
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

デイケア・交流サロンのお知らせ
問	駅南庁舎心の健康支援室		 	0857-22-5616		 	0857-20-3962

■デイケア
　デイケアでは、精神科通院中の人・人中に出る
のが苦手な人などを対象に、レクリエーション・
運動・創作活動などのグループ活動をしています。
▶さわやかサロン（鳥取・国府・福部デイケア）
問	駅南庁舎保健医療課
	0857-22-5616		 	0857-20-3962

問	鳥取東保健センター（ 18㌻）
問	福部町総合支所市民福祉課（ 18㌻）
と　き	 毎週火曜日 13:30 ～ 15:00
	 	 （祝日・お盆・年末年始を除く）
ところ	 さわやか会館 3階（富安二丁目）
▶こころを元気にする会
　（河原・用瀬・佐治デイケア）
問	河原・用瀬・佐治町総合支所市民福祉課
	 （ 18㌻）
と　き	 毎月第１金曜日 13:30 ～ 15:00
	 	 （祝日・お盆・年末年始を除く）
	 	 ※要申込み
ところ	 用瀬地区保健センター	他
▶キラリ☆えがおの会（気高・鹿野・青谷デイケア）
問	気高・鹿野・青谷町総合支所市民福祉課
	 （ 12ページ）

と　き	 毎月第１木曜日 10:00 ～ 11:30
	 	 （祝日・お盆・年末年始を除く）
	 	 ※要申込み
ところ	 気高地区保健センター	他

※お住まいの地域に関わらず、どこにでも参加で
きます。こころを元気にする会、キラリ☆えが
おの会は、開催月により会場および時間が異な
ります。お問い合わせください。

■交流サロン
　精神障がい者を支援する会「ベストフレンド」
と鳥取市精神障がい者家族会は、昨年 10月から
交流サロンを開所しています。
ところ　さわやか会館１階相談室（富安二丁目）
▶交流サロン「キロロ」　※ベストフレンド主催
と　き	 第 1・第 3水曜日（祝祭日を除く）
	 	 13:00 ～ 16:00
対　象	 精神障がい者ご本人

▶交流サロン「よつば」　※家族会主催
と　き	 第 2・第 4水曜日（祝祭日を除く）
	 	 13:00 ～ 16:00
対　象	 精神障がい者ご本人および家族

宅地分譲

湯
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川住宅団地（鹿野町）
問	鳥取市土地開発公社事務局
	0857-22-4742		 	http://tottori-kk.or.jp

問	本庁舎建築住宅課
	0857-30-8371		 	0857-20-3919

※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資
金でマイホームが取得できます。

販売区画数	 23 区画（モデル住宅展示場1区画含む）
販売単価	 3.3 平方㍍（1坪）当たり 10.5 万円
	 1 平方㍍当たり 31,760 円
販売価格	 7,556,800 円～ 10,354,000 円
面　　積	 237.94 平方㍍（71.97 坪）

～ 326.00 平方㍍（98.61 坪）
月額賃料　5,300円～7,400円（最多6,000円台）
●所在地／鳥取市鹿野町今市
●学　校／義務教育学校市立鹿野学園（流沙川学

舎 1～ 5年、王舎城学舎 6～ 9年）
●道　路／区画道路幅員 6㍍
●その他／しあわせマイホーム支援金制度あり
　　　　　最大 200万円（一定の条件あり）

望
のぞみまち

町団地（青谷町）
問	鳥取県住宅供給公社事務局
	0857-27-7333
	http://www.jkk-tottori.or.jp

※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資
金でマイホームが取得できます。

販売区画数	 15 区画
販売単価	 3.3 平方㍍（1坪）当たり
	 4.4 万円～ 5.0 万円
	 1平方㍍当たり 13,200 円～ 15,100 円
販売価格	 400 万円台（14区画）

