
第440 号 令和元年9 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 17 火 8:00

12:45

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

2 月 13:30 東中校区女性連絡会（上灘公） 18 水

3 火 8:00

12:45

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

19 木 9:30 公民館主事研修会（北谷公）

4 水 20 金 10:00 第 3回いきいきシニア・成徳教室

5 木 21 土 19:00 2019 成徳ナイトハイク（社地区方面）

6 金 13:30 福祉協力員地区代表者会（福祉センター） 22 日

7 土 23 月 秋分の日

8 日 24 火 10:00

12:45

13:30

切り絵アート教室②

学校へ行こう！（成徳小）

まちの保健室

9 月 19:00

20:00

救急法講習会

学校開放企画運営委員会

25 水 10:00 大人女性のキッチンスタジオ

10 火 10:00

12:45

13:00

市公民館活動展チーフ館打ち合わせ（上井公）

学校へ行こう！（成徳小）

同和教育現地研修会（フレンズ）

26 木 10:00 なごもう会

11 水 10:00 成徳地区社会福祉協議会理事会 27 金 19:00 東中校区人権 第 2回部会研修会（東中）

12 木 10:00

19:00

なごもう会

ナイトハイク説明会（成徳いきいきプラン）

28 土 8:50 親子の食育教室（成徳小）    土曜授業②

13 金 10:00 地区公民館長会（市役所） 29 日

14 土 30 月 10:00 ミノアカ・フラサークル  

15 日 6:50

9:30

9:30

第６回玉川一斉清掃（雨天中止）

第 64 回成徳地区大運動会（東中グラウンド）

部落解放研究第 47 回倉吉市集会（倉吉未来中心）

16 月 敬老の日

成徳地区の人口 2,882人（男 1,337人 女 1,545人） 世帯数：1,437世帯

0歳～14 歳：299人 15 歳～64 歳：1,438人 65 歳以上：1,145人〈令和元年 7月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 ９月おもな予定（8/28 現在）

