
鳥取市水道局優良建設工事表彰
問	水道局資産管理課
	0857-33-0209		 	0857-53-7801

　令和元（平成 31）年度に水道局が行った建設工事
91件の中から、次の 6件を「鳥取市水道局優良建設
工事」として認定し、表彰状を授与しました。

【導送配水管布設工事部門（発注標準額 1500 万円以上）】
工　　事　　名 施工業者

震災対策整備事業の内松並町二丁
目地内ほか応急給水管路整備工事 有限会社奥村建材

震災対策整備事業の内古海地内
配水管布設替工事

吉野設備工業株式
会社

震災対策整備事業の内足山地内
ほか配水管布設替工事

有限会社大伸設備
工業

【導送配水管布設工事部門（発注標準額 1500 万円未満）】
工　　事　　名 施工業者

配水施設整備事業の内河原町山
手地内配水管布設その２工事 株式会社アース

【土木・建築工事部門】
工　　事　　名 施工業者

浄水施設整備事業の内江山浄水場
水質検査棟新築（建築主体）工事

ジューケン・原田特定
建設工事共同企業体

【電気・機械工事部門】
工　　事　　名 施工業者

配水施設整備事業の内賀露ポン
プ場電気設備工事 鳥電商事株式会社

動物愛護週間
～人と動物の共生する社会の実現を目指して～
問	駅南庁舎生活安全課
	0857-30-8551		 	0857-20-3962

　9月 20日〜 26日は動物愛護週間です。動物を飼
う際のルールやマナーについて確認し、動物の愛護
と適切な飼い方について関心と理解を深めましょう。
1.	 動物の習性などを正しく理解し、最期まで責任
を持って飼いましょう

2.	 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけること
のないようにしましょう

3.	 むやみに繁殖させないようにしましょう
4.	 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしま
しょう

■動物愛護週間イベント
動物愛護パネル展
と　き	 9 月 2日（水）〜 30日（水）
ところ	 鳥取市立中央図書館
内　容	 動物愛護に関するポスター、パネルの展示、

動物関連書籍コーナー設置

水道標語が決まりました
問	水道局経営企画課
	0857-53-7953		 	0857-53-7802

　水道週間（毎年６月１日〜７日）にちなみ、標語
を募集したところ、459 点の応募がありました（入
選作品・入賞者は順不同、敬称略）。
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問	リファーレンいなば（伏野 2220）
	0857-59-6026　開館時間：10:00 〜 16:00
休館日：月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌平日）

体験講座 日　　時 定員 費用
木工

（クマの親子 置物）
	11 日（金）
10:00〜 12:00 5人 100円

健康布ぞうり 	16 日（水）
10:00〜 15:00 10人 100円

フラットポーチ
布をラミネート

	19 日（土）
10:00〜 12:00 5人 100円

マイバック
（大きなトートバッグ）

	26 日（土）
10:00〜 15:00 5人 無料

参加申込　9月 1日（火）より受付（先着順）
※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。
※上記以外の体験講座や出張講座も行います。お気
軽にご相談ください。

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー9月スケジュール

※11月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、9月15
日（火）までに、ハガキ、ファクシミリ（	 	0857-20-3040）ま
たは電子メール（	 	shihou@city.tottori.lg.jp)で秘書課広報
室まで。

紙面の都合により掲載できない場合があります。あらかじめご
了承ください。

映画「家族を想うとき」上映会
時：9月27日（日）10:30 〜、14:00 〜／所：鳥取県
立博物館講堂／容：舞台はイギリスのニューカッスル。
ターナー家の父リッキーと母のアピーは一日中働いて
いる。家族を幸せにするはずの仕事が家族との時間を
奪っていく…／料：一般	前売1000円（当日1300円）、
小中高生	前売500円（当日800円）／連:鳥取コミュ
ニティシネマ	清水	 	080-8907-9293	 	 torikomi
＠jt4.so-net.ne.jp

