
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） 3月	 11	日（木）	14:00 〜 15:00
3月	 23	日（火）	10:00 〜 11:00

市民活動のための助成金相談会

とき（要予約） 3月	 15	日（月）	10:00 〜 10:45
	 		 10:45 〜 11:30

NPOなんでも相談会

とき（要予約） 3月	 26	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

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

春のおはなし会
と　き	 3月20日（土・祝）14:30 〜 15:20
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
講　師	 絵本グループあじさい
定　員	 10 組（3歳以上の親子）
	 ※要申込み・先着順

折り紙で作ろう! はらぺこくん
と　き	 3月29日（月）10:30 〜 12:00
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
講　師	 貞

さだたにたか	こ 	

谷隆子さん（和紙おりがみSada工房主宰）
定　員	 10 組（小学 1年生以上の親子）
	 ※要申込み・先着順

臨時休館（用瀬図書館）のお知らせ
　用瀬町総合支所2階への移転に伴い、用瀬図書館は、
3 月 13 日（土）～ 4 月 2 日（金）まで休館します。
休館中に本を返却される場合は、従来通り「時間外返
却ポスト」をご利用ください。
　なお、新図書館は4月3日（土）10:00に開館しま
す。しばらくの間ご迷惑をおかけします。

問	株式会社 SC鳥取		 	0857-30-3033

※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

3月21日（日） 13:00 いわてグルージャ盛岡

4月  4日（日） 13:00 FC岐阜

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2021 @ 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

※5月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、3月15日
（月）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。

アディクション（依存症）パネル展
時：3月16日（火）〜31日（水）16:30まで／所：
鳥取県人権ひろば 21ふらっと／容：「のりこえよう！
ステイホームが引き寄せる様々な依存症」パネル展
示／料：入場無料／連 : 鳥取アディクション連絡会	
岡田	 	090-9737-6833

市民のみなさんの自主的な
活動をご紹介します。

令和3年度 鳥取市尚徳大学受講生募集
問	鳥取市尚徳大学事務局（〒680-0841烏取市吉方温泉三丁目701	鳥取市文化センター内）
	0857-27-5181		 	0857-27-5154

目　　的	 専門的知識・技能を高め、受講生が学
習だけでなく当番などの役割を持ち、
受講生同士のふれあいを深め、充実し
た暮らしを築くことを目指す生涯学習
講座。

対　　象	 鳥取県東部 1市 4町（鳥取市、岩美町、
若桜町、智頭町、八頭町）、兵庫県香美
町、新温泉町（因幡・但馬麒麟のまち連
携中枢都市圏）在住のおおむね 60 歳
以上の人

期　　間	 4 月〜 11月
と こ ろ	 鳥取市文化センター

※教養コース（社会・健康・郷土）は
鳥取市民会館

受 講 料	 年間 1500 円（教材費などは別途徴収）
申込期限	 3 月 31 日（水）必着
申込方法	 １人１コースを選択して、往復はがき

（１人１枚限り）による申し込みのみ
▷往信用はがきの裏面に下記の必要事項を記入
▷返信用はがきの表面に応募者の住所、氏名を記入
※応募者多数の場合は抽選となります。結果は、

4 月 9 日以降に返信用はがきでお知らせします。

※各コースの曜日は、講師の都合などにより変更
となる場合があります。

※各コース、数名の役員の選出があります。

■技能コース　全 12 回
コース 曜　日 内　容 定員
書道
午前 火（午前）用筆法等基礎基本から作品ま

で、毎回段階にしたがった指
導を行います。

35人

書道
午後 火（午後） 35人

彫刻
午前 水（午前）講師の指導により、仏像彫刻

に取り組みます。それぞれの
経験に合わせてさまざまな作
品に挑戦します。

25人

彫刻
午後 水（午後） 25人

絵画 金（午後）
講師の指導により、屋内で花や
果物を描いたり、題材を求めて
屋外写生したりします。

60人

民芸 月（午後）ポーチなどのかわいい小物、パッチワーク作りに挑戦します。 50人

■教養コース　貢献 12 回、社会・健康・郷土 6 回
コース 曜　日 内　容 定員

貢献 水（午後）
専門講師の指導により、地球・
人・動植物にやさしい社会作
りや文化作りを目指します。

30人

社会 水（午後）
各分野の講師が、政治や経済、
文化、社会問題などについて
分かりやすく解説します。

200人

健康 木（午後）
保健、医学について専門家が
分かりやすく解説します。簡
単な運動も行います。

200人

郷土 金（午後）
毎回、さまざまなテーマを取
り上げ、郷土の歴史に関する
知識を深めます。

200人

①氏名（ふりがな）
②郵便番号
③住所
④年齢
　（令和3年4月1日現在）
⑤性別

⑥電話番号

⑦受講年数			○年目
　（令和3年度を含む）

⑧受講希望専門コース
　（　　　　）コース
　※１人１コース限り

必要事項（往信用はがき裏面に記入してください）

金婚・ダイヤモンド婚
記念祝賀式典

問	本庁舎長寿社会課
	0857-30-8211		 	0857-20-3906

問	各総合支所市民福祉課（ 14ページ）

本市にお住まいで次に該当するご夫婦が対象です。
◆金婚
結婚50周年を迎えるご夫婦（昭和46年中に結婚）

◆ダイヤモンド婚
結婚60周年を迎えるご夫婦（昭和36年中に結婚）

居住地域 と　き ところ

鳥取・国府・福部地域 5 月 27日（木）
10:00 〜 鳥取市民会館

河原・用瀬・佐治地域 5 月 28日（金）
10:00 〜

河原町コミュニ
ティセンター

気高・青谷・鹿野地域 5 月 28日（金）
14:00 〜 気高保健センター

申込方法	 各地区社会福祉協議会（気高地域は気高
町総合支所市民福祉課）にお申し込みく
ださい。

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（日）
10:00 〜 15:00 10人 100円

木工（ラクダの置物）	12日（金）10:00 〜 12:00 5人 100円

鍋つかみ（楕円型） 	16日（火）
10:00 〜 12:00 5人 無料

苔盆栽
（リユース食器利用）

	18日（木）
10:00 〜 12:00 8人 無料

参加申込　3月 2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 3 月スケジュール

コールセンターをご利用ください
市の業務や各種制度、手続き、イベント、施設など
のお問合せに、ていねいに対応します。外国語（英語・
中国語・韓国語）でのお問合せにも対応します。

0857-22-8111  詳しくは 2㌻を
ご覧ください

情報ひろば  information information  情報ひろば
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