おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）
日

曜

開始時間

内容

1

第 442 号 令和元年 11 月１日
日

曜

17

日

2

土

9：00

ガリレオ工房工作教室（成徳小）

18

月

3

日

10：00

芸術教室・マリンバコンサート

19

火

開始時間

9：00

月

5

火

8：00
12：45

ふれあい給食

20

水

21

木

学校へ行こう！（成徳小）

水

14：00 第 3 回こどもキッチンスタジオ

22

金

7

木

19：00 地区同研・同和推進合同会長会（人文セ ）

23

土

8

金

19：00

せいとく祭反省会

24

日

9

土

10：00

セカンドスクール閉校式

25

月

26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

○TEL：0858-22-1301○FAX：0858-23-3653

8：00

ふれあい給食

（9：00～22：00）
公民館の利用：

学校へ行こう！（成徳小）

手芸教室「押絵風 羽子板飾り」

9：30

倉吉市女性連絡会全体研修会 （リサイクルセンター）

20：00

（東中）
住民スポーツ「バスケットボール」

10：00

地区公民館 館長会（高城公）

10：30

同和教育「人権啓発人形劇」
（成徳小）

12：45

学校へ行こう！（成徳小）

なごもう会

○Ｅ-mail： koseitok@ncn-k.net

成徳地区の人口
9：30

主事研修会（スイコー）

○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/
2,867 人（男 1,327 人 女 1,540 人） 世帯数：1,432 世帯

0 歳～14 歳：295 人

15 歳～64 歳：1,431 人

65 歳以上：1,141 人〈令和元年 9 月末現在〉

白壁土蔵群に於ける観光の現状と今後の展望について
11：45

第 4 回いきいきシニア成徳教室 （打吹回廊・大岳院）

10：00

切り絵教室④

10：00

なごもう会

12 月 1 日（日）9：30

昨年、観光協会と観光案内所の取組みや業務内容について寄稿させて頂きましたが、今回は白壁土蔵群の観光面に於
ける現状と今後の展望、取組みについてお話をさせて頂きたいと思います。
白壁土蔵群では現在、年間約 60 万人の観光客が訪れており、その多くは中国地方や近畿地方など国内からの観光客で
すが、近年では韓国や台湾、香港からのインバウンド客も増加傾向にありました。
しかしながらニュースでも報道されているとおり、日韓関係の悪化に伴いインバウ
ンド客の主力であった韓国からの観光客が大幅減、ここ白壁土蔵群でもその影響は
大きく、今まで 1 日平均で大型バス 3～4 台の入込があった韓国からのツアーが現在
では週に 1 台程度まで落ち込んでいます。
週 6 便で運航されていた韓国仁川空港から米子空港へのエアーソウル直行便が 9 月
末で運航停止となっている事から暫くは事態の打開には至らないと思われます。
ただ、インバウンドに関して暗いニュースばかりではありません。2020 年 1 月から
中国本土から初の県内への直行便となる吉祥航空の上海～米子便が週 2 往復就航す
ることが決定しました。現在、県内へのツアー造成に向けて上海の旅行社が続々と
視察の為来県しており、新たなインバウンド需要の掘り起こしとして大きな期待が
寄せられています。当協会でも観光パンフレットや案内表示の多言語対応として今
までの香港や台湾からの観光客に向けた繁体字の整備に加え、土向けの簡体字の対
応も随時行っていく計画です。

東中学校校内文化祭（人権劇 10：50～）

9：00

10：00

成徳健康フェア

19：00 同和教育町内学習会まとめの会

6

8：30

倉吉市成徳公民館（鳥取県倉吉市住吉町 77-1）
○開館：月～金 9：00～17：00（祝祭日を除く）

12：45

4

内容

趣味の講座「スワッグ作り教室」

「公民館まつり」が「活動展」に生まれ変わりました！

成徳地区自治公民館協議会
◆自治公三役会

11 月おもな予定（10/25 現在）

2019.12/6(金)

