
第 443 号 令和元年１２月１日

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：（9：00～22：00）

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

おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）

日 曜 開始時間 内容 日 曜 開始時間 内容

1 日 9：30 趣味の講座「スワッグ作り教室」 17 火 8：00

12：45

13：35

ふれあい給食（歳末たすけあい募金事業）

学校へ行こう！（成徳小）

３Ｂ体操・体験交流会（成徳小）

2 月 18 水

3 火 8：00

12：45

ふれあい給食（歳末たすけあい募金事業）

学校へ行こう！（成徳小）

19 木 10：00 地区社協第 2 回理事会

4 水 20：00 住民スポーツの日「バレーボール」（東中） 20 金

5 木 21 土 17：00 ファミリーバドミントン教室③（東中）

6 金 13：00 第 1 回倉吉市公民館活動展（未来中心） 22 日

7 土 9：00

17：00

第 1 回倉吉市公民館活動展（未来中心）

ファミリーバドミントン教室①（東中）

23 月 10：00 ミノアカ・フラサークル

8 日 13：30 小地域福祉ネットワーク事業・合同研修会 24 火 9：00 成徳公民館大掃除

9 月 25 水 業者清掃

10 火 12：45 学校へ行こう！（成徳小） 26 木 10：00 なごもう会       業者清掃

11 水 27 金 仕事納め

12 木 10：00 なごもう会 28 土

13 金 13：30 第 13 回倉吉市公民館研究大会（交流プ） 29 日

14 土 17：00 ファミリーバドミントン教室②（東中） 30 月

15 日 31 火

16 月 10：25 歳末たすけあい募金事業「凧づくり」（成徳小）

成徳地区の人口 2,854 人（男 1,325 人 女 1,529 人） 世帯数：1,429 世帯

0歳～14 歳：291 人 15 歳～64 歳：1,427 人 65 歳以上：1,136 人〈令和元年 10 月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 12 月おもな予定（11/26 現在）  