◆自治公館長会 9月 13 日（金）19:00～（成徳公民館）

◆自治公文化部長会 9 月 20 日（金）19:00～（成徳公民館）

◆自治公三役会 9月 26 日（木）10:00～（成徳公民館）

第64回成徳地区大運動会 9月15日（日）東中学校グラウンド

「町内のきずな強まる運動会」みんなが楽しみましょう！

プログラムは９月１日号館報、市報と一緒に配布しています。

９月 contents・・★記念道路の町並み★第 3回いきいきシニア・成徳教室参加者募集 ★大人女性のキッチンスタジオ 参加者募集

★ミノアカ・フラサークル参加者募集 ★３B体操教室参加者募集 ★学校へ行こう！９月参加者募集★倉吉市立東中学校運動会

★調停手続相談お知らせ ★2019 成徳ナイトハイク参加者募集 ★まちの保健室参加者募集 ★玉川の歴史を紐解く・・（その 2）玉川にはまだまだ

解明されていないことが多々ある ★保健だより ★９月おもな予定 ★成徳地区自治公民館協議会９月予定 ★リサイクル・ベルマーク

★「ちょこっとギャラリー」募集 ★同和教育講座の講演を聴いて・・「被ばくアオギリ」を受け継ぎ育てる

記念道路の町並み
現在、改修工事が進められている倉吉市役所第 2庁舎（旧ホテイ堂）

のバリケードに、昭和 30～40年代の倉吉市街の写真パネルが飾られて

いるのをご存じですか。工事中の壁面を利用し、往事の姿を懐かしんで

もらうことを目的に設置されたもので、これらの写真は倉吉博物館が提

供しています。明治 45年の倉吉線開通以降、倉吉駅（後の打吹駅）前から

東西に延びる幹線道路は「記念道路」と呼ばれ、倉吉の市街地として賑

わいをみせてきました。

★倉吉で初めての信号が設置（写真①・昭和 38年）

★東京オリンピックの聖火リレー（写真②・昭和 39年）

いずれも明治町交差点で行われました。

★ネオン輝く有楽街（写真③）

★大阪行きバスの開通式（写真④・昭和 41年）

★バスターミナル（写真⑤）。

この通りは大勢の人が集い、そしてさまざまな思い出を共有することので

きる大切な場所のひとつであったといえるのではないでしょうか。

今年 8月にオープンした打吹回廊に続き、来年には市役所第 2庁舎が業務を開始します。記念道路が再び賑わいの

拠点となることが期待されます。                         倉吉博物館 関本明子

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）

成徳公民館・図書コーナーちょこっとギャラリー

展示をして下さる方・団体を募集中・・・

同和教育講座の講演を聴いて・・

「被ばくアオギリ」を受け継ぎ育てています

この被ばくアオギリ３世は、広島で被爆し、放射能で

焼けたところはコルク状になりながらも芽を出し、被

爆者達に生きる力を与えました。

講座の講師を務めていただいた池原正雄さん（湊町）

より、アオギリの苗を受

けました。成徳公民館の

玄関先で育てています。

今年の猛暑にも負けず順

調に、生長しています。

また 1枚小さな葉が手を

広げたように開きました。

アオギリ強し！

◆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。

1

2
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ここに掲げた写真は第 2 庁舎バリケードに貼り出されています。



令和元年度公民館研究指定事業           主催：倉吉市成徳公民館

第 3 回いきいきシニア成徳教室

「園児との交流で脳にいい刺激！

  音楽セラピー＆お食事交流会」参加者募集！

世代の全く違う人同士の交流はお互いがとても新鮮で、脳に良い刺激

を与えることから最高の癒し効果があるそうです。倉吉愛児園の年少

組さんと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。昼食は地元の老舗旅館

で、高齢者の皆さん同士でお食事交流会を開催します。皆様のご参加

をお待ちしています。※参加は園児との交流、お食事交流がセットです。

◆日時：9 月 20 日（金）10：00～12：30

◆場所：園児との交流（倉吉市成徳公民館）10:00～11:00

お食事交流（石井旅館）11:15～12:30

◆対象：60 歳以上の方 ◆参加費：食事代として 1,500 円

◆講師：松村静香さん（認定こども園倉吉愛児園）

井上圭子さん、山崎和子さん（倉吉市長寿社会課）

◆申込：9/11 までに成徳公民館へお申込ください。

保健だより  ＣＯＰＤって、な～に？ ＣＯＰＤとは、慢性閉塞性肺疾患のことで、「肺気腫」「慢性気管支炎」と呼ばれていたもののほとんどが含まれます。

ＣＯＰＤの最大の原因は「たばこ」です！たばこの煙を誘因とする有害物質を長期に吸入することで肺胞が壊れ、肺がスカスカになるような変化が生じ、肺の機能が低下する

病気です。その結果、咳、痰、息切れなどの症状を自覚するようになります。大規模な調査によると、患者数は５３０万人と推測されていますが、きちんと診断されている患

者は２６万人しかいません。生活習慣病と比べ、認知度が低く、重症化するまで気づかないことが特徴です。一度壊れた肺胞は治療によって元に戻ることはありません。

そのため、ＣＯＰＤは予防が大切です。このような症状がある場合は、早めに受診しましょう。 倉吉市保健センター ℡：26-5670

  

お気軽にご参加を！ ３B体操教室

50 代、60 代の方の参加が増えて賑やかになってきました。

体を動かしたい方に、ちょうどいい運動量！

適度な運動は心もカラダも元気にしてくれます。

見学、体験いつでも大歓迎。お待ちしています。

9 月 3 日/10 日/17 日/24 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

・・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 9/30（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

高齢者が小学校で小学生と一緒に囲碁や将棋、コマ回し、

オセロなどの遊びをして一緒に楽しみます。

お気軽にご参加ください。申込不要

▲9 月 3 日/10 日/17 日/24 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 2）玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある 倉吉を襲った水害について

