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公民館研究指定事業「防災」

【教育と地域つくり研修講演会】

【中部地区の地震活動について】

テーマ「教育と地域つくりについて」
１１月２４日（土） 19：30～

日

時

場

所 上小鴨公民館

講

師 (公財)動物臨床医学研究所 山根 義久さん
(東京農工大学 名誉教授) (中田地区出身)

参加者 上小鴨地区住民、保育園・小学校保護者
※どなたでもご参加いただけます。
たくさんの皆様のご来館をお待ちしています！

～Ｈ２８年鳥取県中部地震の振り返りと検証～

１２月９日（日） 13：00～14：30

日

時

場

所 上小鴨公民館

講

師 鳥取地方気象台 次長 林 正典さん
(防災の専門家として地震津波防災官、
地震津波火山防災情報調整官などを歴任)

参加者 どなたでも
どなたでもご参加いただけます。
お待ちしています！

共催：上小鴨地域つくり協議会
上小鴨小学校学校再編問題協議会

【人権学習 現地視察研修会】

時

１２月２日（日）

【人権講演会】

どなたでも参加できます！

視察先は、大山町人権交流センター
午後はとっとり花回廊を見学します。
日

主催：上小鴨公民館

,９：００集合・出発
１６：３０帰着予定

集合場所 あたごふれあい人権文化センター
マイクロバスで行きます。
参加費 一人 700 円（昼食代含む）
申込み 上小鴨公民館 ℡28-0953 または、
あたごふれあい人権文化センター ℡28-5440
(〆切１１／１９)
共催：上小鴨地区同和教育研究会・あたごふれあい人権文化センター

【第３０回倉吉市公民館まつり】
作品展示 期日 １２月６日（木）～１２月８日（土）
時間 ９：３０～１８：００（８日のみ１６：３０まで） 場所

テーマ「発達障がいについて」
発達障害についてどんな特性があるのか、
どんな支援が必要なのか、一緒に学んでみま
せんか？
日 時 １２月３日（月） 19：00～
場

所 上小鴨公民館

講

師 ペアレントメンター鳥取 キャラバン隊

参加者 どなたでも
共催：上小鴨公民館
上小鴨地区同和教育研究会

観に来てくださいね♪
倉吉市未来中心１Ｆアトリウム

舞台発表 期日 １２月８日（土） ※詳細は全戸配布いたしますチラシにてご確認ください。
開演 １３：００（開場１２：００） 場所 倉吉未来中心大ホール

♪
★上小鴨はプログラム８番木彫りの集いのみなさんによる、傘踊り（河内おとこ節）を披露します。

♪

テーマ

「ささえ愛

こころひとつの上小鴨」

第２６回 あたご文化祭 2018
期

日

１１月１０日（土）１３：００～１６：００ 作品展示のみ
１１月１１日（日）１０：００～１５：００ 作品展示・ステージ発表・各種イベント・屋台

会

場

上小鴨公民館

〔住民スポーツの日〕 種目 ソフトバレー
★シャインラピッドのメンバーと

１１月８日（木）20：00～22：00

日

時

場

所 上小鴨小学校 体育館

一緒に身体を動かしましょう！

（直接体育館にお越しください）
持ち物 体育館シューズ、汗拭きタオル、飲み物

主催：上小鴨小学校体育施設開放運営委員会

〔倉吉市民体育大会〕
１０月８日（月）に倉吉市民体育大会が開催されま
した。上小鴨女子バレーチームは

バレーボール女子の部

第３位

でした。

ソフトボールの部、グラウンドゴルフの部も大健闘！
応援ありがとうございました。

〔第１６回上小鴨地区親睦ゴルフ大会結果〕
１０月２０日（土）涼やかで過ごしやすい天気の下、１４人が参加し、上小鴨ゴルフ同好会は奥津ゴルフ
倶楽部の１８ホールに於いて、ダブルペリア方式で競い合いました。プレー後は上小鴨公民館で表彰式と
懇親会を行いました。結果は下記の通りです。おめでとうございます。
☆優 勝 荒金好博(福山) 73.6(106)

NET(GROSS)

※敬称略

準優勝 岸田昭二(蔵内) 74.4(108)
３

位 菅原教彦(福山) 75.0(87)

★ベストグロス 菅原教彦(福山) 87

主催：上小鴨ゴルフ同好会

〔上小鴨身体障がい者の会より ～そうめんのお礼～〕
島原そうめん回覧注文取りまとめで、手数料・経費差引６２，２８７円の収入となり、この中で６月ふれあい
給食ボランティア会へ１０，０００円、１０月上小鴨社会福祉協議会へ２０，０００円寄付させていただき身障
者の会の本会計へ２９，６１３円いただきました。ご協力頂いた上小鴨地区の皆様へご報告申しあげます。

