物は郵便番号と課名のみで届きます）
本 庁 舎　尚徳町116番地
第二庁舎　上魚町39番地
駅南庁舎　富安二丁目138番地4

鳥取市ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/

音声読み上げなどの支援機能があります

電子メール　
 kouhou@city.tottori.lg.jp

各総合支所　
国府  0857ー39ー0555
　　  0857ー27ー3064
福部  0857ー75ー2811
　　  0857ー74ー3714
河原  0858ー76ー3111
　　  0858ー85ー0672
用瀬  0858ー87ー2111
　　  0858ー87ー2270
佐治  0858ー88ー0211
　　  0858ー89ー1552
気高  0857ー82ー0011
　　  0857ー82ー1067
鹿野  0857ー84ー2011
　　  0857ー84ー2598
青谷  0857ー85ー0011
　　  0857ー85ー1049

携帯電話対応ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/mobile/

防災行政無線の内容は電話で確認できます
　防災行政無線の放送内容が聞き取れな
かったときなど、放送内容の確認をした
いときは、「防災行政無線放送内容確認ダ
イヤル」へお電話ください。
※本庁舎から一斉放送したものに限ります。

 0857-21-6100
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鳥取市の人口
　男　： 91,614人［ - 12 ］
　女　： 98,561人［ - 25 ］
合　計： 190,175人［ - 37 ］
世帯数： 79,582 ［ + 26 ］
平成29年6月1日現在［　］内は前月比

今月の表紙

訓練の成果を披露、消防団ポンプ操法大会

　消防精神を錬成し、敏速的確な技術を熟達する
とともに分団相互の連絡協調を図り、消防諸般の
要求に応じる体制を整えることを目的とした鳥取
市消防団ポンプ操法大会が 6 月 4 日（日）に行
われました。
　この大会には、ポンプ車操法の部 18 隊、小型
ポンプ操法の部 11 隊が出場。消防ポンプの的確
な操作や規律など、日ごろの訓練の成果を競い合
いました。
　大会の結果は下記のとおりです。

【大会結果】
◆ポンプ車操法の部
優　勝：鳥取大正分団　準優勝：鳥取湖山分団
第３位：河原第 1 分団
◆小型ポンプ操法の部
優　勝：鳥取松保分団　準優勝：鳥取豊実分団
第３位：鳥取神戸分団

The Pacific Dance Show
（ザ･パシフィックダンスショー）
　20人のプロダンサーチームが繰り広げる迫力ある
ダンスショーは必見です！
と　き　7月18日（火）〜 8月31日（木）の毎日
ところ　砂の美術館各階ホール
公　演　3階ホール・その他　3 〜 4回／日

鳥取砂丘 砂の美術館
〒689-0105　鳥取市福部町湯山2083-17

 0857-20-2231   0857-20-2232
 http://www.sand-museum.jp/

入館料：一般 600 円、小中高 300 円
開館時間：平日・日曜 9:00 〜 18:00（最終入館 17:30）

土曜 9:00 〜 20:00（最終入館 19:30）

Sunset Stage Hula Festival
（サンセットステージ　フラフェスティバル）
　日沈む美しい鳥取砂丘を見ながら、展望広場特設ス
テージで開催！
と　き　7月22日（土）・23日（日）・29日（土）・30日（日）、

8月12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日）・
26日（土）・27日（日）  

　　　※各日17:00ごろスタート
ところ　特設サンセットステージ
※ダンスショー・フラともに入館料のみで観覧いただけます

今年の夏の砂の美術館は、トロピカルムード
全開！　ハワイアン・ポリネシアンダンスが
会場を異国ムードで包みます。

ザ・パシフィックサマーフェスティバル
と　き　7 月 17 日（月・祝）

① 11:00 〜 13:00（開場 10:15）
② 14:30 〜 16:30（開場 13:45）

ところ　とりぎん文化会館 梨花ホール
内　容　日本とハワイの架け橋として活躍中の KONISHIKI さ

んが出演。妻の千絵さんとの息の合ったデュエット

やトークで盛り上げます。ダンスショーもあります。
料　金　【前売り】大人 2000 円、小人 1000 円
　　　　【当日券】大人 2500 円、小人 1300 円
　　　　　　　　　（小人：3 歳以上〜高校生）

チケット販売：まちパル鳥取（末広温泉町 160）
※ 3 歳未満の乳幼児については、大人 1 人につき 1 人無料。
　座席を利用する場合は小人チケットが必要。

第10期展示アメリカ編特別企画イベント砂の美術館

※イベント内容およびスケジュールは変更される場合があります。

と き 7 月 17 日（月・祝）、22 日（土）、23 日
（日）、30 日（日）、8 月 4 日（金）、5 日
（土）、6 日（日）、11 日（金・祝）12 日（土）、
13 日（日）、14 日（月）

 ▶出航時刻　7 月は 18:40、8 月は 18:20
ところ 鳥取県漁協製氷部（かろいち向かい側岸壁）
料　金 大人 3000 円、小学生 1500 円（食事付き）
申込み 山陰松島遊覧

（ 0857-73-1212 9:00 〜 17:00）
問  賀露みなと観光協会   0857-28-1266

鳥取港サンセットクルージング

と き 7 月 16 日（日）・17 日（月・祝）
内 容 16 日 18:30 〜
　　　　▶白いかいさり火クルーズ運航
　　　　　料金　1 人 5000 円（いか料理付き）
 17 日 10:00 〜 15:00
　　　　▶白いか丼グランプリ、いか焼き、地魚メ

ニューなど
問  賀露白いか祭り実行委員会   0857-28-1266

と き 7 月 17 日（月・祝）10:00 〜 15:00
ところ かにっこ館横広場
内 容 「とりかぜ」乗船体験（先着 80 人）、遊びの広場、

うまいもの広場、子どものサザエのつかみ（3 歳
以上・先着 100 人）、すいかフェアほか

※乗船体験：当日 8:45 から岸壁で整理券配布
　　　　　　（1 人 100 円（保険料）必要）
※サザエつかみ：当日 10:45 からわったいな横で整理券配布
■潮風をうけてカヌー体験（賀露大橋→鳥ケ島）
と き 7 月 23 日（日）9:00 〜 12:00
ところ 賀露大橋下集合　　対 象　小学 4 年生以上
料 金 1 人 1000 円（保険料など）
■日本海をヨットでクルージング
と き 8 月 5 日（土）受付：9:30 〜、13:00 〜 
ところ 鳥取海上保安署横集合
料 金 1 人 200 円（保険料）
問い合わせ先、カヌー・ヨット体験の申し込み先
鳥取・賀露みなとオアシス事務局   090-4804-3710

2017賀露白いか祭り 鳥取・賀露みなとオアシス
夏まつり2017

夏は賀露へ行こう !! 賀露みなと海水浴場の開設
7月 15日（土）〜8月 20日（日）


