
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

金 土 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

1 2 開館 月～金 9：00～17：00

　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

日 月 火 水 木 公民館の利用 9：00～22：00
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・ 「あきらめろ」体重計はつぶやいた 小夜

・ 肉が付き弾けて飛んだシャツボタン 居酒屋てつ

・ 肉じゃがの味は亡母から娘に孫へ 紫陽花

・ 娘や孫に生きざま残す金婚式 くにあき

・ 敬老会 色恋抜けた爺と婆 山崎夢太郎

・ お年玉よりも喜ぶソリ遊び 奨

・ スリッパが開始を告げる大宴会 吉田日南子

・ 肉が好き魚は嫌い野菜ダメ 山本旅人

・ お節料理 肉だけ拾う孫の皿 真亜子

・ ハゲ白髪 並んで歌う同級会 ひーる行灯

・ 高らかに笑える肉をつけている 木天麦青

・ 格別に旨い亥年の牡丹鍋 生田土竜

地区明るい選挙推進員総会11:00

いきいき健康クラブ13:30

主事研修会（上灘公）

水墨画教室13:30

３／１ ３／２

ふれあい給食の日

ジャズ体操同好会13:30

ジャズ体操同好会13:30

倉吉市ニュースポーツ交流会

受付8:30（体育センター）

なごもう会

３／３ ３／４ ３／５ ３／６ ３／７ ３／８

主事研修会次年度計画担当者会第40回自治公対抗

寺子屋川柳教室13:30 市ニュースポーツ交流会練習日19:30

教育を考える会19:30（上北条小）

建国記念の日

民踊教室13:30

くらぶ悠遊友定例会9:30 定期館長会19:00

　男 1,157人／女 1,307人

いきいき健康クラブ13:30

　　　世帯数　1,005 （1,009）

 14歳未満 330人／65歳以上 772人

民生児童委員定例会9:30

第3７1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 2,464人（2,473人）

平成31年2月1日

ふれあい給食の日

県公連研究大会（米子市）

なごもう会

 宿題　「  並ぶ 」「  肉  」・自由吟 宿題　「  並ぶ 」「  肉  」・自由吟

シルエットアート教室10:00

囲碁将棋大会9:00

総会19:00

手芸教室13:30
地区住民体力づくり振興会

自治公民館協議会 民踊教室13:30 なごもう会

役員研修会10:00

助六会18:00

　宿　題  「 縫う 」「 寝る眠る 」・自由吟

シルエットアート教室10:00

上北条みらい塾10:30

地区公館長会（成徳公）

　開催日　２月  ６日（水）13：30～

＜平成30年12月末現在＞

地区食生活改善推進員総会9:30 百八会13:30

手芸教室13:30水墨画教室13:30

➌第65回倉吉市敬老会（平成31年度）
日時 ４月２１日（日）11:00～12:30

会場 上北条公民館
※対象の方には、後日、各自治公民館の役員から

案内ハガキが配布されます。

➊平成31年役員研修会
日時 ２月１７日（日）10:00～11:30
会場 上北条公民館

内容 ①｢地区防災計画･先進地事例について｣

講師／蔭原政徳氏

（高浜地区自主防災連合会会長）

②各部長会の報告 平成31年事業計画

※全役員対象です。欠席の無いようお願いします。

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成３１年１月９日

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

パットゲ-ムスタ-教室

✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫

【集合時間】 ９：００ 【集合場所】 上北条公民館玄関前

今年は雪や雨の日が少ないく、ウォーキング日和が続いています。

肌寒い日も、みんなで楽しく歩くと心も身体もポッカポカになります。

