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人　の　動　き

　　平成29年11月１日現在　 (前月比)

　　世帯数　2 ,  7 4 8 世帯（＋11 世帯)

　　人　口　7 ,  3 0 1 人 （＋12 人 )

　　　男   　3 ,  4 3 1 人 （＋14 人 )

　　　女   　3 ,  8 7 0 人 （－12 人 )

お誕生おめでとう（10月届出分）

ところ　  な　ま　え　   　保護者　  誕生日

　　　　　　　　　　　　雄　也さん
中　町　西川　瑚春ちゃん　　　　　　10/27
　　　　　　　　　　　　彩　花さん

ごめい福をお祈りします（10月中）

奈　　留　　古　谷　　武　　さん　９１歳

緑 ケ 丘　　寺　谷　隼　雄　さん　７３歳

中　　原　　葉　狩　芳　江　さん　８８歳

奈　　留　　小　林　よし子　さん１０４歳

口 波 多　　西　村　好　子　さん　８６歳

新　　見　　河　村　達　雄　さん　６８歳

新　　見　　西　尾　梅　代　さん　９９歳

（掲載許可をいただいた場合のみ）

生活習慣病教室
ほのぼの  正午～午後１時
物忘れ相談  ほのぼの
午前９時～11時30分
心配ごと相談  ほのぼの
午前10時～11時
行政相談委員・人権擁護委
員特設相談  総合センター
午前９時～11時30分

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
心配ごと相談  富沢公民館
午後１時30分～２時30分

平成30年度
保育園入園申請受付  
ちづ保育園多目的室
午前10時～午後６時30分
（５日まで）

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
心配ごと相談 山形公民館
午前10時～11時

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
乳児健診　ほのぼの
午後１時～１時30分受付
介護者家族の会　
総合センター
午後１時30分～３時

午前10時～午後３時
ノーメディアデー
補足健診  総合センター
午前８時30分～
　　10時30分受付
生活習慣病教室
ほのぼの
正午～午後１時

固定資産税（３期）
国民健康保険税
（6期）納期限
消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時

ハローワーク鳥取
出張職業相談会
総合センター
午後２時～４時
生活習慣病教室
ほのぼの  正午～午後１時

生活習慣病教室
ほのぼの
正午～午後１時

＊
日
程
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（通常700円）

湯～とぴあ黄金泉（AM10：00～PM９：00）
　 ☎０８６８ー７９ー２３３４　第２火曜日休館   

きりとり線きりとり線

きりとり線

黄金泉入浴割引券

5 0 0 円
平成30年３月末まで有効（ご同伴可）

（通常700円）

黄金泉入浴割引券

5 0 0 円
平成30年３月末まで有効（ご同伴可）

木（thu）              　 金（fri）             　　  土（sat）              　 日（sun） 

心配ごと相談　山郷公民館
午後１時～２時
図書館ワークショップ
総合センター　大集会室
午後１時～４時

心配ごと相談　那岐公民館
午後１時～２時
百人委員会企画提案会
（大人の部）総合センター
午後６時30分～
あたまイキイキ音読教室　
総合センター
午前10時30分～11時30分

百人委員会企画提案会
（学生の部）総合センター
午後３時30分～

心配ごと相談　土師公民館
午前９時30分～10時30分

火葬場休場日
いのちの授業
ひだまりホール
午前11時～正午
クリスマスおはなし会　
総合センター
午前10時～11時

午前11時～正午
とっとり若者サポートステー
ション出張相談会
総合センター 午後１時～４時
交通安全にみんなで
　　　　　参加する日

ほのぼの広場  ほのぼの
午後１時30分～３時
行政書士無料相談会
総合センター相談室
午前10時～正午
心配ごと相談　総合センター
午後２時～３時

役場、総合センター、図書館、
総合案内所(観光協会)、病院
年末年始休業（１月３日まで）

すぎっ子バス運休
（１月３日まで）
※１月４日から通常運行

おはなし会　総合センター
午前10時30分～11時

まちづくり　　　　  カレンダー  1２月（December)

