
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

月 火 水 木 金 土 FAX （0858）26-3515

1 2 3 4 5 ６ E-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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・ 薬よりもっとよく効く酒を飲む ひーる行灯

・ 撥ね返す力無くした伸びたゴム 紫陽花

・ 女子会を薬の数が盛り上げる 吉田日南子

・ お雛様見ては喜ぶ爺と婆 奨

・ 反抗期甘い言葉も拒否される くにあき

・ クッションの沈み込むまま眠り込む 小夜

・ りんごガブリ歯は逞しく生きている 木天麦青

・ 血圧が高く何度も計る朝 真亜子

・ 病院に着いて気がつく診察券 山本旅人

・ 酒を飲み薬も飲んで生きている 生田土竜

・ 酒は友スクラム組んで八十路坂 山崎夢太郎

民踊教室13:30

投票日 ジャズ体操同好会14:00

敬老会準備13:30

第66回

休日

地区健康づくり推進員会19:00

５／４

パッチワーク教室13：30

上北条地区敬老会

式典11:00～

５／３

パッチワーク教室13:30

今後の開催日

シルエットアート教室10:00

上北条みらい塾10:00

百八会13:30

民踊教室13:30

＜平成31年2月末現在＞

民踊教室9:30

民生児童委員定例会９：３０水墨画教室13:30

なごもう会

自治連総会（未来中心）

事務室＜閉室＞
12:00～

民踊教室13:30

 宿題　「  飲む 」「  反発  」・自由吟 宿題　「  飲む 」「  反発  」・自由吟

シルエットアート教室10:00

昭和の日 休日

第3７３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 2,462人（2,465人）

平成31年4月1日

　男 1,155人／女 1,307人

ジャズ体操同好会10:00

　　　世帯数　1,004 （1,005）

 14歳未満 334人／65歳以上 775人上北条地区GG協会理事会13：30定期館長会19:00上北条財産区管理委員会総会9:30辞令交付式11:30 いきいき健康クラブ13：30

手芸教室13:30

地区老人クラブ協議会理事会13:30

いきいき健康クラブ13:30

水墨画教室13:30

ふれあい給食の日

５／１ ５／２天皇即位の日

ふれあい給食の日

 ► ４月３日（水）13：30～「 光る 」｢ ブレーキ ｣・自由吟

鳥取県知事選挙および

鳥取県議会議員一般選挙

寺子屋川柳教室13:30

助六会18:00

憲法記念日 みどりの日

 ► ５月８日（水）13：30～「 弁解 」｢ 掘る ｣・自由吟

犬の登録・狂犬病予防注射13:30

ジャズ体操同好会14:00

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成３１年3月６日

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

✻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

今年は、暖かかったおかげで桜の開花も早いと言われています
ね。桜も色々ありますが、伯耆しあわせの郷のおよそ１００本あ
る”しだれ桜”は圧巻でウォーキングのコースで行ったりします。
無理なく、楽しく、みんなで四季折々の上北条を
歩きませんか？貸ポールがありますので､気軽に
参加してみてください。

倉吉市上北条公民館管理委員会より

公民館だより３月号でもお知らせしましたとおり、
４月１日より上北条公民館はこれまでの館内全館禁煙に加え、敷地内も全面禁煙になりました。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

敷地内とは・・・
倉庫周辺を含む多目的広場、駐車場、駐輪場、玄関前通路も全てです。
また、敷地内に駐車中の車内での喫煙もやめていただきますようお願いします。

岡本館長の後を引き継ぐことになりました、小田東の田中です。

上北条地区が抱える様々な課題にどう向き合うかが難しいところではあります

が、私の好きな言葉「ゆっくりと急いで」（ラテン語で「フェスティナレンテ」と言う

そうですが）を心に刻み対処して行きたいと考えています。
｢ゆっくり、じっくりと基礎固め、準備をし、実行に当たっては、スピード感

を重視して果敢に」と言う気持ちでおりますが、全ては、皆様の御指導、御鞭撻
こそが鍵と考えております。
加えて今後の活動につきまして、よろしく御協力の程お願い致します。

「なごもう会」のご紹介

倉吉市／平成31年度介護予防教室

[内容] 健康体操、レクリエーション、ゲーム、
手工芸、語らい、健康チェックなど

[場所] 上北条公民館
[持参するもの] メガネ・上靴（必要な方のみ）、

お通い帳(初回にお渡しします。)
[参加料] １回５０円

（内容により実費徴収する場合があります。）
[送迎] 遠方で困難な方には、送迎を行います。

(申し込みが必要です。)

問合せ・申し込み
倉吉市役所長寿社会課 電話２２－７８５１

※介護保険の要介護認定を受けられた場合は、

参加はできなくなりますのでご了承ください。

倉吉市上北条公民館管理委員会より

この度、３月末日にて上北条公民館・館長を退任いたしました。
平成２４年春から七年の時が過ぎました。社会教育、生涯学習の拠点施設勤務は経験したこと

もなく、特に“学習・教育”は不得意で不安な面もありましたが地域の皆様、職場・仲間にサ
ポートいただきながら歩んでまいりました。感謝申しあげます。
新たな元号でのスタートとなる時代ですが、地域の課題や求められるニーズは基本的には変わ

