
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

私たち一人一人の力は小さいけれど、みんなの力が一つになれば、大きな大きな力となって、
この問題が乗り越えられるはずです。<県民メッセージ抜粋>

市からのお知らせ
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　物や環境などのバリアフリー化に加え、近年
は誰もが利用しやすいよう、最初からデザイン
するユニバーサルデザインの考え方を取り入れ
た物（環境）づくりが進んでいます。
　しかし一人ひとりの理解や心づかいがなけれ
ば、誰もが安心して暮らせる地域社会とは言え
ません。みんなで「心のバリアフリー」をひろげ
ましょう。

「心のバリアフリー」って ?
　「心のバリアフリー」は、さまざまな心身の
特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理
解を深めようとコミュニケーションをとり、支
え合うことです。（ユニバーサルデザイン2020
行動計画）
　例えば、歩道や点字ブロックの上に自転車な
どを置かない、障がい者等用駐車スペースに必
要のない方は駐車しない、といったマナーが心
のバリアフリーにつながります。
　また、まわりに困っている人を見かけたら、
相手の方を思いやり、声かけをするなどの心づ
かいが大切です。
　障がい者や高齢者に対する正しい理解を深
め、一人ひとりがお互いに思いやり、サポート
し合うことが、みんなに優しい地域社会につな
がります。

人権（ヒューマンライツ）について考えます

ヒューマンライツ
～みんながしあわせな社会をめざして～

問 人権政策課（☎ 23－5415 37－3184）

心のバリアフリー
～思いやりと助け合い～

「子どもラムサールクラブ」活動に表彰

　米子水鳥公園で平成11年から行われている「子どもラム
サールクラブ」活動の功績が認められ、公園を運営する中海
水鳥国際交流基金財団が鳥取県から表彰されました。
　クラブでは、小学生が毎月１回、米子水鳥公園に集まり、
さまざまな生き物を観察。目標は年間100種類以上の生き
物を観察することです。市は、今後もこの活動を応援して
いきます。
■問い合わせ
環境政策課（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

小学校のオープンスクール
　来春に、小学校に入学するお子さんと保護者に向けたオー
プンスクールを開催します。
■米子市小学校オープンスクール
お子さんが学校生活への期待を膨らませたり、保護者同
士や先生がつながったり、悩みや不安を相談したりする
機会となります。授業参観、学校ごっこ、保護者交流会
といったさまざまな体験プログラムを予定しています。

■と き
６月12日（土）～ 26日（土）の各日
※小学校により日程が異なります。市ホームページから
ご確認ください。

■ところ　
市内の各小学校
※住所地の校区の小学校で参加。校区については、お電
話でお問い合わせください。

■対 象　
来年４月から小学校に入学する子どもと保護者

■申込方法
申込必要。通っている保育園、幼稚園、認定こども園か
ら案内があります。

■問い合わせ
学校教育課（☎２３－５４３２、 ２３－５４１３）
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堂 作　「有本松太郎翁像」

　モデルの有本松太郎（1863－ 1941）は、眼前に弓ヶ浜、
秀峰大山の雄姿を仰ぎみる景勝地・皆生に魅了され、当時
としては画期的な温泉地を計画し、皆生温泉開発を実現し
た人物です。
　皆生のまちづくりに先見の明があった有本の功績を讃

たた

え
るため、ともに皆生温泉の開発に尽力した遠藤光徳ら有志
は、その頃すでにかなり高い評価を得て日本美術院展に連
続出品していた溝口町（現・伯耆町）出身の彫刻家・辻晉
堂（1910 － 1981）に肖像彫刻を依頼。1958年、日本海
を背景に皆生海岸の中心に、有本が愛して止まなかった街を
見つめるかのように設置されました。不言実行、不