こはる

天皇誕生日

交通安全にみんなで
　　　　　参加する日
離乳食講習会　ほのぼの
午後１時～１時30分受付
「おせっかいのまちづくり」宣言日

「まちづくりカレンダー11月」
訂正のお詫び

　11月20日の欄に「平成30年度保育園入園申

請受付」を記載しましたが、正しくは、12月

４日・５日でした。

　お詫びして訂正します。

月（mon）          火（tue）          水（wed） 

５ 10８７

131211 161514

2421 22 23
クリスマス会
山形第一地区公民館
午前９時
軽トラ朝市

１

28 29

18 20

30 31

４ ９

２ ３

６

19

27

　　　

　１月２４日（日）から３０日（土）は全国学校給食週間です。こ

の期間に智頭町学校給食展を開催します。ぜひお越しください。

会　場　保健センターほのぼの　

内　容　標語展示（小・中学生の学校給食に関するもの）

講演・試食会（先着１００人無料：１月３０日午前１０時受付）

【問合せ先】学校給食センター　米本　☎７５－０５８１

17

2625

結核・肺がん検診
（山郷・智頭地区）
午前９時～午後２時10分

新山郷村テント市  
福原PA(雨天：R373
やまさと)
午前11時～午後２時
ちのりんショップ
午前10時～午後0時30分

すぎっ子楽市
智頭宿特産村
午前10時～午後３時

交通安全にみんなで
　　　　　参加する日

３歳児健康診査
ほのぼの
午後１時～１時30分受付

子育て講座　ほのぼの
午前９時～11時

１歳６か月児健康診査
ほのぼの
午後１時～１時30分受付
２歳児歯科健康診査
午後0時50分～1時10分受付
ほのぼの

石谷家住宅 12月の展示案内

☎ 7 5 － 3 5 0 0

会期：12/2 (土)～1/15 (月）

「智頭ゆかりの文化人（書画・工芸）」
（１号蔵・３号蔵）

１２月～３月は水曜日が休館日

年末年始休業

１２月２７日（水）～１月３日（水）

特設人権・行政相談
総合センター
午前９時～11時30分

年金相談会
総合センター

総合案内所(観光協会)
仕事納め

役場、総合センター、
病院仕事納め

問合せ先　　智頭サービス商店会　　☎７５－０５３７

　セールの内容は、毎月１５日は「いい子いい子Day」として、
すぎっこカードポイント５倍プレゼント（加盟店のみ）。
さらに出生数が一月につき１人増えるごとに１倍ずつ増えます。
　　　（15日が日曜日の場合は翌日）

智頭町に産まれてくれてありがとう！祝福セール！！

毎月１５日はかわらまち商店街へ

1人誕生おめでとう！

智頭町に産まれてくれてありがと

いい子
　いい子
　　Day

今月は６倍

　本町では、民間の特定建築物のバリアフリー

化を支援するため、整備に要する費用の一部を

補助する制度を創設しました。

　智頭町のHPにも掲載しています。詳細等に

つきましては、下記までお気軽にご相談下さい。

司法書士による「無料法律相談会」
　鳥取県司法書士会では下記のとおり
相談会を開催しますので、気軽に利用
ください。
日時　１２月１９日（火）
午後　午後４時～６時＊要予約
場所　鳥取県立図書館　２階小研修室
内容　相続／不動産／会社・法人登記
　　　／成年後見／多重債務　等

問合せ先　鳥取県司法書士会
　　　　　　　☎０８５７－２４－７０２４

ツキノワグマの出没について
　ツキノワグマが活動する時期となってきました。
　今年度も人の生活圏域での目撃情報がありますので、くれぐれもご注
意ください。ツキノワグマは警戒心が強く、人間を避けて行動するため、
山などに入る場合は鈴やラジオを鳴らすなどの対策をして、突然の遭遇
を避けるようお願いします。
　ツキノワグマを目撃した場合、役場または警察にご連絡ください。

問合せ先　山村再生課　井上　☎７５－３１１７

いい子いい子Day

 ６倍

いのちの授業
ひだまりホール

心配ごと相談  ほのぼの
午前10時～11時

智頭町福祉のまちづくり
推進事業補助制度について

　民間の特定建築物のバリアフリー化

を支援するため、整備に要する費用の

一部を補助する制度を創設しました。

智頭町のHPにも掲載しています。詳

細等につきましては、下記までお気軽

にご相談ください。

問合せ先　地域整備課　☎７５－４１１3

広報た4下12月号.indd   20 2017/11/16   11:31:46



21 広報ちづ　No. 789

人　の　動　き

　　平成29年11月１日現在　 (前月比)