らないものと思います。
暮らしやすい上北条、集いの拠点としての公民館の益々の発展をお祈りし、ごあいさつといた
します。
ありがとうございました。 岡本広実

高校生マナーアップさわやか運動4/16～19

退任のご挨拶

就任のご挨拶

川柳は、笑いと集中力で頭の体操になります。

元気も沸いてきます。初めての方もどうぞ。

田中康夫



※第３回「上北条みらい塾」は、

４月９日（火）10:00～11:30（上北条公民館）
※テーマ 「上北条の環境問題を考える」

☆意見交換のテーマとして、太陽光発電と景観やその
メリット、デメリットなどを取り上げたいと思います。

※鳥取県生活環境部環境立県推進課職員さんに環境問題の
現状をお話しいただき、その後意見交換を行います。

【問い合わせ先】上北条公民館（26-1763）

４月１０日(水)・４月２４日(水)

第２，第４水曜日

－上北条地区社会福祉協議会－ ふれあい給食サービス事業

今月の☆床の間☆

毎月、水墨画同好会のみな
さんの作品を展示していま
す。ぜひご覧ください。

「 雷鳴 」
奥村恭子さん

主催/上北条みらい塾
３月１８日（月）

上北条寺子屋川柳会より

毎年恒例の展示会のご案内です。
この一年の川柳を色紙に添えて、計３６点を展示します。
ぜひ、お立ち寄りください。

と き／４月１日（月）～１２日（金）※土・日を除く

ところ／上井一郵便局ロビー（県立体育文化会館近）

倉吉市上北条公民館管理委員会より

博物館の現状から始まり、新しく建設される美術館の整備計画や事業展開など、

とてもわかりやすく説明して頂きました。参加者の中からは、「日本の多くの

美術館が県庁所在地にある中、それをこの中部に建設される事は素晴らし

い！！」との意見もありました。美術館を支えるボランティア

（ポスター貼ります隊、鑑賞コミュニケーターや

解説ボランティアなど）もあるそうです。

この鳥取県中部にできる県立美術館を支える形は

様々。自分でできる方法で関わっていきたいですね。

❒上北条公民館事務室＜閉室＞のお知らせ

４月12日（金）１２：００～

倉吉市公民館職員研修会、倉吉市公民館連絡協議会総会の

ため

❒長期休みの貸し館について

４月２７日（土）～５月６日（月）

公民館は開いていませんが貸し館はできます。

利用申請、鍵の引き取りは4/26(金)までにお願いします。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

◆第30回上北条まつり 11月3日（日）

◆上北条文化作品展 11月22日（金）～24日（日）

上北条地区振興協議会より

他にも、健康づくり推進事業や防災事業などがあります。

全ての住民が豊かに暮らせる地区となるよう、生活基盤を整備し、

健康で文化的な生きがいづくりを図り、上北条地区の発展に寄与す

ることを目的に、上北条住民を対象に各種事業を実施していきます。

全住民が手を取り合い、上北条を盛り上げていきましょう☆ 健康づくり推進事業（大塚おたのしみ会の様子）

主催／上北条地区自治公民館協議会：共催／上北条公民館

全体でも大人の参加が少なくなっている中、昨年は団体戦の

参加が２チームにまでへりました。

”自治公民館対抗”の意味を考え、昨年の大会後の反省会や今年の運営委員会で、

団体戦がたくさん組めるよう、役員さんを中心に声かけをしていこうと話し合い

されたこともあり、今回の団体戦は４チームに増えました。

みなさん、個人戦はもちろん、自治公のプライドをかけた団体戦も白熱した勝負

を繰り広げられました。（担当：社会文化部長会）

３月３日（日）

囲碁 個人の部 【優勝】水田英雄（中江西）【２位】山脇敏夫（穴窪）【３位】藤井和次（中江西）

将棋 団体の部 【優勝】古川沢A／穀本光雄・赤﨑 彰・秋間文夫

【２位】小田／山本節夫・牧田 完・山本寿久

【３位】下古川／森 一正・上本文範・木天喜幸

将棋 個人の部 【優勝】加藤健一（小田東）【２位】門田眞延（中江）【３位】伊東 滋（新田）

将棋 小学生の部【優勝】廣江柊哉（下古川）【２位】吉田脩三（中江）【３位】小椋達貴（小田東） 敬称略

主催／倉吉市：上北条地区自治公民館協議会

参加は自由となって

おりますので当日

お越しください。

鳥取県立博物館職員の方にお話しを伺いました。

この度、上北条地区より推薦されH27から2

期（４年間）活動されてきました、向井由香

里さんが任期満了にあたり交代されます。

上北条地区のスポーツ推進委員の皆さんは、

地区の体育事業すべてにおいて関わってくだ

さり、各大会を運営委員さんと一緒に盛り上

げてくださっている欠かせない方々です。

これからは、住民の一人となって上北条の生

涯スポーツの推進の力になっていただきます。

向井さん。４年間、ありがとうございました。

新しく杉上渉士さんが推薦され、下記の４名

の皆さんになります。

どうぞ、よろしくお願いします。

2019.4.1～2021.3.31 （敬称略）

・上本泰士（中江）

・大西麻由美（中江西）

・小串 崇（小田）

・杉上渉士（中江）

今年もご来場のみな様に楽しい
ひとときをすごして頂こうと、

役員一同とりくんでいきます。

［ 日時 ］ ４月２1日（日）
１１：００～１２：３０

［ 会場 ］ 上北条公民館


