
第４１９号 平成２９年１２月１日

    か ん ぽ う    

                      せいとく

倉吉市成徳公民館（鳥取県倉吉市住吉町 77-1）○TEL：0858-22-1301 ○FAX：0858-23-3653

○開館：月〰金9：00〰17：00（祝祭日を除く）公民館の利用：（年間 9：00〰22：00）

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net ○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/       

     倉吉市・成徳公民館・各団体のおもな予定     

       

  

   

  

  

日 曜 時間 内容

１日 金 ９：００～ 倉吉市公民館まつり作品展（未来中心）

  ２日 土
９：００～

１３：００～

倉吉市公民館まつり作品展

〃        舞台発表（未来中心）

３日 日

４日 月

５日 火
８：００～

１２：４５～

歳末たすけあい募金事業【ふれあい給食】

学校へ行こう！（成徳小）

６日 水 １３：３０～ 倉吉市女性連絡会研修交流会（高城公）

７日 木 １３：３０～ 成徳地区女性連絡会

８日 金

９日 土 １５：３０～ 青少協・成徳公講演会          

１０日 日 １３：３０～ 地区社協・福祉協力員等合同研修会

１１日 月

１２日 火
１０：３０～

１２：４５～

歳末たすけあい募金事業【凧づくり】（成徳小）

学校へ行こう！（成徳小）

１３日 水

１４日 木 １０：００～ なごもう会

１５日 金 １３：３０～ 倉吉市公民館研究大会（交流プラザ）

１６日 土

１７日 日 ９：００～ 成徳健康フェア

１８日 月 鳥取看護大学フィールド体験実習

１９日 火
８：００～ 歳末たすけあい募金事業【ふれあい給食】

鳥取看護大学フィールド体験実習（湊町）

２０日 水
１０：００～

鳥取看護大学フィールド体験実習（湊町）

成徳地区社会福祉協議会 理事会

２１日 木

２２日 金

２３日 土

２４日 日

２５日 月

２６日 火 ９：００～ 成徳公民館大掃除

２７日 水 業者清掃日

２８日 木 業者清掃日

２９日 金 閉館

３０日 土 閉館

３１日 日 閉館

・・１２月 contents・・★町内学習会を振り返って ★成徳健康フェア おしらせ ★成徳地区青少年健全育成協議会講演会 参加者募集

★学校へ行こう！★平成 29 年緑の募金事業報告★ニュースポーツ「パットゲームスター」参加者募集 ★東中学校ボランティア活動 今年も大成功

★倉吉市社会福祉協議会長表彰★保健だより★１２月おもな予定 ★成徳地区自治公民館協議会 12 月のおもな予定 ★第 29 回倉吉市公民館まつり

★成徳公民館年末大掃除 ★ペットボトルキャップ等回収 ★ベルマーク運動

                                   

町内学習会を振り返って・・・
今年度の町内学習会は 11 月 28 日の新町 3 丁目の学習会をもって無事終了しました。

推進員の皆さん、御苦労様でした。今年は昨年よりも参加者が微増という結果になり、

学習会に参加される方が徐々にですが増えています。推進員さんが一生懸命に取り組

まれた成果です。ここで今年度の町内学習会を振り返ってみます。

今年度は宮川町 2 丁目と新町 3 丁目が推進指定地区（2 回の学習会開催，現地視察）として取り組みました。

両町内とも、学習会は身近なテーマで取り組まれました。

町内学習会ですが、先にあげた２町内を含めて、身近なテーマが学習会の話題として取り上げられました。

1 番目は、多くの町内が「防災と人権」というテーマに取り組まれました。これは昨年発生した地震や大雪に

対しての取り組みから考えられたことではないでしょうか。2 番目として、講師の人選が多岐に渡りました。

講師の顔ぶれを見てみますと、成徳地区をはじめとした地元の人材を講師として活用されていました。身近な

テーマを考えられたからでしょう。3 番目として、人権文化センターとの協力が進みました。学習会のテーマ

で困られたときなど色々と相談されたようです。人権文化センターも積極的に学習会に参加され、参加者の一

員として学習会の輪に入られたと聞いています。以上３点を踏まえて町内学習会が今後の「町づくり」に活か

されればと思います。町内学習会は推進員だけの学習会ではなく、広く地域住民のための学習会でもあります。

このような姿が来年度以降も継承され、学習内容が一層深まることを期待しています。最後となりましたが，

推進委員の皆さん，指定町内の宮川町 2 丁目、新町 3 丁目の皆さん、そして町内学習会に参加された成徳小学

校、東中学校の先生方、講師の方々ご苦労様でした。      成徳地区同和教育研究会会長 田村昭夫             
                          

                         

                   

