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発行日 平成２８年８月１日

クラフト教室
～切って貼ってステキに四季を彩る！パート２～
春に引続き、今回は「秋」
「冬」バージョンを作ります。
どなたでも簡単に作れますので、ご参加をお待ちして
います。

親子ｄｅ筆文字を楽しもう
書道が苦手でも大丈夫！筆ペン１本で簡単筆文字を
親子で楽しんでくださいね。ご参加お待ちしています。
日

時 ８月２０日（土）１０：００～１１：００
所 上小鴨公民館

日

時 ８月１７日（水）１３：３０～１５：００

場

場

所 上小鴨公民館

指導者 小林和子さん（小鴨）

講

師 藤原光代さん
(ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

参加費 無料
持ち物 筆ペン、らくがき帳

参加費 700 円（額代込み）

対

募集人数 10 人程度

募集人数 ２0 人程度

申

込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切８/10）
主催

象 小学生の親子

申

筆文字ってこんな感じ

込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切８/８）

上小鴨公民館

主催

ビール講座～おもしろ雑学エトセトラ～

上小鴨公民館

陶芸教室～自分だけの器を作ろう～

地元の麦を使用した「鳥取づくり」が限定発売され
ました。これを機に楽しくおいしいﾋﾞｰﾙ講座を開催し

親切にご指導いただけるので、初めての方でも楽し
めます。形ができたら後はお任せ、の体験教室です。
陶芸家の気分を味わおう！

ます。
日

時 ８月２６日（金）１８：３０～２１：００

日

時 ８月３１日（水）１９：３０～２１：００

場

所 上小鴨公民館

場

所 上小鴨公民館

講

師 倉吉酒販社長山岡さん

講

師 中森 清(伯雅)さん（上神焼）

試飲あり！
お車はご遠慮
ください

参加費 1,500 円（食事代込）

参加費 2,000 円（材料代）

募集人数 ２０人程度

内

申

募集人数 10 人程度

込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切８/19）
主催

上小鴨公民館

知っておきたい防災講座

申

容 コップ、茶碗、お皿など自由制作
込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切８/25）
主催

グラットくん

日

時 ９月３日（土）１３:３０～１５：３０

場

所 上小鴨公民館

講

師 西倉吉消防署員

内

容 ①地震体験（グラットくん）

（地震体験車）が
上小鴨公民館に
やってくる！

防災対策についてのお話を聴き、日頃
から個人や家庭でできることを考え、
災害に対する備えをしましょう。

②火災（煙）体験

参加費 無料

③消火器による消火訓練

申 込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切８/29）

募集人数 ２０人程度

上小鴨公民館

主催

上小鴨公民館

倉吉市公民館まつり

スポーツ教室

舞台発表参加者募集！

スポーツ吹矢で健康増進！

舞台発表 １２月３日（土）

今年も昨年に引続き『スポーツ吹矢』を開催し
ます。誘い合ってご参加ください！

今年は貝殻節、三朝小唄の踊りを発表します！
（郷土芸能伝承事業）

時 ９月１日、８日、１５日、２２日（木）

日

参加希望の方はご連絡ください。

19：30～20：30

上小鴨公民館 ℡28-0953

場

所 上小鴨小学校体育館

指導者 上小鴨地区スポーツ推進委員
参加費 無料

ブルーベリーが実りました

持ち物 体育館シューズ、
飲み物、汗拭きタオル

芝広場横に植えてあります。
ご自由にお取りください。
＊事務室に一声かけてくださいね

対象者 幼児から大人まで
申込み 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切 8/2６）
＊当日参加もＯＫです！

ご協力よろしく
お願いします！

あたご山 あずまや屋根の塗装作業
日

時御協力の程よろしくお願いします。
８月２８日（日）７：００ 上小鴨神社集合

内

容 塗装作業とあわせて例年通り登山道整備をします

問合せ・申込 上小鴨公民館 ℡28-0953 または 会長 多賀正樹 ℡090-1014-4696

日 時 ９月４日（日）10：00～15：30
全体会

場 所 倉吉未来中心 大ホールほか

時 間 10：00～12：00

分科会

場 所 倉吉未来中心大ホール
講演会 演題：新ちゃんのお笑い人権高座
講 師 落語家 露の新治さん
問合せ・申込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切 8/10）

＊７つあるテーマより選択
時

間 13：00～15：30

場

所 倉吉未来中心・交流プラザ
主催

倉吉市

上小鴨村の歴史～上小鴨村役場資料より⑤～
【昭和２４年の村議会議員視察旅行の

案内文書の紹介】
各村会議員 宛
兼ねて御協議致しておりました村会視察旅行
を、右記により挙行致すことになりました。

日

時

４月５日より７日迄 ２泊３日の予定

出

発

午前５時 上小鴨駅発

行

先

四国の高松及び琴平の予定

持参品

弁当２食分

御多忙中にて御都合の悪い向もあるかとも存ぜ
られますが、又と無い機会で度々は決行出来ませ
んので是非共御繰合せをつけられまして御参加
下さいます様、切に御薦め致します。

