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～第２回ばえん祭～

今年も倉吉駅前で大暴れ！

１０月２８日（日）
　昨年、倉吉駅グランドオープンを記念して始まったこのイ

ベントは、第２回を迎える今年も、駅前から約１００ｍの道路

を歩行者天国にして開催されました。当日は、カニ汁などの

振る舞い、屋台、三輪車レースなどが催され、会場は大いに

にぎわいました。駅前のメインステージでは、抽選会や、打

吹童子ばやしによる演奏、ＫＲＳ４８改め「ばえます☆家」とへ

そ踊り隊のパフォーマンス、門脇大輔さんのライブなど、数々

のステージイベントが行われ、夜遅くまで盛り上がりました。

～太陽光発電所建設に伴う協定書調印式～

太陽光発電所建設に伴う協定書調印式

１１月５日（月）
　倉吉市では、太陽光発電所の誘致（旧関金小学校跡地）を行

い、このたび、応募のあった４事業者の中から馬野建設株式会

社（東伯郡琴浦町）を選定しました。それに伴い、同社と倉吉

市は、鳥取県の立ち会いのもと、協定を締結しました。

　最大出力は７５０kwで年間発電量７５．３万kwhを想定して

います。これは、一般家庭１３０世帯分の年間消費電力に相当

します。施設整備に２．２億円を投資し、平成２５年４月には

売電を開始する予定です。

～「あきない塾」第１４期オープニングセレモニー～

白壁土蔵群にニュー・フェイス登場！

１０月２６日（金）
　白壁土蔵郡周辺では、空き店舗を活用して起業に挑戦する

「チャレンジショップあきない塾」という制度が利用できま

す。このたび、「ネイルサロン キャンディ☆ポット」が新たに

出店を決め、オープニングセレモニーが執り行われました。

　代表の中村ゆかりさんは、「地域に愛されるお店になれるよ

う、夫と共に頑張ります」と決意を語りました。同店では、ネ

イルはもちろん、かわいい手作り小物の販売を行っています。

営業時間：午前１０時～午後６時（定休日：木曜日）

～㈱カインズの倉吉支店開設に係る調印式～

新しい企業が倉吉市に進出します！

１１月６日（火）
　インターネットによる映像配信サービスの契約などを受け付ける

テレマーケティングサービス事業を運営する株式会社カインズ（本

社：大阪市）が、来年１月に倉吉市内に支店を新設することとなり、

これを支援する本市と鳥取県が、同社と協定を締結しました。知事公

邸（鳥取市）での調印式に臨んだ同社の新
しんばし

枦孝典社長は、「倉吉の人

柄は真面目で、これからが楽しみ。倉吉に雇用の場を提供したい」と

語りました。来年度までに１００人程度の雇用が予定されています。
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～第９回自然ウォッチング「天神川のサケをみよう」～

