
倉吉市上北条公民館

木 金 土

1 2 3 TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

E-mail　kokamiho@ncn-k.net

日 月 火 水 開館 月～金 9：00～17：00

4 5 6 7 8 9 10 　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

公民館の利用 9：00～22：00

11 12 13 14 15 16 １７

18 19 20 21 22 23 ２４

25 26 27 28 29 30

・ 帰ったぞ一声が大きい無事の旅 真亜子

・ 雨嵐 人生航路行くふたり 山本旅人

・ 今日は雨 自由気ままな旅に出る 小夜

・ ひと言を逆手に取られギブアップ 紫陽花

・ 母ちゃんの門をくぐって旅に出る 山崎夢太郎

・ 背くときちょっと勇気を出しました ひーる行灯

・ 福島の山は今なお黒いまま くにあき

・ しきたりにちょっぴり背き風入れる 吉田日南子

・ 啄木を一冊持って旅に出る 木天麦青

・ 神無月ここぞとばかり盗み酒 居酒屋てつ

・ 旅費忘れ三途の川が渡れない 生田土竜

・ ズガニ飯 食べ少年の顔になる 奨

手芸教室13:30

手づくり教室9:00

パッチワーク教室13:30

地区別検討会13:30

くらそうサロン主事研修会（成徳公）

手づくり教室9:00

百八会13:30

定例館長会19:00

研修会13:30（西郷公）

開会セレモニー9:30

水墨画同好会13:30上北条まつり

民踊教室13:30

避難体制に係わる くらぶ悠遊友定例会9:30

河北中学校区女性連絡会

寺子屋川柳教室13:30

上小収穫祭

第２９回 なごもう会

ふれあい給食の日

 14歳未満 324人／65歳以上 773人

　　　世帯数　1,008 （1,009）

＜平成30年9月末現在＞

シルエットアート教室10:00

いきいき健康クラブ１３：３０

民生児童委員定例会9:30

第36８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 2,469人（2,472人）

平成30年11月1日

上北条まつり前日準備

河北中文化祭 　男 1,156人／女 1,313人

　宿　題  「 チャンス 」「 詰める 」・自由吟

 宿題　「  背く 」「  旅  」・自由吟

なごもう会

いきいき健康クラブ１３：３０

ジャズ体操同好会13:30

　開催日　１１月  １４日（水）13：30～

地区公館長会（西郷公）

手芸教室13:30

くらそうサロン

民踊教室13:30 なごもう会

民踊教室13:30

１２／２

上北条文化作品展
10:00～13:00

民踊教室13:30

ジャズ体操同好会13:30

ファミリーバドミントン交流大会

開会式9:30（上小体育館）

１２／３ １２／４

（作品搬出13:00～）

１２／１

民踊教室13:30

１２／５ １２／６ １２／７ １２／８

倉吉市公民館まつり／未来中心

［作品展示］ 9:30～18:00 ＊8日のみ16:30まで

［舞台発表］ ８日（土）13:00開演　＊12:00開場

事務室

＜閉室＞

11:00～

スポーツ教室⑥19:30

水墨画同好会13:30 上北条ＧＧ協会10:00

パッチワーク教室13:30

10:00～16:00

ふれあい給食の日

助六会18:00

スポーツ教室⑤19:30

勤労感謝の日

上北条文化作品展
準備13:00

（作品搬入13:30～）

上北条文化作品展
２３日（金）～２５日（日）

市公連臨時総会（上灘公） 10:00～16:00

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成３０年１０月１０日

主催／上北条まつり実行委員会（上北条地区振興協議会）共催／上北条公民館

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫

集合時間・場所／９：００・上北条公民館玄関前
芸術の秋。運動の秋。食欲の秋。【秋】は、わくわくする季節です。
寒い冬が来る前のひとときをおしゃべりしながらノルディックウォークで
一緒に楽しみませんか？（貸ポールあります。）

