
＼成人式の案内状を送付します／
　成人式の案内状を、12月中旬までに郵送する予定です。
平成31年米子市成人式
【と き】平成31年１月３日（木）　午後２時～３時30分
【ところ】米子コンベンションセンター　多目的ホール
【対 象】平成10年４月２日から平成11年４月１日までに

生まれた方（平成30年11月１日現在、米子市に
住民登録のある方）

【届出が必要な方】
平成30年11月２日以後の転入者や、市外在住の米子市出
身で出席を希望される方は電話かＥメールで、12月14日
までに生涯学習課へお申し込みください。お申し込みの際
は、案内状の郵送を希望される住所（実家の場合は世帯主も）、
氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号をお知らせください。
※ 12月中旬になっても案内状が届かない場合はお問い合わ
せください。当日は会場周辺が大変混雑しますので、時
間に余裕を持ってお越しください。

【問合せ】生涯学習課（☎２３－５４４２、E メール：
shogaku@city.yonago.lg.jp）

＼二胡の伸びやかな音をお楽しみください／
　東方来夢（二

に こ

胡／安岡裕子さん、ピアノ／坂本嘉代子さん、
箏
こと

／深沢千年生さん）によるコンサートです。「東方から広が
る夢」と題して「シルクロード」「蘇州夜曲」などを演奏します。
米子市公会堂虹のひろば25回公演
二胡・ピアノ・箏 トリオコンサート
【と き】11月15日（木）午後２時～（午後１時30分開場）
【ところ】米子市公会堂ホワイエ
【チケット】一般500円、高校生以下無料
【プレイガイド】米子市公会堂、米子市文化ホールほか
【問合せ】米子市公会堂（☎２２－３２３６）

＼秋の夜長にスタンダードジャズを／
　地域で活動を続けているジャズバンド「ジェントルソー
ス」のコンサートを開催します。併せて、「クリエイターズ
エキシビション」と題し、デジタルハリウッド STUDIO米
子の作品展示を行ないます。
ビッグシップ　ナイトクルージングコンサート
～ジェントルソース　ジャズナイト～
【と き】11月27日（火）午後７時～（午後６時15分開場）
【ところ】米子コンベンションセンター　多目的ホール

ホワイエ
【チケット】700円（１ドリンク＆フード付）
【問合せ】米子コンベンションセンター（☎３５－８１１１）

＼街のクリエーター・アーティストが大集合！／
　ハンドメイド作品の展示販売やワークショップ、大人か
ら子どもまで楽しめるダンス・音楽のステージや、スイーツ・
飲食ブースもあります。入場無料です。ぜひご来館ください。
ビッグシップ航海デー
【と き】12月２日（日）午前10時～午後３時
【ところ】米子コンベンションセンター　多目的ホール
【問合せ】米子コンベンションセンター（☎３５－８１１１）



＼約１万7000球のLEDが煌
きら

めきます／
　今年も文化ホール前の「白鳥のオブジェ」や街路樹にイル
ミネーションが点灯します。点灯スタートの瞬間を、ステ
キな歌声に合わせてお楽しみください。
Yonago ファンタジア点灯式
【と き】11月30日（金）午後５時～（観覧料無料）
【ところ】米子市文化ホール　多目的広場
【出 演】米子北斗中学校・高等学校音楽部、

鳥取県立米子東高等学校合唱部
※イルミネーション点灯期間は11月30日（金）～平成31年
１月31日（木）、期間中は午後5時から10時30分まで点灯。

【問合せ】米子市文化ホール（☎３５－４１７１）

＼出会い・ふれあい・学びあい／
　市内29か所の公民館の皆さんが手掛けた作品や舞台発表
等、練習成果の発表の場として、また、各公民館の活動を知っ
ていただく場として、「ふれあい発表会」を開催します。
公民館ふれあい発表会
【ところ】米子市文化ホール

作品展示（展示室）
12月８日（土） 午前10時～午後５時
12月９日（日） 午前10時～午後３時

舞台発表
（メインホール） 12月８日（土） 正午～午後３時30分

【問合せ】生涯学習課（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８）

＼皆生温泉のライトアップ　灯
とうろう

篭の数が２倍に！／
　「皆生温泉・四条通り」を大小の紋様灯篭の優しい明かり
で彩ります。灯篭の数も夏のライトアップから２倍に！期
間中、郷土芸能などのイベントも開催します。会場でアン
ケートにお答えいただいた方には「皆生温泉入浴割引優待
券」をプレゼント。「米子城跡ライトアップ秋の陣」（10ペー
ジ参照）とあわせて米子の秋の夜をお楽しみください。
皆生温泉・四条通り　紋

もんよう

様灯
とうろう

篭
【と き】11月３日（土・祝）～18日（日）

点灯：午後６時から10時まで
【ところ】皆生温泉・四条通り（米子市観光センターが目印）
【主 催】皆生温泉街歩き魅力増進事業実行委員会
【問合せ】観光課（☎２３－５２１１、 ２３－５５９８）

＼人
にんぎょうじょうるり

形浄瑠璃を山陰歴史館で／
　明治初期、鳥取県智頭町新田地方に毎年巡業に来ていた
「淡路人形浄瑠璃芝居」を基に「この地に平和な娯楽を」と始
められた民俗芸能である「新田人形浄瑠璃芝居相生文楽」を
米子市指定文化財である米子市立山陰歴史館で上演します。
第７回 米子歴史絵巻　新