◆第 46 回成徳地区文化展
◆ 11

月 2 日（土）10:00～16:00

◆自治公三役会

◆御礼

第 1 回「倉吉市公民館活動展」開催

11 月 1 日（金） 10:00～（成徳公民館）

◆ 11

月 3 日（日）10:00～15:00

11 月 28 日（木） 10:00～（成徳公民館）

堺町 2 丁目老人クラブより成徳公民館に「タオル」を沢

（13：00～18：00）

12/7（土)
（9：00～16：00）

会場：倉吉未来中心アトリウム

入場無料

動物の遺棄虐待は犯罪です！

山いただきました。何枚あっても助かるのでお気持ちがとても
嬉しいです。ありがとうございました！

令和元年５月から成徳地区内で猫を箱に入れて放置するといった遺
棄が４件続けて発生しました。遺棄された猫は脱水や絶食等により

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。

衰弱、死亡する可能性が高く、「動物の遺棄」は動物の愛護において

国内からの観光客動向に目を向けてみますと、今年 7 月にオープンした複合施設「打吹回廊」の効果で団体ツアー客や
個人客がエリア内で昼食を摂る機会が増え、滞在時間の拡大が図られつつあります。滞在時間が増加することにより、エ
リア内での消費額拡大に繋がっています。また、施設内に重要伝統的建造物群を上から眺める事が出来る展望台が建設さ
れたことで観光客の回遊エリアが白壁土蔵群から北側へ拡大、赤瓦白壁土蔵のバス停が打吹回廊前に移設された事もあり
銀座通商店街周辺に足を伸ばす観光客が増えて参りました。
今後、打吹回廊を中心とした様々なイベントや催事等の開催により地域の更なる賑わいの創出が期待されています。
当協会としても現在、エリア内での回遊性と消費額拡大に向けて実施している「里見八犬くじ」や「ぐるっと冒険クイズ
ラリー」等、様々な取組みを継続及び新たに企画し、観光分野に於いて観光誘客による地域活性を目指して、地域店舗や
一般社団法人 倉吉観光マイス協会 営業マネージャー 塩川 修
住民の皆様と共に歩んで参りたいと思います。

不適切な行為と考えられています。 不幸な命を生み出さないために

11 月 contents・・★白壁土蔵群に於ける観光の現状と今後の展望について

は、不妊去勢手術が必要です。猫の飼育で

★「スワッグ作り教室」参加者募集 ★保健だより ★倉吉市表彰式・倉吉市社会福祉協議会長表彰

お困りの方は、ご相談ください。

参加者募集

中部総合事務所 生活安全課

祭人権劇

動物・自然公園担当電話 0858-23-3149 まで

民館活動展」★動物の遺棄虐待防止の啓発

★ミノアカ・フラサークル参加者募集★こども食堂テラハウス
★倉吉市民体育大会「ソフトボール」第３位入賞

★成徳公民館歴史・文化・芸術教室 「マリンバコンサート」
★３B 体操教室参加者募集

★第 4 回いきいきシニア成徳教室

★玉川の歴史を紐解く（その３）★11 月予定

参加者募集

★学校へ行こう！

★東中学校

校内文化

★タオルの寄付御礼★第１回「倉吉市公

第 46 回成徳地区文化展

◆11 月 2 日（土）10:00～16:00 ◆11 月 3 日（日）10:00～15:00
会場

成徳公民館歴史・文化・芸術教室

倉吉市成徳公民館

ぜひご来場ください！

成徳地区文化展においてマリンバコンサートを開催します！主催：倉吉市成徳公民館

令和元年度公民館研究指定事業

主催：倉吉市成徳公民館

第４回いきいきシニア成徳教室 参加者募集！

参加者募集！

主催：倉吉市成徳公民館

◆豊かに生きる心の法話「終活の先に見えてくるもの」

「魔除け・幸運を呼ぶスワッグをつくろう！」

11 月 5 日/12 日/19 日/26 日

スワッグとはドイツ語で「壁飾り」の意味です。
形に決まりはないですが、枝葉を束ねて逆さにして飾る方法が一
般的です。今回はクリスマスをイメージして作りますが、飾りの
一部を変えればお正月にも使えます。
クリスマスリースより簡単に作れるのも魅力です。
皆さんのご参加をお待ちしています！

■時間： 14：00～15：30
■講師：福井留実さん
■服装：自由

主催：倉吉市成徳公民館

お気軽にご参加ください。申込不要

成徳小学校１階多目的教室

・・お気軽にご参加を・・ 申込み不要

11 月 14 日（木）は「世界糖尿病デー」です。

母さんに乾杯！

～命のリレー～

あなたは、
たったひとつしかない自分のいのちをど
う生きますか？あなたは、たったひとつしかない家
曹洞宗

萬祥院大岳院

学習をする中で、私たち 3 年生は、いのちの重さを
といわれる里見安房守忠義と家臣の墓がある。

改めて感じ、これから生きていく中で大切にしたい

新しく建設された「打吹回廊」って何があるの？何をするところ？

ことを考えました。
「いのち」は自分だけのもので

商店街や成徳地区の活性化について、建物の見学と合わせてお話を聴き

はありません。劇を通して、それがどういうことな

ます。打吹回廊レストランで会食後、大岳院にて法話を聴きます。

のか、また、自分がどのような生き方をしていくの

健康長寿を願うけれど、このままで大丈夫だろうか？色々悩みは尽き

月 5 日/12 日/19 日（火曜日）

▲時間 12:45～13:20▲場所

保健だより 世界糖尿病デーin 鳥取２０１９
～糖尿病を知る 糖尿病を防ぐ～

タイトル

族のいのち、友だちのいのちをどう考えますか。

高齢者が小学校で囲碁や将棋、昔あそびを楽しみます。

フラ

～臓器移植を通して～

境内には滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」のモデル

■場所：倉吉市成徳公民館
■持参：シューズ、飲み物

学校へ行こう！

※長さは約 50 センチ

会場：東中学校体育館

内容について

お気軽にご参加を！ ３B 体操教室

▲11

11 月 9 日（土）10：50～11：50

いのちの生かし方

見学、体験いつでも大歓迎。お待ちしています。

◆日時：12月1日（日）9：30～11：30
◆場所：倉吉市成徳公民館
◆講師：藤戸命子さん（🐼 ぱんだすみれ）
◆材料代：2,200円
◆人数：何人でも
◆持参：花切りハサミ、手拭き
◆お申込みは11/22までに成徳公民館へ

