
※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。

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

家庭での読み聞かせ講座①
「ふれあって	ほっこり	たのしい	わらべうた＆読
み聞かせ」
と　き	 5月13日（木）10:30 ～ 11:10
講　師	 中央図書館職員
対　象	 0 ～ 2歳の乳幼児と保護者
定　員	 10 組　※先着順
「スト－リ－テリング研修講座」受講生募集
と　き	 6月 3・10日（木）、21日（月）、7月19

日（月）、9月9日（木）10:30～12:00
対　象	 地域や学校などでおはなしを語りたい人
定　員	 20 人　　募集　5月28日（金）まで
いずれも　ところ　中央図書館多目的ホ−ル
　　　　　参加料　無料　※要申込み
　　　　　申込み・問い合わせ　中央図書館
※詳しくはチラシ、中央図書館ホームページで
ご確認ください。

日本海新聞ふるさと大賞2020
問	本庁舎協働推進課
	0857-30-8177		 	0857-20-3919

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

　昨年1年間で地域振興またはスポーツ振興に
貢献されたみなさんを顕彰する「日本海新聞ふ
るさと大賞」を団体3組、個人3人が受賞され
ました。
■地域貢献賞受賞者
城山まもりたい	 鹿野すげ笠を守る会
因幡国庁愛護会	 松

まつ 	お 	 まさかず

尾昌和さん
■スポーツ功労賞受賞者
谷
たにぐち 	 ひ 	 なた

口陽向さん（陸上）	 岩
いわ 	い 	 こう 	 た 	

井光大さん（陸上）

※ 7月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入
し、5月15日（土）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。

集まれ！ウクレレの森　　　　　　　　
ウクレレの音色でいやされませんか？

時：5月23日（日）10:00 ～ 15:00　※雨
天時は5月30日（日）に順延／所：とっとり
出合いの森／容：ウクレレの演奏、歌、フラダ
ンス、ワークショップ（13:00 ～）　※ウクレ
レの貸出あり／料：無料／連 :ハッピーウクレ
レ倶楽部	幸山	 	090-5261-4610

市民のみなさんの自主的な
活動をご紹介します。

水道週間  6月1日（火）〜 7日（月）
問	水道局経営企画課
	0857-53-7953		 	0857-53-7802
	https://www.water.tottori.tottori.jp/

ありがとう  きれいな水で  手あらいうがい
昨年の「水道に関する標語」特選作品

■水道の標語を募集します
テ―マ	 水道について、日ごろ感じていること

や広く伝えたいこと
応募資格	 市内在住または通勤・通学している人
応募方法	 作品に住所・氏名・年齢・電話番号を

記入のうえ、お持ちください、郵送、
ファクシミリのいずれかで

応募期限	 6 月 14 日（月）（必着）
入　賞	 特選（1点）、準特選（3点）
その他	 応募作品は 1人 1点、自作・未発表の

もの　※入賞作品の著作権は市水道局
送付先	 〒680-1132		国安 210-3
	 水道局経営企画課標語募集担当
■ご協力を !  千代川市民一斉清掃
　私たちの大切な水源をきれいに保つため、ご
協力をお願いします。清掃に必要な軍手・ごみ
袋は用意します。
と　き　6月 6日（日）8:30 ～ 9:30
※荒天の場合は 6月 13 日（日）に延期。実施
の有無については、当日 6:30 以降に水道局
へ問い合わせいただくか、水道局ホームペー
ジでご確認ください。
集合場所　千代川倉田スポーツ広場 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

リメイク缶作り
スチール缶・ポット型

	7 日（金）
10:00～ 12:00 6人 100円

健康布ぞうり 	12 日（水）
10:00～ 15:00 10人 100円

ガラスのアクセ
サリー作り

	18 日（火）
10:00～ 12:00 6人 100円

※1

木工（誕生	置物） 	21 日（金）10:00～ 12:00 5人 100円

マイバック
（シュパット）

	25 日（火）
10:00～ 15:00 5人 無料

※ 1：別途金具代が必要
参加申込　5月 1日（土）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 5 月スケジュール

※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

5月30日（日） 13:00 カターレ富山

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

問	株式会社 SC鳥取		 	0857-30-3033

軽自動車税（ 種別割 ）
の減免手続き
問	本庁舎市民税課
	0857-30-8144		 	0857-20-3921

問	各総合支所市民福祉課（ 	18㌻）

対　　象　次の 2つの要件を満たす軽自動車
①身体・精神などに障がいのある人のために
使用するもの
②障がいのある人または、同居の家族などが
所有するもの　※ただし 1台まで（普通ま
たは小型自動車で減免を受ける場合は該当
しません）

受付期限　5月 24日（月）まで
※障がいの部位や程度などにより、減免が受け
られない場合があります。

※必要書類など、詳しくはお問い合わせください。
※精神障害者保健福祉手帳で減免の場合、自立
支援医療受給者証（精神通院）は不要となり
ました。

ポリテクセンター鳥取
受講生募集（7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.go.jp/tottori/poly/

【CAD/NC加工技術科】・【電気設備技術科】
募集期間 5 月 7日（金）～ 6月 4日（金）

訓練期間 7月1日（木）～12月27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	 16人
電気設備技術科	 16人

応募方法 受講申込書をハローワークへ提出

選 考 日 6月15日（火）

特定外来生物
問	本庁舎生活環境課
	0857-30-8082		 	0857-20-3918

　特定外来生物は、オオキンケイギク、ヒアリ、
セアカゴケグモ、カミツキガメなどが有名で、
発見された場合には必要に応じて駆除などの対
応を行います。

【オオキンケイギクの防除活動】
　本市では、県と協力して毎年５月頃にボラン
ティアのみなさんと、簡単に防除が可能なオオ
キンケイギクの防除活動を行っています。

【オオキンケイギクの防除方法】
　オオキンケイギクには、花が枯れた後も根が
地中に残り、翌年同じ場所に生えてくるという
特徴があるため、防除は抜き取りにより行うの
が理想です。抜き取ってすぐの根には再生能力
がありますので、その場で天日にさらし、枯死
させたうえビニール袋などで梱包してから運ん
でください。防除は種子が実る前に行うとより
効果的です。
※生活環境課では特定外来生物以外の外来種の
駆除などは行っておりません。
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