ふ と う ふ く つ

撓不屈
の有本の風貌をよく捉え、生き様を投影した作品です。（石
膏
こう

原型作品は米子市美術館所蔵）
　今年は「海に湯が湧く米子の皆生」が開発され 101周年
に当たります。毎年、皆生ではこの作品の前で「有本祭」を
行い、有本への感謝と皆生の繁栄を祈願されています。

米子市美術館　副館長兼統括学芸員　青戸貴子

将来のため年金の納付を忘れずに
　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、
現役世代みんなで支える制度です。20～60歳の方が保険料
を納めます。
■国民年金の種類
▶老齢基礎年金
受給資格を満たす人が原則65歳になったとき受け取れ
る年金

▶障害基礎年金
病気や事故で障がいが残ったときに受け取れる年金

▶遺族基礎年金
加入者が死亡した場合、生計を維持されていた遺族の
方が受け取れる年金　※受け取れる要件があります。

■納付が困難な場合は申請を
▶学生納付特例制度
20歳以上の学生は、所得が一定額以下の場合、保険料
の納付が猶予されます。
※対象の学校
大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校（修業年限１年以上）

▶納付猶予制度
50歳未満の方で、本人や配偶者の方の所得が一定額以
下の場合、納付が猶予されます。

■問い合わせ
米子年金事務所
（☎３４－６１１１【音声案内②→②】、 ２２－４８４２）
生活年金課　
（☎２３－５１４２、 ２３－５３９１）

市職員の採用試験のスケジュール
■令和３年９月採用試験
▶大学卒業程度、就職氷河期世代対象
募集開始：４月上旬
１次試験：４月下旬～５月中旬（☆）
２次試験：６月上旬頃
３次試験：７月上旬頃

■令和４年３月採用試験
▶大学卒業程度、短大卒業程度
募集開始：５月上旬
１次試験：６月上旬～６月中旬（大学卒業程度のみ☆）
２次試験：７月上旬～中旬頃
３次試験：８月上旬頃

▶民間企業等経験者対象
募集開始：７月中旬
１次試験：８月中旬～９月上旬（☆）
２次試験：９月下旬頃
３次試験：10月中旬頃

▶高校卒業程度、障がい者対象・特定業務職
募集開始：７月下旬
１次試験：９月中旬
２次試験：10月中旬頃
（☆）SPI テストセンターで SPI3 を受験
※募集職種、募集人数、応募資格などは市ホームページ
よりご確認ください。

■問い合わせ
職員課（☎２３－５３４４、 ２３－５３９０）
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山陰合同銀行（米子市役所派出所）
利用時間の変更

■利用時間　午前９時～11時30分、
午後０時30分～３時
（変更前）午前９時～午後３時

■変更日　４月１日（木）

市からのお知らせ市からのお知らせ

  長年スポーツの普及に尽くされた方や選手の育成強
化に努められた指導者、優秀な成績を収められた選手・
団体を表彰しました。受賞者の一部をご紹介します。
　紙面の都合上すべての方を掲載することができませ
んので、くわしくは市ホームページをご確認ください。
（順不同・敬称略）