初めての方も貸しポールがあるので気軽にご参加ください。

日時：2019年2月10日（日）14時～16時

場所：上北条公民館 第一会議室

主催：中部ハートフルサウンド吹奏楽団

後援：上北条公民館

中部ハートフルサウンド吹奏楽団

第２０回

定期演奏会

【１部】ソロ・ステージ

【２部】合奏ステージ

・ルパンレンジャーVSパトレンジャー
・ピースサイン など

入場無料

【自治公民館長】

＊小 田 船越 勝儀

＊小田東 中井 浩

＊古川沢（新）奥田 義富

＊下古川 上本 武

＊井手畑 徳田 孝幸

＊新 田 福田 健

＊中 江 村岡 智志

＊中江西 長柄 稔

＊大 塚（新）生田 勝人

＊穴 窪 足羽裕輔

【協議会役員】

◆会 長(会計）福田 健 ［新 田］

◆副会長(会計）徳田 孝幸［井手畑］

◆副会長(会計）船越 勝義［小 田］

◆監 事(会計）奥田 義富［古川沢］

(会計）足羽 裕輔［穴 窪］

◆総務部長会長 福田 康智［穴 窪］

◆社会・文化部長会長 河本 悦子［大 塚］

◆土木・厚生部長会長 山本 節夫［小 田］

◆交通安全部長会長 石村 光徳［中江西］

◆体育部長会長 薮本 正治［中江西］

新しい仲間を迎え、今年のスタートをきりました。よろしくお願いします。 （敬称略）

平成31年(2019年)上北条地区自治公民館協議会主催事業 年間計画

➋第40回 自治公民館対抗囲碁･将棋大会
日時 ３月３日（日）9:00開会
会場 上北条公民館

部門 ・囲碁の部
団体の部、個人の部

・将棋の部

団体の部、個人の部、小学生の部
※問合せは、各自治公民館の社会文化部長へ。

➍平成31年交通安全講習会
日時 ７月６日（土）9:30～10:30
会場 上北条公民館

※問合せは、各自治公民館の交通安全部長へ。

◇体育事業は、上北条住民体力づくり振興会の主催事業です。



２月１３日(水)・２月２７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

今月の☆床の間☆

毎月、水墨画教室のみなさんの作品を和室の
床の間に展示しています。
ぜひご覧ください。

「 厳冬 」
綾女典子さん

水墨画教室では、教室生を募集しています！

毎月、第２，４（木）１３：３０～１６：００に
活動しています。体験も大歓迎です。公民館だよ
りのカレンダーをご確認の上、おこしください。
ぜひ、お待ちしております。

今月は、２月１４日と２月２８日です。

どなたでも参加できます！たくさんの方の参加をお待ちしております。

平成もまもなく次の号にバトンタッチとなります。社会の大きなうねりの中、様々な課題が残されて
いますが、私たちの暮らす地域、地区においても少子高齢化問題や歴史・風土・文化の伝承など未来へ
繋げる知恵・取り組みが必要となります。「上北条の将来像を語り合おう」をテーマに住民参加のもと
何でも語りあえる場として設けられます。気軽にご参加いただけますと幸いです。当面は上北条公民館
管理委員会の「なんでもディスカッション部会」という位置づけでスタートいたします。

～なんでもディスカッション～「上北条みらい塾」が発足します。

※第１回「上北条みらい塾」は、２月１２日（火）10:30～12:00（上北条公民館）

※テーマ・・・～地図を見ながら未来を語ろう～で開催します。

問い合わせ先・・・上北条公民館（26-1763）

【開催日】原則、偶数月の第二火曜日10:30～12:00（参加無料）上北条公民館だよりで告知
【テーマ】開催日毎に定め、自由討議とします。

※車は、校庭に駐車してください。

☆申し込み、お問い合わせは上北条公民館 (２６－１７６３)まで。

主催/くらぶ悠・遊・友：上北条公民館

今年も陶芸教室を開催します！

陶芸の奥深さにふれてみましょう。

ふれあい給食ボランティア”調理”スタッフ

上北条地区の高齢者のみなさん（対象者３５名）へ、

毎月第２・４水曜日に手作り弁当を配食しています。
一緒に調理をしてくださるボランティアを募集！！

［内容］簡単な調理の手伝い

［時間］9:00～2時間程度 ※当番制（2ヶ月に1回）

［締切］2月28日（木）

上北条地区社会福祉協議会事務局（上北条公民館内）26-1763

募集中☆

＜問合せ・申込先＞


