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第 30 回 鳥取市
スポーツ・レクリエーション祭

問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課
	0857-20-3363	 	0857-20-3364

と　き　9 月１日（日）
【総合開会式】9:00 〜　市民体育館
※開会式終了後、鳥取県警察音楽隊が演奏を行います。
※	9 月			7 日（土）	 グラウンド・ゴルフ
9月 15日（日）	 バウンスボール・ペタンク
9月 22日（日）	 バウンドテニス・ゲートボール・

ドッジボール・ラージボール卓球
9月 23日（月・祝）　ソフトバレーボール

競　　技 会　　　場
グラウンド・ゴルフ * 白兎グラウンド・ゴルフ場
ペタンク 美保多目的広場
ゲートボール * 吉方南公園ゲートボール場
ウォーキング 市民体育館〜西大路周辺
ドッジボール * 美保南体育館
バウンスボール * 湖南体育館
バウンドテニス 青谷農林漁業者トレーニングセンター
ボウリング 鳥取スターボウル
ソフトバレーボール *

市民体育館

ラージボール卓球
羽根っこゲーム
卓球バレー
ボッチャ
ニュースポーツ体験会
※個人での申込みも受付けますが、*印の競技につい
ては、チーム申込みのみ受付を行います。

申し込み期限　8月 30日（金）必着
※グラウンド・ゴルフ、羽根っこゲーム、卓球バレー、
ボッチャ、ボウリングは 8月 9日（金）必着

GREAT EARTH
第３回 鳥取すごい！ライド

問	実行委員会事務局（㈱T-FIVE） 	090-7128-9460
	http://great-earth.jp/tottori/tottori_gaiyou.php

　海、砂丘、温泉にグルメ！鳥取市シティセールスス
ペシャルサポーターの山本隆弘さんと一緒に自転車で
走って、鳥取の魅力を再発見してみませんか？
※イベント当日は多数の自転車が走行します。沿道で
の応援、そしてご理解とご協力をお願いいたします。

と　き	 10 月 20日（日）7:00 〜
	 【前夜祭】10月 19日（土）18:30 〜
ところ	 スタート／ゴール：砂丘展望台
距　離	 ロングコース 112㌖、ショートコース 59㌖
	 （コース図はホームページをご覧ください。）
参加費	 ロングコース：7500円（高校生以下：5000円）

ショートコース：5000円（高校生以下：3000円）
申込み	 10月6日（日）までにスポーツエントリーホー

ムページ（ 	https://www.sportsentry.
ne.jp）より申込み。

※ボランティアも募集。詳しくは問い合わせ先まで。

熱中症にご注意ください！
問	さざんか会館中央保健センター
	0857-20-3191

　熱中症は屋外での活動中だけでなく、屋内にいる時
にも発症します。みなさんも、熱中症にならないよう、
気をつけましょう。
■熱中症を予防しよう！
◎作業中でもこまめに休憩をし、
　水分を十分にとりましょう。
◎外出時は日傘や帽子などで、
　直射日光を避けましょう。
◎たくさん汗をかいたあとは、
　水分だけでなく塩分も補給しましょう。
◎高齢者や幼児には、周りの人が注意して声かけをし
ましょう。

◎エアコンや扇風機を上手に利用しましょう。

梨のご注文は「とっとり市
いち

」へ !
ふるさとの味を全国にお届けします

問	第二庁舎経済・雇用戦略課
	0857-20-3222	 	0857-20-3046

問	とっとり市カスタマーセンター
	0857-54-1952	 	0857-29-1000

　鳥取市公式インターネット
ショップ「とっとり市

いち

」では、
今年も梨の代表品種の二十世
紀梨を始め、新

しんかんせん

甘泉、あきづき、
秋栄など、農家自慢の梨を各種取り揃えました。
　鳥取の採れたての美味しい梨を買いたい、贈りたい
という人は、是非、インターネットショップ「とっと
り市」をご利用ください。
　また、期間限定で、梨の事前予約をファクシミリで
受付します。詳しくは、とっとり市カスタマーセンター
までご相談ください。

	https://tottori-ichi.jp/

とっとり市

第 58 回 鳥取市民美術展 受賞者
問	本庁舎文化交流課
	0857-20-3226	 	0857-20-3040

【受賞者一覧】（受付順、敬称略）
部  門 賞　名 氏　名
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太
※作品写真は鳥取市民美術展ホームページでご覧いただけます。

危機管理課からのお知らせ
問	本庁舎危機管理課
	0857-20-3127	 	0857-20-3042

【地域防災力強化補助金の活用促進】
　鳥取市では、自主防災会向けの補助金「鳥取市自主
防災会地域防災力強化補助金」の活用促進に取り組ん
でいます。昨年度スタートし、まだ申請の少ない状況
です。交付対象期間は令和2年度までの3カ年となっ
ておりますので、ぜひご活用ください。
《補助金活用例：既存消防ホースの小型・軽量化》
　消火活動を行う場合、消防ホースの口径が大きくな
ると、使用時の水圧が強く高齢者や女性には扱いにく
いものとなります。現在は消防署や消防団が使用する
65㍉消防ホースが主流ですが、40㍉消防ホースに切り
替えることによって、高齢者や女性にも扱いやすくな
り、安全な消火活動を行っていただくために有効です。
　橋本自主防災会では、
今回この補助金を活用
し、いち早く40㍉消防
ホースに切り替え、い
つ起こるかわからない
火災発生に備え、日頃
から消火訓練を行って
おられます。

【自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助事業】
　本事業は、自主防災会が実施する小型可搬式ポンプ
の整備を支援することにより、地域防災力の充実・強
化を図ることを目的としています。
　年間 3台、1台につき最大 150 万円（補助率 3/4）
の助成を行います。ご希望の自主防災会はお問合せく
ださい（申請するにはいくつかの条件があります）。
《この補助金を活用した向国安自主防災会長の声》
　当集落では、昭和 57年製のポンプを有していまし
たが、経年劣化に伴いさまざまな問題が生じていまし
た。多額の費用を要するため単独購入は困難でしたが、
鳥取市から 3/4 の補助を受け念願のポンプを更新し
ました。
　当集落住民の安全安心を祈願し、入魂式を行い、初
訓練を実施しました。今後もポンプ購入を契機に防災
の意識高揚を図っていきたいと思います。

東京 2020 オリンピック 聖火ランナー募集
問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課（〒 680-8571	上魚町 39番地）
	0857-20-3371	 	0857-20-3364	 	kyo-gakuspo@city.tottori.lg.jp

募集期間	 8 月 31 日（土）まで
人　　数	 鳥取県内 23人程度（鳥取市選出枠 3人）
応募条件	 2008 年 4月以前に生まれた人
	 国籍、性別は問わない
	 本市にゆかりのある人	など
	 ※詳しくは、募集要項をご確認ください。
応募方法	 応募用紙に必要事項を記入し、電子メール

または郵送・持参により提出
※募集要項・応募用紙は、鳥取県ホーム
ページ（ 	http://www.pref.tottori.

lg.jp/tokyo2020-seika/）からダウン
ロードか、提出先窓口にてお受け取り
ください。

提 出 先	 ①東京 2020 オリンピック
	 	 聖火リレー鳥取県実行委員会
	 	 〒 680-8570 鳥取市東町 1丁目 220番地
	 	鳥取県庁スポーツ課内「聖火ランナー募

集係」
	 	 	runner-tottori@pref.tottori.lg.jp
	 ②第二庁舎生涯学習・スポーツ課（上記）


