
土 倉吉市上北条公民館
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TEL （0858）26-1763

日 月 火 水 木 金 FAX （0858）26-3515

2 3 4 5 6 7 8 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

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

・ 真亜子
・ 吉田日南子
・ 紫陽花
・ 山本旅人
・ 小夜
・ 奨
・ 山崎夢太郎
・ くにあき
・ ひーる行灯
・ 木天麦青
・ 生田土竜

悠遊友定例会9:30

倉吉総合産業高等学校入学式

第64回

上北条地区敬老会 手芸教室13:30

なごもう会

いきいき健康クラブ１３:３０

敬老会準備13:30民踊教室13:30

６月１１日（日）

ふれあい給食の日 水墨画教室13:30

定期館長会12:00

自治連総会（未来中心小ホール）

百八会13:30

シルエットアート教室10:00

寺子屋川柳教室13:30 狂犬病予防注射１３:３０

書道教室13:30

ジャズ体操同好会

なごもう会民踊教室13:30

上北条小学校入学式

ふれあい給食の日

書道教室13:30 上北条GG協会13:30民踊教室9:30

手芸教室13:30

パッチワーク教室13:30 手づくり教室10:00

平成29年4月1日

　男 1,162人／女 1,337人

 14歳未満 330人／65歳以上 766人
地区同研企画運営委員会19:00

民生児童委員定例会9:30

第349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 2,501人（2,498人）

河北中学校入学式 民踊教室13:30

　　　世帯数　999 （993）

＜平成29年2月末現在＞

シルエットアート10:00

ジャズ体操同好会13:30

ジャズ体操同好会13:30

いきいき健康クラブ１３:３０

 宿題　「 トライ 」「 流す 」・自由吟

捨てようとトライしたけど元の位置

笹舟に元気で行けと水面置く
国防費一割増やし民守る

地区青少協総会19:00

世界中歩き続ける強い足
意識して昨日と違う色を着る

なごもう会

宿　題  「 ニュース 」「 伸びる 」・自由吟

一日の執着駅にワンカップ
氏神の復興トライ資金難
古希迎え般若心経トライする
円満な顔でほとんど聞き流す

開催日　４月 １２日（水）　13：30～   未　定

第32回グラウンドゴルフ大会
第 ７回ペタンク大会

第39回ソフトボール大会

平成29年大運動会

パッチワーク教室13:30

平成29年ニュースポーツ交流会

地区同研総会19:00

７月１９日（日）
８月１３日（日）
または  ６日（日）
９月２４日（日）

昭和の日

上北条地区食生活推進員会総会水墨画教室13:30

原発も人も最期は垂れ流す

豪雪がたっぷり汗を流させる

５／１ ５／２ ５／３ 憲法記念日

事務室＜閉室＞
12:00～17:00

１１：００～１２：３０

助六会18:00

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

まだまだ、寒い日が続いていますね。ノルディックウォークは
歩いているのにポッカポカになります。
もうすぐ、桜も咲くのでピンクの景色の中を散策しましょう♪

句会 平成29年3月8日

３月５日（日）

今年も静かなる熱い戦いが幕をあけました☆年々、参加者が少なくなり
｢自治公対抗｣なのに、ついに団体戦は将棋の部の２集落となってしまい、
さみしいかぎりです。

主催／上北条住民体力づくり振興会

【囲碁の部】
優勝 水田英雄（中江西）
２位 藤井和次（中江西）
３位 浅田正規（中江江）

【将棋／団体の部】
優勝 小 田
（山本節夫・山本寿久・牧田 完）
２位 古川沢
（奥田政雄・穀本光雄・西谷隆徳）

【将棋／個人の部】
優勝 加藤健一（小田東）
２位 門田眞延（中江江）
３位 生田 愿 （大江塚）

【将棋／小学生の部】
優勝 鵜木陽路（小田東）
２位 本田亜瑠（大江塚）
３位 細川秀太（新江田）

敬称略

まわりに個人的に囲碁や
将棋をしている人はいま
せんか？
個人の勝負も白熱します
が、自治公代表での戦い
は参加することで、団結
力が深まります。
来年こそは、誘い合って
参加してみましょう！

『住民総スポーツの輪を
広げよう』をスローガン
に住民の交流と健康づく
りに頑張っていきます！

［期日日］ ５月１１日（木）
［会日場］ 奥津ゴルフ俱楽部
［申込先］ いずれかにお願いします。
◯生田正範 090-6405-1992
◯徳田道政 090-1189-9350
◯森太一正 090-7994-6315

［締日切］ ４／２０まで

上北条ゴルフクラブ 代表 生田正範

＊詳細については、参加者決定後、別途お知らせします。

春の全国交通安全運動 4/6（木）～4/15（土）

主催／上北条ゴルフクラブ

平成29年度第１回「上北条ゴルフコンペ」を下記の
日程で開催します。さわやかな天候のもと、爽快な
プレーを楽しみましょう。多くの皆様のご参加をお待
ちしています。