人権劇

テーマ

演奏から奏者による表現の幅の広さなど木管楽器の魅力を感じてください！

趣味の講座

校内文化祭

今年も 3 年生が人権劇で学習の成果を発表

◆打吹回廊見学会

とき：11月3日（日）10時～会場：成徳公民館２階中会議室
★オーケストラ等演奏活動で活躍中の福井 蘭さんをお迎えします！
マリンバに関するお話のほか、聴く人が楽しめる曲を演奏していただきます。

東中学校

ミノアカ・フラサークル 11/25（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。

か、考えるきっかけとしていただけると嬉しいで

ないのかも知れませんが、これからどう生きるか、心の持ち方をご自身

す。

で考えるきっかけになると嬉しいです。見学も、会食も、そして法話と

◆今年度は午前（東中体育館）各学年の学習発表

いう計画がようやく実現しました。皆様のご参加をお待ちしています。

等、午後（倉吉未来中心）合唱を実施されます。

◆日時：11 月 23 日（土）11：45～14：30

◆参加を希望されている同和教育推進員の方には

◆集合場所：11：45 までに明治町

打吹回廊前

別途案内を送付します。

倉吉市民体育大会「ソフトボール」

◆対象：60 歳以上の方 ◆参加費：食事代として 1,650 円
◆法話：大岳院住職 中村見自氏
◆お食事交流（打吹回廊レストラン）◆参加：11/15 までに成徳公民館へ

東中学校学年主任 鳥飼利絵 人権教育主任 中合正彦

快
挙
！

湊町・荒神町チーム３位入賞
おめでとうございます！

倉吉市立成徳小学校の建物がブルーライトアップされます。
10 月は「とりアート」

【点灯式・ライトアップ時間／１７時３０分から２１時】
イベントに出演

現在、成人の約４人に１人が糖尿病、もしくは、糖尿病予備群

いる。元和２年（1616 年）に中村伊豆守の後に池田光政の家臣である伊木長門守忠貞が入り（1617 年～1631 年）、寛永９

ありません。糖尿病を放っておくと、さまざまな合併症が忍び寄

年（1633 年）の国替えにより池田光仲が鳥取城に入ってからは、倉吉を荒尾志摩守崇就とその子孫が代々江戸末期まで治

ってきます。糖尿病の多くは遺伝的な体質に過食、食事の偏り（脂

れが加わって発症するといわれています。日ごろより生活習慣

毎月第 4 月曜日は

令和元年度

倉吉市表彰式

℡26-5670

第 4 月曜日

時間【17 時～20 時】

子ども 100 円 中高生 200 円 大人 500 円

・・・おめでとうございます・・・

功労表彰

★牧田憲明さん（新町 2 丁目）【交通安全指導員として生命・財産の保護、交通安全思想の普及に貢献】

善行表彰

★廣田秀紀さん（大正町 2 丁目）【自治公民館長として地方自治の振興発展に貢献】

令和元年度

子ども食堂テラハウス

11 月 25 日（月）会場 成徳公民館

に気をつけるとともに１年に１回、健康診査を受け、自身の健康
管理に努めましょう。 倉吉市保健センター

倉吉市社会福祉協議会長表彰

倉吉の町が城下町として整備され始めたのは 1605 年、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、整備されていったと考えられています。打吹城は吉野朝時代に山名時氏の嫡子師義が築城したのが始まりとされて

といわれています。糖尿病発症の初期には、ほとんど自覚症状が

肪の多い食事）、肥満、運動不足やストレスなどの生活習慣の乱

玉川の歴史を紐解く・・・（その３）玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある 治水-3 小鴨川と玉川

社会福祉活動奉仕功労者 ★松本寛子さん、吉田繁子さん【給食ボランティア】

めている。この時代の小鴨川と玉川の整備を中村氏、伊木氏、荒尾氏の誰が行ったのか絵図からは読み取れません。しか
し、倉吉の地形からかつての小鴨川と玉川がどこを流れていたかを調べてみると現在、私たちが居住しているところは、
玉川の扇状地と小鴨川と竹田川の氾濫原で、乱流の小鴨川が倉吉市街地を流れた証は、河原町、瀬崎町、広瀬町などの町
名でうかがえます。玉川は打吹山の山麓からできた扇状地とこの氾濫原との境を流れていたようです。そして、この玉川
は小鴨川の乱流を阻止していました。つまり、玉川から南側は水害の影響が少なかったことがうかがえます。これを踏ま
えて考えると天文の水害（1544 年）から、この打吹山北側にできた扇状地に移住したことも理解できます。ただ、魚町か
らなぜ直角に曲げたのか、これが疑問になりますが、枡形（堺町３丁目）と何か関係するのかもしれないと思います。
この件については今後の調査とします。

成徳地区玉川を美しくする会

会長 倉恒俊一

