
倉吉市上北条公民館

月 火 水 木 金 土 TEL （0858）26-1763

1 2 3 4 5 ６ FAX （0858）26-3515

Mail kokamiho@ncn-k.net

開館 月～金 9：00～17：00

日 　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

7 8 9 10 11 12 １３ 公民館の利用 9：00～22：00

１４ １５ 16 １７ １８ １９ ２０

２１ 22 23 ２４ ２５ ２６ ２７

２８ 29 30 31

・ 脇見して あわてて踏んだ交差点 くにあき

・ 国の予算 超赤字でも明日は来る 山崎夢太郎

・ 真剣に見て聞き話し会話する 山本旅人

・ 先入観かけてしまった色眼鏡 紫陽花

・ 辞書を見て閉じた途端にもう忘れ 田中牛歩

・ 見たらすぐ さっさと回せ回覧板 ひーる行灯

・ 遠目にも歩く姿で分かる妻 奨

・ 幕切れはいつもハッピー水戸黄門 居酒屋てつ

・ トントントン台所から幕が開く 木天麦青

・ 七十路の緞帳上げてさあ行くぞ 吉田日南子

・ 雑草も名札を付けて花になる 小夜

・ エンディングノートこれから十句書く 真亜子

・ 煙幕を張って話をはぐらかす 生田土竜

ジャズ体操同好会14:00

手芸教室13:30 小学生独居老人訪問活動 パッチワーク教室13:30

中学校区人研夏季研修会（体文）

 宿題　「  幕 」・「  見る  」・自由吟

ふらばーるボールバレー教室19:30

参議院議員選挙

 　　　｢ 無茶 ｣・｢ 面・メンツラ ｣・自由吟

８／１

 ► ７月 １０日（水）13：30～

水墨画教室13:30

大塚町内学習会

パトロールチーム河北19:00

今月の開催日

８／２ ８／３

中江西町内学習会 ふれあい給食の日シルエットアート教室10:00 百八会13:30

上北条＆西郷
パットゲームスター
交流大会（西郷公）

助六会（館外）

民踊教室13:30

民生児童委員定例会9:30

シルエットアート教室10:00 寺子屋川柳教室13:30

ジャズ体操同好会14:00

地区公館長会（鳥取市）

ふれあい給食の日 上北条みらい塾10:00 くらそうサロン

なごもう会 いきいき健康クラブ１３:３０ 主事研修会（上井公）

海の日

ペタンク大会 地区グラウンドゴルフ協会11:00水墨画教室13:30

パッチワーク教室13:30 ソフトボール大会運営委員会19:00

第9回上北条地区 くらぶ悠・遊・友定例会9:30 上北条地区集団健診受付8:30

＜令和元年5月末現在＞

　　　世帯数　1,004 （1,004）

 14歳未満 347人／65歳以上 771人
交通安全講習会9:30

民踊教室13:30 なごもう会 いきいき健康クラブ１３:３０ 定例館長会19:00

視察研修受入（奈良県橿原市）

開会式8:00

令和元年7月1日 第３７6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 2,461人（2,465人）

　男 1,151人／女 1,310人上北条地区

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 令和元年６月１２日

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

暑い毎日が続いていて閉じこもりぎみになっていませんか？

そんな時こそみんなで楽しくウォーキングしましょう☆

主催／上北条住民体力づくり振興会：共催／上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

主催/上北条住民体力づくり振興会：共催/上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

”交流”も目的のひとつである体育事業ということで「合同チーム」での出場がOKとなり、昨年は小田東と大塚がチームを

結成されました。せっかくの地区の大会です。勝負だけがすべてではありません！この機会に地域デビューしませんか？

※ソフトボール大会運営委員会 ７月１２日（金）19:00～

詳細は、各自治公民館のソフトボール大会運営委員さんにお問い合わせください。

１.日 時 ８月２５日(日) 午後１時３０分
雨の場合は８月２６日(月)順延

２.会 場 新田上北条グラウンドゴルフ場
３.参加費 1人500円（全員に参加賞があります。）
４.申込み ８月３日(土)までに
上北条地区グラウンドゴルフ協会各地区役員まで

※締め切り後の参加費は返金致しません。

第１１回日本海新聞杯 上北条地区ＧＧ

鳥取県大会予選会参加者 募集!

上北条地区グラウンドゴルフ協会

結果発表

団体戦

【優２勝】穴 窪②（福田寛治・福田好雄・神宮正博）

１２５打／ホールインワン２回／２１０歳

【第２位】小 田①（鈴木区茂・河越春雄・河越弘子）

１２５打／ホールインワン０回／２１０歳

【第３位】古川沢①（西谷邦明・西谷正敏・穀本光雄）

１２７打／ホールインワン１回／１９４歳

個人戦／成人の部 ジュニアの部
【優２勝】福田裕子３６打（穴窪） 橋村悠羽汰５７打（下古川）

【第２位】吉田孝志３６打（穴窪） 橋村世莉奈６９打（下古川）
【第３位】福田寛治３７打（穴窪） 奥田ことみ７０打（小田東）

敬称略

大会運営委員、スポーツ推進委員のみなさまお疲れ様でした｡

開催日 ６月９日（日）

夏の交通安全県民運動 7/11～7/20

晴天に恵まれ好スコア続出

＊敬称略

◇グラウンドゴルフ愛好者の皆さんの

ご参加をお待ちしております。

令和元年度第１回上北条ゴルフコンペを５月３０日（木）に参加者
１６名で、奥津ゴルフクラブで開催しました。絶好のゴルフ日和の
もと、参加者全員、和やかにプレーを楽しみ、好スコアが続出しま
した。今回の成績は以下の通りです。

