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２０１９レーザー級
世界選手権大会
開 催 中

内

容

●セーリング世界選手権開催中 ほか・・・P２〜３
●７月は参議議員院通常選挙・・・・・・・P４〜５
●国民健康保険加入中の皆さんへ ほか・・P６〜9
●市民活動推進補助金の募集 ほか・・・・P10〜13
●境港市職員採用試験 ほか・・・・・・・P14〜17
●まちの話題・情報あらかると・・・・・・P18〜21
●お知らせ・子育てひろば・・・・・・・・P22〜31
●図書館・ごみの収集・受け入れ ほか・・P32〜33
表紙写真
大会に向けて美保湾で練習する瀬川和正選手（境港市在住） ●おさかなレシピ・今月のげんきちゃん・・P34

2019レーザー級世界選手権大会には、オリンピックのメダリストや、地元在住の選手など、多くの注
目選手が出場します。また、レース本番の日には、地元特産品の抽選会、大会グッズ販売、ステージイベン
▼

トなど、セーリング以外にも楽しめるイベントが行われます。ぜひ会場にお越しください。
レース日 レーザースタンダード級男子クラス

７月４日（木）〜９日（火）

▼ ▼

レーザーラジアル級女子クラス＆男子クラス ７月１９日（金）〜２４日（水）
会 場

境港公共マリーナ

注目選手

◇レーザースタンダード級（男子）
・パブロス・コンティデス（キプロス／2012ロンドン五輪銀メダリスト、2017・2018世界選手権連覇）
・トム・バートン（オーストラリア／2016リオ五輪金メダリスト）
・トンチ・スティパノビッチ（クロアチア／2016リオ五輪銀メダリスト）
・瀬川和正（境港市在住／2017愛顔つなぐえひめ国体、2018福井しあわせ元気国体優勝）

境港で開催中！

セーリングの世界大会

◇レーザーラジアル級（女子）
・マリット・ボウミスタ（オランダ／2016リオ五輪金メダリスト）
▼

・アンネ＝マリー・リンドム（デンマーク／2016リオ五輪銅メダリスト）
イベント

マグロ抽選会（４日）、安来節・どじょうすくい公演（５日・１９日）、ミライノート公演（６日・２１日）、マジッ
クショー（７日・２０日）、地元特産品抽選会（８日・９日・２２〜２４日）、大会グッズ販売（４〜９日・１９〜２４日）
▼

※入場無料、正午開始予定（開始時刻が変更になることがあります）
問い合わせ先

レーザー級世界選手権大会実行委員会 ☎４６−０５０５
公式Webサイト https://2019worlds.laserjapan.org/

夏季限定・はまるーぷバス夜間運行
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水木しげるロード内で開催される﹁土曜夜市﹂等のイベントにあ
わせ︑はまるーぷバスを臨時運行します︒夜の水木しげるロードを
楽しんだあとは︑はまるーぷバスをご利用ください︒
※運行コースは通常便︵メイン・生活コース︶とは異なりますので︑
ご注意ください︒
▼運行期間 ７月 日︵土︶〜８月 日︵土︶の毎週土曜日
▼運行時間 ①午後８時 分発︑②午後９時 分発の２便
▼発着地
ＪＲ境港駅前
▼利用料金 １００円︵通常便と同じ︶
※定期券︑回数券や１日乗車券でもご利用できます︒
※障がい者割引も適用されます︒
▼運行形態 降車専用
※運行コース上であれば︑どこでも降車できますが︑
安全のため︑すぐに停車できない場合があります︒
※ＪＲ境港駅前以外からの乗車は出来ません︒
▼運行コース 外浜線コース︑内浜線コース
▼問い合わせ先 観光振興課交通政策係 ☎ ︲１０２８
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第７4 回みなと祭・境港妖怪ジャズフェスティバル２０１9
７月２0 日（土）

７月２1 日（日）

▼

第７4 回 み な と 祭

▼

境港妖怪ジャズフェスティバル２０１9

イベント
◇大漁祈願祭・マグロの奉納
マグロの解体ショー
◇みなとのまち大漁パレード
海上パレード、みこしパレード
◇みなとのまち踊りステージ
◇お祭り広場・縁日・ステージイベント
郷土芸能披露、街かどマジックショー、カトちゃん
パーク〜はたらくのりもの大集合〜、みなとの町
ちびっこのど自慢大会プラス何でも自慢大会、三
地直装イワシマンショー、境高校書道部パフォー
マンス、みなと LIVE（aPaBan、門脇大樹、THE
McE n ROLL、座・大黒堂、港 B z、港ベンチャー
ズ）境港大漁太鼓、奥日野源流太鼓
◇花火大会・灯ろう流し

▼

▼ ▼

と き 一般入場 午後３時
（先行入場 午後２時４５分）
開演 午後３時３０分／終演 午後１０時
ところ ＪＲ境港駅前駐車場特設ステージ
料 金 一
般
６，
０００円
（当日７，
０００円）
高校生以下 ２，
０００円
（当日２，
５００円）
※全席自由
出 演 ①→ Pia-no-jaC ←（ピアノジャック）
②H ZETTRIO（エイチゼットリオ）
③SOIL&"PIMP"SESSIONS（ソイルアンドピンプセッションズ）
④NEIGHBORS COMPLAIN（ネイバーズコンプレイン）
⑤佐藤 竹善
⑥TRI4TH（トライフォース）
⑦Calmera（カルメラ）
⑧Special Guest：岸谷 香
※出演順ではありません。出演順は公式ホームページで公表します。

交通規制のお知らせ
境港妖怪ジャズフェスティバル、みなと祭の当日は交通規制を行います。規制中は現地交通誘導員の指示
または案内看板などに従って迂回をお願いします。会場までは、なるべく公共交通機関でお越しください。

境港妖怪ジャズフェスティバル 交通規制
【７月２０日（土）
】

①
会場

▲

規制時間
①午後１時 〜 午後１１時
②午前９時 〜 午後１１時

②
境港駅

みなと祭 交通規制
【７月２１日（日）
】

①
お祭り広場

⑤

②

④
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▲

境港駅

③

③

規制時間
①午前７時３０分 〜 午後１０時
②午前９時 〜 午後１０時
③午前９時５０分 〜 午後１１時
④午後７時 〜 午後９時３０分
⑤午後７時 〜 午後１０時

議員通常選挙
券

の

再

交

付

有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
入場券を無くした場合、または届かない場合でも、投
票所で申し出れば、入場券が再交付され投票することが
できます。

文字が書けない人の代理投票
病気などの理由により自分で文字を書くことができな
い場合は、投票所で申し出てください。係員が本人に代
わって候補者の氏名を記入します。
※家族の人などが代理で記入することはできません。

投票日に用事のある人は期日前投票を

▼ ▼

投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は、公
示日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票をす
ることができます。
期日前投票は、
「期日前投票宣誓書」に必要事項を記
入するだけで簡単にできます。
期日前投票の時間 午前８時３０分から午後８時まで
投票所 市役所分庁舎 選挙管理委員会事務局

不

在

者

投

票

指定された病院や施設に入院・入所中の人は、それぞ
れの病院や施設の長に申し出れば不在者投票をすること
ができます。
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合は、
投票用紙を境港市選挙管理委員会に請求して、滞在先の
市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
また、４カ月以内に転出された人で、転出先の選挙人
名簿に登録されていなければ、境港市選挙管理委員会に
投票用紙を請求して、不在者投票をすることができます。
詳しいことは選挙管理委員会にお尋ねください。

郵便による自宅などからの不在者投票
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便投票証明書の
交付を受けている人は、自宅などで投票用紙に記載して、
郵便で選挙管理委員会に送付することができます。
郵便による不在者投票ができる人
（１）身体障害者手帳の交付を受けている人で、以下に
該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能（１級か２級）
◇心臓、
腎臓、
呼吸器、
ぼうこう、
直腸、
小腸（１級か３級）
◇肝臓、免疫障害（１級から３級まで）
（２）戦傷病者手帳の交付を受けている人で、以下に該
当する人
◇両下肢、体幹（特別項症から第２項症まで）
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓（特
別項症から第３項症まで）
（３）介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、
以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護５」
郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、
さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ
選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙に記入
してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚
の障がいが１級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の
障がいが特別項症から第２項症までの人
▼

場

▼

入

商店や事業所の責任者へのお願い
職員や従業員の皆さんが、投票しやすいように、ご配
慮をお願いします。

入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます
期日前投票をされる場合、宣誓書に記入が必要です。
入場券の裏面を事前に記入してご持参いただくと、受け付けが早く
できます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票される人は記入不要です。
市報さかいみなと
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７月は参議院

▼

第２５回参議院議員通常選挙は、７月に実施される予定です。
参議院選挙は、半数改選（議員定数２４８人）で、３年ごとに行なわれます。
投票は、鳥取県と島根県を一つの選挙区（合区選挙区）として候補者個人に投票する「鳥取県及
び島根県選挙区選出議員選挙（選挙区選挙）
」と、全国を１つの選挙区として名簿に登載された候補
者個人または政党等の名称・略称に投票する「比例代表選出議員選挙（比例代表選挙）
」の２つの投
票を行います。
有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト（政策、政権公約）をよく見極めて、
大切な一票を投票しましょう。
問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

☎４７−１０８１ または １０８２

今回の選挙に投票できる人

投票時間は午前７時から午後８時まで

投票日が７月２１日（日）の場合は、以下の項目すべ
てに該当する人です。
◇平成１３年（２００１年）７月２２日以前に生まれた
人（満１８歳以上の人）
◇平成３１年（２０１９年）４月３日以前から市内に住
民登録をして住んでいる人
◇市の選挙人名簿に登録されている人

投票日には、市内１２カ所に投票所が設けられます。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で
投票してください。

投票所名

施

設

名

第１投票所 渡公民館
第２投票所 外江公民館

投

票

の

順

序

と

方

法

投票所の順序は、最初に「選挙区選挙」の投票を行い、
次に「比例代表選挙」の投票を行います。
◇「選挙区選挙」は投票用紙（うすい黄色）に候補者の
氏名を記入してください。
◇「比例代表選挙」は投票用紙（白色）に候補者氏名ま
たは政党等の名称か略称を記入してください。

第３投票所 芝町会館
境西地区学習等供用施設
第４投票所 （しおさい会館）
第５投票所 境公民館
境東地区学習等供用施設
第６投票所 （なぎさ会館）
第７投票所 上道公民館
第８投票所 中野町会館
第９投票所 老人福祉センター（浜の里）
第 10 投票所

誠道公民館

三軒屋町会館別館
第 11 投票所 （あじさいホール）
第 12 投票所
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中浜公民館集会所

※国保から後期高齢者医療へ被
保険者が異動したことにより︑
残った国保の被保険者が 人
となった世帯︵特定世帯・特
定継続世帯︶で︑後期高齢者
医療に異動した日の世帯主と
世帯員の関係が変わらずに継
続している場合は︑医療分と
後期高齢者支援金分の平等割
が軽減されます︒
◇基本的な考え方
・合計額が賦課限度額を超えた
場合は︑
賦課限度額とします︒
・加入期間に応じて月割計算を
行います︒
1

▼軽減措置
世帯の所得が︑一定の所得に
満たない場合は︑均等割と平等
割が軽減されます︒
ただし︑加入者全員の所得申
告が必要です︒
なお︑各軽減の基準額につい
ては下記のとおり変更になりま
した︒

変更前

変更後

軽減される
割合

３３万円

３３万円（変更なし）

７割軽減

介護分
前年中所得金額

税率 8.68％

税率 2.75％

税率 2.62％
25,600 円

7,700 円

9,400 円

所

得

割

均

等

割 加入者１人につき

平

等

割

１世帯につき

30,000 円（※）

8,000 円（※）

6,000 円
賦課限度額

１世帯につき

610,000 円

190,000 円

160,000 円

軽減基準額

５割軽減

３３万円＋（５０万円×被保険者と ３３万円＋（５１万円×被保険者と
特定同一世帯所属者数）
特定同一世帯所属者数）

２割軽減

47

▼減免措置
特例対象被保険者等に対する
軽減が受けられない場合で︑失
業などにより世帯の所得の見積
が前年の半分以下に見込まれる
とき︑あるいは天災など︑特別
な事情により国保税の支払いが
困難なときは︑申請により一定
の要件に該当すれば︑国保税の
一部もしくは全部が減免されま
す︒

▼特例対象被保険者等に対する
軽減
﹁倒産・解雇などによる離職﹂
や﹁雇い止めなどによる離職﹂
をした雇用保険の特定受給資格
者・特定理由離職者は︑申請に
より国保税の一部が軽減される
ことがあります︒

︻問い合わせ先︼
市民課保険年金係
☎ ︲１０３６

３３万円＋（２７万５千円×被保険 ３３万円＋（２８万円×被保険者と
者と特定同一世帯所属者数）
特定同一世帯所属者数）

国民健康保険加入中の皆さんへ

後期高齢者
支援金分

◇税の計算方法

医療分

■国民健康保険税
国民健康保険税︵国保税︶の
納税通知書を７月中旬に発送し
ます︒
国保税は国民健康保険の運営
を支える大切な財源です︒期限
内に納付しましょう︒
その税額は︑世帯単位に所得
割額・均等割額・平等割額を合
計した額で︑納税義務者は世帯
主になります︒
また︑納付には︑便利で安心
な口座振替をご利用ください︒
▼税の算定方法
１世帯あたりの賦課限度額が
変更になりました︒下記の表の
とおりです︒
計算の基礎

6
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▼年金からの特別徴収
次のいずれにも該当する場合
は︑国保税が原則として年金か
らの特別徴収︵引き落とし︶と
なります︒
①国保被保険者全員が 歳以上
の世帯
②年額 万円以上の年金を受給
している世帯主
③介護保険料と国保税の合計額
が︑年金の額の２分の１以内
の場合
※世帯主が本年度中に 歳にな
り︑後期高齢者医療の被保険
者となる場合は︑特別徴収は
行わず︑普通徴収︵納付書ま
たは口座振替で納める方法︶
となります︒
※特別徴収については︑申請に
より普通徴収に変更できる場
合があります︒詳しくはお問
い合わせください︒
31