■体育功労賞
［ソフトボール］葉

は だ

田　智
さとし

［剣道］石
いしはら

原　律
り つ こ

子
［卓球］岩

い わ た

田　敦
あ つ し

志
［テニス］中

な か い

井　大
ひろし

［野球］大
おおもり

森　麻
あさひろ

弘
［バスケットボール］陶

す や ま

山　俊
しゅんじ

二
［ボート］梶

かじたに

谷　正
た だ し

志

■優秀指導者賞
［ラグビー］松

ま つ だ

田　健
け ん じ

次
［野球］紙

かみもと

本　庸
のぶゆき

由
■スポーツ栄誉賞
［陸上］安

や す の

野　祐
ゆうへい

平
［水泳］三

み か み

上　紗
さ や か

也可 
■スポーツ特別賞
［ボート］中

な か い

井　風
ふ う か

桜、杉
すぎはら

原　春
は る な

菜
■スポーツ賞（個人）
［水泳］上

うえずぎ

杉　了
りょうい

以
［陸上］河

かわもと

本　和
か ず き

輝、富
とみなが

永　夏
か ほ

帆、高
たかはし

橋　峻
しゅんや

也
［ボート］江

え は ら

原　康
こうしん

心、實
さねちか

近　瑛
あ き と

努
［ライフル射撃］中

なかしま

島　凜
りん

［スキー］内
う ち だ

田　恵
めぐみ

問スポーツ振興課（☎２３－５４２６、 ２３－５４１４）

令和２年度　米子市体育協会スポーツ表彰

延期した令和３年米子市成人式は

10月10日（日）に開催

新型コロナウイルス感染症の影響により延期した、令
和３年米子市成人式を10月10日（日）開催します。
開始時間等の詳細については、決定後お知らせします。
■問い合わせ
生涯学習課（☎２３－５４４２、 ２３－５５６８）

生ごみ処理機・処理容器の購入を補助
　家庭用の生ごみ処理機や生ごみ処理容器の購入費の一部
を補助します。
■補助金額
①生ごみ処理機（電気式）
購入金額の３分の１（上限２万円）

②生ごみ処理容器（コンポスト・密閉式容器）
購入金額の３分の１（上限３千円）

※①・②とも100円未満は切り捨て。
■補助台数　
１世帯につき、①・②のいずれか１基

■申請期間　４月１日（木）～令和４年１月31日（月）
■注 意
▶購入前に申請が必要です。申請前に購入された場合は、
補助できません。

▶予算に達し次第終了します。
■問い合わせ　
クリーン推進課（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）

尚徳公民館が表彰されました

　尚徳公民館が国の第73回優良公民館表彰を受賞しました。
事業の内容や方法などに工夫をこらし、地域住民の学習活
動に大きく貢献している公民館が、文部科学大臣から表彰
されます。尚徳公民館では、子どもから大人まで参加でき
るよう、継続して活動に取り組んでいます。「尚徳和

なご

みのロー
ド」の花植えをきっかけに、地域の連携が一層進み、子ど
もを地域で育てるさまざまな活動につながりました。
■問い合わせ　
生涯学習課（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８）
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駅前周辺の自転車の駐輪は禁止

　自転車などの放置は、歩行者や障がい者の迷惑になりま
す。米子駅前地区の駐輪は、米子駅前地下駐輪場を利用し
てください。

■返還には手数料が必要
米子駅前に放置された自転車などは、撤去し米子駅前地
下駐輪場に保管します。返還には自転車1,600円、原動
機付自転車2,460円の撤去保管手数料が必要です。

■問い合わせ
建設企画課（☎２３－５２４３、 ２３－５３９６）

ＪＲ米子駅

バス乗り場
ホテル

ホテル

ホテル

だんだん
広　場

文化ホール

イオン
米子駅前店

ホテル

公
園

米子郵便局

駐輪禁止区域

米子駅前
地下駐輪場

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を補助
　市内で捕獲した飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術を
受けさせ、その費用を負担された方に、その手術費用の一
部を補助します。
■補助金額（１匹）
手術費用の 2分の 1（上限 1万円）
※予算がなくなり次第終了

■申込期間
4 月 1日（木）～ 令和４年２月28日（月）
※手術前に申請が必要。手術後の申請
は、対象外。

※令和３年度中に手術を受けさせ、実
績報告書の提出が必要。

■問い合わせ
環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

マイナポイントを受け取ろう
　３月末までにマイナンバーカードを申請した方は、９月
末までマイナポイントが受け取れます。
※４月以降の申請は、ポイントが受け取れません。
■マイナポイントとは
マイナンバーカードを使いマイナポイントを予約すると、
選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使える
ポイントがもらえます。2万円のチャージか買い物をす
ると、5,000円分のポイントがもらえます。

