
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

火 水 木 金 土 FAX （0858）26-3515

1 2 3 4 5 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

開館 月～金 9：00～17：00

　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

日 月 公民館の利用 9：00～22：00
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 ２６

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

・ 紫陽花

・ 小夜

・ 居酒屋てつ

・ 山本旅人

・ 山崎夢太郎

・ くにあき

・ 奨

・ 吉田日南子

・ 木天麦青

・ 生田土竜

・ ひーる行灯

・ 真亜子

 

オバケやしき♪会場準備

シルエットアート教室10:00

民踊教室13:30 平成の一休さん（三徳山） 　　平成の一休さん（三徳山）

ふれあい給食の日

返事だけ とってもいいと誉められた

列島に火の玉二度と欲しくない

返す人いない手紙を引き出しに

天の川一夜の恋に星は降る

 宿題　「 降る 」「 返事 」・自由吟

町内学習会（新田）19:00

大ジョッキ待っているから汗流す

割り勘かおごりか聞いて返事する

書道教室13:30

降って湧く名水でのど潤わす

聞かれても返事に困る胸の内

企画運営委員会19:30

９／２

宿　題  「 包丁 」「 的 」・自由吟

開催日　８月 ９日（水）　13：30～

お日様の匂いのトマトありがとう

白黒と言わぬ返事の思いやり

スイカ食べ真っ赤な声で返事する

降る雨と照る太陽に生かされる

書道教室13:30いきいき健康クラブ13:30

９／１

ジャズ体操同好会13:30

ソフトボール大会申込締切

リーダー養成講座10:00

いきいき健康くらぶ13:30

町内学習会（中江②）19:00

寺子屋川柳教室13:30

ふれあい給食の日上北条オープンハウス①

地区公民館長研修会（北谷公） 上北条オープンハウス②

民生児童委員定例会

リーダー養成講座（観光梨園行）13:30

定例館長会19:00

夏まつり（大塚）

万灯まつり（大塚）

万灯まつり（古川沢）

主事研修会（現地研修）

　男 1,153人／女 1,315人

 14歳未満 322人／65歳以上 764人

ジャズ体操同好会13:30

納涼夏まつり（下古川）

用具点検・抽選会8:00

第353号

〒682-0003 鳥取県倉吉市新田422-1
しあわせいっぱい ふるさと上北条

 上北条の人口 2,468人（2,463人）

平成29年8月1日

館長会・諸団体交流会18:30

リーダー養成講座（下古川行）13:30

山の日

　　　世帯数　989 （987）

＜平成29年6月末現在＞

更生保護女性会13:30

水墨画教室13:30

百八会13:30

上北条オープンハウス③

リーダー養成講座
オバケやしき♪
10:00～15:00

書道教室13:30

町内学習会（小田東）19:00

開会式8：00

ソフトボール大会

第３９回上北条地区

お盆休みのため、事務室【閉室】

町内学習会（大塚）19:00

手芸教室13:30

上北条まつり

町内学習会（小田）19:00

なごもう会

行事・利用予定

寺子屋川柳会
✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫

集合時間・場所／９：００・上北条公民館玄関前

句会 平成29年７月１２日

パットゲ-ムタ-教室

（ゆずりはの会）9:30

上北条こどもいきいきプラン教室（担当：NPO四つ葉）

７月３０日（日）

主催/上北条住民体力づくり振興会

共催/上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

第39回上北条地区ソフトボール大会

詳細は、各自治公民館ソフトボール大会運営委員さんにお問合せください｡

◇グラウンドゴルフ愛好者の皆さんの

ご参加をお待ちしております。

１.日 時 ８月２６日(土) 午後１時３０分
雨の場合は８月２７日(日)順延

２.会 場 新田上北条グラウンドゴルフ場
３.参加費 1人500円（全員に参加賞があります。）
４.申込み ８月５日(土)までに
上北条地区グラウンドゴルフ協会各地区役員まで

※締め切り後の参加費は返金致しません。

第９回日本海新聞杯 上北条地区ＧＧ

鳥取県大会予選会参加者 募集!