29

しゅよう

特別医療費助成制度

30

13

2

■国民健康保険一部
負担金の徴収猶予
および減免
失業などにより世帯の所得の
見積が前年の半分以下に見込ま
れるとき︑あるいは天災など︑
特別な事情により医療機関等の
窓口での一部負担金の支払いが
困難なときは︑申請により一定
の要件に該当すれば︑一部負担
金の一部もしくは全部が徴収猶
予または減免されます︒

■医療費の節減

4

47

日頃から健康づくりを意識
し︑疾病の早期発見・早期治療
を心がけましょう︒
◇定期的に健康診断を受けまし
ょう︒
◇健康を意識した生活習慣を身
につけましょう︒
◇かかりつけ医・かかりつけ薬
局を持ちましょう︒
◇休日や時間外の受診はできる
だけ避けましょう︒

24

11

る世帯は除く︒
肝臓系検査︑腫瘍マーカー︑腹
▼実施期間
部超音波検査︑心電図検査︑胃
次の条件に該当する人は︑申
８月１日︵木︶
がん・大腸がん・肺がん検診︑ 請により︑一定額の負担で医療
〜来年１月 日
︵金︶
眼底検査など
が受けられます︒
▼受付期間
※本人の希望で検査をやめるこ
受給資格証を交付しますの
７月 日
︵水︶
〜 月 日
︵金︶
とはできません︒
で︑
忘れずに申請してください︒
※定員になり次第締め切ります︒ ▼負担額 ８３００円
▼対 象
※受診当日に国民健康保険加入
︵住民税非課税世帯の人は
︻ひとり親家庭︼
者でない人は受診できません︒
４１００円︶
平成 年分の所得税非課税世
▼申し込み方法
帯で︑平成 年 月 日以降に
︻脳ＭＲＩ検査︼
市民課保険年金係窓口で申し
生まれた子を扶養している︑配
▼定 員 ２００人
込んでください︒
偶者のいない父か母
※昨年度︑この検査を受けた人
※電話による受け付けはできま
︻障がいのある人︼
や︑脳疾患で治療中の人は受
せん︒
令和元年度市民税非課税世帯
診できません︒
▼持参するもの
で︑身体障害者手帳３級または
▼実施医療機関
◇国民健康保険証
療育手帳Ｂを持っている人
済生会境港総合病院
◇各種健康診査・がん検診受診
▼自己負担限度額 ︵１医療機関︑１日あたり︶
▼内 容
券︵７月下旬に送付します︶
頭部ＭＲＩ撮影︑頭部ＭＲＡ
◇通院 ５３０円
撮影︑問診︑身長・体重・血圧
︵月４回まで︒院外薬局は無料︶
︻人間ドック︼
測定
◇入院 １２００円
▼定 員 ５００人
▼負担額 ６３００円
▼持参するもの
※人間ドック受診者は市が他に
︵住民税非課税世帯の人は
◇健康保険証︵世帯全員分︶
実施する特定健診︑胃がん・
２１００円︶
◇印 章
大腸がん・肺がん検診は受診
◇児童扶養手当︑遺族年金の証
できません︒
︻人間ドック早期申し込み
書︑戸籍謄本などひとり親の
※妊娠中の人︑入院中の人は受
を受け付けます︼
状況がわかるもの︵ひとり親
診できません︒
８月に人間ドックを受診する
家庭︶
▼実施医療機関
人に限り︑早期に申し込みを受
◇身障者手帳︑療育手帳など障
池渕医院︑市場医院︑遠藤医
け付けます︒
がいの状況がわかるもの︵障
院︑小林外科内科医院︑済生会
▼受付期間
がいのある人︶
境港総合病院︑つちえ内科小児
７月９日︵火︶〜 日︵金︶
※申請月の１日までしかさかの
科クリニック︑つのだ内科・循
▼申し込み方法
ぼって受給できませんので︑
環器内科クリニック︑松野医院︑
電話で申し込んでください︒
忘れずに申請してください︒
村上内科クリニック
▼申し込み・問い合わせ先
▼問い合わせ先 市民課保険年
▼内 容
市民課保険年金係
すい
金係
☎ ︲１０３５
特定健診項目︑貧血検査︑膵
☎ ︲１０３６

19

47

■人間ドック
・脳ＭＲＩ検査
31

65

75

▼異動の届け出を行いましょう
社会保険等に加入された場合
は届け出が必要です︒
国保の資格は喪失しますの
で︑新しい保険証と国民健康保
険証︑印章を持参のうえ︑手続
きをしてください︒
手続きを行わないと国民健康
保険の資格を喪失しているにも
かかわらず国保税が賦課されま
す︒

▼対 象
昭和 年３月 日までに生ま
れた 歳までの国民健康保険加
入者
※平成 年度以前に賦課された
国民健康保険税を滞納してい

令和元年７月

7

55

74

30

18

後期高齢者医療保険被保険者の人へ
■ 後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります
令和元年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中旬に送ります。
【納付方法】 ◇特別徴収 … 年金からの引き去り（申請により普通徴収の口座振替に変更できます）
◇普通徴収 … 納付書により金融機関等で納付（手続きにより口座振替もできます）

■ 新しい「後期高齢者医療被保険者証」を送ります
現在お使いの保険証の有効期限が７月末で切れるため、８月１日から有効の新しい保険証を７月中旬に
簡易書留で一斉に送ります。保険証が届いたら、記載内容をご確認ください。また、７月末までに届かな
い場合は、お問い合わせください。

■「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送ります

▼

▼

▼▼

◇現在、認定証をお持ちの人 … ８月１日からも引き続き該当になる場合は、新しい認定証を送ります。
（申請不要）
◇認定証をお持ちでない人
… 後期高齢者医療被保険者の同一世帯全員が市民税非課税の場合、
新たに申請できます。
【申請について】 受付開始 ８月１日（木）から随時
申請に必要なもの 後期高齢者医療被保険者証、印章（スタンプ印は不可）
、
過去１２カ月の入院期間がわかるもの（該当者のみ）
受付場所 市民課保険年金係
問い合わせ先 ◇市民課保険年金係 ☎４７−１０３６
◇鳥取県後期高齢者医療広域連合 ☎０８５８−３２−１０９７

後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減割合
後期高齢者医療保険料の均等割額は、世帯の所得状況に応じて次のとおり軽減されます。
■本則７割軽減の対象の人は、これまで更に上乗せして軽減（８．
５割、９割）されてきましたが、今年度
から、段階的に見直しを行います。
対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額）

均等割の軽減割合
本則

３３万円以下【平成３０年度８．５割軽減】

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

８．５割

７．７５割

７割

うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし
【平成３０年度９割軽減】

７割

３３万円＋２８万円×（被保険者数）以下

５割

５割

３３万円＋５１万円×（被保険者数）以下

２割

２割

８割

７割

▼

平成３０年度に９割軽減対象であった人については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減
強化といった支援策の対象となります。
（ただし、課税者が同居している場合は対象になりません。また、
年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。
）
８．
５割軽減の対象の人については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激
変緩和の観点から、１年間に限り実質上８．
５割軽減を据え置きます。
■元被扶養者で、特定の条件に該当する人は、平成３０年度までは特例的に５割軽減されていましたが、
今年度からは２年を経過する月まで５割軽減になります。
◇元被扶養者 … ７５歳になる前日に、ご家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人
◇特定の要件 … （例）単身の人であれば年金収入が１６８万円を超える人など
７５歳以上の夫婦２人であれば、一方の年金収入が１６８万円を超える人など
問い合わせ先 市民課保険年金係 ☎４７−１０３６
市報さかいみなと
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ごみ情報特設サイトを開設しました

【問い合わせ先】
環境衛生課
☎４２−３８０３

市では、市民の皆さんのごみ出しに活用していただけるよう、
ごみ情報特設サイトを開設しました。ぜひご活用ください。

【特設サイトの主な機能】

【利用方法】

◇収集日をカレンダー形式で表示
お住いの地域を選択すると、ごみ収集日を種別
毎にカレンダー形式で表示します。
◇収集日をメールでお知らせ
登録していただくと、ごみの収集日をメールで
お知らせします。
（不燃ごみ・資源ごみ・有害ごみ
のみ）
※外部無料メールサービスを利用
◇ごみの分別方法が検索可能
サイト内の検索窓でごみの分別方法（種別・出
し方等）が検索できます。
◇清掃センターからの情報などを配信
清掃センターからの情報（収集日の変更や中止
など）を配信します。また、その他のごみ情報な
どを配信します。

【ＱＲコード】

ごみ情報特設サイトのご利用は下記の QR コード
を読み取っていただくか、下記アドレスにアクセス
してください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

【利用にあたっての注意事項】
地区の境界付近に設置されている集積所などで
は、収集日がカレンダーに表示された曜日と異なる
場合があります。また、お出しになる集積所の曜日
を事前に確認いただき、収集日を間違えないように
してください。
収集日や集積所についてご不明な点は、各自治会
または環境衛生課までお問い合わせください。

【ごみ情報特設サイト

アドレス】

https://sakaiminatocity.github.io/5374.jp/

境港市美術展覧会

第５０回

【問い合わせ先】
５月２５日（土）から２９日（水）まで、SANKO 夢みなとタワーで開催され
生涯学習課文化体育係
た境港市美術展覧会において、次の皆さんが受賞の栄誉に輝きました。（敬称略）
☎４７−１０９３

市展賞
【絵画】『日だまり』

佐島

征

（弥生町）

【工芸】『葡萄文香炉』

梅木

憲二 （渡町）

『ヒワ釉壺』

岡田

マサ子（上道町）

【彫刻】『ｍｏｏｒ』

松本

文仁 （森岡町）

奥谷

明美 （幸神町）

『境港マグロ』

【書道】『たれすみて』
『杜甫の詩』
【写真】『虚』

松本

春生 （渡町）

角 厚子

（米子市）

森

（上道町）

陽子

奨励賞
《絵画部門》

《書道部門》

◇『予感』

濵田

美由紀 （清水町）

◇『石川啄木の歌』

堀田

翠雲

（上道町）

◇『オンダロア旧市街』

寺本

好德

◇『萬福無極』

砂口

素岳

（米子市）

◇『令和』

松岡

泰南

（西伯郡）

唯

（境高校）

（松江市）

《工芸部門》

◇『臨文彭 五言律詩幅〜五堂淸秋詩〜』西村

◇『花器２』

磯辺

美千代 （小篠津町）

◇『蓋物

茜』

岡田

誠朗

（上道町）

◇『一輪挿し』

景山

憲

（中野町）

◇『ロマンス』

新路

友幸

（竹内町）

◇『雨のカノン』

石川

功

（夕日ヶ丘）

◇『早朝の釣り人』

鈴木

祥三

（竹内町）

信次郎 （夕日ヶ丘） ◇『ホーランエンヤ渡御祭』石田

幸治

（外江町）

《彫刻部門》
◇『イソヒヨドリとハマヒルガオ』西村
◇『コントラバス』

9
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《写真部門》

千 珠乃

（清水町）

◇『神降りる浜』

荻原 敏

（米子市）

市民活動推進補助金の対象事業を募集します
市民活動を行う団体に必要経費の一部を補助する「市民活動推進補助金」の対象となる事業を募集します。
（第３回）

▼

【市民活動推進補助金の概要】

◎一般事業・新規設立事業
団体名

（円）
事業名

境港美保ライオンズクラ 第２回さかいみなと砂
ブ
浜ウォーク

交付額
174,000

さかいみなと中野港漁村
漁村市出店増強計画
市実行委員会

89,000

境港市・琿春市友好２５周 境港市・琿春市友好
年記念写真展実行委員会
２５周年記念写真展

79,000

平和のための戦争展境港 第 5 回平和のための戦
市実行委員会
争展

79,000

カニカニマラソン実行委 第４回境港カニカニマ
員会
ラソン大会

200,000

境港おさかなロード大漁 第 5 回『境港おさかな
祭実行委員会
ロード大漁祭』

300,000

◎緑化事業
事業名

交付額

鳥取県立
境港総合技術高等学校
ボランティア同好会

花いっぱいふれあい事
業

60,000

▼

団体名

（円）

京和自治会

京和会花いっぱい運動

43,000

▼

▼

▼

▼

対象団体
団体の運営に関する規約等があり、市内で活動する市民活動
団体または、市内で営利を目的としない社会貢献活動を行う団
体が対象です。
対象事業
市民活動を促進するために適当と認められる事業です。
（例）◇花いっぱい運動などの緑化事業
◇市民活動団体の設立準備
◇すでに活動している団体が新たにはじめる事業
◇これまでの活動を拡充するための事業
◇イベント開催などの一時的に実施する事業
※日頃行われている事業や定期的に行われている事業は対象外
です。
補助限度額
◇新規設立事業 １０万円（補助対象経費の１０分の１０）
◇一般事業
・１回目
３０万円（補助対象経費の３分の２以内）
・２回目以降 ２０万円（補助対象経費の２分の１以内）
◇緑化事業
６万円（補助対象経費の５分の 4 以内）
申し込み方法
申請書などの必要書類を提出してください。
※申請書は市ホームページまたは、地域振興課窓口で配布しま
す。
申込期限 ７月１６日（火）
※４次募集は１０月を予定しています。
（ただし、応募状況に
より募集を行わない場合があります。
）
審査方法等
８月初旬に開催予定の審査会において、申請団体によるプレ
ゼンテーションを行います。

【平成３０年度補助金交付団体】

竹内マツ植樹隊

竹内西緑地へのマツ苗
の植栽及び管理

60,000

境港市立
渡小学校ＰＴＡ

花いっぱい運動

60,000

境港市立
外江小学校ＰＴＡ

しらおの森は花いっぱ
い

60,000

境港市立
境小学校ＰＴＡ

花いっぱいの境小

60,000

上道小学校ＰＴＡ

花いっぱい
運動

60,000

境港市立余子小学校
保護者と先生の会

はないっぱい運動

60,000

中浜小学校保護者と
先生の会

花いっぱい！中浜小学
校

31,000

誠道小学校ＰＴＡ

花いっぱい運動

60,000

ふれあい

▼

竹内西緑地へのマツ苗植栽及び管理

申し込み・問い合わせ先
地域振興課企画係 ☎４７−１０２４

市報さかいみなと
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「差別のない明るい人権尊重都市」の実現に向けて
私たちのまわりには、同和問題、家庭や職場における男女差別、障がいのある人や外国人への差別、刑を終えて出所し
た人に対する偏見など、さまざまな差別や人権問題が存在します。
すべての人々の人権が尊重される社会の実現には、他人事でなく、一人一人が自分の課題として人権尊重について考え、
学び、行動することが大切です。

