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～第６５回全国優良公民館表彰～

明倫公民館が受賞

１１月１３日（火）
　文部科学省講堂（東京都千代田区）において、明倫公民館が

全国優良公民館表彰を受賞しました。

　この賞は、全国の公民館のうち、特に事業内容やその方法

などに工夫を凝らし、地域住民の学習活動に大きく貢献して

いる優良公民館として、文部科学大臣が表彰を行うものです。

　倉吉市内の公民館では７年ぶりの受賞となりました。

　授賞式に臨んだ公民館主事の佐藤啓子さんと山本明子さん

は、晴れやかな表情で表彰状を受け取っていました。

～平成２４年第１回倉吉市防災会議～

いざという時のために、しっかりと連携を

１１月２８日（水）
　「倉吉市地域防災計画」の見直しをするために市長が招集した

この会議には、行政機関の代表者や医療機関関係者などが一同

に会して、市役所の大会議室で開催されました。冒頭に、石田

市長が「近年、災害が増えており、いつでも稼働できる対策を

立てておくことが必要。連携をしっかり取りたい」とあいさつ

し、防災計画や、市の防災への取り組み状況などについて協議

しました。委員からは、「災害時における女性の力の重要性の見

直しを」、「避難経路の確認が急務」などの意見が出されました。

～第２４回倉吉市公民館まつり～

公民館活動の成果を一同に披露

１１月２９日（木）～１２月１日（土）
　市内１３の地区公民館が、それぞれ開催した講座や教室、サー

クル活動の成果を発表しようと、倉吉未来中心で倉吉市公民館ま

つりを開催しました。書道、絵画、手芸などの作品展示と大ホー

ルでの舞台発表にたくさんの人が訪れました。

　舞台発表では、小学生の迫力ある銭太鼓や竹太鼓の演奏、大人

のしっとりとした傘舞踊、優雅なラウンドダンス、太極拳などの

ほか、朗読、創作民踊、創作劇といったオリジナリティーあふれ

るステージが披露され、来場者を楽しませていました。

～関金温泉健康温泉まつり～

温泉の魅力をたっぷり２日間
１２月１日（土）、２日（日）

　関金町関金宿で、関金温泉健康温泉まつりが開催されまし

た。このイベントでは、温泉・健康をテーマに、湯命館をは

じめとする温泉入浴施設や介護施設で湯中運動教室、足湯ス

トレッチ教室などの催しが行われました。また、関金都市交

流センターでは、お餅や大根のプレゼント、食と健康フェア

と題した健康相談や野菜・特産物の販売、健康運動指導士・

古賀真澄さんの講演会などが行われました。２日間にわたり、

訪れた来場者は、関金温泉の魅了をたっぷりと堪能しました。

佐藤さんと山本さん（左から）
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～㈱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。

