
第427 号 平成３０年８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 水 19:00

13:30

せいとく祭出店者会議

成徳パットゲームスターの会

17 金 19:00 同和教育推進員情報交換会

2 木 18 土

3 金 19 日 6:50

10:00

第 5回玉川一斉清掃

部落解放研究第 46 回倉吉市集会（未来中心）

4 土 倉吉打吹まつり 20 月 5:30 こども修行道場（光明寺、テラハウス）

5 日 倉吉打吹まつり 21 火 11:00 ふれあい給食

6 月 19:00 同和教育町内学習会事前学習会 22 水 13:30 成徳パットゲームスターの会

7 火 11:00 ふれあい給食 23 木 10:00 なごもう会

8 水 9:45 第 43 回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会（鳥取市） 24 金 東中始業式

9 木 10:00 なごもう会 25 土 9:30 趣味の講座「草木染めストール」

10 金 26 日

11 土 27 月 10:00 ミノアカ・フラサークル 成徳小始業式

12 日 28 火 受付：午前 8時～10 時 成徳地区集団健診

13 月 事務室閉室 29 水

14 火 事務室閉室 30 木

15 水 事務室閉室 31 金 13:30 同和教育現地研修会打合せ会（はーとぴあ創造）

16 木

※8月 13日～15日は公民館の事務室を閉めます。その間に公民館を利用される団体は 8月 10日（金）17時までに

ご来館いただき、手続きを行ってください。よろしくお願いします。      倉吉市成徳公民館管理委員会

成徳地区の人口 2,947人（男 1,367人 女 1,580人） 世帯数：1,469世帯

0歳～14 歳：299人 15 歳～64 歳：1,474人 65 歳以上：1,174人〈平成 30 年 6 月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 ８月おもな予定（7 月 30 日現在）  ◆館長会８月９日 (木）19:00～（成徳公民館） 

◆体育部役員会８月２日（木）19:30～（成徳公民館） ◆体育部長会 ８月２２日（水）19:30～（成徳公民館）

◆自治公三役会８月２８日 (火）10:00～（未定）   ◆社会部 あいさつ運動 8 月 24 日（東中学校前）8月 27 日（成徳小学校前）

・・８月 contents・・ ★成徳エコクラブの活動について(お礼とお願い) ★シソとヨモギの草木染め教室 ★７月１０日から

８月９日までは部落解放月間 ★救急法講習会 参加者募集！ ★学校へ行こう！お知らせ ★フリーマーケットお知らせ

★保健だより ★成徳地区集団健診 お知らせ ★東中校区女性連絡会 講演会 参加者募集！ ★成徳写真館 ★８月の予定

★成徳地区自治公民館協議会８月予定 ★自治公ソフトボール大会結果報告 ★自治公ソフトバレーボール大会結果報告

★ミノアカ・フラサークル活動予定 ★リサイクル回収

成徳地区の皆様へ  成徳エコクラブの活動について(お礼とお願い)

平成 28年度から取り組んでおりますこの活動につきまして、色々とご理解とご支援をいただき感謝申し上げます。

おかげさまで、平成 30年度は 3年目の取り組みとして活動を始めております。

成徳エコクラブでは 5つの活動を行います。

1.リサイクル活動

①ペットボトルキャップの回収・・9月から開始

  ②牛乳パック(テトラパック）の回収・・年間

2.ゴミ拾い・清掃活動

①玉川清掃(7月12日終了)

②市役所前の道路、落ち葉拾い(11月)

3.栽培活動

①草花栽培による緑化活動(年間)