・・・事前学習会の様子・・・

成徳地区自治公民館協議会１２月のおもな予定

（11 月 28 日現在）

◆自治公館長会・部長会長合同会

１２月７日（木）18:30～（まきた旅館）

◆各部長会反省会

厚生部長会１２月 １日（金）18:30～

社会部長会１２月 １日（金）18:30～

体育部長会１２月 ９日（土）18:30～

総務部長会１２月１２日（火）19:00～

◆自治公三役会１２月１４日 (木）10:00～

（成徳公民館）

QR コード読取機能のある携帯・スマホ

をお持ちの方は簡単アクセス！

・・・ご活用ください・・・

公民館のベルマーク運動
切取り、集計ボランティアも随時募集中！

地域の皆様にはベルマーク収集にご協力をいただき

感謝申し上げます。今後ともご協力をお願いします。

ペットボトルのキャップ回収

いつもご協力をいただき、ありがとう

ございます。

回収箱

成徳公民館玄関内に設置しています。

回収するもの

○お茶やジュース等のキャップ。

×調味料のキャップは回収しません。

お願い

キャップは必ず洗って乾かしてください。

使用済み小型電子機器等

使用済み天ぷら油の食用廃油

回収箱

成徳公民館自転車置き

場の横に設置しています。

第２９回倉吉市公民館まつり    
主催：倉吉市公民館連絡協議会 倉吉市教育委員会

倉吉市内 13 地区公民館が作品を展示します。

最終日には学習の成果を舞台で発表しますので、各地

区公民館の活動をぜひご覧ください。

★会場：倉吉未来中心 アトリウム・大ホール入場無料

●作品展示 11 月 30 日（木）～12 月 2 日（土）

９:３０～１８:００ （最終日のみ 16:30 まで）

●舞台発表 12 月 2 日（土）開演１３:００

成徳公民館は「フラ（ダンス）教室」が発表します！

◆年末年始閉館 平成 29 年 12 月 29 日～平成 30 年 1 月 3 日

公民館の利用については成徳公民館へお問合せ下さい。

倉吉市成徳公民館管理委員会

枚数に限りはありますが・・・館報「成徳」カラー版を成徳公民館

窓口に置いています。

また、市報、県政だより等情報資料もあります。ご自由にお持ち

帰りください。

成徳公民館 年末大掃除ご協力のお願い

12 月２６日(火)9：00～10：30

公民館内の掃除を行います。

地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。

           成徳公民館管理委員会



               

      

  

                        