【手芸】24日(土)13:30～16:00 材料代 400円
来年の干支〝亥〟を作ります。 ※裁縫道具をお持ちの方は、ご持参ください。

☆おこわ販売 200円

25日(日)10:00～12:00

（JA女性会）

～上北条の風景をきりとろう～

【募集要項】 テーマ 「上北条と麦」

まだまだ
募集中です！

主催／ゆずりはの会

パットゲームスター教室を始めて２年がたちました。
もっとたくさんの皆さんに知ってもらうために、普及活動に
も力をいれています。
今回、下記の通り大会を開催します。
たくさんの参加をお待ちしております。

【日時】平成30年１２月１８日（火）9:30～11:30

【場所】上北条公民館 【持ち物】タオル、飲み物

【締切】１２月４日（火）

○お申込みは上北条公民館（２６－１７６３）まで

参加者募集

※毎月、第１，３火曜日9:30～11:30に
上北条公民館で活動しています。
大会前でも大歓迎！気軽にご参加ください。

上北条公民館を活用しておられる教室やサークル、自治公民館での
サロン活動、日頃からの個人での創作活動の作品などを展示します。
年に一度の上北条作品展！
公民館にご来場いただき”芸術の秋”を満喫しましょう！

金 日日 時

会 場 上北条公民館

土

【防災ブレスレット】23日(金)13:30～15:00 材料代 500円
万一のときにほどけば、応急手当てや荷物の固定などに使えます。

☆体験教室

●応募規格 ①カラー、モノクロの四つ切りまたは、
Ａ4サイズで、額に入れたもの。

②上北条の麦とわかる写真で、タイトルをつけたもの。
③応募点数は1人1点とします。



活動とPR動画を高校生と発表する。

今年度の振り返りと来年度の主催事業の立案をする。

6月7日／アナログゲームリーダー認定講座

7月12日～11月5日／地域学習講座

8月21日、24日／ゲームリーダー主催事業

8月24日／他地区・異年齢交流事業

11月5日／ゲームリーダー主催事業

12月2日／地域学習講座

2月10日／反省会

アナログゲームリーダーとしての要件、ゲームの使い方や進行の
仕方を実技を通して学習する。

地域を学ぶことをねらい、地域のお宝（自慢）を地区内外へ発信
するためのPR動画を高校生と協働製作する。

自分たちで企画をした事業の実践。
高校生ボランティアと協力して活動する。

アナログゲームリーダーとしての要件を意識し、実践を通して能力
の向上を図る

自分たちで企画をした事業の実践。
高校生ボランティアと協力して活動する。

１８９とは、「虐待かも」と思った時や子育てに悩んだ時に、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号

です。近くの児童相談所へ24時間つながります。通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。「こうしなけ

ればならない」「こうでなければならない」というプレッシャーが親を追いつめ、完璧な親になろうとして、うまく行かず、

子どもに当たってしまうことがあります。親は子育ての不安を抱えています。親を支援することも虐待防止の大切なひとつ

です。「ひとつひとつを一緒に解決していきましょう」という気持ちで周囲の人たちが接することが大切です。

地域のみなさん、ひとりひとりにできることは【虐待と思われる事実を知ったときには通報してください。】【子育て中の

親子にやさしいまなざしをお願いします。】【子育てに悩んでいる人は、ひとりで抱え込まずに相談してください。】

児童相談所全国共通ダイヤル”１８９”相談窓口 倉吉児童相談所23-1141 ／ 市役所子ども家庭課22-8120

１１月１４日(水)・１１月２８日(水)
第２，第４水曜日

－上北条地区社会福祉協議会－ ふれあい給食サービス事業

上北条地区民生児童委員協議会より

保健センターだより

今月の☆床の間☆

毎月、水墨画同好会のみな
さんの作品を展示していま
す。ぜひご覧ください。

「 葡萄 」
綾女典子さん

赤い羽根共同募金運動にご協力

ありがとうございました。

倉吉総合産業高等学校

今年度も残すところ、あと２回となりました。
皆さんの参加をお待ちしています。

民間福祉活動の充実・発展に大きな役割をはたし
ており、皆さまからお寄せいただきました寄付金は、
皆さまがお住まいの地域の福祉・在宅福祉活動事
業や民間社会福祉施設の整備、社会福祉団体の
育成支援、大規模災害による被災地支援などのた
めに助成させていただくよう計画しております。

