
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

苔盆栽 	10日（火）
10:00～ 12:00 5人 無料

木工（ゾウの置物） 	13日（金）
10:00～ 12:00 5人 100円

マイバッグ
（コンビニ用レジ袋）

	20日（金）
10:00～ 15:00 5人 100円

健康布ぞうり 	25日（水）
10:00～ 15:00 10人 100円

PP バンドの籠つくり
（四つだたみ編み）

	28日（土）
10:00～ 15:00 5人 無料

参加申込　11月 1日より受付（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。

お知らせ
11月開催予定のエコフェスタ in	2020は、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため中止します。

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 11 月スケジュール

問	トットリ・アフトピア協会（農政企画課内）
	0857-20-3237		 	0857-20-3947

料　金	 1 個当たり 4800 円（税込み）
※送料や支払い方法など、詳しくは本市
公式ホームページをご覧ください。

申込み	 インターネットかファクシミリで申込み

発
送
予
定
日

12月便　12月 11日（金）発送予定
　申込締切：11月 27日（金）

発
送
内
容

白ハタの一夜干し・きねつき餅・鳥取県産
牛肩ロースすき焼き用・王秋梨・旨味だし
しいたけ・手づくり味噌・大根とワカメの
佃煮・きな粉ちゃん・かるもち	 （9品）

※品目・発送は、変更する場合があります。

お届けします！
ふるさと鳥取の味

問	鳥取市ボランティア・市民活動センター
	0857-29-2228
	http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/

　ボランティア・市民活動に対する支援や相談、さ
まざまな情報提供を行っています。
※詳しくはセンターへお問い合わせください。
■今月の講座・相談会
はじめてみませんか？ボランティア入門講座

とき（要予約） 11月	14	日（土）	10:00 ～ 11:00
11月	25	日（水）	14:00 ～ 15:00

市民活動のための助成金相談会

とき（要予約） 11月	 9	日（月）	10:00 ～ 10:45
	 		 10:45 ～ 11:30

NPOなんでも相談会

とき（要予約） 11月	20	日（金）	14:00 ～ 14:45
	 		 14:45 ～ 15:30

所	さざんか会館1階（富安二丁目104-2）
市民活動拠点アクティブとっとり

鳥取市ボランティア・
市民活動センターの案内

問	株式会社 SC鳥取		 	0857-30-3033
	https://www/gainare/co/jp

※当月（4日以降）分と、翌月（7日まで）分の情報を掲載しています。

試合日程 キックオフ 対 戦 相 手

11月8日（日） 13:00 Y.S.C.C. 横浜

J2復帰に向け、みなさんの応援で
ガイナーレ鳥取を盛り上げましょう！

ガイナーレ鳥取2020 @ Axisバードスタジアム
ホームゲームのお知らせホームゲームのお知らせ

応急手当発祥の地
問	鳥取県東部消防局鳥取消防署
	0857-22-0119	 	0857-26-9407

　古事記の中にある「因
いなば

幡の白
しろうさぎ

兎」で、大
おおくにぬしのみこと

国主命が傷
ついた白うさぎの手当てをしたエピソードは、「日
本で最初の医療行為」ともいわれています。鳥取東
部の地で、応急に施した手当てということから鳥取
東部を「応急手当発祥の地」と
して、「命

みこと

さん」と「救
たすく

ちゃん」
という新たなキャラクターが
生まれました。
　キャラクターデザインは、
「大国主命」と「白うさぎ」を
モチーフに、鳥取消防署に勤
務する小

こばやし

林里
り な

奈消防士が担当
しました。

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

「文字・活字文化の日」記念講座
と　き	 11 月 12日（木）10:00 ～ 11:30
ところ	 駅南庁舎地下第 5会議室
演　題	 「おうちで音読」のすすめ
講　師	 田