参加対象：成人・高齢者向き

成 徳 健 康 フ ェ ア

                  会場：倉吉市成徳公民館

                      申込み不要。

                        各コーナー無料。

             自分の「健康」について、ちょっと

          向き合ってみる日にしませんか。

いろいろな測定と体験が出来ます。なんと、健康チェックの

あとは、おいしい食事つき！大好評の「あめ玉すくい」もあ

ります。    ぜひお出かけください！

おもな内容はコチラ・・・

★骨密度測定 ★脳を動かす指体操

★もの忘れタッチパネル検査 ★パットゲームスター体験

★血圧測定 ★肌年齢測定 ★足指力測定 ★体組成測定

★医師・臨床検査技師による血管年齢測定 （厚生病院出前事業）

★腎臓病予防講演会 肝
かん

腎
じ ん

要
かなめ

のおはなし会 （山本 了先生）

健康チェックのあとは・・おいしい食事をどうぞ！

★さば缶ハンバーグ定食（雑穀米、減塩みそ汁）

詳しくは、各戸配布のチラシをごらんください。

主催：成徳地区体育振興会  共催：倉吉市成徳公民館

成徳地区青少年健全育成協議会

講演会のご案内
今年度は、成徳地区出身で阪神タイガース通訳と

して多くのファンを持つ、永田俊紘さんをお招きし

て講演会を開催します。子どもの頃から取り組んで

いた野球と得意だった英語力を活かし、夢を形にし

たサクセスストーリーをできるだけ多くの皆様にお

聴きいただきたいと企画しました。

お誘いあわせの上、多数ご参加いただければ幸いです。

記

◆日時：１２月９日（土）１５：３０～１７：００

◆会場：成徳公民館 ２階 大会議室

◆講師：阪神タイガース国際スカウトならびに投手担当通訳

永田俊紘さん

参加をご希望の方は 12 月 8 日

までに成徳公民館へお申込み

ください。

主催

成徳地区青少年健全育成協議会

共催

倉吉市成徳公民館

学校へ行こう！     主催：倉吉市成徳公民館

高齢者と小学生が囲碁や将棋、昔遊びをして一緒に楽しみます。

どなたでも参加できますので、お気軽にどうぞ！

▲１２月の開催 ５日・１２日（毎週火曜日）

▲時間 １２：４５～１３：２０ 参加費無料申込不要

▲場所 成徳小学校１階 多目的教室です。

ニュースポーツ     主催：成徳パットゲームスターの会

毎月：第1・第3水曜日の午後は「パットゲームスター」
（１２月は・・６日、２０日） みんなで楽しみましょう！
◆場所：倉吉市成徳公民館 ２階 大会議室

◆参加：無料 申込み不要

◆時間：１３:３０～１５：３０

◆持参：運動シューズ、グラウンド・ゴルフクラブ
※用具は公民館でも準備しています。

平成２９年・緑の募金事業（地区緑化）

花づくりをとおして住民同士がふれあい、明るく元気

のある町づくりの一助を目的に事業を実施。

成徳地区内にある観光地周辺の町内を中心にパンジー

の花植えをしました。

✿魚町 ✿湊町 ✿東町 ✿宮川町✿堺町 1丁目

✿堺町 2丁目✿明治町✿新町 1丁目✿東仲町

✿西仲町✿成徳公民館

グラウンド・ゴルフのク

ラブを使って行うスポー

ツで、屋外とほぼ同じ距

離間でゲームを楽しめま

す。ルールはかんたん！

誰でも楽しめますので、

お気軽にご参加くださ

い。お待ちしています。

12/ 17
（日）

9:00～ 12:30

東中学校ボランティア活動 玉川トラッシュハンティング（ＴＴＨ）
※トラッシュ：ごみ ※ハンティング：狩る

今年も大成功！
  東中校区の宝である玉川の清掃活動を通して学友会スローガンの一つ「自主」を実践し、地域貢献活動とする。

また、幼い頃からお世話になってきた地域のみなさんに少しでも恩返しをするとともに、地域のみなさんの協力を得

て共同作業を行うことで地域の次世代育成に参画し、ふるさと（倉吉市）への愛着心を養うことを目的に昨年から清

掃をしています。主催は学友会です。

第 1回は 7月 9日、第 2回は 11 月 11 日に実施し、学友会の呼び掛けに応えた生徒、教職員延べ 251 人（全校 264

人）が清掃活動に参加しました。開会式では成徳地区玉川を美しくする会の中川秀樹会長にもご挨拶をいただきまし

た。生徒たちは作業に必要な道具（股下何センチ？という程の長い長靴、火バサミ、カゴ、ロープ等）を借りる係の役割分

担も大事です。玉川を美しくする会の皆さんも生徒の指導をしながら作業に加わっていただき、部活動ごとに清掃範

囲を決め、作業の分担も的確に行いました。さすがに 2回目となると要領も良く、大変よく働き、軽トラックの荷台

一杯ほどのゴミを回収しました。開会式、作業を取り仕切った学友会執行部の動きは本当に素晴らしいものでした。

この活動をとおして、学友会スローガンの一つである「自主」の心が育ち、倉吉を担う若者に成長していくことを願

っています。

地域の皆様には活動へのご理解ご協力をいただき、感謝申し上げます。 倉吉市立東中学校

                     

                  

モノを川に捨てないようにしたいものです

参加した生徒の感想より・・・

★３年女子 地域の方に恩返しができたら良いなと思い、玉川トラッシュハンティングを実施しました。第１回に続き、

たくさんの人たちが参加してくれました。たくさんの人たちの協力のおかげで川がきれいになったと思うの

で良かったです。参加してくれたみなさん、ありがとうございました。

★３年女子 短い作業時間であんなにゴミがとれたことに驚きました。これからは、玉川をキレイに保っていきたいです。

★２年男子 最初はゴミがおちていたりしたけど、ゴミを拾って集めたり、他の部員と協力してできたので良かったです。

また、これからも地域の川をきれいにする行事などに積極的に参加して地域貢献していきたいと思います。

レディース検診のお知らせ

○日にち：平成 29 年 12 月 4 日（土）〇場所：小鴨公民館

○受付時間：午後 1 時～午後1 時半まで

○内容：大腸がん検診・子宮がん検診・ 乳がん検診

休日健診のお知らせ

○日にち：平成 29 年 12 月 9 日（土）〇場所：社公民館

○受付時間：午前 8 時～午前 10 時

○内容

一般健診・特定健診・長寿健診

・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診

・肝炎ウィルス検診（過去に受診歴のない人）

・子宮がん検診・乳がん検診(マンモグラフィ検査)

物忘れ健診 午前 9時から終了時間まで（無料）

○持ち物：保険証、自己負担金、がん検診受診券

＊事前申込みが必要です。

詳しくは受診券に同封の「倉吉市健康診査の手引き」をご覧ください。

申し込み・問合せ先 倉吉市保健センター ☎26－5670

第５８回「倉吉市社会福祉大会」11/9

倉吉市社会福祉協議会長表彰おめでとうございます！

大会資料に掲載された成徳地区表彰者は次の方々です。

★優良子ども会 玉川子ども会(魚町、研屋町、東仲町、西仲町)

★社会福祉活動奉仕功労者・団体

  給食ボランティア   伊佐田品子さん近衛暉代さん

★在宅福祉奉仕者（褒賞）土橋佑子さん      

            