②グリーンカーテン(5月～9月）

4.エコ工作

①落ち葉や枝を使った小物づくり(9月～2月）

   ②不要なタオルを使った雑巾づくり（2月）

5.自然・生物

サケの孵化、稚魚の飼育、放流(12月～3月）

成徳公民館にお世話になり、地域の皆様にもマリーゴールド、

サルビア、トレニア等の花をお配りしました。これらの活動をと

おして、本年度も児童が地域への役立ち感を高め、成徳地区の一

員としての自覚へとつなげていきたいと思います。活動を進める

にあたり、今後も地域の皆様にご協力をいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。

成徳エコクラブサポーター代表(成徳小学校長）山根弘二

◆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。

◆成徳公民館 リサイクル回収箱の設置場所 皆様のご協力をよろしくお願いします。

★使用済み小型電子機器等 ★使用済み天ぷら油の食用廃油 ⇒自転車置き場ヨコ

★ペットボトルのキャップ ⇒成徳公民館玄関内     ★ベルマーク⇒成徳公民館玄関内

   笑顔で楽しく！

フラ（ダンス） ミノアカ・フラサークル

申込み不要 気軽にご参加ください。

毎月１回開催 ８月は２７日（月）
（9月は26日（水）の予定）

■時間：10：00～11：30

■場所：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：自由ですが、下はスカートが良いです。

自治公ソフトバレーボール大会結果
７/２２倉吉市営体育センターにて

堺町2丁目・西町連合チーム優勝！
おめでとうございます

体育館の中も猛暑の熱と熱戦の試合

でとにかく暑い！熱い！大会でした。

参加１０チーム

★優勝：堺町２丁目・西町

★２位：湊町

★３位：住吉A

誰も熱中症にならなくて

良かったです。

自治公ソフトボール大会結果
６/２４東中学校グラウンドにて

湊町・荒神町連合チーム

11対0 大差で優勝！
おめでとうございます

参加７チーム

★優勝：湊町・荒神町

★２位：宮川町２丁目

★３位：堺町３丁目・宮川町



成徳地区集団健診のお知らせ

日程 平成３０年８月２８日（火）

会場 倉吉市成徳公民館

受付時間 午前８時～午前１０時まで

健康診査

国民健康保険特定健診（40～74 歳）

後期高齢者医療長寿健診 (75 歳以上)

一般健診

がん検診
胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん

肝炎ウイルス検診

物忘れ健診 午前 9時から健診終了時間まで（無料）

持ち物
保険証、特定健診受診券、長寿健診受診券

一般健診受診券、がん検診受診券、自己負担金

その他

・胃がん検診は、保健センターに予約が必要です。

詳しくは、受診券に同封している「倉吉市健康

診査の手引き」をご覧ください。

・転入された方、85 歳以上の方は受診券の申し

込みが必要です。

問合わせ先

申し込み先
倉吉市保健センター ℡：26-5670

７月１０日から８月９日までは部落解放月間

毎年７月１０日から８月９日の期間中、鳥取県では各市町

村や関係機関と連携しながら県民一人ひとりが同和問題を

正しく理解し、認識を深めていただくよう講演会や研修会の

開催など様々な啓発活動を行っています。

成徳地区同和教育研究会・同和教育推進員連絡協議会では

１０月から開催する町内学習会に向けて、自治公民館長、

社会部長、同和教育推進員ほか関係者が学習会を行います。

町内学習会 事前学習会

日時：８月６日（月）19:00～20:30

場所：成徳公民館

内容：障がいのある人の人権を理解しよう

   「発達障がいとは～地域でともに暮らすために～」

   講演・疑似体験 講師：ペアレントメンター鳥取キャラバン隊

成徳地区 同和教育推進員情報交換会

日時：８月１７日（金）19:00～20:30

場所：成徳公民館

内容：町内学習会開催に向けて・・・  

講師：倉吉人権文化センター所長 中尾美千代さん

東中校区 人権教育研究協議会 全体講演会

日時：９月４日（火）19:00～21:00

場所：上灘公民館

内容：講演「地域ぐるみで取り組む人権教育」（仮題）

講師：米子市立後藤ヶ丘中学校 副校長 福田知浩さん

成徳地区 同和教育現地研修会

日時：９月７日（金）13:30～15:00

行先：はーとぴあ創造

内容：障がいのある人の人権を理解しよう 講話ほか

講師：はーとぴあ創造 所長 竹森民枝さん

参加対象：指定町（荒神町、魚町）、各町同和教育推進員

趣味の講座            主催：倉吉市成徳公民館

シソとヨモギの草木染め教室

参加者募集！

やさしい肌触りのガーゼ素材で ストールをつくろう

                          

