
倉吉市上北条公民館
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FAX （0858）26-3515

日 月 火 水 木 金 E-mail　kokamiho@ncn-k.net
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　（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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・ 五月晴れ令和元年幕あける 紫陽花

・ 春色の令和の味を噛みしめる 吉田日南子

・ 原発も拉致も背負って令和行く 木天麦青

・ 平成に大事なものを置いてきた ひーる行灯

・ あれこれと理由を付けて正当化 山本旅人

・ 生きるって苦しみだけを残す旅 山崎夢太郎

・ 患者痩せ院長太り高級車 居酒屋てつ

・ 弁解をするより早く頭下げ 小夜

・ 口答えしないお地蔵さまが好き くにあき

・ 俺の夢温泉掘ってごろ寝酒 奨

・ 一匹の鯉も泳がぬ村の空 生田土竜

・ 言い訳はしないと決めた遅い春 真亜子

青少年の森整備事業

11月 ８日 ２９日

９月 ６日 ２０日

１０月 ２５日

６月 7日

７月 １２日

地区交通安全講習会9:30

パッチワーク教室13:30

上北条まつり
企画運営委員会19:00

ふるさと学習会9:00

更生保護女性会上北条支部13:30

なごもう会

７／３ ７／４

 宿題　「  弁解 」・「  掘る  」・自由吟

今月の開催日

 ► 6月 12日（水）13：30～　｢ 幕 ｣・｢ 見る ｣・自由吟

７／５ ７／６

シルエットアート教室10:00 ふれあい給食の日

７／１ ７／２

百八会13:30

手芸教室13:30

水墨画教室13:30

ジャズ体操同好会14:00

助六会18:00

民踊教室13:30 なごもう会 いきいき健康クラブ１３:３０ 主事研修会（上灘公）

上北条みらい塾10:00

ジャズ体操同好会14:00 寺子屋川柳教室13:30 パッチワーク教室13:30町内学習会運営部会19:00

第34回上北条地区
くらぶ悠・遊・友定例会9:30 シルエットアート教室10:00 ふれあい給食の日 水墨画教室13:30

＜平成31年4月末現在＞
ペタンク大会運営委員会19:00

なごもう会 いきいき健康クラブ１３:３０ 定例館長会19:00 くらそうサロン13:10

 上北条の人口 2,465人（2,476人）

　男 1,155人／女 1,310人

民生児童委員定例会９：３０ 　　　世帯数　1,004 （1,007）

 14歳未満 348人／65歳以上 772人

民踊教室13:30

グラウンドゴルフ大会

開会式8:30

市公連県外研修

令和元年6月1日 第３７5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

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 令和元年５月８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

もうすぐ梅雨の時季ですね。雨の日は上北条公民館の中でで
きる活動をします。貸しポールもありますのでくもりや雨でもまず,
来てみてください♪
※雨などで室内活動の際は上履きをお持ちください。