～ 500万円台（1区画）
面　　積	 298.85 平方㍍（90.40 坪）

～ 357.78 平方㍍（108.22 坪）
月額賃料　3,600 円～ 4,300 円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
●道　路／区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定され
ています。

ゴールデンウィーク中の
コンビニ交付運用停止

問	本庁舎市民課
	0857-22-8111（鳥取市コールセンター）
	0857-20-3909

　コンビニエンスストアなどから住民票の写しな
どを取得できる「コンビニ交付」が、全国一斉に
メンテナンスのため、下記の期間は運用が停止さ
れます。
コンビニ交付等運用停止期間
5月1日（土）～5月5日（水・祝）（終日）
※ 5月 6日（木）6:30 から利用できます。

J アラート
第１回全国一斉情報伝達試験

問	本庁舎危機管理課
	0857-30-8033		 	0857-20-3042

　地震・津波や武力攻撃などの発生に備えた、内
閣府・消防庁で実施されるＪアラートの全国一斉
情報伝達試験にあわせて、防災行政無線および防
災ラジオの放送を行います。試験放送ですので、
実災害ではないことをご了承くださいますようお
願いします。
と　き　5月 19日（水）11:00 予定

「大丈夫だろう」は危険です！
〜有毒植物に注意〜

問	駅南庁舎生活安全課
	0857-30-8552		 	0857-20-3962

　春は有毒植物を誤って食べたことによる食中毒
が毎年全国で発生しています。
■予防のポイント
　食用と確実に判断できない植物は、絶対に採ら
ない、食べない、売らない、人にあげないように
しましょう。
①家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に
栽培するのはやめましょう。
②山菜に混じって有毒植物が生えていることがあ
ります。一本一本よく確認して採り、調理前に
もう一度確認しましょう。
③食用の植物だと思っても、植えた覚えのない植
物を食べるのはやめましょう。

【豆知識】食用のジャガイモであっても、芽や緑
色になった部分には、天然毒素であるソラニンや
チャコニンが多く含まれています。十分に取り除
いて調理しましょう。

令和 3 年度鳥取市職員採用試験
【大学卒業程度】

問	本庁舎職員課
	0857-30-8116		 	0857-20-3957

【職種・年齢要件】
職種など 年齢要件

一般事務A 平成 4年 4月 2日～
平成 12年 4月 1日に生まれた人

土　木
建　築
獣医師
保健師
保育士
管理栄養士

昭和 61年 4月 2日以降に
生まれた人

【受付期間】 5 月 6日（木）～ 31日（月）
【試験日程】 1次試験日	 6 月 20日（日）
	 合 格 発 表	 7 月 8日（木）
	 2 次試験日	 7 月下旬～ 8月上旬
	 合 格 発 表	 8 月下旬
※試験についての詳しい内容は、受付開始日より
市役所本庁舎1階総合案内・6階職員課、駅南庁
舎、各総合支所、鳥取市関西事務所で配布する
受験案内または本市公式ホームページでご確認
ください（日程が変更に
なる場合があります）。
※高校卒業程度・社会人経
験者対象の試験について
は、市報 7月号でお知ら
せします。

東京オリンピック聖火リレーが
鳥取市にやって来ます！

問	本庁舎生涯学習・スポーツ課
	0857-30-8427		 	0857-20-3954

　3 月 25 日に福島県の「Jヴィレッジ」をグラ
ンドスタートし、121 日間かけて日本全国を回
る『東京オリンピック聖火リレー』が、5月 21
日（金）に鳥取県にやってきます。
と　き　5月 22日（土）19:00 スタート（予定）
※当日は走行ルート周辺が交通規制されます。走
行ルートなど、詳しくは本市公式ホームページ
をご覧ください。

【オンラインで観覧できます】
　右のQRコードから「NHK ネット
ライブ中継」にアクセスすると、聖火
リレーの様子がリアルタイムでご覧い
ただけます。

NHKネット
ライブ中継

ピックアップインフォメーション ピックアップインフォメーション
Pick up information Pick up information
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