
第４３９号 令和元年8月１日

倉吉市成徳公民館（鳥取県倉吉市住吉町 77-1）

○TEL：0858-22-1301○FAX：0858-23-3653

○開館：月～金9：00～17：00（祝祭日を除く）

                                    公民館の利用：（9：00～22：00）

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net  ○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/

おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）

日 曜 開始時間 内容 日 曜 開始時間 内容

1 木 17 土

2 金 10:00 倉吉市公民館活動展チーフ館打合せ会（上井公） 18 日 6:50 第５回玉川一斉清掃（雨天中止）

3 土 19 月

4 日 20 火 11:00 ふれあい給食（業者弁当）

5 月 19:00 同和教育町内学習会・事前学習会 21 水

6 火 11:00

15:00

ふれあい給食（業者弁当）

地区公館長会（市役所）

22 木 9:30

10:00

13:30

19:00

公民館主事研修会（小鴨公）

なごもう会

たのしい算数あそび体験教室

同和教育推進員情報交換会

7 水 10:00 第 3回市公連理事会（北谷公） 23 金

8 木 9:45

10:00

第 44 回人権尊重社会を実現する鳥取県集会

（未来中心）

なごもう会

24 土

9 金 25 日

10 土 26 月 10:00 ミノアカ・フラサークル  成徳小・東中始業式

11 日 山の日 27 火 10:00 切り絵教室①

12 月 振替休日 28 水

13 火 事務室閉室 29 木

14 水 事務室閉室 30 金 8:30～10:00 受付 成徳地区集団健診

19:00 第 3 回せいとく祭実行委員会

15 木 事務室閉室 31 土 13:30 成徳教育を守り伝える会講演会

16 金

成徳地区の人口 2,887人（男 1,341人 女 1,546人） 世帯数：1,446世帯

0歳～14 歳：295人 15 歳～64 歳：1,438人 65 歳以上：1,154人〈令和元年 6月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 ８月おもな予定（7/29 現在）

◆自治公館長会 8月 8 日（木）19:00～（成徳公民館）

◆自治公三役会 8月 27 日（火）10:00～（成徳公民館）

◆自治公社会部・あいさつ運動 8 月 26 日（月）7:30～（成徳小学校前）

８月 contents・・

★玉川の歴史を紐解く・・（その１） 玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある★切り絵アート教室 はじめます！参加者募集

★ミノアカ・フラサークル参加者募集 ★３B体操教室 参加者募集  ★住民スポーツの日参加者募集 ★救急法講習会 参加者募集

★学校へ行こう！８月お休み★予告第 3回いきいきシニア・成徳教室 ★保健だより 成徳地区集団健診のお知らせ ★７月１０日から８月９日まで

は部落解放月間★成徳教育の“昔と今”に出会う講演会 ★東中校区女性連絡会研修交流会 参加者募集 ★８月おもな予定 ★成徳地区自治公民館

協議会８月予定 ★第 64 回成徳地区大運動会 予告★リサイクル・ベルマーク★「ちょこっとギャラリー」募集中 ★自治公ペタンク大会結果報告

玉川の歴史を紐解く・・・（その１） 玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある

倉吉の町を東西に流れる玉川。現在は、倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区（以後、伝建地区と呼ぶ）の中を流れ、当地区の穏