大海原から再び生まれた川へ

１１月１１日（日）
　産卵のため、遡上してくるサケを観察する自然ウォッチング

が天神川河川敷で開催されました。参加者は、自然科学研究会

の中前雄一郎先生による説明を聞き、サケの生態について理解

を深めました。また、天神川漁業協同組合の山崎賀津雄組合長

は、「冷たい水の中で生きるサケにとって地球温暖化は深刻な問

題です」と、環境保全を参加者に呼びかけました。

　雨が降り、肌寒い天気でしたが、参加者は、天神川漁業協

同組合による「サケ鍋」の振る舞いで身体を温めました。

～第２回とっとり田舎暮らし＆農業体験ツアー～

倉吉での「田舎暮らし」を満喫

１１月１０日（土）、１１日（日）
　移住定住対策事業のこのツアーに、今回は、県外から６家族

１７人が参加しました。関金町明高を中心に干し柿作り体験や

イモ掘り、鳥飼家住宅で田舎料理を前に囲炉裏を囲んでの交流

会、関金温泉で一日の疲れを取り、農家民泊。２日目は、昔ながら

の機械を使用してそばの実の脱穀・選別体験や竹細工体験、そば

打ち体験を行いました。地元住民との交流などもあり、２日間の

田舎暮らしを満喫しました。参加者からは「心も体も癒された」、

子どもたちからも「また参加したい！」と感想がありました。

～倉吉市民シンポジウム「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」～

子どもたちの将来のために
１１月２０日（火）

　子どもの望ましい成長のために必要な児童数や、地域活動

と小学校が関わることの重要性などについて話し合うシンポ

ジウムが倉吉未来中心小ホールで開催され、山田修平鳥取短

期大学長のコーディネートのもと、小中学校ＰＴＡをはじめ

とするシンポジスト５人により意見が交わされました。シン

ポジストからは、「意見交換の場を増やして、市民全体の温度差

をなくすことが必要」、「児童がきちんと社会に旅立つことができ

る教育の場を作ることが大切」といった意見が出されました。
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倉吉未来中心（あ２３―５３９０／い４７―０２５５）、倉吉交流プラザ（あ４７―１１８１／い４７―１１８０）

1212

　

■倉吉幼稚園 おたのしみ発表会
と　き：１２月８日（土）９：１５～１１：３０

■第２６回鳥取県民チャリティー芸能フェスティバル
と　き：１２月９日（日）１０：３０～１６：００

■２８ｔｈ公演　ダンスステージ「ＨＥＡＲＴ３」
と　き：１２月１６日（日）１５：００～１７：００

■ベーゼンドルファーピアノ演奏体験
と　き：１２月２４日（月・祝）１４：００～２０：００

２５日（火）９：００～２０：００

■デフ・パペットシアター・ひとみによる人形劇
「はこ／ＢＯＸＥＳ じいちゃんのオルゴール♪」公演

と　き：１２月８日（土）１５：００～１６：２０

■リサイタルシリーズVol.１２
眞
し ん か

家利
り え

恵ヴァイオリン・ビオラ リサイタル

と　き：１２月９日（日）１４：００～１６：００

■第２３回ピアノリトルコンサート
と　き：１２月１５日（土）１３：３０～１６：３０

■クリスマスお祝い会（聖テレジア幼稚園・保育園）
と　き：１２月２２日（土）９：３０～１２：００

■クリスマスおゆうぎ会（倉吉愛児園）
と　き：１２月２２日（土）１５：１０～１６：３０

■Ｂコンサート
と　き：１２月２３日（日）１５：００～１６：３０

■宗
むねひろ

廣ピアノ教室発表会

と　き：１２月２４日（月・祝）１４：００～１６：３０

 

■第１２回手作り＆雑貨マーケットｉｎくらよし
と　き：１２月８日（土）９：００～１９：００

９日（日）９：００～１６：００

■みらい音楽堂vol.１０
と　き：１２月９日（日）１２：１５～１３：００

■国際マンガサミット作品展
と　き：１２月１１日（火）～２７日（木）

１０：００（初日）～１８：００（最終日）

■倉吉おや子劇場第１７７回例会
人形劇「火よう日のごちそうはひきがえる」

と　き：１２月９日（日）１４：００～

■フリーマーケット「くらよし大市」
と　き：１２月２３日（日）９：００～１２：００

■食彩館プチグル通りライブ
と　き：１２月２３日（日）１１：００～１２：００

あ２２―４４０９/い２２―４４１５

倉吉博物館

 ▲切り絵「ヘビ」（斎江松童作）

倉吉博物館講座⑤創作文華展体験講座「切り絵」
　幅広い芸術活動の発表の場として毎年３月に開催

している倉吉市創作文華展は、今年度で第３６回を

迎えます。その一部門である「切り絵」に親しむ体験

講座を開催します。

　切り絵は、黒い紙を切り抜いて制作する絵画です。

今回の体験講座では、色紙サイズの干支や季節の植

物の制作に挑戦します。

　白と黒のコントラストが魅力の切り絵を楽しんで

みませんか。

と　き：１２月１６日（日）午後１時３０分～３時３０分

ところ：倉吉博物館 研修室

定　員：２０人（先着順）※ 要申込（１２月１日（土）から申し
込みを受け付けます）

参加費：２００円※制作道具は博物館が準備します。

＊＊＊＊＊展覧会のご案内＊＊＊＊＊

▼斎江鐘洞・松童親子展
　創作文華展体験講座「切り

絵」講師の斎江松童さんと父

鐘洞さんの親子展です。鐘

洞さんの青銅製品をはじめ、

松童さんの絵手紙、切り絵、

ちぎり絵などを展示します。

会　期：１２月６日（木）～１６日（日）
※常設展示の入館料（２１０円）が必要です。

＊＊＊＊＊常設展のご案内＊＊＊＊＊

・美術常設展示「郷土ゆかりの画家たち」

・考古常設展示「よみがえる古代の美」

・歴史民俗資料館「明治・大正の倉吉」

今月の休館日： ３日（月）、１０日（月）、１７日（月）、２５日（火）、２９日（土）～３１日（月）
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倉吉市立図書館 あ４７―１１８３/い４７―１１８０
せきがね図書館 あ /い４５―２５２３