鳥取おやこ劇場
●0 ～ 3歳までの親子のための人形劇「ビーンズ・ド
リーム」／時：9月27日（日）11:00〜／所：とりぎん
文化会館小ホール／容：くわえぱぺっとステージによる
人形劇／員：25組	※要予約・先着順／対：4歳以上（無
料託児あり）／料：親子ペア1000円（追加1人につき
600円増）  ●例会「あなたがうまれるまで」／時：9
月27日（日）15:00 〜／所：とりぎん文化会館小ホー
ル／容：おなかの中で育っていく子どもと、親として育っ
ていくパパとママの、コミカルでファンタスティックな人
形芝居／員：20人	※要予約・先着順／料：2700円
連：鳥取おやこ劇場	 	070-5050-0850

鳥取工芸の会作品展ワークショップ
●時：9月22日（火）／容：六ツ目小かご作り	▷講師：
齋江範人／員：各4人／料：2000円		●時：9月23日

（水）／容：タタラ作りの小鉢	▷講師：植田禎彦／員：
各10人／料：1000円	 	●時：9月24日（ 木 ）／容：
草の布を織る	▷講師：荒井よし子／員：各3人／料：
1500円	 	●時：9月25日（金）／容：木綿のポーチを
型染め	▷講師：山口邦子／員：各10人／料：1500円		
●時：9月26日（土）／容：手びねりのマグカップ	▷講
師：小林遼司／員：各5人／料：2000円	 	●時：9月
27日（日）／容：ガラスフュージングのアクセサリー作り	
▷講師：北里由利／員：各10人／料：1100円〜
所：鳥取ガスショールーム	エネトピアプラザ／時：10:30
〜、13:30〜	※要申込み／連:下村	 	0857-30-2020

市民のみなさんの自主的な
活動をご紹介します。

図書館だより
休館日：毎週火曜日、毎月最終の木曜日

■中央図書館	 	0857-27-5182	 0857-27-5192
開館時間	9:00 〜 19:00（土・日曜は 17:00 まで）

■気高図書館	 	0857-37-6036	開館時間	10:00 〜 18:00
■用瀬図書館	 	0858-87-2702	開館時間	10:00 〜 18:00

《本》からとびでたおはなし会
と　き	 9月13日（日）10:30 〜 11:20
講　師	 白うさぎの会
内　容	 ブラックシアター、手袋人形劇など
対　象	 3 歳以上の親子
定　員	 10 組　※要申込み・先着順
読み聞かせボランティア養成講座
絵本の読み聞かせの基礎を学ぶ5回連続講座。
と　き	 10月14・21日、11月11・18・25日（水）
	 10:30 〜 12:00
対　象	 地域や学校で読み聞かせボランティアとして

活動している人または今後活動希望で、必ず
5回連続して受講できる人

定　員	 20 人　※定員を超えた場合は初心者を優先
申込み	 9月30日（水）中央図書館まで
ちいさい子どものためのわらべうた・秋
と　き	 10月5日（月）11:00 〜 11:30
講　師	 わらべうたの会「ゆなの木」
対　象	 0 〜 3 歳の子どもとその保護者・プレママ・

プレパパ
定　員	 10 組　※要申込み・先着順
※いずれも　ところ　中央図書館多目的ホール
　　　　　　申込み　中央図書館

山陰海岸ジオパークサイエンスカフェ
問	公立鳥取環境大学研究交流推進課
	0857-32-9100	 	0857-32-9108
	event@kankyo-u.ac.jp

1. と　き 9 月 12日（土）
 テーマ 「南極にいってきました」
 講　師 徳

とく	だ 	ゆう 	き 	

田悠希　　参加料　無料
2. と　き 9 月 26日（土）
 テーマ 「考えよう、作ろう、鳥取の未来 2020」
 講　師 甲

こう	だ 	 	し 	 	の 	

田紫乃　　参加料　無料
※詳しくは本学ホームページをご覧ください。

令和元年度研究成果報告会
問	公立鳥取環境大学サステイナビリティ研究所、
	 地域イノベーション研究センター
	0857-32-9100	 	0857-32-9108
	event@kankyo-u.ac.jp

と　き 9 月 14日（月）13:00 〜 16:20
テーマ	「令和元年度研究成果

報告会		麒麟の知を深
く知る	- 持続可能な社
会に向けて -」

※Webex	Events を使用した
オンラインによるライブ配信

TOTTORI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

公立鳥取環境大学情報
http://www.kankyo-u.ac.jp/
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