やかさを醸し出す景観の重要な役目を果たしている。その玉川を私たちは毎日のように見つめているが、その魅力に気付きにくい。そ

れは、玉川が私たちの生まれる前からそこにあるからではないだろうか？そこで、今回改めて、玉川について振り返ってみることにし

た。玉川は打吹山山麓を源流とし、小鴨川に注いでいたに違いないと思われるが、現存する絵図を見ると江戸末期には現在と同様位置

を流れる玉川は記載されているが、河川名は記入されていない。まず、町の歴史、治水・水害、玉川の形態などについて考えてみるこ

とにする。

§歴史 倉吉の町が城下町として整備され始めたのは慶長 10 年（1605）米子城主 中村伯耆守一忠の重臣中村伊豆守が

八橋城より移り来た以後だと考えられる。打吹山に城があったことは知られている。玉川は、この打吹城の外堀ではない

かと考えられるが、根拠が乏しい。 戦国時代は倉吉市周辺には多くの城があり、現在の小鴨川、天神川、国府川沿いに

城跡が確認（倉吉市「新編倉吉市史第 2 巻 中・近世編」）されていることを考えれば、小鴨川が打吹城の外堀であった

ことも考えられる。

§打吹城について 打吹城は「打津葺城」あるいは「倉吉城」と呼ばれていたとある。尼子によって落城したのち天正

８年（1580）毛利方の吉川元春が敵対する南条氏（羽衣石城）、小鴨氏（岩倉城）への抑えとして当城を再興し城番を配

置した。一国一城令が出されたのが慶長 20 年（1615）であるが、このことから少なくとも元和２年（元和元年 1616）ご

ろまでは打吹城はあったと考えられる。慶長 14 年（1609）から池田光政の入城までの間倉吉は幕府の天領となり、この

間一国一城令によって廃城と決まったがいつの時点で壊されたかは不詳である。成徳地区玉川を美しくする会 会長 倉恒俊一

図-1 寛延元年～宝暦 4 年               図-2 慶應 2 年      図-1,2 とも鳥取県立博物館より提供

第64回成徳地区大運動会 9月15日（日）東中学校グラウンド

「町内のきずな強まる運動会」みんなが楽しめる競技種目を検討中！

プログラムは９月１日号館報、市報と一緒に配布します。

リサイクル ベルマーク ご協力ありがとうございます。

★使用済み小型電子機器（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★天ぷら油の食用廃油（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★ベルマーク（成徳公民館玄関内）

成徳公民館・図書コーナーちょこっとギャラリー

展示をして下さる方・団体を募集中

７月からは鳥羽冨美子さん（住吉町）

の作品を展示中。いろいろな手芸を

楽しまれていることが伺えます。

自治公ペタンク大会開催７月７日（日）倉吉市営体育センター

参加１２チーム 参加人数５７人

荒神町・湊町Ａチーム 優勝！
年代を超えた楽しい交流試合になりました！

おめでとうございます

優勝：荒神町・湊町Ａ

２位：東町Ａ

３位：新町1丁目Ａ

◆館報「成徳」カラー版を成徳公民館窓口に置いています。

市報、県政だより、チラシ等ご自由にお持ち帰りください。



趣味の講座 切り絵アート教室 はじめます！参加者募集   主催：倉吉市成徳公民館

切り絵は紙のマジック？切り絵のしくみを分かりやすく解説していただくことから始まります。切り絵を作ったことのあ

る人も、初めての人も大歓迎！モノづくりが楽しくなるアート教室へぜひご参加ください。

下絵の中から好きな柄が選べるので、それも楽しいですよ！

◆開催日（３回シリーズの教室です）

①８月２７日（火）ハガキ絵で野菜を切る（ハガキサイズ）

②９月２４日（火）A4 サイズで花の切り絵をつくる

③１０月２９日（火）福を呼ぶ来年の干支を切る（A4 サイズ）

◆時間：10:00～12:00 ◆場所：成徳公民館◆講師：紙原四郎さん

◆材料費：第 1回 300 円 ◆持参：ハガキサイズの額縁

◆募集人数：10 人程度 ご希望の方は 8/19 までに成徳公民館へ  

お待ちしています

                       

見本の一部⇒

主催：成徳地区体育振興会・自治公消防部長会

「救急法講習会」参加者募集 受講無料

熱中症は予防が大切

夏本番！猛暑が続き、防災無線でも熱中症の

厳重警戒を呼び掛ける日が多くなっています。

熱中症にかかるのは屋外に居る時だけではありません。

室内に居ても危険性は同じです。今年度の講習会では熱中症にならな

いための予防と対策、適切な処置を教えていただきます。

どなたでも参加できます。いざという時に必ず役立つ知識と方法を

学びましょう。

○日時：９月９日(月) １９:００～２０:００

○場所：倉吉市成徳公民館 ○講師：倉吉消防署員

○内容：講話と実技

「熱中症の予防と対策、適切な処置方法」

  ※高齢者の熱中症予防を中心に・・。

「ＡＥＤの使い方」

○募集人数：制限はありません。

参加をご希望の方は8/27までに成徳公民館へ

成徳地区集団健診のお知らせ

日程 令和元年８月３０日（金）

会場 成徳公民館

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、肺がん、大腸がん、前立腺がん

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

・保健センターに予約が必要です。

詳細は「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。

問合わせ先

申し込み先
倉吉市保健センター ℡：26-5670

学校へ行こう！     主催：倉吉市成徳公民館

高齢者が小学校へ行き、小学生と一緒に囲碁や将棋、コ

マ回し、オセロなどの遊びをして一緒に楽しんでいます。

８月はお休みです。２学期は９月３日開始

お気軽にご参加を！ ３B体操教室

50 代、60 代の方の参加が増えて賑やかになってきました。

体を動かしたい方に、ちょうどいい運動量！

適度な運動は心もカラダも元気になれます。見学、体験い

つでも大歓迎。お待ちしています。 8 月 6 日/20 日

■時間：14：00～15：30 ■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：福井留実さん   ■持参：シューズ、飲み物

■服装：自由      

・・お気軽にご参加を・・ 申込み不要

フラ ミノアカ・フラサークル 8/26（月）  

■時間：10：00～11：30  ■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：河本高枝さん      ■持参：タオル、飲み物