上北条地区グラウンドゴルフ協会

こどもいきいきプラン

親子食育教室10:00

水墨画教室13:30
パッチワーク教室13:30

助六会18:00
運動会運営委員会19:00

梅雨も明け、湿気の季節が終わりましたね。

上北条まつり

ステージ部会19:00
チャリティ-バザ-部会19:00

くらぶ悠遊友9:30

ｻﾛﾝ代表者会13:30

７月２０日（木）は希望者で

大山登山に行かれました。

当日までは天気もあまり良く

無く心配しましたが当日は快

晴になり、みんなが無事に登

頂をはたして、元気に（？）

下山してこられました。

倉吉市上北条公民館管理委員会

8月14日（月）･15日（火）

＊貸館はできます。8/11（金）～15（火）に

利用されたい方は早めに利用申請書を提出

してくだい。
＊カギ等の受け渡しは8/10（木）までです。

ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。

今年も行ってきました｡ 海釣り体験！今回は､ 午前中の釣りに挑戦・・・

ということで、子どもたちも早起きをし、7時に現地集合！

キラキラ光る海とキラキラ輝く子ども（大人も）たちの笑顔を

満喫してきました(^_^) 子どもたちにとって、 夏休みの絵日記

に描きたくなるような経験になったといいな｡ 大漁！とまでは

いきませんでしたが､ みんな魚がかかった手応えを味わう事が

できました｡

あいまには・・・



上北条地区民生児童委員より

８月９日(水)・８月２３日(水)
第２，第４水曜日

－上北条地区社会福祉協議会－ ふれあい給食サービス事業

｢書道教室｣｢水墨画教室｣

指導／山﨑雲外先生

今月の☆床の間☆

｢書道教室｣｢水墨画教室｣の

生徒さんの掛け軸がかわり

ました。

書道教室 毎月、第１・３木曜日 13：30～

水墨画教室 毎月、第２・４木曜日 13：30～

保健センターだより

妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにとても大切な時期です。

しかし、外見からは見分けがつかないため、妊婦さんにはさまざまな苦労があります。

「マタニティマーク」は妊産婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周囲に妊産婦で

あることを示しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等

が妊産婦さんにやさしい環境作りを推進するものです。

地域の皆で、赤ちゃんとお母さんにとってよりよい環境を作っていきましょう。

暑中お見舞い申し上げます。
毎日、暑い日がつづきます。熱中症に気を
つけて、水分を十分とるようにしてください。

７月２６日（水）

上北条小学校の児童の希望者が、ふれあい給食ボ
ランティアさんが作られた美味しいお弁当を、配
食される民生児童委員さんに同行させてもらい訪
問しました。心を込めて書いた『手書きのメッ
セージ』に『折り紙のあさがお』を添えて手渡し
ながらお話しをして笑顔を届けました。

主催/上北条公民館＜いきいき講座＞出張in古川沢まめまめクラブ

７月５日（水）

講師「ゆずりはの会」

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座

７月１２日（水）

上北条ゲームリーダーが年間をとおして”上北条”を学び、自

分たちが思う【お宝】を自ら画像におさめ、倉吉総合産業高

等学校情報科の生徒さんとともに「上北条PR動画」を作って

地区内外に発信していく事業です。

地域の皆さんの身近なところでは、町内のお祭りに取材に行

きます！黄色いTシャツのリーダーさんが写真や動画を撮影

します！！！

がんばるリーダーさんに、ご協力をいただき、あたたかく見

守ってくださると幸いです。

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座

上北条ゲームリーダーが「オバケやしき」を開きます☆

会場準備から当日運営まで、しっかりリーダーのお仕事を

していきます。

しかし、小学生リーダー１８名では、とても大変なお仕事

です。そこで！中学生リーダーさんも帰ってきてくれると

ともに、倉吉総合産業高等学校の生徒さんがボランティア

スタッフとして頼もしい仲間になってくれます。

楽しくて、こわーーーーいオバケやしきを完成させて、た

くさんの子ども達が来てくれるのを待ってまーす！！！

まってるョ♪

今回は、古川沢のサロンに出張しました。
なんと！みなさんご長寿で、最高年齢・・・９４歳!!!!

みなさん、背筋もピシっとのびて足取りも軽

く意欲的に楽しんでおられました。

この日に合わせて、施設から一日帰ってきて

くださった方も居られ、こういった繋がりが

すべてにかかわっていくのだとサロンの大切

さを感じました。
みなさんが、お世話役さんに「また、やりた
いから借りてきて」と、お願いされている様
子を見て、出張公民館で来て良かったと思い、
出張公民館ならではだと実感しました。

７月１３日～１４日に、平成２６年８月の広

島市豪雨災害での民生委員の避難所支援の取り

組みと安佐南区の土砂災害の現場を視察研修し

ました。

はじめに安佐南区社会福祉協議会を訪問して、

社協の災害ボランティア活動と民生委員の取り

組みを伺いました。ポイントは普段からの顔の

見える関係づくりの大切さと社会福祉協議会と

民生委員は車の両輪であるということでした。

引き続き車で約２０分移動して、マスコミで

取り上げられ全国に衝撃を与えた八木地区の被

災現場を視察しました。炎天下の中、当時から

ボランティア活動を続けておられる方から写真

パネルを使用した被災当時の状況説明と３年経

過し現在も復旧工事が続けられている様子を視

察しました。住宅団地を土砂災害から守る砂防

ダムが延々と繋がっている光景を見て土砂災害

の甚大さを改めて実感しました。


