黄金色に光り輝く石垣をご堪能あれ！

米子城 魅せる！プロジェクト2022
■米子城ライトアップ 2022 〜夏の陣〜

■米子城天守之大掃除（除草作業）

恒例のライトアップを今年も行います。黄金

ライトアップ前に行う天守周りの除草活動。

色に輝く石垣をまちなかのいろいろな場所か

自分の手できれいにした米子城が輝く様子を

らご覧いただけます。また、間近で見る圧倒

眺めるのは格別です。皆さんのご参加をお待

的な石垣の輝き、天守から望む中海の夕景、

ちしています。参加者には参加記念缶マグネッ

市街地の夜景などもお楽しみください。

トをプレゼント！申込不要です。

▶ライトアップ期間

▶と

８月５日（金）〜23日（火）

き ７月30日（土）午前 7 時〜 9 時

※午前６時50分までに湊山公園艇庫側登

日没〜午後10時

山道入口に集合。
※小雨決行。荒天の場合は、7 月31日（日）
に延期。
▶持ち物
軍手、草刈機や草刈鎌、飲み物
※軽作業ができる服装でお越しください。
▶当日連絡先
☎０９０−８７１７−６０１３
くわしくは市ホームページ「もっと知りたい！
米子城」ページをご覧ください。
文化振興課
（☎２３−５４３７、

２３−５４１４）

エアコンを適切に使用し、水分補給を

熱中症にご注意を
近年では、熱中症になった人の６割以上が65歳以

■「熱中症かもしれない」と思ったら…

上の高齢者と報告されています。特に、エアコン

①涼しい場所へ移動し、体を冷やす

をつけない屋内や農作業中の発症が多くみられま

②水分補給をする

す。夜間でも適切にエアコンを使用し、こまめに

③重度の場合は、救急車を呼ぶ

水分補給を行いましょう。屋外での作業はなるべ

など、適切に対処しましょう。

く複数の人で行い、お互い注意しましょう。

地域や家庭でお互い声をかけ合い、今年も熱中

また、マスクの着用は熱中症のリスクを高めるお

症に注意しましょう！

それがあります。屋外ではマスクを外すなどメリ
ハリのあるマスク着脱を心がけましょう。

健康対策課
（☎２３−５４７２、

２３−５４６0）

６
４

障がいのある方の本人確認をもっと便利に

障がい者手帳アプリ「ミライロID」導入！
■米子市でも導入開始

■ミライロID とは
ミライロIDは、障害者手帳に記載されている情

米子市でも、障がいのある方が市有施設などを利

報をスマートフォン内に取り込み、画面に表示

用する際に、アプリを提示すれば、施設料などの

させることができるアプリ

減免を受けることができるようになりました。

です。アプリを提示するこ

※市役所窓口でもミライロIDで本人確認ができます

とで施設の利用料などの減

が、障害者手帳のみに記載される情報の確認が必

免を受けることができ、障

要な場合もあります。手続きの際には手帳も携帯

がいのある方の利便性向上

してください。

と負担軽減を図るためのも

障がい者支援課

のです。

地域全体で子育てを

コミュニティ・スクール
を推進します

２３−５３９３）

災害情報を聞き逃さない！

防災ラジオを
配布しています
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子どもたちを取り

防災行政無線を聞くことができる「防災ラジオ」

巻く環境や学校

をご家庭や企業などに有料で配布します。

が直面する課題が

■防災ラジオの３つのポイント

年々複雑化・多様

①自動起動機能

化しています。そ

防災行政無線が流れる際は、自動で電源が付

んな中、コミュニティ・スクールは保護者と

き放送が流れます。
（公民館の地区放送や自

地域、学校が一体となって課題を解決しなが

治会の放送は流れません。
）

ら、子どもたちの成長を支えていこうとする

②ライト点灯機能

取り組みです。こうした取り組みを実りある

停電時に、非常灯として利用可能です。

ものにするためには、保護者や地域のみなさ

③録音機能

んのご理解やご協力が欠かせません。

緊急放送などを自動録音します。

※米子市では令和３年度から、淀江・尚徳中
学校区でコミュニティ・スクールを導入し、
今後、全市に広げる予定です。
■「 米 子 市 版 コ ミ ュ ニ テ ィ・ ス ク ー ル 推 進
フォーラム〜コミュニティ・スクールの可

■申し込める方
市内にお住まいの方、市内の事業所・自治会
■費用 1 台 2,000 円
※１世帯１台まで（事業所・自治会は複数可）
※生活保護または非課税世帯のうち、視覚障

