
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

日 月 火 水 木 金 土 FAX （0858）26-3515

1 2 3 4 5 6 ７ Mail kokamiho@ncn-k.net

開館 月～金 9：00～17：00

　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

公民館の利用 9：00～22：00
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作品展示

大坂弘道の世界13:30

レッツ！体幹トレーニング！19:30

レッツ！体幹トレーニング！19:30

民生児童委員協議会定例会9:30

レッツ！体幹トレーニング！19:30

作品展示

作品展示　書道教室・水墨画教室 １１／６～１１／１１

委員会13:30

いきいき健康クラブ13:30

文化の日

地区公館長会（上北条公） 定例館長会19:00

民踊教室13:30

福祉協力員研修会13:30

１２／２

作品展示　シルエットアート教室 １１／２５～１１／３０

１２／１

なごもう会 いきいき健康クラブ13:30

くらぶ悠遊友定例会9:30

倉吉博物館 特別講座

３B体操教室10:00

令和2年11月1日

手芸教室13:30 寺子屋川柳教室13:30

学校開放委員会19:00

ふれあい給食の日

第３９2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 2,426人（2,420人）

　　　世帯数　1,003 （1,001）

地域のあり方検討

　男 1,136人／女 1,290人

 14歳未満 343人／65歳以上 770人

シルエットアート教室10:00

＜令和2年9月末現在＞

書道教室13:30

書道教室13:30

３B体操教室10:00

３B体操教室10:00

水墨画教室13:30

ジャズ体操同好会14:00

レッツ！体幹トレーニング！19:30

シルエットアート教室10:00 ふれあい給食の日

１２／４

百八会13:30

１２／５

ふれあい給食の日 水墨画教室13:30

勤労感謝の日

主事研修会（上井公）

１２／３

書道教室13:30

なごもう会

行事・利用予定

寺子屋川柳会
✻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

寒くなりましがしっかりウォーキングをすると暖かくなり、気持ちが
いいですよ。

KGL NPO
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
（ゆずりはの会）9:30

上北条公民館利用について【お願い】

以下の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止

対策を講じた上で利用、来館されますようお願

いします。

＊条件により収容定員の半分以下の利用になります。

・人と人との間隔の確保

・歓声・声援、発声、歌唱等は十分な間隔を保つ

・マスクの着用、手洗い、手指消毒

・机、イス、ドアのぶ等のほか、共有物品の消毒

・定期的な換気

・体調不良者（発熱又は風邪症状等）の参加自粛

・外国への訪問歴１４日以内の者の参加自粛

・参加者の特定ができるよう参加者の氏名、連絡

先を利用責任者（主催者側）が把握しておく

※公民館主催講座・教室・サークルについても同様です。

「公民館における新型コロナウイルス感染症拡大予
防ガイドライン」に沿って取組を行っています。

PP

上北条KGLも準備

から受付、会場等の

消毒や片付けとしっ

かり運営に携わり、

役目を果たしました。



10 3 2「上北条公民館公式LINE」
講座のご案内など、公民館の

情報をお知らせしています。

QR

要申込み（定員15名）

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装、ヨガマット（無い方はバスタオルでも可）

【申込先】上北条住民体力づくり振興会事務局（上北条公民館内）☎２６－１７６３

【締 切】定員（１５名）に達した場合

◆実施日以前の１４日間に風邪症状（発熱、せき 等）の体調不良がみられた場合は参加をご遠慮ください。