次回は１０月１０日を予定しています。

多くの皆さんの参加をお待ちしてい

ます。

上北条ゴルフクラブ 代表 生田正範

【優勝】田中康夫（小田東） GROSS81  HDCP9.6   NET71.4

【二位】徳田匡博（井手畑） GROSS80  HDCP7.2   NET72.8

【三位】福田正道（穴手窪） GROSS97  HDCP22.8  NET74.4

【ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ】徳田匡博（井手畑）
GROSS80（OUT43 IN37）

今年のエントリーは団体戦３３チーム、総勢１０３人（個
人戦のみ４人、ジュニア５人含む）でした。
なんと今年は団体戦、個人戦ともに１位と２位の打数が同
数と文字通りの接戦でした。

※同打数の場合は、ホールインワン数が多い方の順位が上。
さらに、ホールインワン数も同じ場合は、年齢合計の高い
方の順位が上になります。

集計の間のホールインワンゲームにも、たくさん参加され
最後まで交流を深めながら楽しんでおられました。



７月１０日(水)・７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。

「 深山の滝」
奥村恭子さん

主催/上北条みらい塾＜上北条公民館研究指定事業＞
5月15日（水）

※次回は、

７月１１日（木）10:00～11:30（上北条公民館）

※テーマ 「先人に学ぶ地域づくり」

※地域づくりに関わってこられた方のお話し（話題提起）を聞き、

語り合いにうつります。
【問い合わせ先】上北条公民館（26-1763）

【お話し】倉吉博物館学芸員 関本明子さん

参加は自由となって

おりますので当日

お越しください。

集落にひっそりとたたずんでいる石塔「金比羅燈籠」の謂わ

れや時代背景などの説明を受け、往事の暮らしに思いを巡ら

せました。また、和紙に描かれた天保12年の古絵図（古川沢

版）を一枚ずつめくってみて、その稚拙さリアルさに参加者

の注目が集まりました。最後に、講師からは、ふる里を歩き

回って地域に眠っている文化財、石造物、風習などを発見し

てみようとの提案がありました。子どもたちと一緒になって

みんなでワイワイ取り組んでいく、これこそ地域づくり！上

北条の元気発信にもつなげていきましょう。

主催/上北条公民館＜健康づくり講座＞

※詳しくは別紙

回覧チラシをご覧ください。

この上北条みらい塾ももっとたくさんの仲間を求めています！

ぜひご参加ください。

上北条地区民生児童委員協議会より

高齢者実態調査にご協力ありがとうございました。

また、一人暮らしの高齢者の方へうちわ、パンフ

レットを渡しました。

熱中症にも気を付けて下さい。
特に高齢者の方の救急搬送が多いそうです。何
かあったら近くの人へ連絡して下さい。

倉吉総合産業高等学校ビジネス科

今月の開催日のご案内

８月は夏休みの為、くらそうサロンはありません。

強調月間 ７月１日～７月31日

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。

わたしたちは、犯罪・非行のない住みよい、明るい社会
をつくることを心から願って奉仕活動を続けています。こ
の『愛の灯』は、更生に努力している人々への援助や、非
行・犯罪の防止活動に役立てるためのものです。

皆さまからお寄せいただく“まごころ”の一灯、一灯が
明るい社会づくりへのいしずえとなり、更生を願う者たち
への支えとなります。

みなさま ご協力ください『愛の灯』募集

更生保護女性会上北条支部より

上北条支部長 生田百合子

公民館に設置してある箱へ入れるか、
更生保護会員へお渡しください。

図１

私たち上北条支部会員18人は、小学生の見守
りと安全をねがい、月曜朝「あいさつ運動」を続
けて16年になります。書き損じハガキを集め､新
しいものに換え､小学校の地域交流に使っても
らっています。また、使用済切手（まわりを1cm以
上残してざっくり切る※図１）も集めています。

明るい選挙推進員協議会からのお願いです。

第２５回参議院議員通常選挙が、令和最初の選挙として、７月２１日（日）に行われます。私たちの未来を築く代表者

を選ぶ大切な選挙です。

選挙のルールをよく守り、あなたの一票を直接国政に反映させましょう。投票所はこれまでどおり上北条公民館です。

また、期日前・不在者投票所が、７月５日から７月２１日まで、倉吉市役所第２会議室（本庁舎３階）に開設されます。

７月２１日当日、ご都合の悪い方は、是非とも、期日前・不在者投票をしていただきますようにお願い致します。

［日程］令和元年7月9日（火）［会場］上北条公民館 ［健診受付時間］午前8時30分から午前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］胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、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］※今年度から全ての検診に予約が必要です。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。85歳以上の方は、受診券の申し込みが必要です
［問い合せ・予約申し込み先］倉吉市保健センター 電話：26-5670

保健センターだより

主催/こどもいきいきプラン実行委員会

今年度も夏休みを利用して親子で楽しく参加できる事業を実施します！
詳しい内容は、学校をとおして配布するそれぞれのチラシをご覧ください。

① 7/２８（日）「親子海つり体験」（担当／NPO四つ葉）

② 8/９（金） 「親子食育教室」（担当／上北条地区食生活改善推進員会）

募集します!!