「部落差別解消推進法」をご存知ですか
現在でも、特定の地域出身であることやそこに住んでいることを理由に理不尽な
差別（土地差別、結婚差別、就職差別等）を受けるなど、人権が侵害されることが
あります。これが、
「同和問題 ( 部落差別 )」です。
平成２８年１２月には、部落差別解消を目指し、教育・啓発の推進を柱とした
「部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律）
」が施行されました。
因習や偏見、世間体に縛られず、今そこにある差別の現実（理不尽な差別を受け
ている人々がいるという事実）を直視し、部落差別解消の必要性について理解を深
めなければなりません。

７月１０日〜８月９日は、
「部落解放月間」です
部落解放月間は、
「同和対策事業特別措置法」の施行（昭和４４年７月１０日）を記念して、鳥取県が昭和４５年に制
定しました。
一人一人が人権・同和問題を正しく理解し、認識を深めていただくよう、県や市町村では啓発活動を行っています。

境港 ふれあい・ほっと アカデミー in サマー （人権学習講座）

▼ ▼ ▼ ▼

境港市人権教育推進協議会では、部落解放月間に合わせて、同和問題についての人権学習講座（講演会）を開催します。
たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。
と き ７月３０日（火）午後７時３０分〜９時
ところ 保健相談センター講堂
入場料 無料
内 容 講演会
演題 『母娘で問うた 部落差別』 〜差別は、今〜
講師 坂田かおり さん
（部落解放同盟西部地区協議会女性部部長）

人権に関する悩み相談窓口

人権相談窓口

こどもいじめ人権相談窓口

◇相談窓口 鳥取県 人権・同和対策課
◇相談方法 電話、面接（要予約）
、電子メール
☎０８５７−２９−２１１５
Mail ijime-soudan@pref.tottori.lg.jp
◇受付時間 月曜日〜金曜日 午前９時〜午後５時
（祝日、年末年始は除く）
※電話相談は２４時間対応
▼

◇相談窓口 鳥取県西部総合事務所 １階
◇相談方法 電話、面接（要予約）
、電子メール
☎３１−９６４９
Mail jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp
◇受付時間 月曜日〜金曜日 午前９時〜午後５時
（祝日、年末年始は除く）

▼

▼

鳥取県では、人権に関することでお悩みの人の相談をお聴きする「人権相談窓口」と 24 時間電話対応の「こどもいじ
め人権相談窓口」を設けて、問題解決のための支援を行っています。お気軽にご相談ください。

問い合わせ先
地域振興課人権政策室 ☎４７−１１０２
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補助制度のお知らせ
2

その

境港市福祉のまちづくり推進事業

〜バリアフリー改修にかかる費用を補助します〜

市では誰もが住みやすいまちづくりを目指して、多くの人が利用する建物のバリアフ
リー改修等に係る費用の一部を補助しています。
最大で限度額の 4 分の３が補助されるとても有利な内容となっていますので、ぜひご
検討ください。
補助メニューの例
・便器の洋式化
・ベビーチェアの設置
・手すりの設置
・出入口を自動扉に改修
・スロープの設置
…など

補助対象となる建築物の例
・飲食店
・物品販売店
・ホテルまたは旅館
・理髪店および美容院 …など
※一般の住宅は対象になりません

※補助メニューおよび対象建築物については上記以外にもありますので、詳しくはお問い合わせください。

3

その

アスベスト撤去支援事業

〜アスベストの調査・除去にかかる費用を補助します〜

アスベスト含有吹き付け材の調査は全額、除
去にも補助が出ます。吹き付け材があればご相
談ください。

補助メニュー

境港市が補助する額

※補助を受ける場合、調査・除去計画は建築物石綿含有

調査

最大２５万円

除去

最大１，
３３４万円

（全額補助）

建材調査者の関与が必要です。
期限は調査・除去ともに
令和２年度までです

対象費用×２／３

危険なブロック塀等の撤去・改修を除く、補助についての

集中募集期間 ７月８日（月）〜２６日（金）
※各事業とも募集件数は、予算の範囲内で受け付けます。
※申請前に工事・契約をしてしまうと、補助が受けられま
せんのでご注意ください。
※各事業についての詳細は、市ホームページまたは、建築
営繕課までお問い合わせください。

▼

※集中募集期間終了後は、申請状況を見ながら随時受け付けします。

申請・問い合わせ先
建築営繕課建築指導係
☎４７−１０６２

市報さかいみなと
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診断
震
耐
住宅

建物に関する
無料
１

その

境港市震災に強いまちづくり促進事業

〜住宅や建物の耐震化にかかる費用を補助します〜

市では平成１２年以前に建てられた一戸建ての住宅や、
昭和５６年以前に建てられた木造以外の一戸建て住宅、建
築物に対して、耐震化に係る費用の全額もしくは費用の一
部を補助しています。
お住まいのどこが安全でどこが危険なのかを知っておく
ことも地震対策として有効ですので、まずは耐震診断を実
施することをお勧めしています。耐震診断を受けても改修
は強制ではありません。また、リフォームに合わせて耐震
改修をすることもできますので、ぜひお問い合わせくださ
い。

境港市が補助する額

住宅の診断は無料！
改修も強制ではないので
まずは診断してね

平成１２年以前に建てられた

昭和５６年以前に建てられた

一戸建ての木造住宅

住宅以外の建築物

※木造以外についてはお問い合わせください

Step

１耐震診断

市が全額負担

対象費用※１×２／３

最大１６万円

対象費用※１×２／３

設計費の２／３

（上限なし）

最大１００万円

対象費用※２×２３％

（上限なし）

▼
Step

２耐震改修設計
▼

Step

３耐震改修

除却（解体）

平成１２年以前：工事費の１／３
昭和５６年以前：工事費の２／３

最大８２．
２万円
工事費の２３％

（上限なし）

対象費用※２×２３％
（上限なし）

※１ 対象費用は、1,000㎡まで：3,600 円／㎡ 1,001 〜 2,000㎡まで：1,540 円／㎡ 2,001㎡〜：1,030 円／㎡
の合計額または、実際の費用の低い方。
※２ 対象費用は、住宅：33,500 円／㎡
マンション：49,300 円／㎡
建築物：50,300 円／㎡の合計額または、
実際の費用の低い方。なお、補助対象となる条件が複数ありますので、詳しくはお問い合わせください。

※危険なブロック塀の撤去・改修に対する補助については、
９月号の市報に掲載予定です。
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【土木技師】
◇採用予定者数 １人程度
◇住所要件 なし
◇年齢要件
昭和５４年４月２日以降に
生まれた人
※資格等要件は実施要項で
ご確認ください。

境港市職員採用試験

【一般事務】
◇採用予定者数 ４人程度
◇住所要件 なし
◇年齢要件 平成元年４月２日以降に生まれた人

令和２年４月１日採用の職員を募集します︒

【一次試験日】９月２２日（日）
【申込期限】 ８月２７日（火）午後５時１５分
【提出書類】 ◇受験申込書・履歴書
◇自己紹介文
※実施要項でご確認ください。
※実施要項・提出書類は総務課で交付します。
（市ホームページからもダウンロードできます。）

【保育士】
◇採用予定者数 １人程度
◇住所要件 なし
◇年齢要件
昭和５４年４月２日以降に生まれた人
◇資格等要件
児童福祉法に基づく、保育士資格を有する人
または令和２年３月末までに取得見込みの人

職員採用説明会を開催します

境港市職員採用試験の受験希望者
を対象に﹁職員採用説明会﹂を開催
します︒境港市職員として働いてみ
たいと考えている人は︑ご参加くだ
さい︒
▼と き ８月３日︵土︶
午前９時〜正午︵予定︶
▼ところ 保健相談センター
▼主な内容
◇市の概要︑主な施策の紹介
◇採用方針︑試験概要の説明
◇採用後の給与︑勤務条件等の説明
◇先輩職員による職場体験談
◇質疑応答
▼申し込み方法
参加申込書に必要事項を記入し︑
申込期限までに提出してください︒
※申込書は︑総務課窓口または︑市
ホームページで配布するものを使
用してください︒
▼申込期限 ７月 日︵金︶
▼注意事項
この説明会参加の有無が︑今後の
採用選考に影響することは一切あり
ません︒
26

【申し込み・問い合わせ先】総務課職員係 ☎４７−１００９
※今年８月１日採用の行政事務嘱託職員（非常勤・保育士）も募集しています。本紙２８ページをご覧ください。
市報さかいみなと
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平成３０年度の職員に関する人事行政の運営状況をお知らせします。
（別途、公表済みの給与および職員数に関するものは除きます。
）

▼

人 事 行 政 の 運 営 状 況
問い合わせ先
総務課職員係 ☎４７−１００９

１．職員の任免、職員数に関する状況
（１）採用試験の実施状況（平成３１年４月採用分）
区

分

申込者数

第１次試験
受験者数（A）

第１次試験
合格者数

一般事務

52 人

41 人

18 人

7人

5.9 倍

電気技師

4人

4人

3人

1人

4.0 倍

保健師

5人

5人

2人

1人

5.0 倍

（２）採用の状況（平成３０年４月採用）
◇一般事務：８人 ◇保健師：１人 ◇保育士：２人
（３）退職の状況
区

分

定年退職 早期退職 その他

平成３１年３月３１日付け

7人

3人

1人

年度中途

0人

0人

0人

（４）職員派遣の状況
◇鳥取県後期高齢者医療広域連合：１人（平成２５年４月〜）
◇一般社団法人境港水産振興協会：１人（平成２５年７月〜）
◇鳥取県（相互派遣）
：１人（平成２９年４月〜）
◇中海・宍道湖・大山圏域市長会：１人（平成３０年４月〜）
◇岡山県総社市
（被災地派遣）
：１人
（平成３０年１１月〜）

２．職員の人事評価の状況
◇評価の回数：２回
◇評価の時期：上期９月、下期３月
◇評価の対象者数：上期２２８人、下期２１８人

３．職員の勤務時間等の状況
（１）標準的な勤務時間（平成３１年４月１日現在）
◇１週間あたり３８時間４５分
◇午前８時３０分〜午後５時１５分
（休憩時間：正午〜午後１時）
（２）年次有給休暇の取得状況
◇１人当たり平均取得日数：１０日と２時間
◇取得率（総取得日数／総付与日数）
：２６．
９％
（３）特別休暇の取得状況（主なもの）
休暇種類 取得人数
夏季
238 人
43 人
服喪等
結婚
1人
出産
13 人
子の看護
26 人

取得日数
687 日
132 日
5日
671 日
66 日と 5 時間

※有給・特別休暇の集計期間は平成３０年４月１日から
平成３１年３月３１日
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最終合格者数
競争率
（B）
（A）／（B）

令和元年７月

（４）旅費（一般職および特別職）
日当
（１日当たり）
1,100 円

宿泊料（１夜当たり）
県内
県外

食卓料
(1 夜当たり )

9,800 円

1,100 円

10,900 円

４．職員の休業の状況
■育児休業の取得状況
◇新規：６件 ◇延長：０件
◇前年度からの継続：２件

５．職員の分限、懲戒処分の状況
◇分限処分
◇懲戒処分

休職８人
停職１人、戒告１人

６．職員の研修の状況
■市が独自に行うもの
新規採用職員研修、接遇研修、人権研修、メンタルヘル
ス研修、人事評価研修、キャリアデザイン研修
■鳥取県職員人材開発センターが開催するもの
情報収集・分析力基礎講座、クレーム対応講座、仕事の
進め方講座、財務３表の読み方講座、条例の見方・読み方・
作り方講座など
■全国市町村国際文化研修所が開催するもの
自治体の自律的な財政運営、子どもの貧困対策、自治体
の広報、使用料等の債権回収

７．職員の福祉の状況
■健康診断の状況
定期健康診断、人間ドック、特別定期健康診断、婦人検
診、がん（胃・肺・大腸）検診、歯科検診

地域包括支援センター
からのお知らせ
「ふれあいの家」のご紹介
昨年と比べて外出する回数が減っていませんか？
一日の大半を家の中で過ごしていると、使わない足腰の筋力は衰え、食欲も低下し、気がつかないうち
に身体が弱ってしまいます。
市では、地区の社会福祉協議会へ依頼をして閉じこもりがちな生活を予防するために「ふれあいの家」
事業を実施しています。
現在、市内３６カ所の身近な会館や公民館などで、月一回、週一回、あるいは毎日開催など、地域の実
情に合わせて行われています。そこには、援助員さんがおられ、介護予防に役立つお話や体操、ゲーム、
さらに、季節によっては、春のお花見バス遠足、クリスマス会など、参加者同士で楽しく交流をされてい
ます。
色々な人とやりとりをし、つながりを持つことは、社会参加となり、元気に自立して日常生活を送るこ
とができる期間「健康寿命」を伸ばすことにもつながりますので、「ふれあいの家」に参加して元気に毎
日を過ごしましょう
地域包括支援センターでは年1回、ふれあいの家で出前講座を開催しています。
＜今年度の主な内容＞
・フレイル予防についてのお話 (主に低栄養の予防について)
・簡単な運動
いつ、どこで行われているか、また、内容などはお問い合わせください。
★暑くなってきました。こまめな水分補給、上手に冷房器具の活用をし、熱中症を予防しましょう！
詳しくは本紙１７ページをご覧ください。

