イベント情報
■ 国際交流プラザからのお知らせ
【国際クッキング教室 モンゴル料理】
き：10
日（水）10:00
10:00〜
と き：
10 月 14 日（水）
10:00
〜14:00
内 容：モンゴル出身力士の活躍の秘密はモンゴ
ル料理？！
講師：モロムジャムツ・ビャンバジャルガルさん（鳥
取県国際交流財団職員）
定 員：15
員：15 人 ※要申込
料 金：無料（材料費は自己負担）
【中国語入門講座受講生】
き：10
13:30〜
と き：
10 月 15 日（水）から毎週木曜日 13:30
〜
15:30（全９回）
15:30（全９回）＊
日、29 日は除く
（全９回）＊10 月 22 日、29
講 師：ウ ユンフ（鳥取市国際交流員）
定 員：2
員：20 人 ＊最少開講人数：５人
＊最少開講人数：５人
料 金：無料（教材費は自己負担）
問い合わせ：国際交流プラザ（湖山町西 1 丁目
月曜日休館）℡(0857)31
(0857)31512 月曜日休館）℡
(0857)31
-3253
Email: plaza@city.tottori.lg.jp
■鳥取砂丘光のアートフェア 2015 テーマ：青きジ
オの世界
砂の美術館でこの冬、イルミネーシ
ョンイベント開催！2,000,000
ョンイベント開催！
2,000,000 個のクラッシュグラス
が光り輝く、圧巻のロマンチック空間。今まで体感
したことのない、全く新しい光のアート空間をお楽
しみください。
き：10
日〜2016
17:00〜
と き：
10 月 31 日〜
2016 年 1 月 3 日 17:00
〜21:00
▶第８期展示は平成 28 年 1 月 3 日（日）まで
テーマ：砂で世界旅行・ドイツ編〜中世の面影とお
とぎの国を訪ねて〜
円（500
料 金：一般 600 円（
500 円） 小中高生 300 円
（200 円） ＊（ ）内は 20 名以上の団体料金
館：9:00
9:00〜
20:00（最終入館
19:30）
開 館：
9:00
〜20:00
（最終入館 19:30
）
光のアートフェア開催期間中は開館時間を 21:00
まで延長します。
問合せ：鳥取砂丘砂の美術館 ℡(0857)20(0857)20-2231

■ 第１６回鳥取三十二万石お城まつり〜よみがえ
れ鳥取城〜
と き：10
き：10 月 18 日（日）10:00
日（日）10:00〜
10:00〜
ところ：久松公園ほか
内 容：時代行列、備州岡山城鉄砲隊火縄銃演
武、ステージイベント、人力車、飲食屋台村、パネ
ル展示など ＊３年ぶりに、時代行列の復活 智頭
街道→本通り→若桜街道
問合せ：鳥取三十二万石お城まつり実行委員会
℡(0857)26(0857)26-0756
■ 第３8
第３8 回鳥取市木のまつり
き：11
日（火・祝）11:00
11:00〜
と き：
11 月 3 日（火・祝）
11:00
〜16:00
ところ：国道 53 号線本通り・若桜街道 （※雨天の場
合、歩行者天国が中止になることがあります。）
合、歩行者天国が中止
になることがあります。）
内 容：《路上イベント》木の催しコーナー、お茶席コ
ーナー、路上コンサート、バザー、体験コーナーな
ど 《苗木プレゼント》15:30
《苗木プレゼント》15:30〜若桜橋上で配布（雨天
15:30〜若桜橋上で配布（雨天
の場合は、同時刻に市役所本庁舎玄関前で配布す
ることがあります）
問い合わせ先：鳥取市花と木のまつり実行委員会
℡(0857)20(0857)20-3222
■いなばのジビエフェスティバル 2015
と き：10
き：10 月 31 日（土）・11
日（土）・11 月 1 日（日）10:00
日（日）10:00〜
10:00〜15:00
ところ：株式会社食のみやこ鳥取食育交流ホール
「とりっこ広場」（賀露町西 3 丁目）
容：全国的に話題となっている「ジビエ」と呼ば
内 容：
全国的に話題となっている「ジビエ」と呼ば
れる天然のイノシシとシカの肉を美味しく食べて、楽
しく学べるイベント。射的コーナー、スタンプラリー、
クイズラリーなど、子どもから大人まで楽しめます。
鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」も登場しま
す。
※ 入場無料 （会場で提供する商品は有料）
問合せ：いなばのジビエ推進協議会
(080)2948℡(080)2948
-3404

＊インターネットで詳細をお知りになりたい方は、「鳥取市」のホームページをご覧ください。
鳥取市ホームページアドレス
鳥取市ホームページアドレス http://www.city.tottori.lg..jp
http://www.city.tottori.lg..jp
携帯対応 http://www.city.tottori.lg.jp/mobile/

■ 祝日・休日のごみ収集（鳥取地区） ※ごみは必ず朝 8 時までに出してください。
月 日

可燃ごみ

古紙類

ペットボトル

10 月 12 日
該当地区は収集します
収集します 14 日（水）に振替
該当地区は
（月・祝）

プラスチック
該当地区は
収集します

食品トレー・資源・
小型破砕ごみ
お休みします

◎ 乾電池・蛍光管の収集
他のごみと区別し、それぞれ別の透明または半透明な袋などに入れ 10 月 1 日（木）〜7
日（木）〜7 日（水）の小型
破砕ごみの収集日（鳥取地区）にごみステーションに出してください。蛍光管は購入時のケースに入れ
るなど、壊れないようにしてください。
＊ 問い合わせ先：市役所本庁舎生活環境課 ℡(0857)20
(0857)20-3217

★平成２８年度保育園入園の申込
各保育園・市役所駅南庁舎児童家庭課・各総合支所市民福祉課にある申込書
各保育園・市役所駅南庁舎児童家庭課・各総合支所市民福祉課にある申込書（
家庭課・各総合支所市民福祉課にある申込書（10 月 26 日（月）より配
布予定）に、必要事項を記入のうえ、入園を希望する園に直接お申し込みください。
月２日（月）〜11
受付期間 11 月２日（月）〜
11 月 20 日（金）
(0857)20問い合わせ先：駅南庁舎児童家庭課 ℡(0857)20
-3464

夜間・休日急患診療所
※病気やケガにより夜間・休日に診察が必要な場合は、まず急患診療所で受診してください。
と き 月～土
19：
19：00～
00～22：
22：00
日曜・祝休日
9：00～
00～17：
17：00、
00、19：
19：00～
00～22：
22：00
急患診療所（富安１丁目東部医師会館前）
ところ 急患診療所（富安１丁目東部医師会館前
）
診療科 内科、小児科
問い合わせ先：東部医師会 急患診療所（0857
急患診療所（0857）
0857）2222-2782（診療時間内のみ）
2782（診療時間内のみ）
言語国際交流サポート
言語
国際交流サポート TIA
TIA は、鳥取市に在住する外国の方の生活がより向上するようにするための目的で結成されました。
現在の活動は、さまざまな生活情報の翻訳・通訳活動を中心に、年に何度か在住外国人の方と、鳥取
市の名所を訪れるツアーなど、交流イベントを開催しています。
通訳・翻訳者がいたら助かる・・、
通訳・翻訳者がいたら助かる・・、日本語を学びたい・・、
日本語を学びたい・・、その他日常のお困り事など、
その他日常のお困り事など、
何でもお気軽にお問い合わせください！
何でもお気軽にお問い合わせください！
詳しくはＴＩＡのＨＰをご覧ください：http://tia-link.com/jp/
詳しくはＴＩＡのＨＰをご覧ください