■相談場所
マイナポイント特設ブース（市役所本庁舎 1階）

　▶特設ブースでできること
マイナポイントの説明、マイナポイントの申込手続（当
日に手続きが完了しない場合あり）

▶開設時間（土、祝日、第３土曜日の翌日は休み）
月～金：午前８時30分～午後５時15分
日：午前９時～正午

■問い合わせ
▶マイナンバー総合フリーダイヤル（総務省）
（☎０１２０－９５－０１７８）
▶マイナポイントについて
総合政策課（☎３６－８７５０） 

▶マイナンバーカードについて
市民課（☎２１－７７６５）

合併処理浄化槽への付け替えを補助
　生活排水の処理を進めるため、令和８年度までの間、補
助を拡充しています。
■対象地域　
下水道の事業計画の区域外や区域内であっても当分の間
整備が見込まれない地域

■対象者
単独処理浄化槽やくみ取り槽などから、合併処理浄化槽
へ付け替える個人または法人　※新築は対象外

■補助限度額
▶５人槽　80万円
▶６～７人槽　100万円
▶８～ 50人槽　135万円
　※浄化槽本体と設置工事の費用が対象、配管は対象外。

■補助件数　年間100基（予算額に達し次第、締め切り）
■問い合わせ　
下水道営業課（☎３４－１３８７、 ３４－７５１５）
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　COOL CHOICE とは、CO2排出削減に貢献す
る製品の買い替え、サービスの利用、ライフスタ
イルの選択など、地球温暖化対策につながる「賢い
選択」をしようとする取り組みです。
　省エネ家電は約10年前のものと比べて、電力使
用量が削減されているため、CO2排出量を削減で
き、電気代も安くなります。
□冷蔵庫　　約43％削減→ 6,480円 / 年おトク
□エアコン　約４％削減 → 1,026円 / 年おトク
　また、買い替えるときは、省エネ性能を表示し
た「統一省エネルギーラベル」で 5つ星のついた製
品がおすすめです。
■問い合わせ　環境政策課

（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

環 境・ 家 庭 に 賢 い 選 択

C
ク ー ル

O O L C
チ ョ イ ス

H O I C E

市からのお知らせ

第１章‐100周年を祝う‐

▶出張なんでも鑑定団 in 皆生
温泉
▶宿泊キャンペーン＆インスタ
グラム投稿キャンペーン
▶皆生の未来の灯り体験イベン
ト

第２章‐これまでの100年に感
謝を込めて‐

▶100周年の歩み顕彰企画展・
オープニングセレモニー
▶地元感謝デー

第３章‐これからも愛され続け
る皆生温泉であるために‐

▶マリンフェスティバル
▶サイクルイベント
▶皆生温泉オリジナルグッズ開
発

ＫＡＩＫＥ1
イチマルイチ

01
―これまでの100年に感謝！皆と生きる101年目の挑戦―
昨年、開発100周年を迎えた皆生温泉。これを記念し、皆生温泉で行われる取り
組みから一部をご紹介します（計画が変更となる場合があります）。

米子人生大学が５月から開講
　米子人生大学は、どなたでも参加できる学習講座です。
お誘いあわせのうえご参加ください。
■と き　５月17日（月）午後１時30分～３時30分

※午後１時 30分～開講式、午後 2時～講演
■ところ　米子市文化ホール
■受講料（年間）　
1,000円（受講初日に支払い）

■申込期限　
５月10日（月）
※当日の申し込みも可能です。

■問い合わせ
生涯学習課（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８）

水道メーターの取り替えを開始
　水道の使用量をはかる水道メーターを取り替えます。皆
さんのご理解とご協力をお願いします。
■取替時期
５月～令和４年１月

■対象世帯　
約8,800世帯を予定

※取り替える世帯には事前にお知らせします。
※取り替え作業は、米子市水道局が委託した水道工事事業
者が行います。

※この作業により費用を請求することはありません。
■問い合わせ　
米子市水道局給水課（☎３２－６１１５、 ３５－６８６６）

役立つ情報満載！母子手帳アプリ
　米子市と（株）エムティーアイ
が連携して母子手帳アプリ「母子
モ」を「すくすく！よなごっち」
として配信中です。育児に役立つ
情報や緊急時のお知らせを受け取
ることができるので、妊娠中の方、
小さいお子さんがいらっしゃる方
はぜひご登録ください。
■主な機能
電子母子手帳機能、予防接種ス
ケジューラー機能、地域子育て
情報の発信機能