おれんじカフェ
はまカフェ（はまかぜ認知症カフェ）

▼ ▼

おれんじカフェさかいみなと

楽しみながら、認知症について学んでみま

認知症の人を介護する家族のつどい

せんか？どなたでも参加いただけます。

参加費 １００円

認知症に関することや介護の悩みを話す

と き ７月２４日（水）午後１時〜３時
ところ 済生会地域ケアセンター１階

▼

場所です。

季節のお菓子・ひきたてのコーヒーなどを

▼ ▼

ところ 老人福祉センター（浜の里）

はまカフェ

どなたでも参加でき、相談や介護など情報
交換の場として気軽に立ち寄れる場所です。
▼

今回はフレイルについてのお話をします。
と き ７月２２日（月）午前１０時〜正午

参加費 １００円
専門のスタッフに、物忘れや介護の相談が

できます。
▼

おれんじカフェさかいみなと

▼

と き ８月１９日（月）午前１０時〜正午

問い合わせ先
介護老人保健施設はまかぜ☎４２−３１９０

【申し込み・問い合わせ先】 長寿社会課 地域包括支援センター ☎４７−１１３１
市報さかいみなと
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お互いの様子を気づかうことが熱中
症予防につながります︒
近くにある冷房のある施設︵公民館
など︶で︑涼むのも方法です︒
﹁一緒
に涼みませんか﹂の声かけで︑熱中症
を予防しましょう︒

③家庭・職場・ご近所で
声をかけあおう

水分を持ち歩いたり︑のどが渇く前
に飲むなど︑脱水︵体から水と塩分を
失うこと︶を防ぎましょう︒
涼しい素材の衣類や寝具を使うこと
もおすすめです︒

②こまめな水分補給︑
涼しい場所で休息しよう

声かけあって！
みんなで熱中症予防
■熱中症の状況は
▼最高気温が上がるほど︑熱中症によ
る救急搬送のリスクが上がり︑猛暑日
︵ ℃以上︶は︑５・５倍に︒
昨年度︑県内過去最高気温を 年ぶ
りに更新し︑熱中症による救急搬送が
約１・５倍と大幅に増加しました︒
▼高齢者︵ 歳以上︶は熱中症になり
やすい︒
特に屋内に居る時にも注意を︒
熱中症による救急搬送のうち︑高齢
者の割合が全国平均を上回り約５割と
なり︑
熱中症を発症した場所の半数が︑
﹁住居﹂でした︒

■熱中症の予防は
今年度に入り︑すでに熱中症警報が
発令され︑熱中症の予防が必要です︒
熱中症は︑暑い日に︑体の水分や塩
分のバランスが崩れ︑体の調整機能が
うまく働かなくなり︑重症になると命
にかかわる病気です︒
次のことに注意して︑熱中症をみん
なで防ぎましょう︒

健康増進法の一部改正

◇総務課管財係

▼問い合わせ先
◇健康推進課成人保健係
☎ ︲１０４１
☎ ︲１０１３

法改正に伴い︑７月１日
から︑市役所も原則敷地
内禁煙となり︑既存の喫
煙所は撤去しました︒

▼﹁科学的根拠は︑因果関係を推定す
るのに十分である﹂とされている疾患
等
肺がん︑虚血性心疾患︑脳卒中
▼﹁科学的根拠は︑因果関係を示唆し
ているが十分でない﹂とされている疾
患等
鼻腔・副鼻腔がん︑呼吸機能低下・
喘息の発症・コントロール悪化・慢
性閉塞性肺疾患︑子宮内退治発育遅
延・低出生体重児︵妊婦の受動喫煙︶
︵出典︶厚生労働省﹁喫煙の健康影響
に関する検討会報告書﹂

■受動喫煙による健康影響

望まない受動喫煙をなくすルールへ

昨年７月に健康増進法が改正され︑
来年４月１日の全面施行へ向け︑段階
的に受動喫煙
︵たばこを吸わない人が︑
たばこの煙を吸わされること︶対策が
強化されることとなりました︒
周囲の人が望まない受動喫煙を防止
するための配慮は︑マナーからルール
へと変わります︒
このルールは︑施設を管理する事業
者だけではなく︑喫煙者本人も対象と
なります︒喫煙による悪影響や周囲へ
の影響を再確認してみましょう︒

■健康増進法の改正法の基本的
な考え

◇基本的考え方１
﹁望まない受動喫煙﹂をなくす
◇基本的考え方２
受動喫煙による健康影響が大きい子
ども︑患者等に特に配慮
◇基本的考え方３
施設の類型・場所ごとに対策を実施

■受動喫煙によってリスクが高
まる疾患等

紙巻たばこの主流煙には︑４３００
種類の粒子成分︑１０００種類のガス
成分が含まれており︑これらの中には
発がん性物質が約 種類含まれていま
す︒また︑副流煙についても︑健康影
響があることが分かっています︒

47 47
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①天気や気温を知り︑
冷房器具を活用しよう

熱中症予防が特に必要とされる人
で︑
冷房器具の購入を希望される場合︑
﹁生活福祉資金貸付制度︵福祉資金︶
﹂
を利用できる場合があります︒
詳細は︑
境港市社会福祉協議会︵☎ ︲６１１
６︶までお問い合せください︒
▼問い合わせ先
健康推進課成人保健係
☎ ︲１０４１

70

65

暑い日や暑い時間帯を知ることで︑
暑さに備えた準備をしましょう︒
自宅にエアコンが設置されていて
も︑特に︑高齢者世帯の場合︑活用さ
れていない場合もあるようです︒エア
コン等を上手に使い︑室温を適温に下
げましょう︒

令和元年７月
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まちの話題

〜
あいきょ〜会 ︾
︻メッセージ︼

〜浜弁を後世に伝えよう〜

台本なしのぶっつけ本番なので︑二
度と同じ劇は出来ないのですが︑か
えってそれが﹁何度観ても面白い﹂と
喜ばれています︒
﹁特殊詐欺﹂についての啓発活動で
は小篠津駐在さんとのコラボ出演や︑
社会福祉協議会会長との共演など︑新
しい取り組みもしています︒
何処へでも出かけて行きますので︑
お気軽にお申し込みください︒

︻問い合わせ先︼

浜弁 あいきょ〜会
代表 木村洋子さん
☎ ︲３３４９

45

市民グループ活動紹介

︽
浜弁

︻団体紹介︼

方言が廃れていく中﹁浜弁を後世に
伝えよう﹂と発足して︑ 年目となり
ました︒
化粧︑着付けや小道具は全て手作り
で︑構成もメンバーのみで考えていま
す︒
踊りを織り込んだ︑おなじみ但さん
婆さんの浜弁を使った寸劇では︑台本
なしの出演で︑現在５名で活動してい
ます︒

︻主な活動内容︼

◇市民余芸大会を始め福祉施設訪問
◇各種イベントなど県内外に出演
◇境港市防犯協議会方言監修

28

境漁港に新市場オープン
高度衛生管理型市場が一部供用開始
新市場の主要部分(１号上屋と陸送上屋)が完成し、５月
２９日（水）にオープニングセレモニーがあり、キャッチ
フレーズとシンボルマークの表彰式などを行いました。
キャッチフレーズ「安全と安心が進化するみなと」のと
おり、高水準の衛生管理や設備を備えた市場として、６月
から供用を開始し、３日には新市場となって初めてのマグ
ロの水揚げもありました。新市場の様子は、２階から見学
ができます。

船長さんいらっしゃい
保育園児とクルーズ船の交流活動
クルーズ客船ル・ソレアル号のダヘー船長ら５人を６月
６日（木）にあがりみち保育園に迎えて交流しました。
質問コーナーでは、どんな場所を訪問したのかという質
問に、船長が南極など地球儀を使って説明されていたほか、
歓迎の歌や踊りの披露、お相撲大会などで大いに盛り上が
りました。
園児が外国の異なる文化に興味や親しみを持つと同時に
境港のことを知り、愛着を育むきっかけになった交流でし
た。

© 水木プロ
市報さかいみなと
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〜さかいみなと

︽境港サーフレスキューチーム︾

︻団体紹介︼

︻メッセージ︼
海のまち境港には指定の海水浴場が
ないものの︑美保湾展望ビーチをはじ
めとする弓ヶ浜海岸には多くの遊泳者
が訪れています︒
同海岸では以前から浮き輪に掴まっ
たまま沖に流されるなどの事故が多発
しており︑監視・救助活動はとても大
切です︒
水辺で活動するすべての人々に対し
て︑水辺の環境保全・安全管理のため
の監視・救助・指導を行い︑安全で快
適な水辺の利用に貢献していきます︒

初夏の風物詩となっている、マグロの水揚げが今年も５
月３１日から始まり、連日市場を賑わせています。
境港を代表する海の恵み「天然本マグロ」に感謝し、マ
グロの美味しさを多くの人に知ってもらうため、９回目と
なる感謝祭を、６月１６日（日）に開催しました。
今年も、県内外から約５５００人の来場者があり、マグ
ロの解体ショー、刺身のふるまい、切り身販売、マグロ丼
などの各種マグロ料理に多くの行列ができ、たくさんの人
たちが新鮮な天然本マグロの味を堪能していました。

私たち境港サーフレスキューチーム
は︑今年４月に設立したボランティア
団体です︒境港市の水辺における安全
を確保するため︑海辺での遊泳者の監
視・救助活動︵事前訓練も含む︶およ
び小学校での﹁浮いて待て﹂教室を実
施することで︑地域の皆さん︵特に子
どもたち︶の水辺に対する安全意識を
高めつつ︑地元の海に親しむ意識を育
むことを目的としています︒

第９回境港まぐろ感謝祭

※チームメンバーを募集しています！
︵老若男女不問︶
※救助機材購入などにご支援いただけ
る賛助会員も募集しています︒
︵個人５００円〜︑団体１万円〜︶

水揚げされたマグロを堪能

︻主な活動内容︼
◇弓ヶ浜の清掃活動
◇美保湾展望ビーチにおける遊泳者の
安全監視
ライフセーバーの資格等を持つ会員
が︑夏休み期間中の週末を中心に遊泳
者の安全監視を実施します︒
◇学校での﹁浮いて待て﹂出前授業
一般社団法人﹁水難学会﹂認定指導
員資格を持つ会員が︑教室を実施しま
す︒

︻問い合わせ先︼

令和元年７月
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境港サーフレスキューチーム
sakaiminato.surf.rescue.team@gmail.com
※お問い合わせ︑ご連絡はメールにて
お願いします︒
※この活動は市民活動推進補助金を活
用しています︒

Mail

日頃の訓練の成果を披露
境港市消防ポンプ操法大会が開催

消防団員が日頃の訓練で培った消防技術を競い合う、境
港市消防ポンプ操法大会が境港消防署で６月９日（日）に
開催されました。
大会では消防ポンプ車を使用した消火活動の正確さと速
さを審査し、今大会では渡地区を管轄する第４分団が優勝
しました。
消防団は普段は他の仕事を持つ地域住民で構成され、防
災リーダーとして街を守る存在です。あなたも消防団に入
団してみませんか。

情報あらかると
伯州綿

境港警察署からのお知らせ
境港警察署

地域おこし協力隊員だより
地域

☎ 44 − 0110

夏休みの少年非行・犯罪被害防止！
夏休みは、子どもたちがたくましく成長する反面、開
放感や気のゆるみから生活が乱れ、非行に走りやすくな
る季節でもあります。
また、子どもたちが、携帯電話やスマートフォンのほ
か、携帯ゲーム機や音楽プレーヤーなどインターネット
への接続が可能な機器を利用することなどにより、犯罪
に巻き込まれてしまうケースもあります。
これらを防止し、子どもたちを健全に育成するため、
次のことにご協力ください。
地域の皆さんへ
◇あいさつなど、「声かけ」運動を行い、地域ぐるみで
子どもたちを育みましょう。
◇深夜徘徊、喫煙、あるいは、トラブルなどで助けを求
めている子どもを見かけたら、１１０番または最寄り
の警察署・交番・駐在所に連絡してください。
保護者の皆さんへ
◇規則正しい生活をさせましょう。
◇夜間、不必要な外出をさせないでください。
◇酒は飲ませない、たばこは吸わせないでください。
◇子どもが安心してインターネットを利用できるよう、
携帯電話、スマートフォン等にフィルタリング設定を
含めた、ペアレンタルコントロールを行いましょう。

こんにちは！地域おこし協力隊の仲里です。
伯州綿をより身近に感じてもらいたいと思い、インタ
ーネットで閲覧できる「伯州綿の生長カレンダー」を作
成しました。伯州綿ブログからアクセスできます。
植木鉢で栽培中の伯州綿を毎日写真に撮り、カレンダ
ーに記録します。可能な限り毎日更新していきます。伯
州綿が日々生長していく様子をぜひご覧ください。

畑で栽培をしていると、日々の小さな変化を見落とし
てしまうことが多いのですが、じっくり観察を行うと、
小学生のころのような新鮮な気持ちになれます。伯州綿
がどのように生長していくのかを、つぶさに記録してい
こうと思います。
「生長カレンダー」を見て「来年は伯州綿を育ててみ
ようかなぁ。
」と思って頂けると、非常に嬉しいです。
伯州綿ブログ：http://hakusyumen.blog.fc2.com
※フェイスブックや「生長カレンダー」もこちらから

境港史話﹃温故知新﹄
︵ ︶

86

56

〜境港市民の山〜

24

50

58

63
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昭和５８年１０月
市民による杉の苗の植樹

25

謝する︒山が豊かになるとその下流
域の海も豊かになるということは︑
学問的にも言われています︒

事業を続けてきたことは︑誇れるこ
とではないでしょうか︒
８月 日には山の日もありますし︑
毎年秋ごろには農政課で見学ツアー

も開催しています︒市民の山に一度
行かれてみてはいかがでしょうか︒
︵参考︶続﹁ひとすじに﹂﹁境港市
三十五周年史﹂等
編集︻市史編さん室︼

昭和 年から 年にかけて小学校
市民の皆さん︑﹁市民の山﹂をご
全７校の児童が杉の植林をしました︒
存じでしょうか︒本市より南に約
あ び れ
キロ離れた日野郡日南町阿毘縁とい 大きくなった杉材が︑平成 年９月
うところにあります︒面積は ヘク に竣工した第二中学校の新しい校舎
タール︒先々代の安田貞栄市長が︑ に活用されました︒
県議会議員時代から温めておられ︑
﹁私は弓浜部のように︑山も川もな
く︑一望平坦の地で︑深みのある人
格が果たして形成されるであろうか︒
芸術家が生まれるであろうかと心配
する︒若い時に山に親しませ︑せせ
らぎの音に心を澄ませる体験を︑ぜ
ひさせてやりたい﹂︵続﹁ひとすじ
に﹂より︶との考えにより昭和 年
鳥取県は平成 年４月から森林環
から実施された事業です︒
境港市民は全国でも屈指のおいし 境保全税を賦課し諸政策の充実を図
い水道水︑さらには工業用水や農業 っています︒海の町である境港市が
用水も日野川に恩恵を受けています︒ それよりも四半世紀も前から特別な
かんよう
お返しの意味で︑水源涵養のため市 税に頼ることもなく山の町に関わり︑
民の山を境港市で整備しようとした 水源涵養や交流事業等の山を慈しむ

