
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

健康布ぞうり 	 7日（火）
10:00～ 15:00 10人 100円

PPバンドの籠つくり
（四つだたみ編み）

	12日（日）
10:00～ 15:00 5人 無料

木工
（ダックスフンド置物）

	17日（金）
10:00～ 12:00 5人 100円

新聞ちぎり絵
（テーマ：夏）

	18日（土）
10:00～ 12:00 10人 無料

マイバック
（大きなトートバッグ）

	21日（火）
10:00～ 15:00 5人 無料

参加申込　7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。

−・−・−・−・ 夏季工作企画 ・−・−・−・−
■新聞ちぎり絵（うちわ）

と　き　7月 23日（木・祝）10:00 ～
対　象　小学生以上の親子
定　員　10組　※先着順　　参加料　無料
■アンティーク調大工道具箱（スライド蓋付き）

と　き　8月 18日（火）10:00 ～
対　象　小学 3年生以上の親子
定　員　10組　※先着順　　参加料　200円

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 7 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
お 届 け 時 期 お 届 け す る 品 物

8 月便
8月7日（金）発送予定
申込締切：7月31日（金）

巨峰・大黒なす美 ・美歎牛
カレー・らっきょう甘酢漬・
うまいっ茶・菜の花オイル・
えごま味噌・エアーポテト
かりんとう （8 品）

※品目・発送につきましては、天候などにより変更
する場合があります。

お届けします！
ふるさと鳥取の味

第2学期入学生募集(10月入学)
問	放送大学鳥取学習センター
	0857-37-2351		 	newtottori@ouj.ac.jp

　放送大学は、約 300 科目の中から好
きな科目を選んで自由な時間に学習でき
ます。
出願期間
　第 1回：8月 31日（月）まで
　第 2回：9月			1 日（火）～15日（火）
■大学説明・個別入学相談会（東部地区）
と　き　9月15日（火）までの毎日10:00～ 17:00
　　　　※月曜日、祝日、8月 13日～ 15日を除く
ところ　放送大学鳥取学習センター（駅南庁舎 5階）

放送大学
ホームページ

太陽光発電などによる売電収入がある人へ
問	（売電所得）本庁舎市民税課　　		 	0857-30-8147		 	0857-20-3921
問	（償却資産）本庁舎固定資産税課		 	0857-30-8156		 	0857-20-3920

　自宅などに太陽光発電設備を設置し、余剰電力ま
たは電力の全量を電力会社に売却している場合、所
得税の確定申告または市・県民税の申告が必要にな
ります。また、一定の要件を満たす場合は、固定資
産税の申告も必要になります。
1．申告について
（1）売電所得が黒字の場合は、売電所得以外の所得

と併せて、所得税の確定申告または市・県民税の
申告をする必要があります。なお、確定申告で売
電所得の申告をした場合は、改めて市・県民税の
申告をする必要はありません。

（2）個人（住宅用）の太陽光発電設備であっても、
発電出力が 10㌔㍗以上で屋根一体型でないもの
は、固定資産税（償却資産）の申告が必要です。

2．売電所得の計算方法
　　売電所得		＝		売電収入		－		必要経費

売電収入
太陽光発電などの電力を電力会社へ売って
得た収入で、1月～ 12 月に支払われた金
額の合計

必要経費 （減価償却費+その他必要経費）×売電割合

減価償却費
取得費（購入費－補助金など）× 0.059（太
陽光発電設備の償却率）×償却月数（その
年の所有月数）÷ 12

その他
必要経費

太陽光発電設備購入に係る借入金利息、修
繕費など

売電割合
太陽光発電設備で発電した総発電量※に対
する売電量の割合（全量売電の場合は 1）
※総発電量は各家庭のモニターなどでご確
認ください。

※9月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、7月15日
（水）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。

文化庁委嘱事業 きものとマナー伝統文化親子教室
時：7月25日（土）～【土曜クラス・日曜クラス
10:30 ～ 12:00、各全10 回】／所：とりぎん文化
会館和室／容：着物の着装を通して伝統的な文化を
親子で学ぶ教室／対：親子（小 1～高 3）※子ど
もだけでも可／料：無料／員：20人／連：全日本き
ものコンサルタント協会鳥取支部	米村	 	0857-
30-2177	 	0857-30-0128

市民のみなさんの自主的な
活動をご紹介します。

障がいのある人やご家族の悩み
に相談員がお応えします

問	本庁舎障がい福祉課
	0857-30-8218		 	0857-20-3907

　身体・知的・精神の 3つの障がいに対し、相談員
を設置しています。相談員は、ご自身が障がいを持っ
ている人、ご家族や身内の人が障がいを持っている
人など、今までの体験や知識をもとに、みなさんの
ご相談にお応えします。一人で悩まずに、
お気軽にご相談ください。
　詳しくは本市公式ホームページをご覧
ください。

　

　市 民 文 化 祭  7 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。

■さざんか会館

　▷令和 2 年度支部周年記念吟詠錬成発表大会
	 7 月 12 日（日）12:30 ～ 16:30
	 吟道翔風流日本吟翔会（井上）
	 	 	090-8363-4294
■鳥取市民会館

　▷鳥取市少年少女合唱団創立40周年記念定期演奏会
	 8 月 2日（日）14:00 ～ 16:00
	 鳥取市少年少女合唱団（懸樋）
	 	 	090-7131-6766
問	鳥取市文化団体協議会
	0857-20-0515（木・土・日曜日は除く）

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

ちいさい子どものためのわらべうた・夏
と　き	 7月8日（水）11:00 ～ 11:30
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
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・先着順

図書館探検
　図書館内を見学し、利用の仕方を学びます。移動図
書館車や地下の書庫も見学します。
と　き	 7月24日（金・祝）
	 10:00 ～ 11:30、14:00 ～ 15:30
ところ	 集合：中央図書館多目的ホ－ル
対　象	 小学生以上
定　員	 各 10 人　※要申込・先着順
※いずれも詳しくは中央図書館まで

Instagram 今月の１枚

■ Instagram 公式アカウント
アカウント名：tottori_city

　アカウントをフォロー後、鳥
取市で撮影した写真をハッシュ
タグ	#それ鳥取市だよ	をつけて
投稿してクダサイ。市報やリポ
ストなどで紹介するカモ !?

情報ひろば  information information  情報ひろば
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