市立図書館

○
○ ◇ △
□
○ ◇

１２月の開館日
カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

1
休館日： 3、10、17、25、27、29 ～

31日
資料整理休館日：27日

○おはなしかい（11：30～）倉
◇あかちゃんのおはなしかい
（11：00～）倉

□むかし話をきく会（11：30～）倉
△おはなしかい（10：30～）関

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

▼「鳥取県内図書館のお宝発掘事業

―我が図書館自慢の資料展３―」
と　き：１２月１５日（土）～２４日（月・祝）　　　

ところ：市立図書館入口

【記念講演会】
と　き：１２月１６日（日）午後１時３０分～３時３０分

ところ：倉吉交流プラザ　第１研修室

演　題：千歯こきと倉吉淀屋―全国へ行き渡った鳥取の鉄―

講　師：松本 薫さん（作家）

▼ボランティア養成講座（読み聞かせ講習など）
と　き：１月２２日（火）午前１０時～１１時３０分

ところ：倉吉交流プラザ 第1研修室

定　員：３０人（先着順）

申込期間：１２月４日（火）～１８日（火）

申込方法：電話・ファックス（申込先：市立図書館）

▼おはなしかい講座（おはなしの小道具（手袋人形）作り）
と　き：１月２９日（火）午前１０時～１１時３０分

ところ：関金総合文化センター 営農相談室

定　員：３０人（先着順）

参加費：３００円（材料費実費）

申込期間：１２月４日（火）～１８日（火）

申込方法：電話・ファックス（申込先：市立図書館）

参加費無料

参加費無料

【今月のイベント】

　＝展覧会・展示会＝

《百花堂》 ■吉田公之介織展～５日　■小原雅

也個展７日～１２日　■ありのみ工房 古澤順

子個展１４日～１９日　■山涌敏秋絵画展２１
日～２７日

《リフレプラザ倉吉》 ■日本自由画壇山陰支

部展１日～１３日　■「やさしい色鉛筆教室」

「デッサン入門教室」合同作品展１５日～２７日

　＝スポーツ＝
《市営ラグビー場》 ■鳥取県ラグビーリーグ２日

《市営武道館》 ■中部地区秋季柔道段級審査会

２日　■中部地区道場連盟剣道大会１６日

《市営体育センター》■中部６人制会長杯バ
レーボール大会９日

【今月のオススメ本】

「永遠者」

辻 仁成／著（文藝春秋）

　若き日本人外交官コウヤは、踊り

子カミーユと出会い、恋に落ちる。

時を超えて生きる運命を背負った二

人は、歴史のうねりに呑
の

み込まれな

がらも、未来への愛を誓うが…。　

「宇宙刑事ギャバンＴＨＥ ＮＯＶＥＬ」

八手 三郎／原作
小林 雄次／著（朝日新聞出版）

　愛機ドルギランでアーム星にやっ

てきた宇宙刑事ギャバン。しかし犯

罪組織メトスの攻撃を受けて、ドル

ギランを奪われてしまう。蒸着でき

なくなってしまった烈は…。

「青春ぱんだバンド」

瀧上 耕／著（小学館）

　進学校に通う新城は、ある日地元の

ヤンキー農高生に脅されてバンドを作

ることになり…！？ にわかバンドを

結成した高校３年生５人組のとびきり

熱くキュートなひと夏の物語。　

「できそこないのおとぎばなし」

いとう ひろし／作（童心社）

　ぼくの妹はいつもつまらない話を

作って遊んでいる。今日は「悪いドラ

ゴンが小人の国から魔法の石を盗ん

だ」って言い出した。物語の世界が動

き出す想像がふくらむ絵本。