米２升、酒（水筒に一杯）、金５千円位、

服

装

出来るだけ軽装

・携行品も最少限度が良いと思います。
・旅行証明書は役場で作ることになっております。

【第２５回あたご文化祭‘１６】
期

日

屋台出店
募集中

作品の準備
のお願い

テーマ「ささえ愛 こころひとつの上小鴨」
１０月２９日（土）13：00～16：00 作品展示
１０月３０日（日） 9：30～15：00 作品展示・ステージ発表・イベント・屋台

申込・お問合せは 上小鴨公民館 ℡28-0953

【自治公民館の夏祭り】

【地区ソフトボール大会】（7/17）
上小鴨小学校グランドにて開催され、熱戦が繰り広げら

中田ふれあいまつり

８月 ７日（日）

蔵内盆踊り大会

８月１４日（日）

上古川じげ祭り

８月１５日（月）

優勝

上古川

福山ふれあい夏祭り

８月２０日（土）

２位

蔵内

石塚ふれあい祭り

８月２１日（日）

３位

中田

広瀬万燈祭

８月２１日（日）

若土ふれあい夏祭り

８月２１日（日）

住吉ふれあい祭り

８月２１日（日）

耳祭り

秋開催予定

＊生竹、仙隠は 7 月に行われました。

【ラベンダーウォーキング】（７/11）
天候に恵まれ、参加者はゆっくりとした
ペースで休憩をとりながら、茅部神社から
ハーブガーデンまで歩きました。満開のラ
ベンダー園を散策しながら、お互いに交流を
深めることができました。(参加者 13 人)

【７月の筆文字講座作品 テーマ『夏』】

れました。

福山

優勝した上古川チームは 10 月に行われる
市民体育大会に出場します。

保健だより

８月 行事予定
２日（火） 9：00

上公

19：30

給食サービス事業

上公 自治公

館長会

ダニによる感染症に注意しましょう！
春から秋にかけては、ダニの活動が盛んです。

５日（金）10：00

上公

なごもう会

マダニ類やツツガムシ類に咬まれることによって

６日（土）19：30

上公

小学校再編問題協議会

いろいろな感染症にかかることがあります。野山

７日（日）10：00

上公

上古川いきいきサロン

や田畑で活動される際はダニに咬まれないように

８日（月）13：30

小学校

5 機関連絡会

しましょう。

９日（火）10：00

上井公

倉吉市

19：30

上公

ふれあい運動会実行委員会

１０日（水）13：00

館長会

上公 民児協定例会

13 日（土）～15 日（月）は事務室を閉めます。
公民館の利用は出来ますので、利用される方は事前に
お申し出ください。

・長袖、長ズボン、手袋などを着用する。
・地面には直接寝転んだり、座ったりしないこと。
・野山に行ったり畑作業をした後はすぐに体を洗
い、咬まれた痕がないか確認し、着替えること。
・ペットを連れて野山に行った後は、ペットにも

１８日（木） 9：30

上灘公

１９日（金）19：30

上公 上小鴨地区中学生打合せ会

２１日（日） 9：00

上公 給食サービス事業

２６日（金） 9：00

上公 なごもう会

9：30

○予防について

主事研修会

上公

ダニがついていないか確認すること。

・ダニを見つけたら早めに取り除くこと。
（できる

館報編集専門委員会

２７日（土）18：30 中田堤

消防部

○もしダニに咬まれたら？

夏期訓練

だけ皮膚科に行き、とってもらう）
・咬まれてから 1～2 週間程度は体調の変化に注
意し、高熱、発疹、消化器症状などが出た場合

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」
４日、１８日、２５日(木)

倉吉保健センター ☎26-5670

10：00～11：30

公民館教室
女性目線で見た防災

には医療機関を受診すること。

上小鴨小学校 ８月行事予定

2 日（火） 9：40～

（場所：関金公民館）

４日（木）県水泳大会（東山水泳場）

クラフト講座

１７日（水）13：30～

親子筆もじ教室

２０日（土）10：00～

ビール講座

２６日（金）18：30～

陶芸教室

３１日（水）19：30～

防災講座

９/3（土）13：30～

６日（土）金管バンド隊打吹パレード
２８日（日）ＰＴＡ環境整備作業
３０日（火）２学期始業式（給食なし）

上小鴨保育園
同

好

８月のオープンデー

会

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

４日、２５日（木）20：00～

３日、１０日、２４日（水）です。

切り絵

８月はお休みです

いつも木曜日なのですが、今月は園の行事、休み

絵手紙

第４火曜日

13：30～

などがかさなるので水曜日にさせてもらいます。

囲

毎週金曜日

19：３0～

申し訳ありませんがよろしくお願いします。

第２、３、４水曜日

19：45～

碁

カラオケ
グラウンドゴルフ
上小鴨公民館芝広場

毎週月曜日

９：０0～

上小鴨健康広場(保育園跡地) 毎週水・金曜日 ９：０0～

☆天気の良い日は水遊びをしますので着替えをお願
いします。暑くなりますので帽子やお茶を持って
来てくださいね。