■アプリのダウンロード方法
▶AppStoreまたはGooglePlayで「母
子モ」と検索しインストール。

▶次のQRコードを読み取る。
■問い合わせ
　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）
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　生後91日以上の犬を飼っている方は、指定動物病院か集
合注射会場で、狂犬病の予防注射を受けさせてください。
予防接種と一緒に犬の登録手続きもできます。
■持参するもの
犬の登録証、通知ハガキ、料金3,100円（注射済票交付
手数料550円＋注射料金2,550円）
※犬の登録を併せて行う方は料金 6,100 円のみ持参（登
録手数料 3,000 円を加算）

■指定動物病院

病院（住所） 連絡先

ａｉ動物クリニック（東福原） ☎ 35－0031

あかいどうぶつ病院（中島） ☎ 21－8719

しん動物病院（淀江町佐陀） ☎ 56－2180

ピッコロ動物病院（車尾） ☎ 22－5668

ふじい動物病院（両三柳） ☎ 21－8808

山崎動物病院（両三柳） ☎ 24－4076

山本動物病院（長砂町） ☎ 32－0900

米子動物医療センター（米原） ☎ 32－8082

レオ動物病院（美吉） ☎ 30－2735

たかもり動物病院（境港市） ☎ 44－8171

やじまアニマルクリニック
（境港市） ☎ 47－1550

よしの犬猫病院（境港市） ☎ 21－7541

木嶋動物病院（伯耆町） ☎ 68－5300

ナスパル動物病院（大山町） ☎0858－58－2060

■問い合わせ
環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

■集合注射会場
事故を防ぐため、犬を制御できる方が連れてきてくださ
い。

日程（４月） 会場 時間

７日（水）

永江公民館 午前９時20分～９時40分
成実公民館 午前９時55分～10時25分
春日公民館 午後１時50分～２時10分
県公民館 午後２時25分～２時45分

８日（木）

住吉公民館 午前９時10分～９時40分
加茂公民館 午前９時55分～10時15分
五千石公民館 午後１時50分～２時10分
尚徳公民館 午後２時25分～２時45分

９日（金）

崎津公民館 午前９時30分～９時50分
彦名公民館 午前10時10分～10時30分
宇田川公民館 午後１時40分～ 2時
淀江公民館 午後２時15分～２時35分

11日（日） 米子市役所
（正面玄関前） 午後１時30分～２時

12日（月）

淀江支所 午前９時30分～９時50分
大高公民館 午前10時10分～10時30分
大篠津公民館 午後１時40分～２時
和田公民館 午後２時15分～２時35分

13日（火）

巌公民館 午前９時30分～９時50分
啓成公民館 午前10時15分～10時35分
富益公民館 午後１時30分～２時
夜見公民館 午後２時15分～２時35分

14日（水）

錦海団地
集会所 午前９時30分～９時50分

義方公民館 午前10時10分～10時30分
福生東公民館 午後１時40分～ 2時
福米東公民館 午後２時15分～２時35分

狂犬病の予防注射を受けさせましょう

飼い犬に関する届出場所

届出内容 届出先

▶犬が死亡したとき
▶犬の住所が変わったとき
①市内転居（市内→市内）
②転入（市外→市内）：転入前市区町村の鑑札を添え届出。

▶飼い主が変わったとき
▶飼い主の住所・氏名が変わったとき

環境政策課（クリーンセンター２階）
生活年金課（市役所本庁舎 1階）
地域生活課（淀江支所１階）

▶犬の住所が変わったとき（転出：市内⇒市外） 転出先市区町村（鑑札を添えて届出）

▶犬の登録および鑑札の交付
▶狂犬病予防注射済票の交付

環境政策課（クリーンセンター２階）
地域生活課（淀江支所１階）

■問い合わせ　環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

届出してね♪
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特別医療費を助成
　障がいのある方や、ひとり親家庭、特定疾病、18歳まで
のお子さんなどに、安心して医療を受けていただくため特
別医療費を助成しています。
■対象者と自己負担額