	た 	むらはる 	お 	

村晴夫さん（前中央図書館長）
定　員	 50 人　※要申込み・先着順
対　象	 大人
公開講座
と　き	 11 月 18日（水）10:30 ～ 12:00
ところ	 中央図書館多目的ホール
内　容	 子どもの成長と絵本
講　師	 末

すえむねたつひこ

宗辰彦さん（山陰こどものとも社代表）
定　員	 20 人　　※要申込み・先着順
対　象	 大人
※いずれも申込み・問い合わせは中央図書館まで
企画 ブック袋でひろがるあなたの世界
　図書館職員おすすめの本 2～ 3冊をBOOK袋（福
袋）にして、通常の貸出にプラスして3日間に分けて
貸出します。
と　き	 11月6日（金）～8日（日）9:00 ～
	 ※なくなり次第終了
ところ	 中央図書館新刊コーナー付近
内　容	 大人向け100セット・子ども向け70セット

ポリテクセンター鳥取
受講生募集（1月入所生）

問	ポリテクセンター鳥取（若葉台南七丁目）
	0857-52-8802
	https://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/

【CAD / NC加工技術科】・【電気設備技術科】

募集期間 11 月 6日（金）～ 12月 3日（木）

訓練期間 令和3年1月6日（水）～6月28日（月）
（6カ月）

受 講 料 無料
※テキスト代（約 1万円）は自己負担

定　　　員 CAD	/	NC加工技術科　　13人
電気設備技術科　　　　　15人

応募方法 受講申込書をハローワークへ提出してく
ださい

選 考 日 12 月 9日（水）

　

　市 民 文 化 祭  11 月開催
※当月（8日以降）分と翌月（7日まで）分の情報
を掲載しています。当月（7日まで）分は前月号
をご覧ください。

■とりぎん文化会館小ホール

　▷ゴーシュの会（チェロ）＆ピアノ発表会
	 11 月 8日（日）14:00 ～ 15:30
	 ゴーシュの会（松浦）	 	0857-22-5008
■中電ふれあいホール

　▷第 86 回彩展
	 12 月 4日（金）～ 7日（月）10:00 ～ 17:00

（最終日 16:00 まで）
	 グループ彩（大塩）	 	0857-23-8765
問	鳥取市文化団体協議会
	0857-20-0515（木・土・日曜日は除く）

放送大学 公開講演会
問	放送大学鳥取学習センター
	0857-37-2351		 0857-37-2352
	newtottori@ouj.ac.jp

と　き	 11 月 22日（日）13:30 ～ 16:00
ところ	 駅南庁舎地下第 5会議室
内　容 「新型コロナウイルス感染症を学ぶ」
	 ～新型コロナウイルス感染症の感染対策～

	演題：「過去に実施した鳥類に感染するコ
ロナウイルスの実験からの考察」

	 講師：大
おおつきこういち

槻公一さん（鳥取大学名誉教授）
	演題：「未知な疾病予防策は空振り三振で

良い」
	講師：能

	の	 	せ 	たかゆき

勢隆之さん（鳥取大学名誉教授・
元学長）

定　員	 40 人　※要申込み・先着順
申込み	 電話・ファクシミリ・メール・来所のいず

れかで問い合わせ先まで
参加料	 無料

鳥取県総合芸術文化祭・
とりアート2020東部地区

問	鳥取県総合芸術文化祭東部地区企画運営委員会事務局
	0857-21-8707

と　き	 11 月 28日（土）11:00 ～ 18:30
	 　　		29 日（日）11:00 ～ 15:00
ところ	 とりぎん文化会館フリースペース、展示室、

小ホール

内　容 我
がりょう

龍天
てんせい

晴＆おどり屋笑
わったい

颱の傘踊りパフォー
マンス、指で描くパステルアートワーク
ショップ、さわれる木のおもちゃの展示、
食ブースなど

参加料	 無料　※一部有料プログラムあり

情報ひろば  information information  情報ひろば
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