
第 452号 令和２年９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）（8/26 現在）※予定は変更または中止される場合があります。

     

日 曜 開始時間 内容 日 曜 開始時間 内容

1 火 8：00

9：30

ふれあい給食

主事研修会グループ討議打ち合わせ会

16 水

2 水 17 木 9：30 公民館主事研修会（上灘公）

3 木 18 金 19：00 第 2回目指そう！せいとく健康タウン

4 金 10：00 市公連第 3回理事会（市北庁舎） 19 土

5 土 20 日 6：50 第 6 回玉川一斉清掃

6 日 21 月 敬老の日

7 月 22 火 秋分の日

8 火 終日 鳥取看護大学 生活健康論実習 23 水

9 水 10：00 地区公民館 館長会（市北庁舎） 24 木 10：00 なごもう会

10 木 終日

10：00

19：00

鳥取看護大学 生活健康論実習

なごもう会

同和教育現地研修会

25 金

11 金 26 土

12 土 27 日

13 日 28 月

14 月 29 火

15 火 8：00 ふれあい給食 30 水

倉吉市の人口 46,486 人 世帯数 20,752

成徳地区の人口 2,816 人（男 1,311 人 女 1,505人） 世帯数：1,417 世帯

0歳～14 歳：301人 15 歳～64 歳：1,399 人 65歳以上：1,116 人〈令和２年７月末現在〉

令和２年度から倉吉市の公民館研究指定事業として成徳公民館は「目指そう！ せいとく健康タウン」をスタートさせま

した。健康づくり推進員さんの活動を通じて成徳地区住民の健康づくりをより一層推進していくため、推進員さん自身が

体験を通じた学びをし、健康感を高めることで健康づくり推進員の果たす役割や地域で出来ることを考えていきます。

健康ってどんなことを言うのだろう？豊かな生活とは・・健康づくり推進員さんたちが主体となって、目指す地域づくり

に向けた活動をしていけるように中長期的な視野で取り組みをすすめます。１年目は病気についての知識を学び、測定な

どの体験から健康診断の大切さを理解します。この事業の運営委員として、健康づくり推進員の中から数名選出、地区内

の医師、保健師の方々にお世話になります。

                          

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）

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。

◆子ども食堂テラハウス「お弁当」9/28（月）

子育て世代、高齢者の方限定で予約を受け手作り弁当のテイクアウトをしています。（持ち帰り）★100 食まで（1食 200 円）

★予約：9/24 まで   ★受取：当日 17：00～18：30 の間 ★場所：倉吉市成徳公民館  ★予約・問い合わせ：080-5614-3131 

※３密を避け最小限の人数で準備するため、ボランティアは募集していません。

フラ ミノアカ・フラサークル 9/28（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。申込み不要

本の寄贈 ありがとうございます！

図書コーナーで自由にご覧いただけます。

★かんたん かわいい！手作りマスク ブティック社

★マンガで身につく 超高速勉強法 経済界 椋木修三著

★まんがで身につく 続ける技術  あさ出版 石田 淳著

★プレイングマネージャーの教科書 ダイヤモンド社 田島弓子著

★プレイングマネージャーの戦略ノート ダイヤモンド社 田島弓子著

★オバマ傑作演説集 コスモピア株式会社 発行人 坂本由子

★ヤンキー君と白杖ガール③ KADOKAWA うおやま著

★お別れホスピタル④ 小学館 沖田×華著

成徳地区自治公民館協議会 ９月おもな予定（8/27 現在）

◆自治公館長会 開催予定なし

◆交通安全部長会 9 月 9 日（水）19：00～（成徳公民館）

◆三役会    9 月 25 日（金）10：00～（成徳公民館）

8/21 第１回を開催。今は、「新

型コロナウイルス」と「熱中症」

を防ぐことが大切であることか

ら、医師である森脇良太先生よ

り、特に注意することの助言を

いただきました。裏面へ続く→

３B体操教室 見学、体験の方もお待ちしています。

9月 1日/8 日/15 日/29日（火曜日）
■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

地域みんなで取り組む健康づくり

目指そう！ せいとく健康タウン 発進

8 月 1日から成徳地区担当が大羽みゆき保健師から代わりました、森 美栄（みえ）と申します。

成徳地区の皆様が地域で自分らしく安心して暮らしていくために健康づくりを通じて一緒に考え、活動

したいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。    倉吉市健康推進課 健康増進係

第2回開催は9/18（金）

「糖尿病はなぜ怖い？」

食後の血糖値測定を体験



            

           

  

縫わない！切らない！かんたん手芸 ふろしきリースづくり教室開催！

“リース”と聞くとクリスマスを連想しがちですが、ふろしきリースは

縫わない、切らないシンプルな手芸。風呂敷の柄や飾りを変えれば、一

年中その飾りで生活空間が華やぎます。リースに飾りを付ける場面では、

水引の位置やつまみ細工の花の色を少し変えるだけで作品の雰囲気がガ

ラッと変わるので、配色のバランスに驚きの声が上がり参加者は完成し

た作品を見て大満足！ コロナ禍における自粛生活が続き、人との交流

の少ない生活であることから、久々に人と言葉を交わすことや人と一緒

に何かをつくるといった人との関わりは“心の健康”を整えることでも

あると改めて感じた講座でした。今後もコロナ対策を万全にしながら、

参加者同士のふれあいを大切にしていきたいものです。

次の趣味の講座は早くもお正月をイメージした「つまみ細工 花手まり手芸教室」です。

10/26（月）、10/28（水）2回シリーズで完成させます。詳細は 10 月号の館報で！どんな作品を作るのか…お楽しみに‼

  《9月 10 日～9月 16 日は自殺予防週間です》

身近にいる人の悩みに気づいたら、声をかけ、支え合うことが自死予防につながります。一人ひとりが身近な人の様子を気

にかけ、心のサインに気づくことが、いのちを守ることにつながります。また、こころの不調を感じている人の多くが不眠を

認めていることから、「睡眠」を見直し、早期に気づくことが自死予防には大切になってきます。「なかなか、寝付けない」「途

中で何度も目が覚めてしまう」「ぐっすりと眠った気がしない」「日中眠気が強くて、我慢ができない」といった状況が続いて

いるようでしたら、下記の【よく眠るための４つのヒント】を参考にしてみて下さい。

【よく眠るための４つのヒント】

① 太陽の光が脳の目覚ましスイッチに ② 適度な運動と規則正しい食生活を

③ 悩みをひとりで抱え込まずに相談  ④ 寝る前のTV やゲーム、やめてリラックス

こころの不調は、本人も周囲も病気であることに気づかないことが多いのです。

ひとりで悩まず、かかりつけ医や専門の医療機関・こころの相談窓口に早めに相談しましょう。

倉吉市健康推進課 ℡27-0030                               【相談窓口一覧】

新型コロナウイルスを含む感染

症対策の基本は「手洗い」や、

「マスクの着用を含むエチケッ

ト」です。

森脇先生からは「手洗いをしてい

るといっても、特にトイレ後の手洗

いなどは、手を水で濡らす程度にな

っていませんか？

付着している菌を十分に水で洗い流す！ということがとても

重要だと助言をいただきました。手のひら側、手の甲側それ

ぞれに洗い残しがちな部分に気をつけて、正しい手の洗い方

をしていきたいものです。

お知らせ

新型コロナ感染拡大防止の観点から・・

◆「救急法講習会」   今年度は中止

◆「ナイトハイク」   開催未定（協議保留）

◆「セカンド・スクール」今年度は中止

暑さの続く 9 月 まだまだ注意が必要です！

  