ありがとうございました。
上小鴨身体障がい者の会 宍戸哲夫・役員一同

１１月９日（金）～１１月１５日（木）
秋季全国火災予防運動

スローガン「忘れてない？サイフにスマホに火の確認」

《主な事業報告》

【教育を考える会】（１０/５）
若土の市川禎理さんをお招きして「知れば

【健康づくり講座

もっと好きになる！スペイン・コロンビアの

～これだけは注意したい心血管の病気～】（９/２７）

魅力」の演題で、留学されていたスペイン・

三朝温泉病院の竹田晴彦先生をお招きし、心血管の病

コロンビアの教育・子育てについて楽しく

気について講演していただきました。竹田先生の分かり

お話をしていただきました。（参加者６１人）

やすい講演と優しい
人柄もあり、講演会後
は質問の嵐でした。
（参加者２５人）

【歴史講座～金毘羅灯篭巡り～】（１０/１０）
西中鴨中校区合同開催で、倉吉博物館 学芸員の

【ふれあい交流会】（１０/１２）

関本さんのお話を聞きながら、蔵内・広瀬・若土・

なごもう会の皆さんは、上小鴨保育園年長児によ

耳の金毘羅灯篭を見て周りました。耳では地元の方

るダンスを見たり、一緒に手遊びやゲームを楽しみ

による説明も受け、雨が降っていましたが、金毘羅

ました。可愛いく、元気な園児とふれあい「こっち

灯篭について知識を深めることができました。

まで元気になるわ」と嬉しそうに話されました。

(参加者１８名)

【倉吉市総合防災訓練 in 上小鴨】（１０/１４）
大規模地震の発生を想定した総合防災訓練が今年は上小鴨地区で行われました。小学校の敷地内には地
震・煙体験、簡易トイレ作り体験、放水訓練体験、応急手当の体験、炊き出しのカレーライスの試食等、様々
な体験コーナーが設置されました。参加者は、それぞれの体験を興味深そうに熱心に体験され、防災意識を
高める事が出来、充実した防災訓練を行う事ができました。
（参加者２００人）
ポンプ放水 →
避難者カード →

体験中！！

記入中

←公民館に集合し、

←起震車では様々な震度

小学校まで避難

の体験ができました。

１１月 行事予定

上小鴨地区集団健診のお知らせ

１日（木）19：30 上公 青少協運営委員会
６日（火） 9：00 上公

給食サービス事業

9：00 上公 小５ボランティア体験活動
19：30 上公 自治公 館長会
８日（木） 8：00 上公

上小鴨地区集団健診

１０日（土）13：00 上公 あたご文化祭 2018
１１日（日）10：00 上公 あたご文化祭 2018
１２日（月）19：30 上公 厚生福祉部長会
１３日（火）19：00 上公 民児協定例会
１４日（水）19：30 上公 学校体育施設開放運営委員会
１５日（木） 9：30 成徳公 主事研修会
19：30 明倫公 西中校区少年少女のつどい実行委員会
１６日（金）19：00 上公 土木交通部長会
１７日（土）18：00 上公 総務部長会
19：00 上公 社会部長会
19：30 一心 消防部長会
１８日（日） 9：00 上公 給食サービス事業
１９日（月）19：30 上公 あたご文化祭反省会
２０日（火） 9：00 上公 女性のつどい（プレゼント作り）
18：30 上灘公 市公連臨時総会

平成３０年１１月８日（木）

上小鴨公民館
午前８時から午前１０時まで
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・肝炎ウィルス検診
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・胃がん検診は、保健センターに予約が必
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。
※転入された方・８５歳以上の方は、受診券の
申し込みが必要です。
問い合わせ・申し込み先

２３日（金） 8：00 西中学校 西中校区少年少女のつどい
２４日（土）19：30 上公 教育と地域つくり研修講演会
２６日（月）19：30 上公 大雨時における避難体制のあり方に係る地区検討会
２７日（火）19：30 上公 体育部長会
２８日（水） 9：30 上公 館報編集専門委員会
３０日（金）10：00 上公 なごもう会

倉吉市保健センター

9：30～11：30

℡26-5670

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」
１日、７日、１５日、２２日、２９日（木）
※７日のみ水曜日です。

気軽にぶらっとピンポンを楽しもう♪
毎週 火曜日と水曜日

日 程
会 場
健診受付時間
健康診査

10：00～11：30

上小鴨小学校 １１月行事予定
１日（木）２年生校外学習(東郷湖周辺)
２日（金）１年生校外学習(打吹公園・なしっこ館)

公民館教室
大山寺ウォーキング
花いっぱい寄せ植え教室
生け花教室
筆文字講座

１日（木） ９：00～
５日（月）13：30～
８日（木）13：30～
１３日（火）10：00～

同 好
ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

１４日（水）19：30～
１４日、２１日、２８日（水）19：45～

絵手紙
囲

碁

１５日（木）３年生校外学習(赤瓦周辺)
１７日（土）３年生親子会
１８日（日）２年生親子会
２０日（火）５年生校外学習(日本海テレビ 他)

会

１日、２２日（木）20：00～

切り絵
カラオケ

１０日（土）土曜授業(マラソン大会)

２６日（月）13：30～
毎週金曜日

19：３0～

グラウンドゴルフ
上小鴨公民館芝広場

毎週月曜日

9：00～

上小鴨健康広場(保育園跡地)

.毎週水・金曜日

9：00～

上小鴨保育園

１１月のオープンデー

１日（木）、５日（月）、８日（木）、１２日（月）、
１５日（木）、１９日（月）、２２日（木）、２６日（月）です。
★１５日は七五三参り（上小鴨神社）
天気の良い日は外遊びをします。一緒にたくさん
遊びましょう。お待ちしています。

