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情報なんぶ 
 

■ 土地境界に関する無料相談会のご案内 ■ 

 土地の境界に関する相談、土地・建物の表示に関する登記相談（土地分筆、建物新築・増築など）に 

土地家屋調査士が、無料で相談に応じます。気軽にご相談ください。 

【日 時】平成 23年 9月 10日（土） 午前 10時～午後 4時まで 

【場 所】米子市文化ホール 2階研修室 1 

【問い合わせ先】鳥取県土地家屋調査士会事務局 tel ０８５７－２２－７０３８  

 

 

 

  

 

 

   

 

■ 終戦当時の引揚者及びそのご家族の方々へ ■ 

税関では、お預かりしている通貨・証券などをお返ししています。 

○終戦後、外地から引き揚げてこられた方が、上陸港の税関、海運局に預けられた通貨・証券など 

○外地の集結地において総領事館、日本人自治会などに預けられた通貨・証券などのうち日本に返還 

されたもの 

＊返還の申し出は、ご本人ばかりでなく、ご家族の方でも結構です。 

 お心当たりの方は、上陸港を所轄する税関または境税関支署へお問い合わせください。 

【問い合わせ先】境税関支署 

〒684-0034 境港市昭和町 9番地 境港港湾合同庁舎内 tel ４２－２２２８ 

http://www.customs.go.jp/ 

■ 尺八と箏による納涼ミニコンサート ■ 

公民館尺八クラブと箏曲クラブによる納涼ミニコンサートを開催します。 

メンバー一同はりきって合奏練習に努めています。暑気払いに多目的ホールでの箏や尺八の音色をお

楽しみいただければ嬉しく思います。 

＊事前の申し込みは不要で、入場は無料です。 

【日 時】平成 23年 8月 28日（日）午前 11時～午後 1時 

【場 所】南部町公民館多目的ホール（天萬庁舎内） 

【問い合わせ先】南部町公民館 tel ６４－３７８２           

                                

■ 防災無線戸別受信機の点検をしましょう ■  

○乾電池を交換しましょう 

 停電に備えて、戸別受信機には乾電池が入っています。長い間交換をしていないと、腐食などが故障の 

原因となりますので、乾電池を使っていない場合でも、1年に 1回は乾電池を交換しましょう。 

○戸別受信機を掃除しましょう 

 受信機内部にほこり、油、水等が入ると、故障の原因になります。定期的に乾いた布やＯＡ用のエアク 

リーナーなどで受信機の掃除をしましょう。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤でふいてください。 

○アンテナにクモの巣などが触れていませんか 

 アンテナに異物が触れていると、放送が入りづらくなります。アンテナに異物があたらないようにして 

ください。また、屋外アンテナを使っている場合は、屋外アンテナに木の枝などがあたっていないか 

確認してください。 

○テレビやラジオを近くに置いていませんか 

 強い電波を発する機械が近くにあると、放送が入りづらくなります。 

 【問い合わせ先】企画政策課 tel ６６－３１１３ 

■ 西伯病院日曜日検診のお知らせ ■  

西伯当院では毎週月曜日から金曜日まで検診をしておりますが、休日でなければ検診を受けることが出

来ない方のために、年 4回 、日曜日検診を行っています。 

  （検診時間は 8時 30分から 12時までです） 

日曜日検診日程 8月 28日 9月 25日 10月 16日 12月 11日 

内 

容 

基 本 健 診 ○ ○ × × 

特 定 健 診 ○ ○ × × 

乳がん検診  ○ ○ ○ × 

胃がん検診  満員になりました ○ ○ ○ 

大腸がん検診 ○ ○ ○ ○ 

どの検診も必ずご予約が必要です。満員になり次第締め切らせていただきますので 

お早めにご予約ください。詳細はお電話でご確認ください。 

【問い合わせ先】西伯病院医事課検診係 tel ６６－２２１１ 

（月～金 14：00～17：00） 

                               

■ ひとり親家庭就労支援パソコン講座（中級）のご案内 ■ 

ひとり親家庭の母及び寡婦を対象に、就労支援講習会が開催されます。 

【期 日】平成 23年 9月 27日～12月 2日 午後 7時～9時 毎週火・金曜日 

【会 場】日本海情報ビジネス専門学校 米子市道笑町 2丁目 227 

【費 用】受講料 無料 テキスト代実費（2,000円～4,000円程度） 

【申 込 期 限】平成 23年 8月 26日（金） 

【申 込 先】鳥取県連合母子会 ＊参加申込書は、南部町福祉事務所にあります。 

【問い合わせ先】南部町福祉事務所 tel ６６－５５２２  

                                                                 

■ 子どもの本の講座～みんなで広げよう読書の輪～を開催します ■ 

 子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動として、子どもの本の講座を開催 

します。子どもの周りにいる大人のための講座です。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。 

 （主催：おはなし・ドン  後援：南部町教育委員会、南部町立図書館、南部町） 

【日 時】平成 23年 8月 27日（土）午後 1時 30分～午後 4時 

【場 所】南部町立法勝寺図書館読書室（2階） 

【内    容】講演：すてきな本との出会い（子どもたちにどんな本を薦めたらいいのか） 

講師：末宗辰彦さん（子どもの文化講座主宰、山陰こどものとも社社長） 

【申    込】受講には申し込みが必要です。南部町立法勝寺図書館までお申し込みください。 

【問い合わせ先】南部町立法勝寺図書館 tel ６６－４４６３ 



 

   