◆自治公館長会 12 月 6日（金）18：30～（打吹回廊）

◆自治公三役会 12 月 13 日（金） 10:00～（成徳公民館）

◆自治公体育部長会反省会   12 月 7日（土）

◆自治公交通安全部長会反省会 12 月 10 日（火）

12 月 contents・・★同和教育町内学習会 2019 年度を振り返って ★第１回「倉吉市公民館活動展」★３B 体操教室参加者募集・体験交流会

★学校へ行こう！参加者募集 ★ミノアカ・フラサークル参加者募集 ★倉吉健康麻将の会 杉原 圓さん「ねんりんピック」ブロック別で銀メダル

を獲得！★保健だより★成徳地区民生児童委員協議会民生児童委員・主任児童委員新体制決まる！★住民スポーツの日・バレーボールを楽しもう！

★令和元年度 成徳地区緑化推進事業完了 ★「成徳健康フェア」健康意識高まる！★玉川の歴史を紐解く（その４）★12 月予定 ★大そうじご協力

のお願い★リサイクル・ベルマーク ★年末年始等、閉館お知らせ★こども食堂テラハウス★令和元年度 倉吉社会福祉協議会ミニギャラリー展示

同和教育町内学習会2019年度を振り返って

今年の町内学習会も 10 月末をもって無事終了しました。

参加者数は昨年とほぼ同様でしたが、学習会運営のために努力された

推進員さん並びに関係者の方々に感謝申し上げます。

今年度は東仲町と堺町 1 丁目が推進指定地区（2 回の学習会開催、

現地研修）として取り組みました。

町内学習会はどの町内も身近なテーマが取り上げられ、会の運営にも

工夫が見られました。

◆1 番目は昨年からの流れで「防災と人権」という観点の取り組み。

◆2 番目は「高齢者（含認知症）」。これは昨今の気象災害や高齢者

を取り巻く環境があるかと思われます。

◆3 番目は「情報」「外国人」。情報機器が発達・普及した今日、非

常に悩ましい問題です。「外国人」に関しては私たちの生活の場面

で多く見受けられるようになりました。これからの社会はもっと多

くの外国人と接する・共生することが多くなります。

理解の第一歩は「知る」ということです。そして社会的弱者と言われる人たちと一緒にどのような共生社会を築く

か。「防災」で取り組む中に「人権」という、もう一つの柱を立てることで「防災」をテーマにした学習が生きて

きます。「防災」「社会的弱者（含高齢者・子ども等）」「外国人」「情報」はすべて底辺で「人権」でつながっ

ています。毎年取り組んでいる町内学習会ですが、それが「町づくり」に生かされつつあるように感じられます。

学習テーマをどんどん「深掘り」している町内や運営方法を考えて取り組まれたところもあります。様々な工夫の

中で昨年と比べて「理解が深まった」「参加者が増えた」と肯定的に捉えた町内がありました。このような評価が

増えるといいですね‼ 町内学習会は同和教育推進員の学習会ではなく、広く地域住民のための学習会でもありま

す。来年度以降も発展することを期待しています。

最後となりましたが、同和教育推進員の皆さん、指定町内の皆さん、そして町内学習会にご参加をいただいた人権

文化センター、成徳小学校、東中学校の先生方、講師の方々ありがとうございました。             

成徳地区同和教育研究会会長 田村昭夫リサイクル ベルマーク ご協力ありがとうございます。

★使用済み小型電子機器（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★天ぷら油の食用廃油（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★ベルマーク（成徳公民館玄関内）

◆館報「成徳」カラー版を成徳公民館窓口に置いています。

市報、県政だより、チラシ等ご自由にお持ち帰りください。

毎月第 4月曜日は子ども食堂テラハウス

12 月 23 日（月）

会場 成徳公民館【17時～20 時】

子ども 100 円 中高生 200円 大人 500円

★12 月は・・

子どもも、大人も楽しめるイベントがあるよ！

・・お知らせ・・

★12 月 6 日（金）9：00～13：30

倉吉市公民館活動展準備のため、事務室を閉めます。

★令和元年 12 月 30 日（月）～令和 2年 1月 3日（金）

年末年始閉館 ※令和 2 年の開館は 1 月 6 日（月）～

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成徳公民館 大そうじご協力のお願い

12 月 24 日(火)9：00～10：30 今年も公民館の大掃除を行

いますので、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

◆令和元年度 倉吉社会福祉協議会ミニギャラリー展示

成徳地区：堺町 3丁目楽喜サロンの皆さん

いきいきサロン事業活動で制作された作品を展示

12/9～12/27 倉吉福祉センター



                    
           

お気軽にご参加を！ ３B 体操教室

見学、体験いつでも大歓迎。お待ちしています。

12 月 3 日/10 日/24 日（火曜日）

■時間：14：00～15：30 ■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：福井留実さん   ■持参：シューズ、飲み物

■服装：自由

★12 月 17 日（火）13：35～

３Ｂ体操・体験交流会を成徳小学校にて開催    

地域の参加者と 2 年生児童が３Ｂ体操を楽しみます！

・・お気軽にご参加を・・ 申込み不要

    フラ ミノアカ・フラサークル 12/23（月）

■時間：10：00～11：30  ■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：河本高枝さん      ■持参：タオル、飲み物

■参加費：一人１回 500円

■服装：自由 下はスカートが良いです。

学校へ行こう！    主催：倉吉市成徳公民館

高齢者が小学校で囲碁や将棋、昔あそびを楽しみます。

お気軽にご参加ください。申込不要

▲12 月 3 日/10 日/17 日（火曜日）

▲時間12:45～13:20▲場所 成徳小学校１階多目的教室

玉川の歴史を紐解く・・・（その４）玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある §治水-4江戸時代の治水