～第１４回明高新そばまつり～

香りよい新そばに舌鼓！

１２月２日（日）
　石臼でひいた本格的なソバが楽しめる─。

　毎年恒例の「明高新そばまつり」が、水車の郷体験工房（関

金町明高）で開催され、約２００人が訪れました。来場者は、

「明高鴨そば」や「明高けんちんそば」といったこの日限定メ

ニューで、香りのよい新そばを味わいました。

　また、屋外では、明高そば、地元農産物や山菜おこわなど

の販売ブースや、地域住民によるぜんざいの振る舞いなど、

温かいもてなしを満喫していました。

～鳥短学生による教育委員会ＨＰ診断に係る報告・懇談会～

倉吉市のサイトはどうですか？

１２月１７日（月）
　鳥取短期大学でウェブデザインを学んでいる学生が、本市

公式ホームページの教育委員会コンテンツの診断を行い、こ

の日、その結果の報告会が開催されました。会場には、生活

学科情報・経営専攻の野津和功教授、藤本直子助教のほか学

生７人と、福井教育長のほか、教育委員会から職員が出席し、

「視覚障がい者にも配慮を」、「子ども視点も必要では？」など、

活発な意見交換が行われました。倉吉市では、今回の結果を、

今後のより良いホームページづくりに役立てていきます。

今月の福祉補聴器相談会今月の福祉補聴器相談会
日時： 月1 23日（水）AM10：00～12：00
場所：市役所東庁舎１階 福祉課横　倉吉市福祉事務所

相談会は、毎月第四水曜日です。

TEL0858-22-5551 営業時間 あさ9時～よる7時（木曜定休）

～ (株)アイ・オー・プロセスの倉吉営業所開設に係る調印式～

県外企業の誘致、平成２４年中に４件！

１２月１９日（水）
　データ入力事業などを運営する株式会社アイ・オー・プロ

セス（本社：大阪市中央区）が、倉吉市に進出を決定し、これ

を支援する鳥取県と倉吉市が同社と協定を締結しました。こ

の日、知事公邸（鳥取市）での調印式に臨んだ同社の代表取締

役 北村隆社長は、「倉吉市の災害リスクの低さなどが進出の決

め手。長期的に営業所を運営したい」と語りました。

　同社は、４月末から昭和町２丁目の営業所でデータ入力業務

を開始し、５年間で地元から２０人の雇用を予定しています。

～有料広告募集中～

【大きさ】

１号：縦5㎝×横18㎝

２号：縦5㎝×横 9㎝

３号：縦5㎝×横 6㎝

【掲載料】

１号：30,000円／回

２号：15,000円／回

３号：10,000円／回
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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）
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■平成２５年　倉吉市成人式
と　き：１月３日（木）１３：３０～１６：００