対象者 自己負担額

▶身体障害者手帳１・
２級の方

▶療育手帳 A判定の
方

▶療育手帳に特別医
療該当と記載があ
る方

▶精神障害者保健福
祉手帳１級の方

▶住民税非課税世帯
無料

▶住民税課税世帯
保険診療分の１割
（院外薬局無料）
※医療機関ごとの上限額
①本人が住民税非課税
通院 1,000 円／月
入院 5,000 円／月

②本人が住民税課税
通院 2,000 円／月
入院 10,000 円／月

▶特定疾病
18歳以上20歳未満で特定の疾病
に該当すると診断された方。ま
た、20歳以上で先天性代謝異常
等の一部の疾病の方。

▶通院
１日あたり530円まで
※医療機関ごとに月４回
まで。院外薬局は無料。

▶入院
１日あたり1,200円

▶ひとり親家庭（☆）
（子・親）子どもが18歳に達する
年度末まで

▶小児
（子）18歳に達する年度末まで

▶身体障害者手帳３級の方
（☆）
▶療育手帳 B判定の方（☆）
※医療機関等で一旦支払った後、
払い戻しの手続きが必要。

（☆）：所得の制限などあり。
※受給資格を喪失された方でも、再度受給できる場合があ
ります。該当する場合はお問い合わせください。

※保険適用外の治療や入院時の食事療養費などは対象外。
※県外の医療機関では、一旦窓口で支払われた後、払い戻
しの手続きが必要。

■申請場所　
生活年金課（本庁舎１階）、地域生活課（淀江支所）

■問い合わせ
生活年金課（☎２３－５１２３、 ２３－５３９１）

（☆）

アスベストを含有する珪藻土製品の処分
　一部のメーカーが販売していたバスマットやコースター
などの珪

けいそうど

藻土製品に、石綿（アスベスト）が含まれていると、
厚生労働省などから発表がありました。
　メーカー、購入店などで自主回収している製品がありま
す。次の方法で処分してください。

■処分方法
▶自主回収が行われている製品
メーカー等の回収方法に従い手続きをする

▶石綿（アスベスト）の混入していない製品
通常の不燃ごみとして処分

▶石綿（アスベスト）の混入が不明な製品
①ごみ置き場に出す場合
・製品を透明または半透明の袋に入れる。
・さらに不燃ごみ専用指定袋に入れる（袋を二重にす
る）。

・袋の口をテープ等で閉じ、中身を密閉する。
・袋に『けいそう土』と記入し、不燃ごみ収集日に
ごみ置場に出す。

②処理施設に持ち込む場合
西部広域行政管理組合リサイクルプラザ（西伯郡伯
耆町口別所６３０）に、透明か半透明の袋に入れて持
ち込み。

■問い合わせ
クリーン推進課（☎２３－５３００、 ３０－０２７１）

４月の市営住宅入居者の
募集はありません

　次回の募集は５月６日（木）～12日（水）の予定です。
■問い合わせ
住宅政策課（☎２３－５２６３、 ２３－５３９６）

コミュニティ・スクールのモデル実施
　4月から尚徳中学校区の４校と、淀江中学校区の２校を
モデル校として、コミュニティ・スクール（以下ＣＳ）を導
入します。今後、各モデル校での取り組みを市ホームペー
ジなどでお伝えします。
■米子市版ＣＳ
あいさつ運動や見
守り隊活動、地
域行事への参加な
ど、さまざまな活
動がこれまでも地
域の方の協力によ
り行われてきまし
た。これからは「未来を担う子どもたちを、地域と学校が
一体となって育てていく」を合い言葉に、これらの活動を
ＣＳの枠組みの中で整理しながら、それぞれの地域に合っ
た形で進めていきます。