主催/上北条地区振興協議会

上北条地区振興協議会（青少年の森整備事業実行委員会）では倉
吉市との協働で毎年春と秋の草刈り時にあわせてイベントを行って
います。
今秋は下記の日時・内容により実施することとしております。今般の
秋作業では遊歩道周辺の樹木の樹名板補修や広場周辺の草刈り
を予定しています。多数の参加をお待ちしております。

1．日時 平成30年11月10日（土）午前9時30分から2時間程度

（小雨決行）・・・受付（9時00分から）

2．場所 伯耆しあわせの郷（駐車場に集合・受付）

3．内容 ◯青少年の森散策・樹名板補修（遊歩道）

◯実のなる樹木広場他にて「植栽木周辺の草刈り」等

4．持参いただく物 ◯軍手、カマ など ◯雨カッパ

（注意事項）当日が雨の時は午前8時30分以降に「伯耆しあわ

せの郷」に確認の問合せをお願いします。→Tel26－5581

（内容等の問い合わせ先）

・倉吉市総合政策課（22－8161） 又は

上北条地区振興協議会事務局（26－1763）まで

上北条公民館管理委員会より

１２月５日（水）１１：００～

倉吉市公民館まつり準備のため、事務室を閉室します。

※貸館はできます。申請・貸鍵は早めにお願い申します。

主催/スポーツ推進委員＜スポーツ教室＞

主催/上北条住民体力づくり振興会

［会場］上北条小学校体育館

参加申込は要りません。

当日、動きやすい服装で体育館にお越しください。

詳細は全戸配布のチラシをご覧ください。

［時間］１９：３０～２１：００

平成29年度倉吉市民体育大会が終わりました。

○第４０回ゲートボール競技の部 【優勝】 小田チーム
○ソフトボール競技の部 下古川自治公民館チーム
惜しくも、１回戦で敗退でした。お疲れ様でした。

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー

今年も、上北条ゲームリーダー自主運営企画で上北条まつりに

無料のゲームコーナーを出店します！【ストラックアウト】や

【つりゲーム】など、楽しいゲームを用意して待ってまーす☆

１１月４日（日）

『ゲームコーナー』

１０：３０～１２：３０

公民館が担う人づくり･地域づくりは目に見えた成果を示す
ことが難しいです。小さな取り組みからコツコツと､みんな
で集まり､頭をひねって知恵を出し､悩み､楽しみ､行動して
いく中で､今回の受賞は､活動する子どもたちをはじめ私た
ち大人にも「誇り」と「やりがい」と「責任」・・色々な
ものを与えてくれたと思います。上北条ゲームリーダー活
動はこれからも続いていきます。この事業を継続、発展さ
せ､上北条の地域づくりにつなげていくために必要になって
くるのは、大人の関わりです。今度は〝アナログゲームマ
スター〟としてのスキルを身につけ、一緒に活動をしてい
ける大人の方をまきこんで、次のステップへとつなげてい
きたい！と考えていますので、その際にはよろしくお願いし
ます。_(._.)_

主催/上北条公民館・上北条地区青少年育成協議会

オラが村のリーダーさん

～上北条ゲームリーダー養成講座～ 第71回優良公民館表彰

「優秀館」に選ばれました！

〝アナログゲームリーダー〟としての
活動の様子

アナログゲームリーダーとしての要件を学習し実
践！その力がリーダー活動の基本です。

（撮影／平成28年8月23日）

この度、研究指定事業として上北条公民館が取り組み続けている〝上北条ゲームリーダー養成講座〟が表彰を受けま
した。この活動を受け入れ、支えてくださったたくさんの方々、この活動に子どもたちを送り出してくださっている保護
者の方々・・本当にありがとうございました。

嬉しい報告と感謝の気持ちをお伝えします！

平成29年度の
活動内容です。