主催／倉吉総合産業高等学校＜ビジネス科＞

興味のある方、いっしょに楽しく続けましょう。

入会退会自由です。見学だけでも、けっこうです。

倉吉市上北条公民館管理委員会より

❒公民館の利用について

利用後は、清掃をして使用日誌の記入をお願

いします。

みんなの公民館です。利用後は必ず清掃をし

て、次の方が気持ち良く使えるようご協力く

ださい。

❒忘れもの傘の処分について

上北条公民館玄関前傘立てで、多くの傘が持

ち主を待っております。

これから雨も多くなると思われます。お心当

たりの方は、公民館にお立ち寄りいただきお

持ち帰りください。

6月末になっても残っている場合は、遺失物

として倉吉警察署に届けますのでご了承くだ

さい。 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

今年で９回目となる「ペタンク大会」。室内でもでき、飛んだり跳ねたり走ったりが無いので老若男女問わずプレイできる

ことから、近年参加チームが増えています。みんなで楽しく交流しながら"真剣勝負"で優勝を目指しましょう☆

※ペタンク大会運営委員会 ６月７日（金）19:00～

詳細は、各自治公民館ペタンク大会運営委員さんにお問い合わせください。

＜ 年間日程表：全７回 ＞

くらそうサロンをご存じですか？

今年度、活動するのは私達９人です！

よろしくお願いします☆

みなさん、お待ちしていまーす♪

13:10～15:00（受付12:40～）

初めは緊張した様子の生徒さんも、回を重ねるごとに住民

の方との交流で気持ちがほぐれ、表情がやわらかくなって

いくのが分かります。

参加しておられる地域の方も、高校生とのふれあいを楽し

みながら、高校生の”人”としての成長に上手に関わって

くださっているように思います。

高校生が色んな諸先輩方との交流で、教わることがたくさ

んあります。学校の机に座っているだけでは分からないこ

とを住民のみなさんの力をお借りして、学んでいます。
特別なことはありません。できるだけ多くのみなさんに参
加して、高校生と楽しく交流していただくだけです。

これからも公民館は、住民のみなさんと生徒さんの明るい

笑顔を支えていけたらと思います。

問合せ・申込みは、上北条公民館☎２６－１７６３ または、倉吉総合産業高等学校☎２６－２８５１まで

※詳細は全戸配布チラシをごらんください。

倉吉総合産業高等学校ビジネス科の生徒さんと上北条地区住

民が、ふれあい交流を図る会で【レクリエーションを通して、

地域住民との交流を図り、コミュニケーションを通して対人

関係や人間関係能力を身に付ける】ことを目的に、上北条公

民館で実施されているビジネス科３年生の課題研究の授業で

す。体操、ゲーム、スポーツや茶話会など、生徒さんが毎回

内容を事前に考え、準備や運営をしています。



６月１２日(水)・６月２６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。

「 仏心 」
綾女典子さん

主催/上北条みらい塾
5月15日（水）

上北条住民みんなで取り組む

笑顔ピカピカあいさつ運動

主催/上北条地区青少年育成協議会

※第５回「上北条みらい塾」は、

6月14日（金）10:00～11:30（上北条公民館）

※テーマ 「文化財を生かした地域づくり」

※お話し 倉吉博物館学芸員 関本明子さん

【問い合わせ先】上北条公民館（26-1763）

【お話し】集落支援員（上北条地区担当） 角田広己さん

参加は自由となって

おりますので当日

お越しください。

格差社会という言葉で表される格差とは一体何の格差なのか、今の子ども

を取りまく社会的な問題（虐待、安全、貧困の視点から）についてお話し

を伺い、都市部に比べてこの上北条は暮らしやすい、まだまだ人や地域が

つながっている、とはいえ、この上北条も互助の精神やじげの繋がりが少

しずつ薄れてきているねというような意見交換となりました。

また、通学路の安全確保、住みやすい上北条を発信するなど、建設的な提

案事項もあり、今後は地域の中で〝誰とどのように連携し実現していくの

か〟〝参加者ではなく参画者を増やしていく〟事が必要です。

主催/上北条公民館＜健康づくり講座＞

”ふらばーるボールバレー”は、H28、H29スポーツ教室でも実
施した、子どもから大人まで幅広い世代が楽しくプレイできる
ニュースポーツです。
みんなで楽しくスポーツして爽やかな汗をかきましょう☆

ざっくりと簡単に・・・
ソフトバレーボールのボールよりやわらかく、三角のような形のボールをサーブレシーブ以外はワンバウ
ンドさせてから受け、バレーボールの様に相手コートに返します。ネットが低いのでアタックは無しです。

※詳しくは7月に別紙にて配布するチラシをご覧ください。

5月7日（火）～5月10日（金）

１０連休のゴールデンウィークが終わり、久しぶりの登校日。
あいさつ運動に参加してくださった皆さんの爽やかで大きな声が、
子ども達の『やる気！』を後押ししてくださいました！
子ども達も笑顔であいさつをしてくれ、お互いに笑顔ピカピカ元
気いっぱい１日がスタートしました。
期間中、子ども達にあいさつや声かけをしてくださった皆さま、ご協力ありがとうございました。

交替された役員の皆様､

お世話になりました。

各団体の会長さんをご紹介します。

【上北条地区振興協議会】福田 健

【上北条地区社会福祉協議会】長柄 稔

【上北条地区青少年育成協議会】中井 浩

【上北条住民体力づくり振興会】生田正範

【上北条地区老人クラブ協議会】西谷正義

【上北条地区人権同和教育研究会】岩間隆二

【上北条地区同和教育推進員協議会】宮本一宏

【上北条地区民生児童委員協議会】谷村 操

【上北条地区女性のつどい】徳田千秋

【上北条地区健康づくり推進員会】松本忠昭

新しい役員の皆様、よろしくお願いします。

地域振興をはじめ、福祉事業、青少年の健全育成

事業、人権意識を養う事業など、みな、それぞれ

の目的をもって活動しておられます。

地域の団体、公民館、住民のみなさんと共に協力

しあい、みんなで上北条を盛り上げていきましょ

地区内の各団体の総会が終わりました。

＜敬称略＞

主催/上北条地区自治公民館協議会交通安全部長会

と き ６月３０日（日） ９：００ 上北条公民館出発 ⇒ １６：００ 帰着

行き先 久世エスパスランド

昼 食 「なつかしい学校給食」

参加費 ３，０００円（当日集めます。）

参加人数 １９名
申込締切 ６/１０（月）または定員になり次第
申 込 先 上北条公民館（２６-１７６３）

＊旧遷喬小学校跡地全体を「エスパスランド」と呼んでいます。
エスパスとは 仏語で空間、Ｅ：ＳＰＡＣＥ＝市民にとって「いい、スペース」にしようという意味です。

まちの文化広場として活力ある地域づくりに大きく貢献しています。

＜献立＞

ハムカツ カレー汁

バンサンス

（中華風春雨サラダ）

コッペパン 牛乳

企画/くらぶ悠・遊・友

＊全国的にも痛ましい交通死亡事故がたくさんおきています。

まずは身近なところから事故防止に努めましょう！どなたでも

ご参加いただけますので、当日会場にお越しください。

令和元年度
上北条地区交通安全講習会

とき：７月６日（土）９:３０～１０:３０

会場：上北条公民館

内容：①県内の交通死亡事故について

内容／②物忘れ相談プログラムを活用した交通安全講習

内容／③交通安全ＤＶＤ視聴

講師：宍戸 隆さん

（シルバー・セイフティ･インストラクター）
主催/上北条地区振興協議会

５月号に記載しましたとおり、日時・整備内容等が
決まりましたので、お知らせします。
倉吉市報６月号にも掲載されていますが、周知を図
るため公民館だよりにも掲載しています。

問い合わせ先➤上北条地区振興協議会事務局（電話２６－１７６３） 多数の方のボランティア参加をお待ちしています。

日 時 ６月２２日(土) ９時～ 伯耆しあわせの郷に集合
９時３０分～ 主催者挨拶、遊歩道散策
１０時～ 作業開始
１１時３０分～ 伯耆しあわせの郷多目的広場に移動
１２時～ 昼食、反省会

作業内容

｢実のなる樹木広場｣周辺の

草刈り、雑木伐採など

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。