■問い合わせ
学校教育課（☎２３－５４３２、 ２３－５４１３）
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『クレヨンしんちゃん』の投影開始！
　あの大人気アニメ『クレヨンしん
ちゃん』がプラネタリウムに登場！
※24ページに投影スケジュールを
掲載しています。

■ところ　
米子市児童文化センター

■投影開始　４月８日（木）
■ストーリー
サトーココノカドーで新米教師・
星子と出会い、学校で行われる
天体観望会に誘われたしんのすけたち。屋上で星空を観
測していると、誰もいない音楽室からピアノの音が聞こ
えてきて…？生徒たちに伝わる「学校の七不思議」とは！？
しっかり学べてしっかりおばか！それでもちょっとほろ
り？なプラネタリウム番組！！

■問い合わせ　米子市児童文化センター（☎３４－５４５５）

地域のまちづくり活動を募集
　地域の課題解決やよりよい市民生活の実現につながる活
動を支援します。
■募集する活動
▶地域課題の解決など住みよいまちづくりのための活動
▶地域の特色を生かしたまちづくりのための活動
▶これまでのまちづくり活動を進展させる活動
※行政や公益法人から補助、助成、委託を受けている活
動は対象外。

■交付金（1団体につき 1コース）
▶ちょっこし活動コース（団体の活動実績不問）
対象経費の全額（上限10万円）

▶がいな活動コース（１年以上の活動実績のある団体）
対象経費の３分の２以内（上限30万円）

▶継続活動コース（過去に交付金を受領した団体）　
対象経費の２分の１以内（上限20万円）

■交付金の対象経費
チラシ・ポスターの作成費、材料・消耗品の購入費など
※団体の運営費や飲食費は対象外。

■応募資格
次のすべてを満たす団体
▶市内を拠点として活動している
▶ 5人以上で構成（過半数が市内に在住、通勤・通学）
▶会則や規約などがある

■申込期間　４月１日（木）～28日（水）
■申込方法
交付申請書、必要書類を提出（要事前相談）
※申請書は、地域振興課、淀江支所、各公民館にあります。
※市ホームページからダウンロード可能。

■選 考
▶審査会にて応募団体への質疑応答があります。
▶審査会の決定を踏まえ、市が交付する団体を決定。

■問合せ　地域振興課（☎２３－５３７１、 ２３－５５６８）

No.34　あじの甘辛

作り方（所要時間約30分）
① あじの切り身はキッチンペーパーで水分をとってお
く。パセリはみじん切りして水にさらし、絞っておく。

② Ａの調味料を煮立たせ、①のパセリを入れ火を止め
る。

③ あじに片栗粉をまぶし、180度の油で揚げて、熱いう
ちに②のタレをかける。

今月のひとくち食育
　あじは鳥取県でたくさん水揚げされる魚です。どの料
理にして食べても美味しい（味が良い）ことから「あじ」
という名前がついたとも言われています。給食でも焼い
たり、煮たり、さまざまな調理法で子どもたちに提供し
ています。この料理は、油で揚げ、甘辛だれをかけるシ
ンプルな料理ですが、魚が苦手な子も「これなら食べられ
る！」と言ってくれる一品です。ぜひご家庭でもお試しく
ださい。

■問い合わせ　学校給食課
（☎３３－４７５１、 ３３
－４７５７）

材料（４人分）

あじの切り身 ４切 しょうゆ 大さじ 1

片栗粉 40g みりん 大さじ 1

揚げ油 適量 砂糖 大さじ１と 1/3

パセリ 少々 水 大さじ 1