昔から災害は幾度とあり、その都度人々は工夫し災害に対しての備えをしてきました。倉吉の水害記録の古くは室町

時代で、見日千軒の洪水として伝えられている洪水です。天文 13 年(1544 年)の洪水では町の復興をあきらめ、生き延び

た住民が打吹山ふもとに移り住みました。これが倉吉の始まりといわれています。寛延元年から宝暦 4 年ころの倉吉絵

図を見ると、玉川は現在の魚町から直角に北に向かい現在の堺町 3 丁目あたりから小鴨川に注いでいることが分かりま

す。倉吉市の江戸時代以前の地図がないので不明ですが、この流れ方は自然にできた流れではなく人工的に手を加えた

と考えられます。また、現在の玉川の両護岸の作りは異なっていますが、当初は同じであったと考えています。現在の

状態になったのは明治時代だと思います。このことについては倉吉の火災と町の発展に関係があるのではと考えていま

す。倉吉の洪水記録では見日千軒のほか江戸時代には倉吉も多くの災害に見舞われています。また、昭和の時代に入っ

ても室戸台風（昭和 9 年）、伊勢湾台風（昭和 34 年）など皆さんがご存知の大型台風に襲われています。そして倉吉市

地域防災計画（平成 30 年度修正）倉吉市防災会議の資料・様式集（別冊）内の風水害履歴によると室戸台風以降の台風、

集中豪雨の記録があります。最近の災害では平成 29年（2017年）9月台風第

18号、10月台風第 21号と記録されており、現在に至っても水害は起きてい

ます。これら記録の内容に玉川近辺での被害状況は記入されていませんが、

おそらく玉川近辺においても水害は発生したと考えています。度重なる災害

によって小鴨川、玉川の改修も江戸時代から幾度と進められていた記録があ

りますが、これらの改修工事に関する資料は乏しいのが現状です。昭和 27年

2 月に倉吉町舎は火災によって焼失していることもあり詳細が不明です。

成徳地区玉川を美しくする会 会長 倉恒俊一

成徳公民館に鳥取看護大学の

がやってくる！

  9 月 24 日（火）13:30～15:30

★健康相談      看護学生もお待ちしています！

★ミニ講話「笑いの効果」

★血圧・身長・体重・体脂肪測定、

骨密度測定

これからの自分の健康づくりに役立ててください。

看護大学生もお待ちしています。

★お問合せ鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンター

℡２７－０１０７

無料

予約不要

2019成徳ナイトハイク★9月21日（土）

参加者募集！ 参加費無料

やしろ地区方面を歩きます！

（6 キロ・10 キロコース）

子どもから大人までどなたでも参加できます。

多数のご参加をお待ちしています・・

今年も美味しい豚汁を準備します。お楽しみに！

★申込み：9/12 までに成徳公民館へ

なるべく 2名以上のグループでご参加ください！

小中学生は別途参加の取りまとめをします。

★持ち物：懐中電灯（一人 1個）、蛍光タスキ、飲み物、

雨具等 ★集合場所：倉吉市成徳公民館

★参加者受付：18:00～18:30

コース説明：18:35～ 出発：19:00

主催：成徳いきいきプラン実行委員会

料理教室 参加者募集！ 主催：倉吉市成徳公民館

大人女性のキッチンスタジオ

アラフォーからの体の変化と食事の関係を知ろう！

講話と調理実習で 40 代以上の方に意

識して摂取したい栄養の摂り方を教

えてもらいます。余りがちな豆乳の

活用など食材の使い切りポイントも

必見！

★日時：9 月 25 日（水）10:00～12:30

★場所：成徳公民館 ★対象：40 歳以上の女性

★内容：ごはん（2 種類）、豚の春雨煮、豆乳チ

ャウダー、切干し大根サラダ、豆乳プリン

★講師：菊池香織さん（管理栄養士）  

★募集人数：15 人 ★参加費：400 円

★持参品：エプロン、三角巾     

★申込み

9/17 までに成徳公民館へ

倉吉市立東中学校

2019運動会

期日：9月 7日（土）

9:00開会 雨天順延

悩まずに話してみよう 調停で

交通事故、金銭トラブ

ル、土地建物、公害、

家庭の問題でお困り

の方は調停委員が調

停手続の利用につい

て相談に応じます。

相談日：9月 25日（水）

時 間：10:00～15:00

会 場：倉吉未来中心

セミナールーム５

スローガン「皆主役」

ガンバリますっ！