■ 西伯カントリーパーク「無料開放デー」のご案内 ■ 

平成 23年 10月 10日（月）体育の日、西伯カントリーパークを無料で開放します。 

この日は以下の時間、野球場などが無料でご利用いただけます。ご家族、ご友人など皆様の親睦や体力

づくりにご利用ください。ご利用にあたっては予約が必要になりますので、カントリーパークへお問い合

わせください。 

【日   時】平成 23年 10月 10日（月）体育の日 午前 9時～午後 5時 

【内   容】 野球場とテニスコートを以下の時間帯でご利用いただけます。 

野球場・・・①午前 9時から午後 1時まで 

②午後 1時から午後 5時まで   

         テニスコート・・・1組につき 2時間以内・1コートまで 

【利 用 対 象】町内外問わず、どなたでもご利用いただけます。 

【予   約】平成 23年 9月 1日（木）午前 8時 30分から受付を開始します。 

        *月曜日は施設休園日のため予約対応はできません。 

【問い合わせ先】西伯カントリーパーク tel ６６－５００８        

 

 

   

 

■ ゴミの不法投棄の禁止について ■ 

 最近、道路周辺、河川等にゴミを投げ捨てる方がいます。 

 ゴミの不法投棄は法律で禁止されています。不法投棄した場合、5年以下の懲役または 1千万円以下の罰金

など、厳しい罰則が設けられています。 

 道徳を守り、南部町の美しい環境を守りましょう。 

【問い合わせ先】町民生活課（天萬庁舎）担当：加納 tel ６４－３７８１ 

 

■ ゴミの野外焼却（野焼き）の禁止について ■ 

 最近、家庭から出たゴミの野焼きによる悪臭や煙の苦情が寄せられています。 

 農林業を行うため等やむを得ないものなど一部例外はありますが、法律によりゴミの野焼きは禁止されて

います。近隣の迷惑になりますので、家庭から出るゴミはきちんと分別して決められた日にゴミ置き場に出

してください。 

【問い合わせ先】町民生活課（天萬庁舎）担当：加納 tel ６４－３７８１ 

 

   

 

■ 犬の飼い主の方へ！ ■ 

○狂犬病予防接種について 

 生後 91日以上の犬には、法律により登録と年 1回の予防接種が義務付けられています。 

 まだの方は、必ず予防接種をしましょう。 

 また、予防接種後は、役場町民生活課で予防接種済証の交付手続きをしてください。 

○フンの後始末について 

 散歩途中などの犬のフンは、飼い主の義務としてきちんと後始末をしましょう。 

○放し飼いなどについて 

 犬の放し飼いは咬傷事件の原因となります。必ずつないでおきましょう。 

 また、ひもの長さも他の人の迷惑とならないよう注意しましょう。 

【問い合わせ先】町民生活課（天萬庁舎）担当：加納 tel ６４－３７８１                                    

                                    

 

 

■ 運転免許証の自主返納制度等のご案内 ■ 

○運転免許証自主返納制度 

身体機能の低下を自覚した、また、運転の必要がなくなった等の理由により、免許証の有効期間内に、

免許証を返納することができます。運転免許証を返納される本人の意思確認が必要ですので、運転免許

証を持参して、必ず本人が申請してください。手数料は必要ありません。 

【受付日時】月～金曜日（休日等を除く）9:00～16:00   

【場  所】各地区運転免許センター 

○運転経歴証明書 

 運転免許証を、本人の意思により自主的に取消し（自主返納）申請をした日前 5 年間の運転経歴につい

て証明するものです。（この証明書で自動車等を運転することはできません。）申請期間は、運転免許証

を返納後 1ヵ月以内となっています。 

【受付日時】月～金曜日（休日等を除く）9:00～11:00／13:30～16:00 

【場  所】各地区運転免許センター 

【手 数 料】鳥取県収入証紙 1,000円（交通安全協会の会員の方は、全額（1,000円）補助されます。） 

○タクシー運賃の割引制度 

 運転免許証の自主返納者を支援するため、鳥取県ハイヤータクシー協会と協会非加盟の 3 社により、タ

クシー運賃の割引制度が実施されています。 

【対 象 者】運転免許証を自主的に返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方。 

 【割引運賃】乗車運賃が 1割引になります。 

 【利用方法】タクシー乗車の際に、運転経歴証明書をタクシーの運転手に提示してください。 

 

【問い合わせ先】西部地区運転免許センター tel ２２－４６０７ 

          米子市上福原 1272-2   

■ 地デジ化臨時相談コーナーが開設されます ■ 

 アナログ放送は、7月 24日で終了しました。以下のとおり地デジ化相談コーナーが開設されますので、 

地デジ化でお困りの方は、ご相談ください。 

 

 

 

 

 中海テレビ放送では、今お使いのテレビが地上テジタル未対応のままでも、地上派放送（民放・ＮＨＫ） 

が視聴できます。その場合は、テレビ画面の右上に「デジアナ」と表示されます。 

※デジアナ・・・地上デジタル放送をアナログ方式に変換しているもの。 

※中海テレビのデジアナ変換サービスは、平成２７年３月までです。 

アナログ放送は ７／２４で 終了しました 

地デジに関するご質問・ご相談は・・・デジサポ鳥取へ 0857-33-4800 

【実施場所】さいはく分館         

【実 施 日】8月 24日（水）  

【実施時間】8:30～17:15 

          

 

【実施場所】天萬庁舎        

【実 施 日】8月 20日（土） 

【実施時間】8:30～17:15 