■参加費：一人１回 500円

■服装：自由 下はスカートが良いです。

住民スポーツの日 主催：東中学校体育施設開放企画運営委員会

８月 ソフトバレーボールを楽しもう
地域住民のスポーツ活動の場として住民スポーツの日を

設け、地域のスポーツ振興を図っています。どなたでも参

加できますので会場へお越しください！ 申込み、参加費

不要

■日時：令和元年８月２４日（土）20時～22時

■場所：倉吉市立東中学校 体育館

■指導：東町自治公民館の皆さん

■持参：運動のできる服装、運動シューズ、飲み物

お問合せ等は倉吉市成徳公民館まで

７月１０日から８月９日までは部落解放月間

毎年７月１０日から８月９日の期間中、鳥取県では各市町

村や関係機関と連携しながら県民一人ひとりが同和問題を正

しく理解し、認識を深めていただくよう講演会や研修会の開

催など様々な啓発活動を行っています。成徳地区同和教育研

究会・同和教育推進員連絡協議会では１０月から開催する町

内学習会に向けて、自治公民館長、社会部長、同和教育推進

員ほか関係者が学習会を行います。

町内学習会 事前学習会

日時：８月５日（月）19:00～20:30 場所：成徳公民館

内容：町内学習会 5つの視点の中から学ぶ

講演「情報機器による人権侵害について

～インターネットで起こっていること～」

講師：上口俊一さん（倉吉市人権文化センター）

第４４回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会

日時：８月８日（木） 場所：倉吉未来中心

成徳地区 同和教育推進員情報交換会

日時：８月２２日（木）19:00～20:30 場所：成徳公民館

内容「倉吉見たまんま・くらよし外国人事情」  

講師：NHK 倉吉支局記者 本田美奈さん

成徳地区 同和教育現地研修会

日時：９月１０日（火）13:30～15:00

行先：フレンズカンパニー

内容：障がいのある人の人権を理解しよう 講話ほか

講師：フレンズカンパニー 所長 中井恭子さん

参加対象：指定町（堺町１、東仲町）、各町同和教育推進員

鳥取県教育委員会発行/生涯学習

とっとりの表紙より抜粋。紙原さ

んの切り絵シリーズが毎月掲載

されています。

成徳教育の“昔と今”に出会う

講演会
成徳小学校は、明治 6 年にこの地に開学し、自学自治の気風のもと、

独立自治と高潔廉恥を校風として今日に至っています。その教育実践

は明治より一貫した児童中心且つ個性尊重の姿勢を大切にしながら醸

成され日本教育を牽引してきました。こうした長い歴史と輝かしい教

育内容は、地域住民の方々や行政関係者をはじめ、先人・先輩の多く

の方々のご尽力によって築かれ今日に連綿と輝き続けていることが、

私たちの大きな誇りです。このたび「成徳教育の“昔と今”に出会う」

というテーマで講演会を下記の通り開催します。これからの成徳教育

の発展・充実につながりますよう多くの方々のご参加をお待ちしてい

ます。 倉吉の財産 成徳教育を守り伝える会会長 岸本幸雄（第 26 代成徳小学校長）

日時：令和元年８月３１日（土）１３：３０～１５：００

会場：倉吉市成徳公民館

演題：教育学から見た“成徳教育”の一風景～教育・哲学の実験場～

講師：東京大学大学院教授 山名 淳 氏（湯梨浜町出身）

主催：倉吉の財産 成徳教育を守り伝える会

後援：成徳小学校同窓会・成徳地区自治公民館協議会・

成徳公民館・成徳小学校 PTA・成徳会

主催：東中校区女性連絡会

上灘、成徳地区の女性が一緒に学び、楽しく交流！

・・ 東中校区女性連絡会研修交流会 参加者募集 ・・

セミナー① 電気の話

地球温暖化や電気のエネルギー源について関心が高まっ

ています。オール電化住宅が増加している中、電気エネルギ

ーの長所、短所、島根原子力発電所の安全に対する取り組み

のお話を聞きます。

セミナー② 無添加虫よけスプレーづくり

蚊や虫が嫌がる香り成分をもつアロマオイルで環境にも

お肌にもやさしいアロマ虫よけスプレーを作ります。

○日時：９月２日(月) 13:30～15:30

○場所：倉吉市上灘公民館

○講師：中国電力の方

アロマセラピスト 坪倉彩さん

〇参加費：無料

○申込み：８/２０ (火) までに成徳公民館へ

予告 公民館研究指定事業第３回いきいきシニア・成徳教室

9 月 20 日（金）午前中 成徳公民館「園児と一緒に楽しい交流ほか」