ものです︒杉や桧の植林事業をはじ
め︑当時はきのこ園などの施設もあ
りました︒また︑子どもたちの体験
交流がなされ︑山の子どもたちも本

市で体験航海など海の体験をしまし
た︒双方が子どもの頃の自然に親し
む五感体験は重要であるとの考えだ
ったようです︒
海の町がその上流域の山の町へ感

11

農政課農業振興係 ☎ 47 − 1049

市報さかいみなと
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情報あらかると
みんなで拓く人権文化

191

消費生活相談室です
消費生活相談室 ☎ 47 − 1106

地域振興課人権政策室 ☎ 47 − 1102

正しい知識でなくそう 偏見・差別
〜 7 月は、『社会を明るくする運動』
強調月間・再犯防止啓発月間です〜

FAX

206

44 − 7957

電気の契約切り替えトラブル
平成２８年に電気の小売り全面自由化が始まりました
が、電話勧誘をきっかけとした電気の切り替えに関する
トラブルの相談が寄せられています。
【事例】
電話で「今より電気料金が安くなる」と言われ、現在
契約している大手電力会社と思い話を聞いた。聞かれる
ままに検針票に書かれている番号を伝えたところ、
後日、
電気契約の切り替え手続きの書類が届き、知らない小売
電気事業者と契約していたことが分かった。

保健師の

ちょっと一言
防ごう！食中毒
食中毒は、食べ物の中で増えた食中毒菌や菌が作っ
た毒素やウイルスを含む食品を食べることで起こりま
す。
食中毒菌が食べ物の中で増えていても、見た目も味
も臭いも変わらないので、分かりません。食中毒は、
胃腸炎（下痢する、お腹が痛くなる、吐くなど）が主
な症状ですが、発熱やだるさなど、風邪によく似た症
状の時もあります。
食中毒を防ぐには、次の３つの項目が大切です。

21

令和元年７月

▼

「社会を明るくする運動」はすべての国民が、犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や
非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動で
す。
「約６割の犯罪が、約３割の再犯者によって行われ
ている」というデータがあります。
「相談相手がいな
い」
、
「高齢である」
、
「障がいがある」
、
「住むところが
ない」
、
「働く先がない」といった立ち直りの機会を阻
む状況もあり、一人で立ち直るのは大変厳しいのが現
実です。
罪を償い、立ち直ろうとする人を地域社会が受け
入れ、立ち直りを支え、
「犯罪に戻らない・戻さない」
ことが本人の幸せと地域の安全につながります。ご理
解・ご協力をお願いします。

【アドバイス】
◇大手電力会社の関連業者と思わせたり、事業者名をは
っきり伝えられないまま電話で勧誘されたという事例
があります。電気の切り替えについて電話があった際
は、事業者名や連絡先を確認し、切り替えの必要性を
よく考え、必要なければはっきり断りましょう。
◇電気の契約を切り替える際に必要な「顧客番号」や「供
給地点特定番号」等の情報は、現在契約している会社
が発行する検針票に記載されています。これらの情報
を入手した事業者が勝手に電気契約の切り替え手続き
をしていたというケースもあります。安易に検針票の
情報は伝えないようにしましょう。
◇電話勧誘で契約した場合、契約書面を受け取ってから
８日以内であれば原則クーリング・オフができます。
困った場合は早めにご相談ください。
相談受付時間
毎週月〜金曜日
午前９時〜正午、午後１時〜４時

①付けない！
汚れた手には、ばい菌がいっぱいです。指と指の間、
爪、特に親指を意識して洗いましょう。手に傷がある
場合は、食品に直接触れないようにし、衛生手袋など
を利用しましょう。
また、原材料はよく洗いましょう。まな板は、肉用、
魚用、野菜用と分けることをおすすめします。
②増やさない！
食材は長時間室温で放置しないようにしましょう。
冷蔵庫の温度は１〜５℃に保ち、食材に応じて区分け
すると良いです。調理後は早めに食べましょう。
③やっつける！
食材の中心部分まで熱が入るよう、料理するときは、
しっかり加熱しましょう。

information

しますので︑期限内に金融機
関等の窓口で納めてください︒
︻介護保険料の軽減・減免︼
収入が少なく︑資産等を活用
してもなお生活に困窮している
人などは︑介護保険料が軽減さ
れる場合があります︒軽減を受
けようとする人は︑介護保険料
の決定通知が届いてから７月
日︵水︶までに申請してくださ
い︒
また︑災害等により財産に著
しい損害を受けた場合や︑長期
入院や失業等により世帯の生計
を維持する人の収入が著しく減
少した場合などは︑保険料が減
免される場合があります︒減免
を受けようとする人は︑納期限
７日前までに申請してくださ
い︒
▼問い合わせ先
長寿社会課介護保険係
☎ ︲１０３８
︻はり・灸・マッサージ施術費︼
はり・灸・マッサージ施術費
の一部を助成する券を交付しま
すので︑利用できる市内の施術
機関でご使用ください︒
▼対 象
満 歳以上で市民税非課税世
帯の人
※利用１回につき９００円の助
成券を申請月から来年３月ま
での月数分交付します︒
▼持参するもの 印章
︻在宅老人介護のための紙おむ
つ代︼
おむつ利用券を交付しますの
で︑市内の取扱店︑薬店などで
ご利用ください︒
▼対 象
在宅で 歳以上の常時おむつ
が必要な人を介護している人
で︑おむつ使用者︑介護者が共
に市民税非課税世帯である人
▼助成額 月額１２００円
※介護保険の要介護４または５
の認定を受けている人を介護
している人は︑月額６２５０
円分を交付します︒
▼持参するもの
介護保険証︑介護者の印章
▼申し込み・問い合わせ先
長寿社会課高齢者福祉係
☎ ︲１０３９

高齢者への助成制度

市では︑自主防災組織の活動
を支援するための補助制度があ
ります︒この制度を活用し︑地
域では多くの防災訓練が実施さ
れています︒
▼制度の内容①
設立時に１回︑団体結成後
年経過後に２回目を補助
◇内 容
加入世帯数×４００円＋４万
円
※上限 万円
◇対象経費
防災資機材整備に要するもの
▼制度の内容②
自主防災組織の活動経費に対
して毎年補助
◇内 容 防災訓練等の参加人
数に応じて︑２万円〜４万円
◇対象経費 防災訓練︑研修会
等の開催経費など

自主防災組織の活動支援

20

▼問い合わせ先
自治防災課自治防災係
☎ ︲１０２３

財ノ木町で行われた防災訓練

お知らせ

11

11

20

介護保険料額決定
通知書の送付
昨年中の所得等をもとに介護
保険料を決定し︑今月中旬に通
知書を送付します︒
︻通知書の種類・対象者・納付
方法︼
▼介護保険料納入通知書兼特別
徴収開始︵停止︶通知書
◇対象者 年金から引き去りさ
れる人および口座振替にして
いる人
◇納付方法 年間の保険料額か
ら︑４・６・８月に納めていた
だいた額を除いた残りの保険
料を ・ ・２月の３回の年
金から引き去らせていただき
ます︒
また︑口座振替をご利用の人
については︑年間の保険料額
を７・８・ ・ ・１・２月の
６回で引き落としさせていた
だきます︒
▼介護保険料納入通知書
◇対象者 納付書で納めている
人
◇納付方法 年間の保険料額を
７・８・ ・ ・１・２月の６
回で納付していただきます︒
通知書と一緒に納付書を送付

47
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10

10
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70

65
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︻刈払機の貸出︼
市内にある農地での使用に限
り︑刈払機を貸し出します︒
▼貸出金額 １日につき千円
※燃料等︑刈払機の使用に係る
費用は使用者負担
▼問い合わせ先
農政課農地調整係・農業委員
会事務局
☎ ︲１０５３

有
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農業委員会情報

10

コミュニティ助成事業
令和元年度宝くじの社会貢献
広報事業により︑渡７区自治会
が物置や座卓︑椅子などの備品
を整備しました︒
この事業で備品を整備するこ
とで︑地域で行われる様々なコ
ミュニティ活動が活発になり︑
地域活性化が図られることが期
待されます︒

▼問い合わせ先
地域振興課企画係
☎ ︲１０２４

︻農地の適正管理︼
近年︑農業者の高齢化や後継
者不足などにより︑遊休農地が
増加しています︒遊休農地を放
置すると︑景観を損ねるだけで
はなく︑病害虫の発生源や不法
投棄の場所となり︑近隣住民や
近隣農地の耕作者に大変迷惑が
かかります︒農地所有者は耕
作をしていなくても草刈り等を
行って農地の適正な管理をお願
いします︒
市では︑農地の適正管理を支
援する制度として︑
﹁農地管理
費の助成﹂や﹁草刈機の貸出﹂
といった事業を実施しています
ので︑ご活用ください︒
また︑農用地区域の畑につい
ては︑境港市農業公社を介した
貸し借りも進めていますので︑
ご相談ください︒
︻農地管理費の助成︼
遊休農地の草刈りを業者に依
頼して行った場合︑初回に限り
支払金額の一部を助成します︒
▼対象となる農地
市内にある遊休農地
▼助成金額
次のいずれかの低い金額
・業者に支払った金額の２分の
１
・ アール当たり︑７５００円
として算出した金額
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サマージャンボ宝くじ発売
▼発売期間
７月２日
︵火︶
〜８月２日
︵金︶
▼賞 金
１等５億円︑前後賞各１億円
▼その他
サマージャンボミニも同時発
売！︵１等５０００万円︶
サマージャンボ宝くじの収益
金は市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われています︒

令和元年７月

23
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5 月 27 日

6月4日

6月4日

予定価格

11,915 千円

26,753 千円

17,805 千円

18,398 千円

落 札 額

11,000 千円

24,970 千円

16,500 千円

17,380 千円

落 札 率

92.3%

93.3%

92.7%

94.5%

落 札 者

コーワ建設㈲

料
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入札結果の公表

5 月 20 日

さかいポートサウナ
65

竹内町のオコニャ︵オコナイ︶
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予定価格が１千万円以上の入
札について公表します︒
▼問い合わせ先 管理課管理係
☎ ︲１０７６

㈱藤井基礎設計事務所 シンワ技研コンサルタント㈱ サンイン技術コンサルタント㈱
境港営業所
境港営業所
境港営業所
入 札 日

47

街路樹維持管理
業務委託
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調査報告書の発刊

70

蜂の巣の駆除
蜂の巣の駆除は大変危険です
ので︑駆除には専門的知識を
持った業者に依頼することをお
勧めします︒
︵市では︑蜂の巣の駆除は行っ
ておりません︒
︶
有害生物防除業の協会のほか︑
専門業者等にご相談ください︒
なお︑業者によって条件が異な
る場合がありますので︑複数の
業者に料金等を確認したうえで
依頼ください︒
▼有害生物防除業の協会
鳥取県ペストコントロール協
会︵北陽産業︵株︶内︶
☎ ︲１４５６
▼問い合わせ先
環境衛生課環境対策係
☎ ︲３８０３
︻レディースデイ・シルバーデイ︼
市では︑竹内町で江戸時代か
女性・ 歳以上の人は割引
ら行われている伝統行事・オコ
▼と き 毎月第２・３月曜日
ニャ︵オコナイ︶の調査を行い︑ ◇大 人 ５１０円↓３００円
調査結果をまとめた報告書を発
◇小中学生２５０円↓１００円
刊しました︒希望者に無料で差
︻各種割引︼
し上げますので︑ご覧ください︒ ▼高齢者料金
▼配布窓口・問い合わせ先
歳以上の人は常時３００円
生涯学習課文化体育係
▼時間帯割引
☎ ︲１０９２
正午までの入館女性は割引
◇大 人 ５１０円↓３００円
７月は青少年の非行・
◇小中学生２５０円↓１００円
被害防止全国強調月間
▼家族割引
家族連れの小・中学生は割引
◇小中学生２５０円↓１００円
▼誕生日割引
誕生日の人は入浴料が無料
︵要証明︶
︻薬湯の日︼
◇女 湯 毎週月曜日
◇男 湯 毎週水曜日
▼問い合わせ先
さかいポートサウナ
☎ ︲４０６０

青少年の健全育成には︑子ど
もを見守る大人の存在が欠かせ
ません︒
家庭・学校・地域などが相互
に協力・連携して︑青少年の規
範意識の醸成および有害環境へ
の適切な対応を図りましょう︒
▼問い合わせ先
生涯学習課生涯学習係
☎ ︲１０９１

渡地区汚水枝線設計 地籍調査事業測量
地籍調査事業測量
業務委託（その６） 委託業務（その１） 委託業務（その２）
工 事 名
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測量
測量
測量・設計
植栽管理
別
種

45

42

information

みな〜とカフェ
﹁水木しげるロード
をもっと知ろう！﹂

︻無料講演会︼
▼時 間
午前 時 分〜 時 分
▼演 題
寝たまんま体操〜自分ででき
る寝たきり改善メソッド〜
▼講演者
三田直水さん︵太陽堂院長︶
︻はり・きゅう・マッサージに
関する無料相談︼
▼時 間
午前 時 分〜午後３時
※受付は午後２時まで︒
30

