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　鳥取市に移住し活躍する人と深澤鳥取市長が鳥取市の
魅力や今後のまちづくりなどを熱く語る新春座談会や、
県内ケーブルテレビ局共同制作番組「鳥取ふしぎ発見！」、
鳥取市公民館まつりなど特別編成でお送りします。

　2018 年新春特別編成（1 月 1 日〜 4 日）

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
　市内で開催されたイベントや講演会の模様、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
　とんどや書初めなど各地の正月行事の話題や、地域の
名物などを探し出す｢名○○を探せ！ 3｣を放送中です。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木
　ＪＡ鳥取いなばの組合長に今年の取り組みなどを聞く
新春インタビューや冬場の加工作業などをお送りします。

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、
ぴょんぴょんネットオリジナル体操を毎日放送しています。

6:00 〜 ストレッチ　11:50 〜 フィットネス　19:50 〜 マッスル

　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

いなば
ぴょんぴょんネット

　　　　  《1月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

　『元気です！』は歌やセラピー
ドッグとの交流の活動を行うボ
ランティアグループ「のばなの
会」のみなさん。『市報深読み』、
『社長の魅力を押しだしましょ
う子！』や『食育らくらくクッ
キング』もあるよ。お楽しみに！

しょうこしょうこみやっちみやっち

しょうこしょうこ

みやっちみやっち

本年もよろしく
お願いいたします

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

鳥取市ブランドロゴマークを活用して、
本市の良好なブランドイメージを

市内外に広めましょう !
問 本庁舎政策企画課

 0857-20-3153  0857-21-1594
　昨年、市民総選挙によって決定した
鳥取市ブランドロゴマークを行政・市

民・企業・学校・各種団体が活動するさまざまな場面で活
用し、鳥取市全体でのシティセールスの機運を高め、本市
の良好なブランドイメージの確立・普及を目指します。

【ロゴマーク活用例】
●イベントなどのポスター、チラシ、看

板、のぼり旗などへの掲載
●イベント会場などで配布するうちわや

タオル、ステッカーなどへの掲載
●オリジナルブルゾン、帽子などへの掲載
●営業などで使用する名刺、パンフレッ

ト、リーフレットなどへの掲載
●商品パッケージ、買い物袋、出荷箱などへの掲載
●個人や企業のウェブサイト、SNS への掲載

1.  使用手続き：使用承認申請書に必要事項を記入の
うえ、本庁舎政策企画課へ提出してください。

2.  使用料金：無料
3.  使用期間：制限なし
☆ロゴマークの仕様や使用承認申請書など、詳しく

は本市公式ホームページをご覧ください。

のあるまち 鳥取市

鳥取市ブランドロゴマーク

商品パッケージ
への掲載例

インフルエンザ予防接種の
接種期間を延長します

問  中央保健センター
 0857-20-3191  0857-20-3199

■対象者
① 65 歳以上の人
② 60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機

能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいを有する者として厚生労働省令で定める人

（各障がいについて身体障害者手帳 1 級および障が
いの程度が 1 級と同程度と証明できる人）

③満 6 か月以上 65 歳未満の重症心身障がい児又は重
度の心身障がい者（障がい支援区分 6 の人）

④満 6 か月以上の就学前乳幼児
※平成 30 年 1 月 1 日以降に転入した人および①〜④に

該当することになった人は除きます。
■変更後の接種期間　1 月 31 日（水）まで
※接種券（助成券）の交換はありません。届いた接種券
（または助成券）をご使用ください。
※以下の人は接種期間の変更はありません
　（接種期間：2 月 28 日（水）まで）
・平成 29 年 12 月中に満 65 歳に到達した①の対象者
（昭和 27 年 12 月生まれの人）

・平成 29 年 12 月中に満 60 歳に到達した②の対象者
（昭和 32 年 12 月生まれの人）

・平成 29 年 12 月中に満 6 か月に到達した③④の対
象者（平成 29 年 6 月生まれの人）

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

■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。ただし、自然災害（台風・大雨・洪水・
大雪・地震など）のおそれがある場合は、身の安全を
十分配慮し、危険または困難な場合は次回の収集日（安
全な日）に出すようにしてください。

■神谷清掃工場への年始の直接搬入は、1 月４日（木）
8:30 からの受付です。

■環境クリーンセンターへの年始の直接搬入は、1 月 4
日（木）8:30 からです。

■大型ごみ受付センターの年始の開始は 1 月 4 日（木）
8:30 からの受付けです。

乾電池・蛍光管の収集
　他のごみと区別し、それぞれ別の透明または半透
明な袋などに入れ、2月1日（ 木 ）〜７日（ 水 ）の小
型破砕ごみの収集日（鳥取地域）にごみステーション
に出してください。蛍光管は購入時のケースに入れ
るなど、壊れないようにしてください。

 2 月

　国府町クリーンセンター、レインボーふくべ、ながおクリー
ンステーションは、老朽化や稼働期限の到来により平成30年
3月末に閉鎖します。
　3施設受入終了以降、可燃ごみを直接持込みされる際は、「鳥
取市神谷清掃工場」（西今在家）に搬入してください。
　詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。

可燃ごみ処理施設（国府町クリー
ンセンター、レインボーふくべ、
ながおクリーンステーション）を
３月末で閉鎖します

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。

年末・年始・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次のようになります。

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

  1月1日（月）
（元日） お休みします お休みします　※8日（月）に振替 お休みします

  1月2日（火） お休みします お休みします　※9日（火）に振替 お休みします

  1月3日（水） お休みします お休みします　※10日（水）に振替 お休みします
  1月4日（木）

以降 通常どおり収集します

  1月8日（月）
（成人の日） 収集します

あなたの飼い犬・飼い猫は、ご近所に迷惑をかけていませんか？
問  本庁舎生活環境課   0857-20-3218  0857-20-3045、各総合支所市民福祉課（  14 ページ）

　飼い犬や飼い猫のルールやマナーについての相談や苦情が多く寄せられています。飼い方について思い当たるこ
とはありませんか？
ふん・尿を始末する
　飼い犬 ･ 飼い猫が家族の一員であることを周囲の人
に理解していただくためにも、フンは持ち帰り、尿は
ペットボトルなどの水で流し、始末を行いましょう。
　平成 20 年より、「鳥取市快適な生活環境の確保に関
する条例」により「飼い犬のフンの放置」は禁止され
ています。違反した場合、2 万円以下の過料が科され
る場合もあります。

野良猫の世話をしない
　不妊・去勢がされていなければ、どんどん増えて、
フン・尿や鳴き声などによる周辺への被害や迷惑も大
きくなります。無責任にエサだ
けを与えるのではなく、飼い主
になって責任と愛情をもって飼
育してください。

コリドー 21恋結びパーティー
問  コリドー 21 事務局（岩美町役場企画財政課内）
　 （〒 681-8501 岩美郡岩美町浦富 675-1

 0857-73-1412  0857-73-1554
 kikaku@iwami.gr.jp

と　き　2 月 17 日（土）15:00 〜 18:00
ところ　I

イタリアン
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ESTAURANT A
ア ル
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マーレ

ARE（岩美町陸上）
対　象　おおむね25 〜 45歳の独身男女 各20人
参加費　男性3000円、女性2000円　※当日集金
申込み　1月26日（金）まで　※応募者多数の場合は、抽選
※詳しくは、本市公式ホームページ  コリドー 21イベント

情報をご確認ください。