パットゲ-ムスタ-教室

（ゆずりはの会）9:30 市公民館職員研修会

市公連総会（交流プラザ）

３月３日の総会で平成２９年上北条地区体育事業の日程が決まりましたのでお知らせします。

主催／上北条地区自治公民館協議会：共催／上北条公民館



子どもやその保護者をとりまく環境は時代の流れによって変化し、子育ての方法も多少なりとも変わってきている
部分もあります。しかし、いつの時代でも子育てをする保護者は、育児について不安を抱き、自分の育児はこれで
よいのかと葛藤しています。大家族の中での子育てだと、「それでいいよ」と言ってくれる人がそばにいるかもし
れません。核家族になると、ちょっとしたときに尋ねることができないので、ますます心配が増してきます。孤独
な子育てにならないように､今は､母親同士の会話や専門職に尋ねたりして楽しい子育てができるように、子育て支
援センターなど親子で遊べる場所が充実してきています。地域の中でもそんな親子を見守っていける
ように、ちょっとした声かけやお手伝いをするだけで、子育ての応援者になれるかもしれませんね。

3月4日のタイトル戦で日本王座を奪取した、古川沢出身
の西谷和宏さんが報告のため、来館されました。
小学校から偶然発見した子ど
も達からの「チャンピオン！
おめでとうございます！」の
大きな声援に感激されていま
した。
これからも、地域のヒーロー
を皆で応援していきましょう。

上北条地区民生児童委員より ふれあい給食の日

４月１２日(水)・４月２６日(水)
上北条地区社会福祉協議会 ふれあい給食サービス事業

｢書道教室｣｢水墨画教室｣

指導／山﨑雲外先

今月の☆床の間☆

｢書道教室｣｢水墨画教室｣の
生徒さんの掛け軸がかわり
ました。

保健センターだより

主催/上北条教育を考える会

お孫さんが生まれた祖父母の方々のために、「いまどきの子育てサポート 孫育てのススメ」が鳥取県福祉保健部子育て王国

推進局子育て応援課から編集発行されています。http://www.pref.tottori.lg.jp/261094.htm（ＨＰよりダウンロード可）

保健センター☎26-5670

今年も倉吉市社会福祉協議会の依頼をうけて、

65歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯

の方に『非常持出袋』を贈呈しました。
これは、倉吉市社会福祉協議会歳末たすけあい
募金の事業の一環で、災害等の緊急時に備え懐
中電灯や缶入ビスケットなど、14種類の必需
品が入っています。

中
身
は
コ
チ
ラ

毎月第１・３木曜日の２回、倉吉市や湯梨浜町の多
数の公民館を会場に講師をされている「山﨑雲外先
生」の指導の下、上北条公民館で活動しています。
４月は６日、２０日１３：３０～です。
気軽に見学にお越しください。

主催/上北条公民館＜新規教室立ち上げ事業＞

知る人ぞ知るスポーツの「パットゲームス
ター」ですが、ゆずりはの会の皆さんは意
欲的に周知活動を行っておられます。
活動内容はいくつかありますが”知っても
らう”意味を込めての交流会もその中の一
つです。
今回は、児童クラブの子どもたちとの交流
を深めながら、パットゲームスターの面白
さを伝えられました。
子どもたちは、あっという間に上達し楽し
く笑顔でプレイしていました☆

倉吉市上北条公民館管理委員会よりお知らせです。

◇補修工事のお知らせ
地震に伴う災害補修工事が5月10日（水）～27日（土）の間に実施される予定です。期間中、一部、利用され
る施設の変更や利用日の調整などお願いすることもあるとおもいますが、ご協力宜しくお願い致します。主
な補修作業は事務室、図書コーナーを除く各部屋の壁亀裂補修です。

◇事務室＜閉室＞のお知らせ
４月２１日（金） １２：００～１７：００
倉吉市公民館連絡協議会総会、倉吉市公民館職員研修会 のため

＊貸館はできます。利用申請・カギの引き取りは、4/20（木）までにお願いします。

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

３月２８日（火）

〝スクールカウンセラーとは、子どもたちの心理的な発達を援助
する活動であり、「こころの教育」や「生きる力を育てる」等の
学校教育目標と同じ目的を持つ活動です。問題を抱えている子ど
もたちと関わり、子どもたちの問題を解決する力を引き出すこと
を援助するのがスクールカウンセリングです。〟
優しい口調でありながら、真剣に子どもたちと向き合ってこら

れた経験からくる言葉ひとつひとつが心にしみ込み、もっと多く
の保護者の方に聞いていただきたいお話でした。

３月２日（木）
講師／鳥取県教育委員会

スクールカウンセラー（臨床心理士）
灘本百美先生

３月８日（水）

平成29年に予定していました第6回麦まつり
は、鳥取県中部地震等で準備不足の為、中
止になりました。

第28回上北条まつり
１１月５日（日）

上北条文化作品展
１１月１７（金）～１９日（日）

心にとまったお話をひとつ・・思春期・青年期（12～22歳）にあ
たる高校生や大学生ですが、以前と違って悩まない、幼さが残る
そうです。「自分とは」「人間とは」など自我を確立する過程で
哲学的な事を考えたりする時期がありませんでしたか？自分の中
で葛藤を繰り返しながら人間は成長していき、この葛藤がないと
自己欲求の制御ができなくなるそうです。（思い当たるような事例
やニュースがたくさんありませんか？）
自分自身としっかり葛藤できる環境が今の子どもたちには必要な
のかもしれませんね。