■子どもの発達支援研修会
と　き：１月２０日（日）１３：３０～１７：００

■第１６回上井流福寿会 新春芸能チャリティー発表会
と　き：１月２７日（日）１１：００～１５：００

■海上自衛隊舞鶴音楽隊 ふれあいコンサートin倉吉
と　き：２月３日（日）１４：００～１６：００

■社交ダンスパーティー
と　き：１月６日（日）１３：００～１６：００

■森田ピアノ教室 ピアノ発表会
と　き：１月１４日（月・祝）１３：３０～１６：００

■第３８回倉吉市部落解放文化祭 実践発表
と　き：１月１９日（土）１３：３０～１６：３０

■ブラック・ボトム・ブラス・バンド倉吉公演
と　き：１月２７日（日）１４：００～１５：３０

■みらいアートりうむ劇場 vol. ９

　ブラスコンサート＆『聖者の行進』ワークショップ

と　き：１月１３日（日）１４：００～１５：３０

■第３８回倉吉市部落解放文化祭 作品展示　
と　き：１月１８日（金）～２０日（日）

９：００（初日）～１７：００（最終日）

■第４７回児童福祉展
と　き：１月２６日（土）１０：００～１７：００

１月２７日（日）１０：００～１５：００

■倉吉市学校給食展　
と　き：２月１日（金）～５日（火）

９：００（初日）～１５：００（最終日）

■影絵ファンタジー「栗
り す

鼠の森」

と　き：１月１３日（日）①１４：００～

②１９：００～

■第６回鳥取県がんフォーラム
と　き：１月１９日（土）１３：００～１６：３０

■厚生病院 市民公開講座「生活習慣病」
と　き：１月２７日（日）１３：３０～１６：３０

■読み聞かせ養成講座＆おはなしかい講座
　「絵本の楽しさ伝えよう！」

と　き：１月２２日（火）１０：００～１１：３０

あ２２―４４０９/い２２―４４１５

倉吉博物館

自然ウォッチング⑩「小鴨川の水鳥をみよう」

　昨冬は、山野の鳥も水鳥も少ないことが話題に

なりましたが、今冬は、すでに咋年より５日早く、

コハクチョウが米子水鳥公園にやって来ています。

これは、開園以来最も早い渡来でした。

　このように、野鳥の観察を

継続すると、地球規模での気

候変動の一端がわかるかもし

れません。

　観察会に参加して、自分の

目で確かめてみませんか。

と　き：１月１４日（月・祝）午前９時～１１時ごろ

ところ：小鴨川河川敷

集　合：三明寺橋南詰小鴨川河川敷（宮川町2丁目）
※暖かい服装でご参加ください。

倉吉博物館講座⑥倉吉の茶陶「伯尾山」

　伯耆国尾原（現在の尾原）の地で焼かれた「伯尾

山」焼。倉吉で最も古い茶陶「伯尾山」について、そ

の歴史と伝世された茶陶をスライドで紹介します。

　また、平成７年に実施した窯跡の発掘調査につ

いても、内容と成果を解説します。

と　き：１月１９日（土）午後１時３０分～３時

ところ：灘手公民館（尾原） ※申込・参加費不要

＊＊＊＊＊展覧会のご案内＊＊＊＊＊

▼第１０回鳥取県ジュニア美術展
会　期：１月１２日（土）～２０日（日） ※会期中無休。

今月の休館日： １日（火・祝）～３日（木）、７日（月）、
２１日（月）、２８日（月）

▲昨年度の様子
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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

　＝展覧会・展示会＝
《百花堂》 ■新春作家五人展２日～８日　

■新春盆栽展１０日～１４日　■写友はご

ろも新春展１６日～２２日　■山本満喜雄

個展２４日～３０日

《リフレプラザ倉吉》 ■企画展計羽孝之写

真展「ヒロシマ・フォルム」４日～１３日　

■社書道教室作品展１５日～３０日

　＝スポーツ＝
《市営ラグビー場》 ■全国高校選抜ラグビー

鳥取県予選大会２０日、２７日

《市営武道館》 ■平成２５年倉吉市営武道館

鏡開き式１３日

《市営体育センター》■倉吉市スポーツ少年

団キッズバレーボールリーグ交流会２０日

【今月のオススメ本】

「日産その栄光と屈辱」

佐藤 正明／著（文藝春秋）

　経営中枢の暗闘、海外戦略ミス、

組合幹部抹殺の陰謀。そして業界再

編の渦中でダイムラー、フォードと

何があったのか。名門企業崩壊に至

る真相を明らかにする。

「破産」

嶽本 野ばら／著（小学館）

　もと人気作家の「僕」の借金は、総

額３６１万３千円。連載の原稿料だ

けではとうてい払いきれない借金

を、僕はどうやって返せばいいのか。

ドロ沼借金返済小説。　

「玉
ぎょくと

兎の望
のぞみ

」

仁志 耕一郎／著（講談社）

　平鍛冶の藤兵衛は、想いを寄せる

人の身売りを止めることもできない

ほどの貧困に喘
あえ

いでいた。希代の鉄

炮鍛冶師、国友藤兵衛の熱き戦いと

生涯を懸けた恋を描く。

「おたんじょうび、おことわり？」

ケイディ・マクドナルド・
デントン／絵（岩崎書店）

　今日は、クマの誕生日。お祝

いのカードも、赤い風船も、

パーティも、何もかもきらい

なクマのところへ、お友だち

のネズミがやって来て…。

▼雑誌のリサイクル市
　図書館所蔵の雑誌のうち、保存年限の過ぎた雑

誌を無料配布します。

と　き：１月２６日（土）午前１０時～正午　　　

ところ：倉吉交流プラザ 視聴覚ホール

▼無料行政書士相談会
と　き：１月２０日（日）午前１０時～午後３時

ところ：倉吉交流プラザ 第２研修室

相談内容：遺言・相続、隣地との問題、

　　　　　契約書作成など

問鳥取県行政書士会事務局（あ２４―２７４４）

秘密厳守

【今月のイベント】

○ ◇
○ △
□ ◇
○

１月の開館日
カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
休館日： 1、7、15、21、28、31日
資料整理休館日：31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

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

【１月２日（水）の開館について】
　１月２日（水）は、市立図書館のみ、午前９時から午後

３時まで開館します。せきがね図書館は開館しませんの

でご注意ください。