30

※事前申し込みが必要です︒
▼時 間
午前 時 分〜午後３時
※受け付けは午後２時まで︒
▼申込期限 ８月７日︵水︶
▼申し込み・問い合わせ先
公益社団法人鳥取県鍼灸マッ
サージ師会事務局
☎０８５７︲ ︲７５９８

︻はり・マッサージの無料体験︼

40

はり・きゅう・マッ
サージの日イベント

済生会境港総合病院

45

地域医療連携室講演会

︻介護医療院の開設について︼
▼講 師
ひろあき
住田広明さん︵事務部長代
行︶
※９月より﹁サテライトはまか
ぜ﹂を︑介護医療院﹁なでし
こ境港﹂に転換します︒
▼問い合わせ先
済生会境港総合病院地域医療
連携室
☎ ︲３１６１

境港再発見講座﹁境港楽﹂

﹁郷土のこと︑もっと知りた
いね﹂と︑今年も勉強会をひら
きます︒
第１回目の今回は︑﹁中海の
四季﹂をテーマに︑昭和 年代
前半までの姿を通して︑中海の
これからを考えます︒
▼講 師
渡部敏樹さん︵自然再生セン
ター副理事長︶
▼と き ７月 日︵木︶
午前 時〜正午
▼ところ
老人福祉センター︵浜の里︶
▼参加費 ５００円︵資料代︶
▼申し込み・問い合わせ先
境港楽習会 定岡さん
☎０９０︲８０６４︲６１９１

30

10

40

催催 しし

30

▼と き ７月 日︵水︶
午後１時 分〜２時 分
※事前申し込みは不要です︒
▼ところ 済生会境港総合病院
２階会議室
︻手の痛みについて〜腱鞘炎︑
関節炎のはなし〜︼
きみこ
▼講 師 津田公子さん︵整形
外科部長︶
10 18

42

10 11

11

11

︻ロード散策が２倍楽しめるお話︼

様々な社会貢献活動を実践し︑
活躍している人を講師に招いて
の講演会です︒
今回は︑水木しげるロードの
歴史やガイドの楽しみ方を実際
に散策しながらお聞きします︒
▼と き ７月 日︵水︶
午後１時 分〜３時
▼ところ しおさい会館および
水木しげるロード
▼講 師 島谷修さん︵境港観
光ボランティアの会︶
▼定 員
人
※前日までに申し込みください︒
▼申し込み・問い合わせ先
境港市民活動センター
☎ ︲１２０４
24

47

８月９日は︑はり・きゅう・
マッサージの日です︒聴いて︑
体験して︑鍼灸マッサージ師の
仕事を知ってみませんか︒
▼と き ８月 日︵日︶
午前 時〜午後３時
▼ところ 米子市福祉保健総合
センターふれあいの里
※総合受付 ４階
︵午前 時〜午後２時︶

20

10

第３回中野港 漁 村 市

▼問い合わせ先
議会事務局 ☎ ︲１０９７

境公民館

その一環として︑今年も﹁市
民と議会の懇談会﹂を開催しま
す︒
議会活動や市政に対する意
見・要望などをお聞きし︑市民
と議会が理解を深め合う場にな
ればと考えています︒
※お住まいの地区に関わらず︑
どの会場でも参加できます︒
途中の入退場も可能です︒
▼内 容
◇３・６月議会の概要報告
◇議会に対する市民アンケート
調査報告
◇参加者との意見交換
▼とき・ところ

余子公民館

11

22

30 17

美保湾の獲れたて鮮魚の対面
販売や干物・野菜・特産品など
の販売や︑旬のイワガキやサザ
エの販売などもあります︒
▼と き ７月 日︵土︶
午前９時 分〜 時頃
※鮮魚販売は午前 時〜︵なく
なり次第終了︶
▼ところ 中野港周辺
▼内 容 沿岸物の鮮魚販売︑
サザエのつぼ焼きや本バイ煮付
けの試食販売︑漁師めしの販売︑
タッチングプールなど
※詳しくは﹁水産王国境漁港﹂
のホームページでご確認下さ
い︒
※次回は９月 日に開催します︒

▼問い合わせ先
水産商工課水産振興係
☎ ︲１０５５

市民と議会の 懇 談 会

中浜公民館集会所
8 月 9 日（金）

誠道公民館
8 月 8 日（木）

11

市議会は︑市民の皆さんに
もっと身近で役立つ議会へと︑
さまざまな取り組みを行ってい
ます︒

令和元年７月

25

47

午後 7 時 30 分
午後 9 時（予定）
開会
閉会
上道公民館

47

外江ふれあい会館

8 月 7 日（水）

渡公民館

8 月 6 日（火）

時間
ところ
とき

10 30

13

14

information

労働セミナー

31

30

海と日本プロジェクト

境港２０１９

基本的な労働関係法令等の学
習機会を提供し︑労働者・経営
今年も海にまつわる様々なイ
者間の紛争防止を図ることを目
ベントが︑境港公共マリーナを
的として労働セミナーを開催し
会場に開催されます︒
ます︒
詳しくは問い合わせください︒
▼と き ８月２日︵金︶
︻サンセットクルージング︼
午後２時〜３時 分
▼と き
※事前申し込みが必要です︒
８月３日︵土︶午後６時集合
▼内 容
※事前申し込みが必要です︒
﹁事例から学ぶ 働く時の基
▼対 象
歳以上
本ルール﹂
▼料 金 無料
賃金︑労働時間︑休日・休暇︑ ※ホームページから︑代表者氏
退職や契約更新に関すること︒
名・メールアドレス・参加希
▼対 象
望日・参加人数を記入のうえ︑
労働者︑求職者︑一般の人な
申し込みください︒
ど興味がある人
■
http://mbyc-or.jp/contact/
▼ところ
▼定 員
人︵先着順︶
米子市立図書館２階研修室
︻体験セーリングイベントほか︼
▼参加料 無料
▼と き ８月４日︵日︶
▼申し込み・問い合わせ先
午前 時〜午後４時
鳥取県中小企業労働相談所み
※ＢＢＱは午後３時まで︒
なくる米子 ☎ ︲８７８５
※当日受付のみ︒雨天決行︒
▼内 容
クルーザーヨット体験︑ディ
ンギーヨット体験︑カヌー体験︑
ＪＥＴスキー体験︑安全講習会
︵ライフジャケットの着用方法・
落水者救助法など︶
︑シーフー
ドＢＢＱ︑子ども用プールなど
▼問い合わせ先
美保湾ヨットクラブ山根さん
☎０９０︲１３３２︲９４３９
10

in

Web

かな熱帯魚︑サメやウミガメを
間近に観察することができます︒
▼ところ １階多目的ホール
▼料 金
◇小中学生
前売券５００円
当日券７００円
◇高校生以上 前売券９００円
当日券１１００円
︻夢みなとおばけ屋敷〜お守り
を落としただけなのに〜︼
毎年恒例のおばけ屋敷！
あなたは︑無くしたお守りを
見つけ︑無事に出て来ることが
できるか⁝
▼ところ ４階企画展示室
▼料 金 小学生以上２００円
※別途入館料が必要です︒
※開催期間中の土日祝日︑夢み
なと工房も同時開催！︵午前
時〜午後４時︶
▼問い合わせ先
ＳＡＮＫＯ夢みなとタワー
☎ ︲３８００
47

夏休み企画

︻２イベント共通︼
▼と き ７月 日︵土︶
〜８月 日︵日︶
午前 時〜午後５時
※最終入場 午後４時 分

ＳＡＮＫＯ
夢みなとタワー情報

10

18

30

︻南海の楽園 タヒチの海の水
族館︼
タヒチの海をテーマに︑南太
平洋の海や川に生息する生き物
たちが大集合︒海の英雄ともい
われるナポレオンフィッシュを
はじめ︑サンゴ礁の海の色鮮や

10

裁判をやってみよう！
▼と き ７月 日︵火︶
午後１時 分〜４時 分
※事前申し込みが必要です︒
▼ところ
鳥取地方・家庭裁判所米子支
部
▼内 容
模擬裁判︑評議︑質疑応答︑
法廷内見学
▼対象者 小学校５・６年生
▼定 員
人
※申し込み受け付け順
※要保護者同伴
▼申し込み・問い合わせ先
鳥取地方裁判所米子支部庶務
課
☎ ︲２２０５
23

22

13

10

18

50

30

13

「市報さかいみなと・議会だより つなぐ」がアプリで読めます

自治体広報紙がスマートフォンで手軽にご覧いただける、無料アプリ『マチイロ』へ「市報さかい
みなと」と「議会だより つなぐ」を配信しています。
アプリのダウンロードは、ＱＲコードを読み取るか、
『マチイロ』で検索してください。

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。

※広告が表示されますが、境港市とは何ら関係ありません。

※『マチイロ』は、株式会社ホープ（☎ 092-716-1404）が作成しています。
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市報さかいみなと

information

建設年度

平成 11 年

平成 7 年
構造

鉄筋・4 階建

鉄筋・３階建
募集住戸

10 棟 203 号（２階）

7A 棟 2 号（１階）

▼公募主体
東京２０２０オリンピック聖
火リレー鳥取県実行委員会
▼公募人数
人程度︵鳥取県下での公募
枠聖火ランナー予定数︶
▼募集要項
生涯学習課で配布または県
ホームページからダウンロード
できます︒
■ https://www.pref.tottori.lg.
jp/tokyo2020-seika/
※応募方法等詳細は募集要項を
ご覧ください︒
▼問い合わせ先
◇鳥取県スポーツ課
☎０８５７︲ ︲７９２１
◇生涯学習課 ☎ ︲１０９０

原子力防災現地
研修会︵見学会︶

の保護者の住所︑氏名︵ふりが
な︶︑電話番号︑生年月日を記
入のうえご応募ください︒
はがき１枚で２組まで応募で
きます︒
▼申込期限
７月 日︵月︶正午︵必着︶
▼その他
◇参加費無料︒昼食つき︒
◇参加者全員の本人確認書類が
必要です︒
▼申し込み・問い合わせ先
〒６８０︲８５７０
鳥取市東町１丁目２７１
鳥取県危機管理局原子力安全
対策課
☎０８５７︲ ︲７９７３
■０８５７︲ ︲８８０５
■ genshiryoku-anzen
@pref.tottori.lg.jp

ヤング健診受診者

若いころからの健康づくりが
大切です︒健診を受けて自分の
健康状態を振り返りましょう︒
▼対 象
歳〜 歳︵昭和 年４月１
日〜平成 年３月 日生まれ︶
の人
※妊娠中の人や︑職場での健診
など︑他の健診を受ける機会
のある人は除きます︒ただし︑
歳以上で育休中等の理由に
より︑健診を受ける機会がな
い人はご連絡ください︒
※託児あり︵先着 名︶︒希
望者は申し込み時にお伝えく
ださい︒
▼と き ８月７日︵水︶
午前９時〜 時
※事前申し込みが必要です︒
▼ところ 保健相談センター
▼内 容
身体計測︑血圧測定︑尿検査︑
血液検査︑診察
▼定 員
人
▼料 金 千円
▼申込期間
７月８日︵月︶〜 日︵水︶
※定員になり次第締め切ります︒
▼申し込み・問い合わせ先
健康推進課成人保健係
☎ ︲１０４２

55

11

31

20

31

47

12 39

85

19

40

※駐車場を使用する人は︑別途
駐車場使用料が必要となりま
す︒
︵１区画 月額千円︶
▼申し込み・問い合わせ先
建築営繕課公営住宅係
☎ ︲１０５９

26

23

▼と き ７月 日︵土︶
◇集合 午前９時 分
◇解散 午後４時
▼見学施設
島根県原子力防災センター︑
島根原子力館︑島根原子力発電
所︵バス車内から見学︶
▼集 合 保健相談センター前
▼募集人数
小学５年生以上の小中学生と
その保護者 組 人︵先着順︶
▼申し込み方法
はがき︑電話︑ファクシミリ︑
メールで参加する小中学生とそ
40

聖火リレー鳥取県実行委員会

22
31

Web

東京２０２０オリンピック

23

募募 集集

一般

聖火ランナー募集

19

市営住宅の入居者

一般

▼入居資格︵一般︶
︵共通事項︶
◇基準内の収入であること
◇住宅に困っている人
◇同居する親族があること
◇連帯保証人が 人あること
◇市税を滞納していないこと
◇暴力団員でないこと
▼敷 金 家賃の３カ月分
▼募集期間
７月３日︵水︶〜 日︵金︶
▼入居抽選日 ７月 日︵水︶
▼入居可能日 ８月１日︵木︶

種別

47

東京２０２０オリンピック聖
火は︑ギリシャから日本に空輸
され︑﹁復興の火﹂として東日
本大震災被災３県に特別展示さ
れた後︑来年３月 日︵木︶の
福島県を皮切りに聖火リレーと
して日本全国を回ります︒
鳥取県では︑来年５月 日
︵金︶︑ 日︵土︶の２日間に
県下 市町村を通過する聖火レ
リーが計画されています︒１日
目は境港市から出発し︑県西部
をリレーした後︑倉吉市でセレ
ブレーション︵到着イベント︶
を実施します︒２日目は琴浦町
を出発し︑県中部・東部をリ
レーした後︑鳥取市でセレブ
レーションを実施します︒
鳥取県内を走行する東京
２０２０オリンピック聖火リ
レーランナーについて︑次のと
おり公募が実施します︒
▼募集期間
７月１日︵月︶〜８月 日
︵土︶

令和元年７月

27

夕顔団地
（誠道町 218）

17 12

上道団地
（上道町 3563）

47 26

27

30

80

22,100 〜 43,400 円
23,600 〜 46,400 円
家賃

3LDK6 畳 (2)、洋 6 畳 3LDK6 畳 (2)、洋 6 畳
間取り等

1

団地名

Mail

FAX

22

26 26

information

10 24

3

中海ペーロンフェス
ティバル出場チーム

行政事務嘱託職員
︵非常勤︶

◆申し込み・問い合わせ先
地域振興課広報情報係☎４７−１０１０

19

47

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▼申し込み・問い合わせ先
〒６８２︲０８２２
倉吉市葵町７２４︲
鳥取県中部聴覚障がい者セン
ター
☎０８５８︲ ︲２３５５
■０８５８︲ ︲２３６０

