イベント情報
■とっとり多文化交流フェスタ
と き：12
き：12 月 20 日（日）
日（日）13:30～
13:30～16:30
ところ：国際交流プラザ
ところ：国際
交流プラザ 多目的ホー
ル 他
内 容：いろんな国の人との交流を楽しみましょう
（世界各国のお菓子、キッズコーナーなど）
催：鳥取市国際交流プラザ・TIA
主 催：鳥取市国際交流プラザ・
TIA
参加費：無料
問合せ：鳥取市国際交流プラザ（湖山町西一丁目
512 月曜日
月曜日休館） ℡(0857)31(0857)31-3253
Email：
Email
：plaza@city.tottori.lg.jp
plaza@city.tottori.lg.jp
■無料一日きものレッスン
と き：12
き：12 月 20 日（日）13:30
日（日）13:30～
13:30～15:00
ところ：とりぎん文化会館和室
内 容：一人できものを着られるようレッスンしま
容：一人できものを着られるよう レッスンしま
す
持ち物：きもの一式 ※無料貸出しもあります。
※無料貸出しもあります。
申し込み時にお知らせください。
料 金：無料
集：12
日（月）まで
募 集：
12 月 14 日（月）ま
で（先着順）
連 絡：米村 ℡(0857)
0857)-3030-2177
■鳥取砂丘イリュージョン 2015
昨年も好評だった CUPBAR を開催予定！また、
多彩なイベントや、オープニング
多彩なイベントや、オープニング、フィナーレイベ
ング 、フィナーレイベ
ントを予定しています。詳しくは
ントを予定
しています。詳しくは HP で。
と き：2015
き：2015 年 12 月 12 日（土）〜12
日（土）〜12 月 27 日（日）
17:30～
17:30
～22:00
ところ：鳥取砂丘駐車場周辺
入場料・駐車場：
入場料・駐車場
：無料
問合せ先：鳥取砂丘イリュージョン実行委員会
(0857)241638
℡(0857)24
-163
8
URL:http://www.tottoriURL:http://www.tottori-sakyu.jp/

◎わらべ館
イングリッシュ・ハンドベル クリスマスコンサート
ブロンズ製のベルで奏でるクリスマス
出 演：Callion
演：Callion Six
き：12
日（日）14:00
14:00～
と き：
12 月 20 日（日）
14:00
～15:00
＊ 参加無料
ウクレレクリスマス
ウクレレクリスマス
曲名は「ジングルベル」「きよしこの夜」他
出 演：ハッピーウクレレハーモニー
き：12
日（水祝）14:00
14:00〜
と き：
12 月 23 日（水祝）
14:00
〜15:00
＊ 参加無料
ドイツのおもちゃ クリスマスピラミッドのともしび
ろうそくの炎の熱で回るクリスマスの小世界
と き：12
き：12 月 24 日・25
日・25 日（木・金）
11:30〜
12:00/15:00〜
11:30
〜12:00/15:00
〜15:30
＊ 参加無料
ところ：西町三丁目 202
問合せ：わらべ館 ℡(0857)22(0857)22-7070
■鳥取市少年少女合唱団 クリスマスチャリティー
コンサート
き：12
日（水祝）17:
17:00
00〜
と き：
12 月 23 日（水祝）
17:
00
〜18:00
ところ：とりぎん文化会館フリースペース
料金：無料
連絡：鳥取市少年少女合唱団
連絡：鳥取市少年少女合唱団
0907131℡090
-7131
-6766 懸樋

＊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
http://www.city.tottori.lg..jp
鳥取
市ホームページアドレス http://www.city.tottori
.lg..jp
携帯対応 http://www.city.tottori.lg.jp/mobile/

年末年始のごみ収集（鳥取地区） ※ごみは必ず朝８時までに出してください。
祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。
月 日

可燃ごみ

古紙類

ペットボトル

プラスチック

食品トレー・資源・
小型破砕ごみ

12 月 23 日（水・祝）
12 月 29 日（火）
12 月 30 日（水）
12 月 31 日（木）
1 月 1 日（金・祝）
1 月 2 日（土）
1 月 4 日（月）以降
日（月）以降

該当地区は収集します
収集します 該当地区はありません
お休みします
収集します 該当地区はありません
お休みします
収集します 該当地区はありません
お休みします
お休みします 8 日（金）に振替収集
お休みします
お休みします
該当地区はありません
通常どおり収集します
13 日(水)に
1 月 11 日（月・祝）
該当地区は収集します
収集します
お休みします
振替収集
◎ 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 12 月 1 日（火）〜7
日（火）〜7 日（月）
の小型破砕ごみの収集日（鳥取地域）にごみステーションに出してください。
の小型破砕ごみの収集日（鳥取地域）にごみステーションに出してください。
＊ 問い合わせ先：市役所本庁舎生活環境課 ℡(0857)20(0857)20-3217
夜間・休日急患診療所
病気やケガにより夜間・休日に診療が必要な場合は、まず急患診療所で受診してください。
19：
00～
22：
☆と き 夜間（毎日） 19
：00
～22
：00
00～
17：
休日昼間（日曜・祝休日） 9：00
～17
：00
日（水）～1
※12 月 30 日（水）～
1 月 3 日（日）は昼間も開業
☆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（0
急患診療所（0857）
857）2222-2782（診療時間内のみ）
2782（診療時間内のみ）

多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！
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