　　世帯数　2 ,  7 4 8 世帯（＋11 世帯)

　　人　口　7 ,  3 0 1 人 （＋12 人 )

　　　男   　3 ,  4 3 1 人 （＋14 人 )

　　　女   　3 ,  8 7 0 人 （－12 人 )

お誕生おめでとう（10月届出分）

ところ　  な　ま　え　   　保護者　  誕生日

　　　　　　　　　　　　雄　也さん
中　町　西川　瑚春ちゃん　　　　　　10/27
　　　　　　　　　　　　彩　花さん

ごめい福をお祈りします（10月中）

奈　　留　　古　谷　　武　　さん　９１歳

緑 ケ 丘　　寺　谷　隼　雄　さん　７３歳

中　　原　　葉　狩　芳　江　さん　８８歳

奈　　留　　小　林　よし子　さん１０４歳

口 波 多　　西　村　好　子　さん　８６歳

新　　見　　河　村　達　雄　さん　６８歳

新　　見　　西　尾　梅　代　さん　９９歳

（掲載許可をいただいた場合のみ）

生活習慣病教室
ほのぼの  正午～午後１時
物忘れ相談  ほのぼの
午前９時～11時30分
心配ごと相談  ほのぼの
午前10時～11時
行政相談委員・人権擁護委
員特設相談  総合センター
午前９時～11時30分

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
心配ごと相談  富沢公民館
午後１時30分～２時30分

平成30年度
保育園入園申請受付  
ちづ保育園多目的室
午前10時～午後６時30分
（５日まで）

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
心配ごと相談 山形公民館
午前10時～11時

消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時
乳児健診　ほのぼの
午後１時～１時30分受付
介護者家族の会　
総合センター
午後１時30分～３時

午前10時～午後３時
ノーメディアデー
補足健診  総合センター
午前８時30分～
　　10時30分受付
生活習慣病教室
ほのぼの
正午～午後１時

固定資産税（３期）
国民健康保険税
（6期）納期限
消費生活相談室
総合センター
午前９時～午後４時

ハローワーク鳥取
出張職業相談会
総合センター
午後２時～４時
生活習慣病教室
ほのぼの  正午～午後１時

生活習慣病教室
ほのぼの
正午～午後１時

＊
日
程
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（通常700円）

湯～とぴあ黄金泉（AM10：00～PM９：00）
　 ☎０８６８ー７９ー２３３４　第２火曜日休館   

きりとり線きりとり線

きりとり線

黄金泉入浴割引券

5 0 0 円
平成30年３月末まで有効（ご同伴可）

（通常700円）

黄金泉入浴割引券

5 0 0 円
平成30年３月末まで有効（ご同伴可）

木（thu）              　 金（fri）             　　  土（sat）              　 日（sun） 

心配ごと相談　山郷公民館
午後１時～２時
図書館ワークショップ
総合センター　大集会室
午後１時～４時

心配ごと相談　那岐公民館
午後１時～２時
百人委員会企画提案会
（大人の部）総合センター
午後６時30分～
あたまイキイキ音読教室　
総合センター
午前10時30分～11時30分

百人委員会企画提案会
（学生の部）総合センター
午後３時30分～

心配ごと相談　土師公民館
午前９時30分～10時30分

火葬場休場日
いのちの授業
ひだまりホール
午前11時～正午
クリスマスおはなし会　
総合センター
午前10時～11時

午前11時～正午
とっとり若者サポートステー
ション出張相談会
総合センター 午後１時～４時
交通安全にみんなで
　　　　　参加する日

ほのぼの広場  ほのぼの
午後１時30分～３時
行政書士無料相談会
総合センター相談室
午前10時～正午
心配ごと相談　総合センター
午後２時～３時

役場、総合センター、図書館、
総合案内所(観光協会)、病院
年末年始休業（１月３日まで）

すぎっ子バス運休
（１月３日まで）
※１月４日から通常運行

おはなし会　総合センター
午前10時30分～11時

まちづくり　　　　  カレンダー  1２月（December)