詳細については︑窓口で配布
の実施要項︑または市の公式
ホームページをご覧ください︒
▼募集職種・人数
保育士︵期間業務︶ 若干名
▼年齢・資格要件等
実施要項でご確認ください︒
▼採用予定日 ８月１日︵木︶
▼応募期限
７月 日︵金︶
▼問い合わせ先
総務課職員係☎ ︲１００９

境港市ホームページのトップページに、
広告・リンクが掲載できます。
（月額５千円）

15

30

26

韓国語講座受講者

例年開催している﹁ こども
ペーロン大会﹂や﹁自治会対抗
ペーロン大会﹂を統合した﹁中
海ペーロンフェスティバル﹂を
開催します︒
▼と き ８月 日︵日︶
午前９時〜午後１時︵予定︶
▼ところ
中浜港ボートコース︵市民艇
庫前︶
▼チーム編成
小学生・中学生・自治会・一
般の各部
▼参加料
◇小学生・中学生 無料
◇自治会・一般 ３千円︵保険
料が別途必要︒
︶
※小学生︵親子︶と中学生は︑
少人数でも申し込みができま
す︒詳しくは︑境港ペーロン
協会ホームページをご覧くだ
さい︒
▼申し込み・問い合わせ先
境港ペーロン協会 坂本さん
☎０９０︲２０００︲４４０６
■ http://www.chukai.ne.jp
/˜kenzi/pe-ron/index.htm

市ホームページバナー広告募集中

FAX

韓国からのお客様の接客など
に役立つ会話の習得を目標とし
て︑韓国語講座を開催します︒
自信を持って︑笑顔でお迎えで
きるように︑ぜひご参加くださ
い︒
▼と き
８月 日
︵火︶
〜９月 日
︵木︶
の間の毎週火・木曜日
※ ９月 ３日︵ 火 ︶
・５日︵ 木 ︶
を除く
午後６時 分〜８時 分
▼ところ
境港商工会議所２階第１会議
室
▼講 師
サイユウビン
崔由敏さん︵市国際交流員︶
▼受講料
◇商工会議所会員 ２１６０円
◇非会員
４３２０円
︵テキスト代・消費税含む︶
▼定 員
人
▼申込期限 ７月 日︵水︶
▼申し込み・問い合わせ先
境港商工会議所
☎ ︲１１１１
20

Web

18

手話奉仕員養成講習会

10

21

24

45

︵入門編︶受講者
聴覚障害者のコミュニケー
ション支援を行う手話奉仕員を
養成するための講習会を開催し
ます︒
▼内 容 実技および講義
▼対 象
きこえない・きこえにくい人
等の福祉に理解と熱意を有する
人︵高校生以上︶
▼と き ９月 日〜来年 月
３日︵全 回︶の毎週火曜日
午後６時 分〜８時 分
▼ところ
米子コンベンションセンター
▼定 員
人
▼受講料 ２千円︵テキスト代
別途︶
▼申し込み方法
◇郵 送
市役所福祉課窓口の申込書に
記入し︑
﹁手話奉仕員養成講
習会受講申込書﹂在中と朱書
きのうえ︑郵送してください︒
◇ファクシミリ
左記番号へ送信し︑確認の電
話をしてください︒
◇電子メール
鳥取県聴覚障害者協会ホーム
ページの申し込みフォームで
申し込みください︒
▼申し込み締め切り︵必着︶
月 日︵火︶
9

気軽に筆談セミナー受講者

48

日常生活の中で音声情報を得
にくい聴覚障がい者等へ︑文字
情報提供が気軽にできるよう︑
筆談のノウハウを伝えます︒
▼内 容 実技および講義
▼対 象 筆談に関心のある人︑
仕事で窓口対応に携わる人
▼と き
◇８月 日︵土︶
︑ 月５日︵土︶
午前 時〜正午
◇ 月９日︵月︶
午後６時 分〜８時 分
▼ところ ふれあいの里
▼定 員 各回 人︵先着順︶
▼受講料 無料
▼申し込み方法
市役所福祉課窓口の申込書に
記入し︑郵送またはファクシミ
リで送ってください︒郵送の場
合は封筒に﹁筆談セミナー申込
書﹂と記入してください︒
▼申し込み締め切り
◇８月開催分 ８月 日︵金︶
◇ 月開催分 ９月 日︵金︶
◇ 月開催分
月２日︵月︶
▼申し込み・問い合わせ先
〒６８３︲０８４５
米子市旗ヶ崎６丁目 ︲
堀田ビル１階
鳥取県西部聴覚障がい者セン
ター
30

☎ ︲３６５９
■ ︲３６６０
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相相 談談

出張！

県立境港ハローワーク

10 11

10 22

44

31

30

市報広告募集中

11

30

※大きなサイズもあります。
◆申し込み・問い合わせ先
地域振興課 広報情報係
（☎４７−１０１０）

30 31

47
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20 31
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︻子育て応援お仕事相談室︼
▼と き
納税相談
７月 ４日︵ 木 ︶
︑ 日︵ 木 ︶
︑
日︵水︶
︑８月１日︵木︶
災害︑病気などの理由により︑
各日とも︑午後０時 分〜３
やむを得ず納期限までに市税を
納付することができない場合は︑ 時 分
▼ところ 保健相談センター
申請により差押えや財産の換価
︻お仕事相談室①︼
︵売却︶が猶予される制度があ
▼と き ７月 日︵木︶
りますので相談ください︒
午前 時〜午後４時
︻夜間の納税相談︼
▼ところ ＰＬＡＮＴ５境港店
平日の昼間に仕事などで︑市
︻お仕事相談室②︼
税の納付や相談に来られない人
▼と き ７月 日︵月︶
は利用してください︒
午前 時〜午後４時
▼と き ７月 日︵水︶
▼ところ 渡公民館
８月 日︵金︶
▼問い合わせ先
午後５時 分〜８時
県立境港ハローワーク
▼ところ 収税課窓口
☎ ︲３３９５
▼取り扱い税目
個人住民税︑固定資産税︑軽
自動車税︑国民健康保険税
※納税通知書等を紛失し︑納め
る金額がわからない人はあら
かじめお問い合わせください︒
▼問い合わせ先
収税課
☎ ︲１０２０

この大きさで５千円！

（５cm ×６cm）
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10

31

11

12

13

戦没者遺児による慰霊

▼応募資格
ハローワーク米子
就職を希望される人
職業訓練受講生
▼受講料 無料
※ただしテキスト代等の実費は
ハローワークでは求職者支援
別途必要です︒
訓練の受講生を募集しています︒
▼その他
▼訓練科
雇用保険受給者以外の人は一
①オフィス事務科
定の条件を満たせば職業訓練受
②ファッションデザイン科
講給付金を受給しながら受講で
▼訓練概要
きます︒
①簿記・経理と電子会計・事務
詳しくはハローワークにお問
用ソフトを活用し︑一般・経
い合わせください︒
理事務およびホームページ更
▼申し込み・問い合わせ先
新等に係る知識・技能等の習
ハローワーク米子
得︒
☎ ︲３９１１
②アパレル全般職に必要な基礎
知識︑リメイク︑リフォーム
放送大学 月入学生
の知識と技術の習得︒
▼定 員
松江市で入学説明会を開催し
① 人 ② 人
ます︒ご参加ください︒
▼訓練期間
▼出願期限
①９月２日︵月︶〜来年１月
◇第１回 ８月 日︵土︶
日︵金︶
◇第２回 ９月 日︵金︶
②９月 日︵金︶〜来年３月
※インターネット出願も可能︒
日︵水︶
︻入学説明会・相談会︼
▼訓練場所
▼と き
①有限会社米子情報処理センタ
８月 日︵日︶
︑
９月８日︵日︶
ー松ヶ枝教室︵境港市松ヶ枝
各午前 時〜・午後２時〜
町︶
※事前申し込みが必要です︒
②米子文化服装専門学校︵米子
▼ところ
市錦町︶
放送大学島根学習センター
▼募集期間
▼問い合わせ先
①７月８日
︵月︶
〜８月 日
︵水︶
放送大学島根学習センター
正午
☎０８５２︲ ︲５５００
②７月２日
︵火︶
〜９月３日
︵火︶
正午

令和元年７月

29

10

友好親善事業参加者
日本遺族会は︑
﹁戦没者遺児
による慰霊友好親善事業﹂の参
加者を募集しています︒この事
業は︑戦没者の遺児が旧戦域を
訪れ︑慰霊追悼を行うとともに︑
その地域の人々と友好親善を図
ることを目的にしています︒
▼募集地域
東 部 ニ ュ ー ギ ニ ア︑ 西 部
ニューギニア︑
ボルネオ・マレー
半島︑マリアナ諸島︑トラック・
パラオ諸島︑フィリピン︑ソロ
モン諸島︑ミャンマー︑台湾・
バシー海峡︑マーシャル・ギ
ルバート諸島︑ビスマーク諸島︑
中国
▼参加費 各地域 万円
※集合場所までの往復交通費︑
帰国時宿泊代︑渡航手続手数
料等は含まれておりません︒
※参加費は︑燃料費の高騰︑円
安等諸般の事情により値上げ
する場合があります︒
※地域により実施日程︑申込期
限が異なりますので︑詳細は
お問い合せ下さい︒
▼参加資格 戦没者の遺児
▼問い合わせ先
◇日本遺族会事務局
☎ ︲３２６１︲５５２１
◇鳥取県遺族会
☎０８５７︲ ︲２２７０
03

10

21

きらきら・ひまわり情報

子育
て
ひろ
ば

▼▼

【巡回子育てプレイランド】※申し込み不要
「ひまわり」のおもちゃを持って出かけます。一緒に遊び
ましょう。
と き ７月１２日（金）午前１０時〜１１時３０分
ところ 余子公民館

▼

▼▼

▼▼

【おおきくなったね！】※申し込み不要
対 象 乳幼児と保護者
と き ７月１６日（火）
午前１０時３０分〜１１時３０分
ところ 地域子育て支援センター「ひまわり」
内 容 ７月生まれの誕生会＆親子歯みがき教室
身体計測・手形・足形など
持ち物 コップ・歯ブラシ・手拭タオル

聖心幼稚園 にこにこひろば

▼

▼▼

未就園児・在園児親子を対象に下記の催しがあります。
【七夕飾りを作ろう】※要申し込み
と き ７月６日（土） 午前１０時〜
定 員 １５組
【園庭開放】
と き ◇平 日 午前１０時〜正午
◇土曜日 午前９時〜正午
【園舎開放】
と き ◇土曜日 午前９時〜正午
問い合わせ先 聖心幼稚園 ☎４２−２０４０
▼▼

▼▼▼

▼▼▼

▼

【０歳さんあつまれ〜！】※要申し込み
と き ７月３０日（火）
午前１０時３０分〜１１時５０分
ところ 地域子育て支援センター「ひまわり」
対 象 満１歳までの親子
内 容 ・月齢に応じてベビーマッサージかベビービ
クス
・離乳食、幼児食に向けての栄養相談
・しつけや発達についての相談
・グループに分かれて子育て情報共有
持ち物 バスタオル
定 員 ３０組
申込期限 ７月２４日（水）

内容についての詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
記事中に特に明記がない場合、会場は問い合わせ先と同じです。

▼▼

【きらきらタイム】
と き 毎週木曜日 午前１１時〜
ところ こども支援センター「きらきら」

認定こども園

美哉幼稚園

▼▼

【わくわくクラブ「こども縁日」
】※要申し込み
と き ７月１１日（木）午前１０時〜お昼頃
申込期限 ７月８日（月）

▼

【園庭・えほん館開放】
毎日、園庭とえほん館を開放し、未就園児にも絵本の
貸し出しをしています。
問い合わせ先 美哉幼稚園☎４２−２８３９

１歳未満のお子さんを対象に、３カ月毎におむつ利
用券（１回の申請につき３，０００円分）を交付して
います。７月の対象者は下記のとおりです。申請がま
だの人は、お早めに窓口までお越しください。
お子さんの誕生月

参

考

１回目

平成 31 年 2 月〜 4 月

出生月の３〜５カ月後

２回目

平成 30 年 11 月
〜平成 31 年 1 月

出生月の６〜８カ月後

３回目

平成 30 年 8 月〜 10 月

出生月の９〜 11 カ月後

※お子さんの誕生月が平成３０年８月、１１月、平成
３１年２月の人は、７月３１日（水）が申請期限で
すので、ご注意ください。
※平成３０年１２月、平成３１年１月生まれのお子さ
んの場合、６カ月児健康診査の際にも申請できます。
申請に必要なもの ◇母子手帳
◇印章（初回の人のみ）
申請・問い合わせ先
子育て支援課育児支援係☎４７−１０７７
▼

問い合わせ先
◇こども支援センター「きらきら」☎４５−０１１６
◇地域子育て支援センター「ひまわり」☎２１−８１０３

おむつ利用券のご案内

▼

▼

▼▼

【ひまわりタイム】
と き 毎週火曜日 午前１０時３０分〜
ところ 地域子育て支援センター「ひまわり」

市報さかいみなと
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おはなしポケットの会
夏休みおはなし会
▼

象

▼

両

き

▼ ▼

対

対 象 幼児から大人まで
と き ７月２５日（木）
午前１０時３０分〜１１時３０分
ところ 境公民館和室

▼ ▼

と

▼▼

内 容 ストーリーテリング、読本の読み聞かせ、
わらべうた、紙芝居など

親

学

級

妊娠中の人とそのパートナー
※妊婦さんお一人の参加も大丈夫です。
７月２８日（日）
午前９時３０分〜１１時３０分
※事前申し込みが必要です。
保健相談センター

▼ ▼

ところ
内 容
◇ようこそ赤ちゃん
沐浴を実施してみよう！
◇予防接種について知ろう！
※託児あり。申し込み時にあわせてお知らせください。
申込期限 ７月２５日（木）

