
コミュニティFM
FM鳥取 RADIO BIRD

 http://www.radiobird.net/

　コミュニティFM「FM 鳥取」（周波数 82.5MHz）
で鳥取市のさまざまな情報をお送りしています。
■来ました  元気人！

★毎週月・水曜日 12:15 頃〜（30 分間）
　【再放送】毎週火・木曜日 16:00 頃〜

■深掘り! ! シティインフォメーション・トーク! !
★毎週金曜日 12:15 頃〜（20 分間）
　【再放送】毎週土曜日 10:20 頃〜

■鳥取シティインフォメーション
★毎日朝・夕放送（5 分間）

■鳥取おでかけナビ
★毎週土曜日の 9:15 頃〜（15 分間）

問 本庁舎広報室
 0857-30-8008  0857-20-3040

鳥取市広報番組のご案内

ケーブルテレビ【デジタル 12ch】
いなばぴょんぴょんネット

 http://www.inabapyonpyon.net
※番組の放送時間は、ホームページで紹介しています。

鳥 取 市 広 報 番 組

　市民と行政がつながる TV「とっとり知らせた
い !」。さまざまな情報をお送りしています。みな
さんの知らせたい！情報も待っていま〜す。

【放送】毎週金・土 6:00 〜 24:00 まで毎時 00 分放送
※ 12:30、19:30 も放送あり

静止画文字情報 『鳥取市からのお知らせ』
（番組の間に毎日放送しています）

インターネット
サイマルラジオ

※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。

　 今 月 か ら 新 コ ー
ナー『つどう・まな
ぶ・むすぶ「ワクワ
ク公民館」』がスター
ト！ 地区公民館の特
色ある事業やさまざ
まな取り組みをご紹
介します。お見逃し
なく！

長谷長谷

田中田中

松岡松岡

網田網田

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

　11 月 20 日、 鳥 取 市 と
ドイツ・ハーナウ市との姉
妹都市提携 20 周年記念（平
成 13 年 11 月 20 日締結）
に際して、両市の友好親善
に多大な貢献をされたゲル
トルート・ローゼマンさん
に特別名誉市民の称号を贈呈しました。

【ゲルトルート・ローゼマンさん】
・ヘッセン人形博物館創設者および初代館長でわ

らべ館と姉妹館提携し、相互におもちゃを送り
合うなど交流を継続

・市内保育園・小学校との交流や講演会などを精
力的に行い、周年記念式典時などに数多く来鳥
され、友好交流に尽力

特別名誉市民の称号を
贈呈しました

ゲルトルート・ローゼマンさん
問 本庁舎文化交流課（34 番窓口）

 0857-30-8022   0857-20-3040

名誉市民および特別名誉市民とは
問 本庁舎総務課（34 番窓口）

 0857-30-8102   0857-20-3040

【名誉市民】
　鳥取市民または鳥取市に縁故の深い方で、公共
の福祉を増進し、または文化の進展に貢献し、そ
の功績が卓絶で市民の尊敬の的と仰がれる方に対
して鳥取市名誉市民の称号を贈り、その功労に報
いるとともに後世までその功績を顕彰するもの
※制度や選考方法など、詳しくは本市公式ホーム

ページをご覧いただくか総務課までお問い合わ
せください。

【特別名誉市民】
　姉妹都市の代表者または本市の国際交流の増進
に多大の貢献をした外国人に対して贈呈するもの

はじめまして
問 本庁舎文化交流課（34 番窓口）

 0857-30-8022   0857-20-3040

グーテン・ターク、Konnichiwa。
　私は 10 月から鳥取市国際交流員としてドイツ
のノイブランデンブルグ市から参りましたシュ
ターク・アンネマリーです。
　小さい頃から日本に興味があり、栃木県佐野市
の高校と東京都の大学に留学し、ドイツの大学で
は日本学を専攻して、日本の政治や文化を学びま

した。
　鳥取市では、姉妹都市で
あるハーナウ市との連絡調
整や市民のみなさんにドイ
ツの言葉や文化を紹介する
などの仕事をします。
　みなさんにお会いできる
日を楽しみにしています。

地域包括支援センターの新設
問 本庁舎長寿社会課（13 番窓口）

 0857-30-8213   0857-20-3906

■国府・福部未来学園
鳥取中央地域包括支援センター  0857-20-3457

■北・中ノ郷
鳥取北地域包括支援センター  0857-20-2205

■西
鳥取西地域包括支援センター  0857-50-0717

■南
鳥取南地域包括支援センター  0857-54-1023

■桜ヶ丘
鳥取桜ヶ丘地域包括支援センター  0857-51-1250

■東
鳥取東地域包括支援センター  0857-30-5711

■湖東
鳥取こやま地域包括支援センター  0857-32-2727

■江山学園・高草・湖南学園
（新）
鳥取高草地域包括支援センター  0857-51-8112

■河原・千代南
鳥取市南部地域包括支援センター  0858-76-2351

■気高・鹿野学園・青谷
鳥取市西部地域包括支援センター  0857-30-7780

あなたの飼い犬 ･ 飼い猫は、
ご近所に迷惑をかけていませんか?
問 駅南庁舎生活安全課

 0857-30-8551   0857-20-3962
問 各総合支所市民福祉課   14㌻

最期まで面倒をみる
　飼育環境を整え、健康状態に気を配りましょう。
家族の一員として、最期まで責任と愛情を持って飼
育してください。どうしても飼えなくなった場合、
責任を持って飼ってくれる人を探してください。

不妊・去勢手術をする
　生まれた子犬や子猫を飼えないのであれば、生
まれる前に飼い主の責任で不妊・去勢手術を行い
ましょう。また、病気の予防にもなります。

迷子にしない（所有者を明示する）
　飼い主の連絡先がわかるよう首輪に必ず鑑札や
迷子札を装着し、万が一迷子になっても飼い主の
ところへ戻れるようにしましょう。マイクロチッ
プの装着も推奨します。

犬はつないで飼う・無駄吠えをさせない
　放し飼いはもちろん、散歩中も必ずリードをつ
けて放さないようにしてください。無駄吠えが続
くと近所の人も犬が嫌いになります。

猫は屋内で飼う
　交通事故や感染症、猫同士のケンカによるケガ
を避けられます。大切な猫のためにも屋内で飼い
ましょう。

フン・尿を始末する
　飼い犬は自宅で排泄をすませてから散歩にでか
けましょう。やむを得ず外で排泄したときは、フ
ンは持ち帰り、尿は持参したペットボトルの水で
流すなど、後始末を行いましょう。

異物の誤飲に気を付ける
　散歩中は犬にリードを付け、犬から目を離さな
いように注意しましょう。特にニオイを嗅せてい
ると、何かを見つけ口にくわえる危険性があるの
で、注意しましょう。

野良猫に無責任なエサやりをしない
　無責任に野良猫にエサを与えることで、野良猫
がどんどん増えて、フン・尿や鳴き声などによる
周辺への被害や迷惑も大きくなります。

インターネット公売
問 本庁舎収納推進課（21 番窓口）

 0857-30-8161   0857-20-3920

■参加申込期間
1 月 13 日（木）13:00 〜 2 月 1 日（火）23:00

■入札期間（せり売形式）
2 月 7 日（月）13:00 〜 9 日（水）23:00

※詳しくは、本市公式ホームページ、官公庁オー
クションなどでご確認ください。

鳥取のバドミントンを盛り上げる会

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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