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エコアジア2004へ参加
倉吉市立西中学校

倉吉市立西中学校では、この環境展示・エコライブラリーコーナーに昨年度生徒
会が中心となり、全校生徒で取り組んだ「二酸化炭素の発生と貯金」を出展しました。
この取り組みは、例えば、教室には20本の蛍光灯があり、移動教室1時間きちんと節
電すると約0.6㎏の二酸化炭素発生を抑制でき、灯油1㍑の燃焼により約2.5㎏の二酸
化炭素が発生するということを踏まえて、各教室で発生する二酸化炭素量を調べ、地
球環境問題を考えていこうというものです。移動教室時での節電（貯金）、ストーブの
火力の調整（発生）は、以前から学校生活のルールとして、取り上げられており、特に
目新しいものではないのですが、この取り組みのおもしろいところは、環境負荷を数
字で表し、環境問題を考えながら日々の学校生活のルールを再確認出来るところです。
この取り組み結果から、特筆すべきところは、気温が下がると灯油の使用量が増え、
気温が上がると使用量が減少していることです。
これは、とても大切なことで、各クラスが点検表・温度計を使い、無駄を省こう

という取り組みが着実に身に付いてきたことの表れだと考えられ、地球温暖化現象
を考える大きなきっかけとなったと思います。
この夏は猛暑と伝えられエアコンの際だった利用が予想されます。そこで夏休み

の取り組みとして各家庭で電力メーターを毎日見て、使用量を記録し、西中校区全
体ではどれくらい二酸化炭素を発生させているのか、気温との関係を探っていき、
学校でも家庭でも地球環境を考えていきたいと思っています。

米子市を会場に「エコアジア2004」が環境をテーマに6月18日から20日の3
日間開催されました。これは、アジア・オセアニア地域約30カ国の大臣級の方々
が一堂に会され、今年で12回目を迎えたものです。この会議では、各国環境大臣
が環境政策の強化方策について話し合いをされたり、環境教育シンポジウムが行
われたり、環境展示・エコライブラリーコーナーが設けられたりとまさに環境尽
くしの内容でした。

環境学習に取り組む西中学校のみなさん

西中学校の展示コーナー



2004.８.１ (2)■問い合わせ先：倉吉打吹まつり実行委員会事務局（市商工観光課 022-1200）

8月�7日�●�土�

8月�8日�●�日�

★倉吉パークスクエアふれあい広場
●オープニング・牛鬼登場　　　午後2時～午後2時30分
まつりのオープニングは紅白2基の牛鬼登場

★倉吉銀座通り～打吹公園通り
●屋台(山車)巡行･牛鬼パレード　午後3時～午後4時
●パレード・合同演奏 午後4時～午後4時45分

小学生約400人の金管バンド隊で元気発信！

●飛天WASSO（ワッソ）にぎわいステージ
午後4時45分～午後5時45分

●女みこし、牛鬼　　　　　　 午後5時45分～午後7時

みこしネット風雅・牛鬼（愛媛県津島町）

・倉吉牛鬼が今年もまつりを盛り上げます！

●飛天WASSO（ワッソ） 午後6時～午後8時30分

●みつぼし踊り大会 午後7時30分～午後9時

★打吹公園通り（商工会議所周辺）
●くらのいち（出店） 午後4時～午後9時

★白壁土蔵群・赤瓦周辺
●子供たち集まれ!にぎわい広場 午後3時30分～午後9時

ちょこっと屋台、ペットボトル迷路・シーバルクなど楽し

さ満載！今年の注目はここ！

★お祭り広場（飛天夢広場・倉吉大橋河川敷）
●じげRock2004 午後4時～午後8時30分

熱い11バンドによるＲockの祭典！

●3on3ｽﾄﾘｰﾄ IN 倉吉 午後2時～午後6時

16チーム出場！初大会の栄冠は誰に！

●打吹天女コンテスト 午後6時～午後7時

午後7時30分～午後8時

明るく元気な8人の出場が決定！

●Ｐaix2(ぺぺ)ステージ 午後7時～午後7時30分

人気急上昇！ぺぺのオンステージ！

●太鼓ステージ
ステージオープニングは打吹童子ばやし

午後5時45分～午後6時

締めくくりは倉吉打吹太鼓の演奏で　

午後8時～午後8時30分

●楽市楽座（出店） 午後4時30分～午後9時15分

会場いっぱいに楽しい店が24ブース！

●飛天花火大会 午後8時30分～午後9時

祭りのフィナーレは夜空を飾る3,000発！

★飛天夢広場対岸河川敷（水道局前河川敷）
●ヘリコプターによるくらよし・せきがね魅力再発見飛行

午前11時～午後4時30分

今年の見どころはこれだ！

7日��
�
　(土)