参加費 無料

▼

問い合わせ先 おはなしポケットの会 足立さん
☎４５−３０７６

内

申し込み・問い合せ先
健康推進課母子保健係☎４７−１０４２

絵本やお話を楽しみませんか。妊婦さんの参加もお待ちしています。
問い合わせ先 生涯学習課生涯学習係 ☎４７−１０９１
▼

☆おはなし広場

▼

県立境港ハローワーク「子育て応援お仕事相談室」
については、本紙の２９ページをご覧ください。

容

と

き

ところ

絵本とおはなしの部屋
（おはなしポケットの会）

毎月第１土曜日

14：00 〜 15：00

市民図書館

毎月第３金曜日

11：00 〜 11：40

地域子育て支援センター「ひまわり」

絵本と紙しばいを楽しむ会
（朗読なぎさ会）

毎月第２土曜日

14：00 〜 15：00

市民図書館

毎月第１金曜日

11：00 〜 11：40

地域子育て支援センター「ひまわり」

おしゃべりたんぽぽおはなし会
（おしゃべりたんぽぽ）

毎月第３土曜日

14：00 〜 15：00

市民図書館

毎月第４金曜日

11：00 〜 11：40

地域子育て支援センター「ひまわり」

毎週水曜日

11：00 〜 11：40

地域子育て支援センター「ひまわり」

毎月第４土曜日

14：00 〜 15：00

市民図書館

親子で絵本を楽しむ会
（境港親と子どもの劇場）
かみしばいと英語の読み聞かせ
（市民図書館☎４７−１０９９）

☆乳幼児健康診査・相談の日程
内

容

６カ月児
健康診査

と
7 月 31 日（水）
8 月 21 日（水）

１歳６カ月児
健康診査

7 月 11 日（木）

３歳児
健康診査

7 月 4 日（木）

妊産婦・乳幼児
健康相談
離乳食講習会

8 月 1 日（木）

12：50 ／ 13：25

象

会場・問い合わせ先

平成 30 年 12 月生まれの幼児
平成 31 年 1 月生まれの幼児
平成 29 年 12 月生まれの幼児
平成 30 年 1 月生まれの幼児

12：45 ／ 13：15

9:00 〜 12:00（受付 11:00 まで）お子さんを希望する人
毎日

31

12：45 ／ 13：15

対

平成 28 年 6 月生まれの幼児 健康推進課☎ 47-1042
8 月 8 日（木）
平成 28 年 7 月生まれの幼児 ※妊活相談以外は、
母子健康手帳を持参
9:30 〜 12:00（受付 10:30 まで）妊産婦・乳幼児と保護者
会場：保健相談センター
10:00 〜 10:40（5 〜 8 カ月児） ５カ月〜１歳６カ月児と
8 月 6 日（火）10:50 〜 11:30（9 カ月〜 1 歳 6 カ月児）保護者

妊活相談

子育て相談

き

「きらきら」は土・日曜日・祝祭日を除く
「ひまわり」は木曜日を除く

※

令和元年７月

8：30 〜 17：15
乳幼児と保護者

こども支援センター
「きらきら」☎ 45-0116
地域子育て支援センター
「ひまわり」☎ 21-8103

図 書

館 に 行 こ う ！

百花

時代を駆け抜けた 人が
語る昭和 天国地獄
︵邨野継雄︶

︵川村元気︶

43

︵あおきひろえ︶

もぐらのいえ
︵松屋真由子︶

市民図書館 ☎４７−１０９９
◆開館時間 午前９時３０分〜午後６時３０分
【土・日・祝日は午後６時閉館】
◆休館日
毎月第２木曜日・毎月末
◆ホームページアドレス
http://lib.city.sakaiminato.tottori.jp/

おいせまいりわんころう

【一般書】
◇定年からの男メシの作法 （東海林さだお）
◇吹けよ風 呼べよ嵐
（伊東潤）
◇腐敗と格差の中国史
（岡本隆司）
◇女と男の絶妙な話。
（伊集院静）
◇未知に勝つ子育て
（アグネス・チャン）
◇姑の遺品整理は、迷惑です
（垣谷美雨）
【児童書】
◇おばけのやだもん
（ひらのゆきこ）
◇まる
（松田奈那子）
◇ことばハンター
（飯間浩明）
◇十年屋１・２
（廣嶋玲子）
◇イワシ
（大片忠明）
◇でこぼこホットケーキ
（よしだあつこ）
ほか、計４６８冊
☆貸出冊数・期間
１人５冊・２週間

猟組織﹂を追って
︵三浦英之︶

夢見る帝国図書館
︵中島京子︶

新刊続々 〜絶賛貸し出し中〜

牙 アフリカゾウの﹁密

今月の新規・寄贈図書

図書館関連 催し物
と

き

催事名

ところ

7 月 20 日（土）
古典講座「みんなで楽しく『万葉集』を読もう」
8 月 3 日（土）
８月 ８日（木）

リサイクル工作でインテリア雑貨を作ろう
（事前申し込み必要）

上道公民館

市民図書館

時

間

入場料・参加費

14：00 〜

無

料

10：00 ◇フォトフレーム ２００円
◇時計
６５０円
〜
12：00 ◇ランプ ５００円

ごみの収集・受け入れ
固 定 資 産 税 ２ 期
国 民 健 康 保 険 税 １ 期
後期高齢者医療保険料１期
介 護 保 険 料 １ 期
の納期限は

７月 31 日（水）
・便利な口座振替をご利用ください
・ 納 期 限 内 に 納 付 が な い 場 合、 納 期 限 後
２０日以内に督促状を発送します

◎可燃ごみ・軟質プラスチック類の祝日収集
≪７月の対象日≫
７月１5 日（月・海の日）
※月曜日収集該当地区のみの収集となります。
※当日は施設へのごみの持ち込みはできません。
◎毎月第３日曜日
≪家庭系ごみの受け入れ≫
７月２１日（日）（午前９時〜正午）
◎指定ごみ袋等の販売店追加のお知らせ
指定ごみ袋等の販売店を追加しました。
◇スーパードラッグひまわり境港店（外江町）
◇ザ・ビッグ境港店（清水町）
▼

お忘れなく！

問い合わせ先
◇清掃センター
◇リサイクルセンター

☎４２−３８０３
☎４５−８６２６
市報さかいみなと
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文化 施 設 催し物スケ ジュール
と

き

催事名

ところ

時

間

問い合わせ先

入場料・参加費

文化ホール 11：00 〜

オールミュージックユニオン（寺本さん）
☎ 090 − 7376 − 8751

無

料

7 月 12 日（金） 第 7 回ことぶきクラブ研修会 ( 認知症について） 文化ホール 13：30 〜

ことぶきクラブ連合会
☎ 45 − 6116

無

料

7 月 7 日（日） オールミュージックユニオン歌謡発表会

大人 400 円
海とくらし 9：30 〜 海とくらしの史料館
小中高生
100 円
の史料館 17：00 ※
☎ 44 ー 2000

7 月 13 日（土）
サメ祭り
〜 9 月 2 日（月）
7 月 26 日（金）

幼児・70 歳以上無料

サロンコンサート
ハワイアンサウンドの夕べ

文化ホール 19：30 〜

8 月 3 日（土） サメ祭りスペシャルイベント（サメジャーナリ
〜 8 月 4 日（日） スト沼口麻子講演・サメ料理お振舞など）

相談内容

と

一

一

一

一

一

健康で楽しく働き
明るい家庭をつくりましょう
互いに助け合い
だれにも親切にしましょう
きまりを守り
公共の物をたいせつにしましょう
自然の美を生かし
住みよい環境をつくりましょう
豊かな心を養い
文化の向上につとめましょう
︿昭和 年 月３日制定﹀

11

〜市の花・市の木〜

人

行

権

政

相

相

男
女

：16,424 人（− 21）
：17,600 人（＋ 21）
合 計：34,024 人（± 0）
世帯数：15,241 世帯（＋ 19）
※令和元年 5 月末現在（）内は前月比
※数値は外国人住民を含みます

防災行政無線が聞き取りにくいときは
テレフォンサービスをご利用ください！

☎０１２０−４４５−０４０
（フリーダイヤル）

令和元年７月

き

ところ・問い合わせ先

談

7 月 11 日（木）
8 月 8 日（木）

老人福祉センター ( 浜の里 )
13：00 〜 16：00 （問）鳥取地方法務局米子支局
☎２２−６１６１

談

7 月 12 日（金）
8 月 9 日（金）

老人福祉センター ( 浜の里 )
（問）鳥取行政監視
13：30 〜 15：30
行政相談センター
☎０８５７−２４−５５４１

7 月 12 日（金）
8 月 9 日（金）

13：30 〜 15：30

心配ごと相談
法

律

相

談

7 月 5 日（金）
7 月 19 日（金）
8 月 2 日（金）

福

祉

相

談

随時相談受付

法 律 相 談
（相続・遺言、
不動産、多重
債務問題など）

老人福祉センター ( 浜の里 )
（問）社会福祉協議会
13：30 〜 15：30
☎４５−６１１６
※法律相談は予約が必
要です（初回優先）
8：30 〜 17：00

7 月 26 日（金）

米子コンベンションセンター
（問）鳥取県司法書士会
18：00 〜 20：00
☎０８５７−２４−７０２４
※前日までに要予約

多重債務・法律
相 談 会

7 月 18 日（木）

米子コンベンションセンター
（問）市消費生活相談室
13：30 〜 15：00
☎４７−１１０６
※申し込みが必要です

相続・遺言相談

7 月 9 日（火）
8 月 6 日（火）

老人福祉センター ( 浜の里 )
10：30 〜 12：30 （問）鳥取県行政書士会
☎０８５７−２４−２７４４

家庭児童相談

月〜金曜日

青少年相談

月〜金曜日

こころの相談
カウンセリング

7 月 22 日（月）

くろまつ

−境港市の人口−
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幼児・70 歳以上無料

く ら し の 相 談 日 （祝日は除く）

45

きく

大人 400 円
海とくらし 9：30 〜 海とくらしの史料館
小中高生
100 円
17：00
※
の史料館
☎ 44 ー 2000

※最終入館 16：30

境港市文化振興財団ホームページアドレス
http://sakaiminato-bunka.jp

市 民 憲 章

境港市文化振興財団
無 料
☎ 44 − 1000
（飲み物は有料）

Ｄ

Ｖ

相

談

年金ダイヤル

8：30 〜 17：15

子育て支援課
☎４７−１０７７

青少年育成センター
☎４７−５０１０
健康推進課
14：00 〜 16：00
☎４７−１０４３
※予約制
8：30 〜 17：00

◇心と女性の相談担当 ☎３１−９３０４
受付時間：月〜金曜日 8：30 〜 17：15 ※緊急の場合にも対応
◇夜間休日電話相談窓口 ☎０８５８−２６−９８０７
受付時間：夜間（毎日 17：15 〜 8：30）、土日祝（8：30 〜 17：15）
ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
☎０５７０−０５−１１６５
（月曜日 8：30 〜 19：00、火〜金曜日 8：30 〜 17：15、
第２土曜日 9：30 〜 16：00）
予約受付専用電話（来訪相談のご予約）
☎０５７０−０５−４８９０ （月〜金曜日 8：30 〜 17：15）

お さ か な レ シ ピ
市報

さかいみなと

水産商工課☎ 47 − 1055

FAX

38

44 − 7957

メイタガレイの南蛮漬け

7

「中野港漁村市」も始まってから７年目、美保湾で獲れる
新鮮な魚介類を求めて県内外から多くの人が来られるように
なりました。漁師さんたちと直接調理方法などの会話しなが
らの販売スタイルは人気です。５月ギンザケ、
６月キジハタ、
７月イワガキ、９月ベニガニなど、主役となる食材は毎回変
わりますが、定番の脇を固める食材も大変美味しく、人気が
あります。
メイタガレイもその一つ、レンコダイ、メバル、トビウオ、
デンボなどと共に、ぜひ、メイタガレイを使ったこの逸品料
理、ご家庭でチャレンジしてみてください。

□作り方
①

にんじんは細切り、玉ねぎとピーマンは輪切りにし、
切ったものを皿などに薄く並べる。
② メイタガレイは白い身を上にし、頭をとる。包丁で
身を押さえ、反対の手で皮を剥いだあと、内臓をとる。
水気をふき取って小麦粉をまぶす。
③ １７０〜１８０℃に熱した油で 4 〜 5 分かけて、こ
んがり揚げる。
④ 揚げたメイタガレイの油をきり、合わせ酢を入れた
ボウルに加え、上下を返しながら味をなじませる。
⑤ １の皿に④のメイタガレイと合わせ酢を加える。
しばらく置くと味がなじみ、よりおいしくなります。

□材料（２人前）
◇メイタガレイ
◇小麦粉
◇揚げ油
◇にんじん
◇玉ねぎ
◇ピーマン
◇合わせ酢

今月のげんきちゃん
主に６カ月健診で取材しています。このコーナーに掲載を希望される
人は、取材職員にお声かけください。また、直接の受け付けも行ってい
ますので、地域振興課までご連絡ください。

４枚
適量
適量
１／８本
１／４個
１／２個
１カップ

みんな 元気いっぱい
すくすく育ってね☆

□編集・発行 境港市総務部地域振興課
〒 684-8501 鳥取県境港市上道町 3000 ☎ 0859 ‐ 47 ‐ 1010
□発行日 ７月１日 ※次回発行は８月１日

ち ひろ

網川 奏大 ちゃん（H30.9.14 生）と
お母さんの

真知子 さん（上道町）

≪お子さんへのメッセージ≫

いつもニコニコ、元気で大きくなってね！

小原 鈴音 ちゃん（H30.10.3 生）と
お母さんの

舞姫 さん（誠道町）

≪お子さんへのメッセージ≫

本田 千紘 ちゃん（H30.10.3 生）と
お母さんの

≪お子さんへのメッセージ≫

元気に大きくなってね。

元気よく育ってね！

市役所へのお問い合わせは…
市役所のどこへ問い合わせたらよいかわからない場合、
お気軽に右記の連絡先にご連絡ください。
ご用件をお伺いし、担当部署へおつなぎします。

夏海 さん（竹内町）

代表電話番号

☎０８５９−４４−２１１１
代表ファクシミリ番号
FAX ０８５９−４４−３００１