しんでん

田人
にんぎょう

形浄
じ ょ う る り

瑠璃芝
し ば い

居相
あいおい

生文
ぶんらく

楽
【と き】12月１日（土）午後１時30分～（午後 1時開場）

定員100人、観覧料無料（要整理券）
※整理券は山陰歴史館、文化ホール、文化振興課
で11月２日（金）午前９時30分から配布します。

【ところ】米子市立山陰歴史館
【出 演】新田人形浄瑠璃芝居相生文楽（鳥取県智頭町新田）
【問合せ】米子市立山陰歴史館（☎２２－７１６１）

画像提供：鳥取県



＼ブロック塀の撤去・改修を助成します！／
　不特定の者が通行する道路沿いに面し、安全対策が必要
なブロック塀の撤去およびフェンス等への改修に係る工事
費用を次の金額を上限とし、助成します。
【撤 去】１mあたり9,000円×２/3 または15万円または

工事費用の2/3のうち低い額
【改 修】1mあたり25,000円× 1/3または10万円または

工事費用の１/3のうち低い額
※補助金の申込みは必ず工事（契約）前に行なってください。
【対象となるブロック塀】
以下の①～③をすべて満たすものが対象となります。
①米子市内にあり、不特定の者が通行する道路に面する民
間所有のブロック塀の内、右図に示す点検表により、安
全対策が必要と認められるもの
②高さが 60cm以上のもの
③補助を受けて撤去したブロック塀の範囲に新設するフェ
ンス、生垣等への改修

【募集件数】40件程度（予算の範囲内で対応します。）
抽選となる可能性があります。

【募集期間】11月１日（木）～ 30日（金）
※申請にあたっては、事前にご相談ください。
※申請書類などは建築相談課にあります。米子市ホームペー
ジでもご確認いただけます。

【問合せ】建築相談課（☎２３－５２３６、 ２３－５３９４）

適合 不適合

１．高さ 2.2m以下 はい いいえ

高さ2mを超える塀で15cm未満 いいえ はい

高さ2m以下で10cm未満 いいえ はい

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅
角部には縦それぞれ9mm以上の鉄筋
が入っている

はい いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm
以内で入っている

はい いいえ

４．控壁
(高さが1.2mを
超える塀の場合)

3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁
が塀の高さの1/5以上突出してある

はい いいえ

５．基礎 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm
以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい いいえ

６．傾き、
ひび割れ

全体的に傾いている、又は1mm以上
のひび割れがある

いいえ はい

７．ぐらつき 人の力で簡単にぐらつく いいえ はい

８．その他
塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石
積み擁壁等の上にある

いいえ はい

評価

確認項目 確認内容 補助対象 補助対象外

位置確認 不特定の者が通行する道路に面したもの はい いいえ

高さ確認 0.6m以上 はい いいえ

【補強コンクリート塀の点検表】
（鉄筋が入ってない場合は組積造の塀の点検表を使用）

点検項目 点検内容
点検結果

8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀
の安全対策が必要

　補助金対象確認

２．壁の厚さ

３．鉄筋

適合 不適合

１．高さ 1.2mを超えている いいえ はい

２．壁の厚さ 各部分の厚さがその部分から壁頂まで
の垂直距離の1/10以上ある

はい いいえ

３．控壁

4m以内ごとに、壁面からその部分に
おける壁の厚さの1.5倍以上突出して
いる、又は壁の厚さが必要寸法の1.5
倍以上ある

はい いいえ

４．基礎 根入れ深さが20cm以上ある はい いいえ

５．傾き、
ひび割れ

全体的に傾いている、又は1mm以上
のひび割れがある いいえ はい

６．ぐらつき 人の力で簡単にぐらつく いいえ はい

７．その他 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石
積み擁壁等の上にある いいえ はい

評価

確認項目 確認内容 補助対象 補助対象外

位置確認 不特定の者が通行する道路に面したもの はい いいえ

高さ確認 0.6m以上 はい いいえ

　補助金対象確認

【組積造の塀の点検表】

点検項目 点検内容
点検結果

7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要

平成30年６月18日に発生した大阪府を震源とする地震に
おいては、倒壊したブロック塀の下敷きになり、2人の尊
い命が奪われました。過去にも大規模な地震により、ブロッ
ク塀の倒壊によって死傷者が出たり、避難や救助活動の妨
げとなる事態が多数発生しています。所有のブロック塀の
安全性をご確認いただき、安全対策が必要であれば、撤去
や改修をご検討ください。

＼再び世界一を獲るための大事な強化試合！／
　なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）国際親善試合
が開催されます。日本代表の試合を鳥取で観戦できるチャ
ンスです。※入場有料。くわしくは鳥取県サッカー協会に
お問い合わせください。
なでしこジャパン国際親善試合開催
【と き】11月11日（日）午後 2時キックオフ
【ところ】鳥取市営サッカー場バードスタジアム
【対戦相手】ノルウェー女子代表
【問合せ】鳥取県サッカー協会（☎０８５７－５１－７６００、

０８５７-５１-７６０３）