能性〜」を開催します

がい（１・２級）の方がいる世帯は無料です。

▶と

通常の手続きと異なりますのでお問い合わ

き

８月２日（火）午前10時〜正午

▶ところ

淀江文化センターさなめホール

▶講

師 文部科学省
西

CSマイスター

せのうえ、お申し込みください。
■申込方法

祐樹さん

申込書の郵送またはWeb申込み

※参加無料・要申込み（申込方法は市ホーム

申込書は市役所や公民館で入手。

ページやチラシをご確認ください。）

事業所・自治会はWeb申込みのみ。

生涯学習課

防災安全課

（☎２３−５４４２、

７
５

（☎２３−５１５９、

２３−５５６８）

（☎２３−５３３７、

２３−５３８７）

Web
申込み

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

LINE

Please Follow Us! ▶▶▶
米子市SNSでリアルタイムに情報発
信しています！

こんにちは！都市整備課です。
米子駅が少しずつ変化しているのにお気づきの
方も多いのではないでしょうか。
このたび、
「米子駅南北自由通路通信」を市ホー
ムページに公開しました。
今年度に入り、ますます加速している米子駅の
整備事業（正式名称：米子駅南北自由通路等整
しんちょく

備事業）。今後、定期的に工事の進捗をお伝えし
ます。ぜひご覧ください！
撮影中に撮れた車両なども公開予定
です！

こんにちは！商工課です。
米子市と金融機関が共同出資した「よなご住んで
楽しいまちづくりファンド」の第 1 号として、元
町サンロードの中央に「Goods&Café みっくす」
が５月６日にオープンしました！
築130年の町家（旧稲田薬局）を改装した昭和レ
トロな複合施設。カフェやギフトショップだけ
でなく、レンタル可能なテーブルスペースも完
備されています。
意匠と空気感を残しつつ、地元作家さんの雑貨
や取り扱う品々からは、新たな息吹も感じられ、
まさに
「みっくす」
された居心地のよい空間になっ
ています。ぜひ、みなさんもお立ち寄りを♪
私たちは、まちづくりのカギとなるエリアでの
起業を応援していますので、お気軽にご相談く
ださい。

こんにちは、秘書広報課です！
米子市出身のＫ−１世界王者・武尊選手が６月
に 世紀の一戦 に挑まれるにあたり、地元のみ
なさんからの応援メッセージを５月14日〜23日
に募集しました！ JU 米子タカシマヤに設置した
応援幕にメッセージを書いていただきましたが、
２枚の幕が熱いメッセージで埋め尽くされまし
た！メッセージをいただいた皆さん、本当にあ
りがとうございました！武尊選手に米子からの
熱い応援が届きますように…！

６

Enjoy Yonago News
米子市のニュースを市役所の各課がお伝えします！（５月分）

こんにちは！商工課です。
「がいな祭 応援パフォーマンス」が 5 月22日に
米子しんまち天満屋で行われました。
がいな祭は現在、コロナ対策をしっかり行い、
安心・安全な祭りとなるよう企画実行本部が準
備を進めています。
今年第49回を迎えるがいな祭のテーマは「燃や
せ 米子の灯（ひ） 紡げ 伝統の灯（あかり）
」。
８月20・21日の 2 日間、米子駅前通りをメイン
会場に開催予定です。米子を彩る「のぼせモンの
アツイ夏」が待ち遠しいですね！

こんにちは！農林課です。
ヨネギーズと一緒に、５月20日に崎津小学校に
行ってきました。ネギ太、ネギ子のサプライズ
登場に子どもたちもビックリ！
崎津小学校では総合的な学習の一環として米子
市特産の「白ねぎ」を学ぶ授業を行っています。
白ねぎ農家さんが白ねぎの特徴や栽培方法を分
かりやすく説明され、自分たちがおいしく食べ
ている白ねぎは農家さんが一生懸命育ててくだ
さっていることを知りました。
ネギ太とネギ子も、子どもたちが米子市の特産
品の白ねぎに関心を持ってくれて、とてもうれ
しかったようです。
みんな、これからもおいしい白ねぎをたくさん
食べてね〜！

こんにちは！地域振興課です。
５月15日に就将地区で地元有志による城山清掃
が行われました。
この清掃活動は、就将地区自治連合会が主催で、
毎年この時期に実施されています。
当日は快晴で、子どもから大人まで100人にも
のぼる参加者が校区内のあちこちから集まり、
ますがた

午前９時半に枡形で開会式！
その後、山頂まで登り、約１時間にわたり天守
の礎石、石垣の除草作業を行い、最後はみんな
で刈り取った草を手に記念撮影をしました！

７