●飛天WASSOがパワーアップ。光のパフォーマンスは必見！
今年もWASSOは元気いっぱい！総

勢30チーム、約800人の参加です。
関金町商工会青年部の名物「スコップ
やきそば」の応援もあります。特に7
時45分からの「光のパフォーマンス」
は必見！感動間違いなし！明かりのつ
いた「土蔵みこし」14基が街に彩り
を加えてくれます。ぜひご覧ください。

8日��
�(日)

●「屋台（山車）巡行・牛鬼パレード」 が加わります！
新町1丁目自治公民館と新たに明治町自

治公民館の協力により、古くから伝わる屋
台（山車）を出していただき「屋台巡行」
を行います。また、紅白の牛鬼を綱で引っ
張る「牛鬼パレード」も行い、屋台・牛鬼
を子供たちが元気いっぱいに引く姿は必見
です。子供たちの飛び入り参加OKです。

●みんなでＰaix2(ぺぺ)を応援しよう！
地元出身のＰaix2(ぺぺ)オンステージは

8日午後7時～7時30分。2ndシングル
「花天女」そして7月21日には「SAYいっ
ぱいをありがとう」（NHK教育 ひとりで
できるもん！どこでもクッキングテーマ
曲）発売など、いま全国で活躍中。2人の
活動とともに倉吉の歌が全国に広がりま
す。さあ、みんなで応援しよう！

●「3on3ストリートIN倉吉」初開催！
今年新たな取り組みとして、8日のイベントに

「3on3ストリートIN倉吉」が加わります。中学生
以上の3人1組でチームを編成し全16チームが熱戦
を展開します。初大会の栄冠を飾るのは誰！

職場でＴシャツを着て"まつり"を盛り上げていただく企業が増えてい
ます。"買って協力! 着て参加!" お求めは今すぐ！
●販売価格／1,500円
●色／紺・グレー・みずいろ
●サイズ／子供用　130、150

一般用　Ｓ･Ｍ･Ｌ･ＸＬ
●販売取扱店／パープルタウン（インフ

ォメーション）、BYヨシ
ダ、赤瓦1･8号館、市役
所商工観光課（北庁舎）

買って協力! 着て参加!！

倉吉Tシャツ　企業でも大活躍！

いよいよ開催！いよいよ開催！ みんなの手でつくる！みんなの手でつくる！
みんなのまつり！みんなのまつり！
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倉吉市営温水プールの各種教室　受講者募集！