◆当日は、マスクの着用、手指消毒にご協力ください。

今月の☆床の間☆

毎月、水墨画教室(東雲会)の
みなさんの作品を展示してい
ます。ぜひご覧ください。

「 秋分 」 徳田孝幸さん

今年９月に御逝去された重要無形文化財「木工芸」保持者で倉吉市名誉市民

の大坂弘道氏をとりあげる特別講座。平成26年に当館で開催した特別展以降

の作品を中心に、大坂弘道氏の創作活動を紹介します。

珠玉の美を求めて

日 時：１１月１４日（土）午後１時30分～３時

会 場：上北条公民館［倉吉市新田］

講 師：伊藤泉美（倉吉博物館主任学芸員）

申込・参加費：ともに不要

黒柿蘇芳染唐草文嵌荘飾箱

「船内」2003年

◆実施日以前の１４日間に風邪症状（発

熱、せき 等）の体調不良がみられた

場合は参加をご遠慮ください。

◆当日は、マスクの着用、手指消毒にご

協力ください。

地区公民館のコミュニティーセンター化に向け、

上北条地区検討委員会をスタートしました。（10月22日）

社会教育活動の拠点 × 地域づくり活動の拠点 ＝ コミュニティーセンター

令和3年4月より、地区公民館（所管：教育委員会）が、「地域づくり活動の拠点」という機能を兼
ね備えた『コミュニティーセンター』（所管：市長部局）に転換され、地域の団体が指定管理者とな
り管理運営を行っていく体制となります。

この『コミュニティーセンター』を「地域づくり活動の拠点施設」としてしっかりと活用し、私た
ちが楽しく笑顔で暮らせる上北条、子どもたちが帰ってきたいなと思えるような上北条を思い描き、
みんなでアイディアと労力を出し合いながら活動をしていくため
に、これからの上北条には何が必要なのかを考え、誰もが分かり
やすくて動きやすい組織体制を提案していきたいと思います。

今後はますます、地域が担う役割（福祉や防災など）も増し、コミュニティー単位での助け合い（
共助）の力が求められます。地域に混在する課題を自分たちで見いだし解決する、そういう力が求め
られています。

【地域のあり方検討委員】 （敬称略）

上北条地区振興協議会長 福田 健（委員長）

上北条地区自治公民館協議会長

倉吉市上北条公民館管理委員長 木天昌明

上北条公民館長 田中康夫

上北条地区振興協議会副会長 松村 久

上北条地区社会福祉協議会長 長柄 稔

上北条地区青少年育成協議会長 中井 浩

上北条住民体力づくり振興会長 生田正範

倉吉市更生保護女性会上北条支部長 生田百合子

上北条地区人権・同和教育研究会長 岩間隆二

上北条地区振興協議会顧問 大月悦子

上北条公民館主事 細川 香

〃 主事 朝倉 夏

倉吉市集落支援員（上北条地区担当） 徳田千秋

【検討委員会の計画】
第1ステージ 現状把握

（地域で行っている事業の洗い出し）
第2ステージ 事業の精査

何をしていくのか（統合・改廃・継続・新規）

第3ステージ 組織体制づくり
（何をの実現のために誰が）

第4ステージ 組織運営のために必要な具体的案を
創りあげていく

令和2年度倉吉市民体育大会

今年はコロナ禍ということもあり、上北条地区からはグラ
ウンドゴルフ、ゲートボールの２競技に出場されました。

・グラウンドゴルフ競技の部 【2位】 薮本稀一さん（中江西）
・ゲートボール競技の部 【2位】 小田ゲートボールクラブ

「上北条住民が安心して暮らせるよう、地域

の福祉課題を見いだし、解決にむけて取り組

む」ことを目的としています。

【委員】敬称略 （2020.10.12現在）

・長柄 稔 地区社会福祉協議会長

・福田 健 地区自治公民館協議会長、地区振興協議会長

・明場暁美 地区民生児童委員協議会長

・田中康夫 地区公民館長

・廣芳健二 第二層生活支援コーディネーター（市社協）

・地域包括支援センター

［上北条みんなの安心委員会］を

立ち上げました。

会 場

時 間

上北条公民館 視聴覚室

９：００～１７：００
＊平日（月～金・祝祭日を除く）

ご自由においでください。

詳しくは、市報くらよし11月号をご覧下さい。

【善行表彰】谷村 操さん、小串 崇さん、西谷美智雄さん

公民館で活動されている教室の

皆さんの作品を１１月から順次

展示していきます。

ぜひ、お楽しみください♪

◆来館の際は、マスクの着用、手指消毒、

検温、名簿の記入にご協力ください。