ナチュラルな色合いに染まります。

◆開催時間：9:30～11:30◆場所：成徳公民館

◆講師：野田有里さん  ◆材料費：1,000 円

◆募集人数：10 人 ご希望の方は 8/20 までに成徳公民館へ

学校へ行こう！高齢者が小学校へ行き、小学生と一緒に囲碁や将棋、昔遊びをして一緒に楽しみますが▲８月はお休みです。

フリーマーケット ９月１日（土）10:00～ 倉吉未来中心アトリウム

第 68 回「社会を明るくする運動」の一環として7 月 7 日にフリーマーケットを予定していましたが、西日本の大雨により中止しま

した。よって、日にちを改めて開催することになりましたので、お知らせします。  問合せ先：市役所総務課 ℡22－8112

主催：成徳地区体育振興会・自治公消防部長会

救急法講習会 あなたもご参加を！

経験したことのない猛暑の中、自分の身をどう守るか！

水分や塩分補給を意識していても、日常生活や屋外作業、体育館内での

スポーツ中に突然、熱中症になってしまう危険性は誰にでもあります。

もしかして熱中症？となった時、もしくは周りの人の様子がおかしい時、

まず何をするの？ 熱中症にならないことが一番ですが、講習

会では適切な処置と予防法を学びます。
どなたでも参加できますので、大切な命を守るために講習会へおいでく

ださい！ 参加費無料 ご希望の方は8/27までに成徳公民館へ

○日時：９月９日(日) １９:００～２０:３０

○場所：倉吉市成徳公民館 ○講師：倉吉消防署員

○内容：救急法（特に熱中症）講話と実技

〇募集人数：制限はありません。

８/２５（土）開催

主催：東中校区女性連絡会

講演会 参加者募集！

東中校区（上灘・成徳）女性連絡会では、いざという時のた

めに知っておくと安心なお話を聴く講演会を開催します。

自分のために！家族のために！役立ちます。ところで・・

倉吉の「公証役場」ってどこにあるかご存じですか？

そこは何をするところ？まずはそこから。難しい法律よりも

具体的な事例をもとにお話くださいます。女性、男性を問わ

ず、お気軽にご参加ください。（パンフレット進呈あり）

★日時：9 月 13 日（木）13:30～15:00

★場所：成徳公民館 参加無料

★講師：倉吉公証役場

公証人 中本昌彦さん

ご希望の方は9/10までに成徳公民館へお申し込みください。

「元気なうちはやりたくない」ことを

「元気なうちにやろう！」～遺言、成年後見など

保健だより 夏場の全身の疲労感や倦怠感、食欲不振といった体調不良は、「夏バテ」と呼ばれています。夏場の時期は暑さによる疲れから、冷たいものばかり好んで食べ、内臓を冷やすことになります。そのため、消化機能が低下して食欲が減退しがちです。「のど越

しの良いそうめんや冷やしうどんだけで終わり。」なんていう日もありがち。そうなると、炭水化物のみの食事になり、普段以上に栄養のバランスが崩れ、体調不良を起こす原因になります。この時期には、「タンパク質」「ビタミン B1」「ビタミン C」を多く含む食品を積極

的に摂りましょう。たんぱく質（肉、魚、卵、大豆製品等）は免疫力を高め、パワーの源になります。ビタミン B1（豚肉、うなぎ等）は、糖質を効率よくエネルギーに変える働きがあります。ビタミン C（オレンジ等のかんきつ類、赤ピーマン等の緑黄色野菜）は、疲労回

復に効果的です。バランスのよい食事と、毎食一品は温かいものを添えて食べることを心がけ、暑い夏を元気に過ごしましょう。 倉吉市保健センター ℡26－5670

7 月 15日（日）体育備品倉庫整理

この日は早朝から玉川清掃、神社の清掃

等もありましたが、体育振興会常任委

員、自治公体育部長有志の方にお世話に

なり、短時間で大変きれいにしていただ

きました。数の確認もバッチリ！

ご協力ありがとうございました。

7月 21 日（土）同和教育講座

講演会「音のない」くらし

～きこえない母ときこえる娘の話～

パワフルに手話で気持ちを伝えられるお

母様、聴覚障がいを持つ親への気持ちと

使命感の葛藤を話される娘さん。私たち

の心に重くずっしりと響きました。人権

に大切なものを考える良い研修会となり

ました。

7 月 18日（土）

いきいきシニア・成徳教室「指体操教室」

高齢者のみなさんが体操を通じて心身と

もに健康で暮らせるよう、今回は指体操と新

聞紙で作った棒を使い、いろいろな体操を実

施しました。20 人が参加し、大きな声と笑

い声が広がりました。2 時間たっぷり学習し

て脳がイキイキ！ 充実した時間でした。

成徳写真館 ７月の事業より一部紹介