教　　室　　名 開　講　日 定員 回数 時　　間 対　　象 参　加　費

＜市内の人＞

1回につきプール

利用料が必要

＜市外の方＞

1回につきプール

利用料金と受講料

300円が必要

8月20日

（金）

必　　着

1回につきプール利用料

金と受講料400円が必要
当日申込　

無　料 事前申込不要

申込期限

18歳以上の人

40歳以上で

初心者の人
18歳以上で

初心者の人

小学校1～3年生

で初心者の人

小学校1～3年

生で15ｍ程度

泳げる人

小学校4～6年生で

25ｍ程度泳げる人

18歳以上の人

プールご利用の方

どなたでも

13:30～14:30

10:30～11:30

10:30～11:30

18:30～19:30

10:30～11:30

15:30～16:30

12:00～13:00

17:00～18:00

14:00～15:00

18:30～19:30

12:00～12:30

全4回

全4回

全8回

全8回

全8回

全8回

全8回

全8回

全8回

各1回

－

30

30

15

15

10

10

10

10

15

30

なし

9/3～9/24（毎週金曜日）

9/1～9/22（毎週水曜日）

9/2～10/28（毎週木曜日）

9/2～10/28（毎週木曜日）

9/4～10/23（毎週土曜日）

9/4～10/23（毎週土曜日）

9/4～10/23（毎週土曜日）

9/4～10/23（毎週土曜日）

9/4～10/23（毎週土曜日）

9/1･8･15･22･29（水曜日）

9/3･10･17･24（金曜日）

水中

運動

運動不足解消コース（初心者）

筋 力 ア ッ プ コ ー ス

い き い き 健 康 水 泳

ア フ タ ー ５ 水 泳

ジュニア水泳Ａ＜低学年水慣れ＞

ジュニア水泳Ｂ＜低学年水慣れ＞

ジュニア水泳Ｃ＜低学年上達＞

ジュニア水泳Ｄ＜低学年上達＞

ジ ュ ニ ア 水 泳 Ｅ ＜ 高 学 年 ＞

ア ク ア フ ィ ッ ト ネ ス

ワ ン ポ イ ン ト ・ ア ド バ イ ス

◆水中運動教室
・運動不足解消コース
水中運動が初心者の人でも気軽に取り組めるように、水中歩行や
ストレッチ等を取り入れたプログラムです。
水の抵抗を利用して無理なく楽しく運動不足を解消していきま
す。
・筋力アップコース
水中運動経験者向けに、水中歩行を中心に行い、水の抵抗を利用
した筋力トレーニングなどを取り入れて、楽しみながら筋力アップ
をめざします。
◆いきいき健康水泳教室
水泳の苦手な人でも水中ウォーキングから水に慣れていき、泳ぎ
の基礎を学びます。クロールで25メートル泳ぐことを目標としてい
きます。
◆アフター５水泳教室
水中ウォーキングから水に慣れていき、泳ぎの基礎を学びます。
泳ぎの基本練習により泳力の向上・泳法の習得を行っていき、体力
アップ・健康の維持促進を目指します。
夕方開催ですので、仕事が終わってからの運動としておすすめで
す。

◆ジュニア水泳教室
・Aコース、Bコース（低学年水慣れ） 水慣れから始め、水への恐
怖心を取り除いていく中で、顔付け・けのび・バタ足を行いクロー
ルの練習を行います。手足の動き・呼吸法を学び、泳ぎの基本を身
に付けます。
・Cコース、Dコース（低学年上達） より長い距離を泳げるように
クロールの基本を学び、25ｍを泳ぐことを目標としていきます。
・Eコース（高学年） 水慣れから始め、泳ぎの基本から学んでいき
ます。クロールで25ｍ完泳と2種目の泳法取得を目標としていきま
す。
◆アクアフィットネス
音楽に合わせた水中エアロビクスは、体力アップやシェイプアッ
プ、ストレス解消に役立ちます。
夕方開催・事前申込み不要ですので、仕事帰りでも気軽に参加い
ただけます。
◆ワンポイント・アドバイス
水中運動、水泳に関する質問に対して、指導員がプール場内でわ
かりやすくアドバイスを行います。
利用目的にあわせたメニューの提案も行っていますので、ぜひお
試しください。

倉吉市営温水プールでは、9月から開催する水中運動、水泳の各種教室の受講者を募集します。

目的別のメニューを取りそろえた各種教室で「健康づくり・体力づくり」をはじめてみませんか。お気軽にお申込みください。

◆申込み方法 温水プール受付での直接申込み、又はハガキかFAXで「希望の教室名と月日（複数記入可）、郵便番号、住所、氏名、
年齢（学年）電話番号、泳力（簡単で結構です。※水泳教室のみ）」を記入し申し込みください。（期限必着）
※ジュニア水泳A～Dは重複しての申込みはできません。※ジュニア水泳教室に申し込みの際は参加者氏名及び保護者氏名を記入してください。
※定員を超えた場合は、8月29日（日）に抽選会を行います。抽選会の詳細については、
申込者に別途ご案内します。
※アクアフィットネスの事前申込みは不要です。教室当日の30分前から温水プール受付
にて先着順に受付します。
※教室参加料にはプール利用料金を含みますので、当日の教室終了後もプールを続けてご
利用いただけます。
◆プール利用料金 一　般 500円（午後6時以降300円）

小･中･高校生 200円（午後6時以降100円）
倉吉市営温水プール 047－1186 447－1187
営業時間／午前10時～午後8時　休館日／月曜日（祝祭日の場合は翌日）
8月31日までは、休まず営業いたします。

９月から
はじまる