こはる

天皇誕生日

交通安全にみんなで
　　　　　参加する日
離乳食講習会　ほのぼの
午後１時～１時30分受付
「おせっかいのまちづくり」宣言日

「まちづくりカレンダー11月」
訂正のお詫び

　11月20日の欄に「平成30年度保育園入園申

請受付」を記載しましたが、正しくは、12月

４日・５日でした。

　お詫びして訂正します。

月（mon）          火（tue）          水（wed） 

５ 10８７

131211 161514

2421 22 23
クリスマス会
山形第一地区公民館
午前９時
軽トラ朝市

１

28 29

18 20

30 31

４ ９

２ ３

６

19

27

　　　

　１月２４日（日）から３０日（土）は全国学校給食週間です。こ

の期間に智頭町学校給食展を開催します。ぜひお越しください。

会　場　保健センターほのぼの　

内　容　標語展示（小・中学生の学校給食に関するもの）

講演・試食会（先着１００人無料：１月３０日午前１０時受付）

【問合せ先】学校給食センター　米本　☎７５－０５８１

17

2625

結核・肺がん検診
（山郷・智頭地区）
午前９時～午後２時10分

新山郷村テント市  
福原PA(雨天：R373
やまさと)
午前11時～午後２時
ちのりんショップ
午前10時～午後0時30分

すぎっ子楽市
智頭宿特産村
午前10時～午後３時

交通安全にみんなで
　　　　　参加する日

３歳児健康診査
ほのぼの
午後１時～１時30分受付

子育て講座　ほのぼの
午前９時～11時

１歳６か月児健康診査
ほのぼの
午後１時～１時30分受付
２歳児歯科健康診査
午後0時50分～1時10分受付
ほのぼの

石谷家住宅 12月の展示案内

☎ 7 5 － 3 5 0 0

会期：12/2 (土)～1/15 (月）

「智頭ゆかりの文化人（書画・工芸）」
（１号蔵・３号蔵）

１２月～３月は水曜日が休館日

年末年始休業

１２月２７日（水）～１月３日（水）

特設人権・行政相談
総合センター
午前９時～11時30分

年金相談会
総合センター

総合案内所(観光協会)
仕事納め

役場、総合センター、
病院仕事納め

問合せ先　　智頭サービス商店会　　☎７５－０５３７

　セールの内容は、毎月１５日は「いい子いい子Day」として、
すぎっこカードポイント５倍プレゼント（加盟店のみ）。
さらに出生数が一月につき１人増えるごとに１倍ずつ増えます。
　　　（15日が日曜日の場合は翌日）

智頭町に産まれてくれてありがとう！祝福セール！！

毎月１５日はかわらまち商店街へ

1人誕生おめでとう！いい子
　いい子
　　Day

今月は６倍

　本町では、民間の特定建築物のバリアフリー

化を支援するため、整備に要する費用の一部を

補助する制度を創設しました。

　智頭町のHPにも掲載しています。詳細等に

つきましては、下記までお気軽にご相談下さい。

司法書士による「無料法律相談会」
　鳥取県司法書士会では下記のとおり
相談会を開催しますので、気軽に利用
ください。
日時　１２月１９日（火）
午後　午後４時～６時＊要予約
場所　鳥取県立図書館　２階小研修室
内容　相続／不動産／会社・法人登記
　　　／成年後見／多重債務　等

問合せ先　鳥取県司法書士会
　　　　　　　☎０８５７－２４－７０２４

ツキノワグマの出没について
　ツキノワグマが活動する時期となってきました。
　今年度も人の生活圏域での目撃情報がありますので、くれぐれもご注
意ください。ツキノワグマは警戒心が強く、人間を避けて行動するため、
山などに入る場合は鈴やラジオを鳴らすなどの対策をして、突然の遭遇
を避けるようお願いします。
　ツキノワグマを目撃した場合、役場または警察にご連絡ください。

問合せ先　山村再生課　井上　☎７５－３１１７

いい子いい子Day

 ６倍

いのちの授業
ひだまりホール

心配ごと相談  ほのぼの
午前10時～11時

智頭町福祉のまちづくり
推進事業補助制度について

　民間の特定建築物のバリアフリー化

を支援するため、整備に要する費用の

一部を補助する制度を創設しました。

智頭町のHPにも掲載しています。詳

細等につきましては、下記までお気軽

にご相談ください。

問合せ先　地域整備課　☎７５－４１１3
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