倉吉の町は次の三家で統治されていました。中村伊豆守が慶長 10 年（1605）から元和２年（1616）の 11年間。伊木長門守忠貞が

元和 4 年（1618 年）から寛永 9 年（1632 年）の 15 年間。荒尾志摩守崇就と子孫が寛永９年（1633 年）から慶應 3 年（1867 年）

235 年間となる。しかし洪水が幾度となく発生した記録はあるもののそれに対しての対応記録は不明です。古い地名から千人破戸、

長門土手、西土手、東土手などの地名が残っていることを考えると、やはり対応をしていたと考えるべきだと思います。

いつ頃どの洪水で治水工事を行ったかはわかりませんが、

千人破戸と長門土手については小鴨川と竹田川の氾濫に

対応したものではないでしょうか。千人破戸とは多くの

人が携わって造り上げた土手のことです。長門土手は伊

木長門守忠貞が造った土手と呼ばれています。倉吉を統

治した三名の家老の中で伊木長門守忠貞の詳しい記録が

ありません。他の家老については倉吉町史に記載。

伊木長門守忠貞については「備前藩筆頭家老伊木氏と虫

明」に詳しく記載されていることが最近わかりました。

成徳地区玉川を美しくする会 会長 倉恒俊一

彩り華やか！緑の募金事業

令和元年度 成徳地区緑化推進事業完了

成徳地区自治公民館協議会

今年度も11自治公民館と成徳公民館が緑化推進事業

でガーデンシクラメン、ノースポールなどの花を植え

ました。公園整備をはじめ町並みを彩る景観の向上に

努めます。（湊町・東町・宮川町・堺町１・堺町２・堺町３

明治町・新町１・東仲町・西仲町・魚町）（成徳公民館）

保健だより

11/17「成徳健康フェア」では、健康づくり推進員の協力

を得て「大腸がんクイズラリー・肌年齢測定」のほか、

「大腸がん検診に関するアンケート」も実施しました。

ご協力いただいた方（40人）の内訳は、

★大腸がん検診を毎年受けている（17人）

★数年に１回受けている（12人）

★一度も受けたことのない（9 人）

★未記入（2 人）

〇大腸がん検診を毎年受けている理由は、

１位：がん検診の対象年齢だから

２位：市町村の検診内容にある

３位：人間ドックのメニューにある

〇大腸がん検診を毎年受けていない理由は、

１位：必要な時はいつでも病院に行ける

２位：自覚症状（出血・腹痛など）がない

３位：定期的に検診を受ける必要を感じない

（便通は良いから･･･等）でした。

大腸がんは進行するまで自覚症状がほとんどありません！

症状が出た時はすでにがんが進行していることもあります。

検診は痛みや食事制限もなく簡単な検査です。大腸がん検診

をはじめとする各種検診を「１年に１回受診」し健康管理に

努めていきましょう！

（今年度の健診期間：～令和 2 年 2/29 まで）

倉吉市保健センター ℡26-5670

倉吉健康麻将の会 杉原 圓さん

「ねんりんピック」ブロック別で銀メダルを獲得！

団体の部は２２位入賞！

去る 11 月 9日～11日にかけて

第 32 回全国健康福祉祭和歌山大

会「ねんりんピック紀の国わかや

ま 2019」が開催され、倉吉健康麻

将の会メンバーが参加しました。

健康マージャン交流大会の部には

全国より 68 チームが出場し、団体の部において鳥取県代表の我々、1チ

ーム 4 名（荒木亥之助、本内俊彦、杉原 圓、森本則夫）が 22 位の好

成績を収めました。そして、個人の部には 272名が出場し、ブロック別

68 名の中で杉原 圓氏が見事、２位（銀メダル）を獲得！

平成 25年 8月、4人で自主サークルを設立してからメンバーも増えて

現在会員は 25名。皆が準備をはじめ役割分担をしながら大変賑やかな

雰囲気ですが、対局はいつも真剣勝負。2023 年には「ねんりんピック」

が初めて鳥取県で開催される予定です。これからも脳を活性化させなが

ら、元気に「健康マージャン」を続けたいと思います。        

倉吉健康麻将の会 報告者：荒木亥之助・本内俊彦

※「ねんりんぴっく」高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典

住民スポーツの日         
主催：東中学校体育施設開放企画運営委員会

  ○バレーボールを楽しもう！○

地域住民のスポーツ活動の場として小・中学校の

体育施設を開放し地域のスポーツ振興を図ってい

ます。どなたでもご参加ОＫ！申込み・参加費不要

直接、会場にお越しください！

◆日時：令和元年１２月４日（水）20：00～22：00

◆場所：倉吉市立東中学校 体育館

◆指導：住吉スポーツクラブの皆さん

◆持参：運動のできる服装、運動シューズ、

お問合せは倉吉市成徳公民館へ

杉原さん

成徳地区民生児童委員協議会民生児童委員・主任児童委員新

体制決まる！関係機関と連携し、地域や住民の福祉の向上に努めます。

民生児童委員 12名（ ）内は担当町

◆石井洋子（住吉町） ◆板見美保子（湊町） ◆黒田多美子（東町）    

◆松尾嘉一（葵町／魚町）   ◆平  守（西町／西仲町／仲ノ町）

◆山口明茂（研屋町／荒神町） ◆森下 景（宮川町／宮川町 2）

◆倉恒益美（堺町１／堺町 2）  ◆岸本隆江（明治町）

◆田中俊幸（大正町／大正町２） ◆尾﨑真砂子（新町１／東仲町）

◆山岡信博（新町２／新町３）   （明治町 2／堺町 3）担当は未定

主任児童委員 2名

◆松本直幸

◆井中玉枝

任期

令和元年 12 月 1 日

   から

令和 4 年 11 月 30 日

成徳地区体育振興会主催「成徳健康フェア」健康意識高まる！
『血管は「からだ」のバロメーター』というテーマに沿った講演会のほか

各種測定、ニュースポーツ体験、認知症予防効果のあるコーヒーの試飲、

タッチパネル、指体操、健康食の試食等を通じて健康意識を高めていただ

けたと思います。

                       

        

                    

           

                 

          


