
土 倉吉市上北条公民館
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TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

日 月 火 水 木 金 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

2 3 4 5 6 7 8 開館 月～金 9：00～17：00

　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

公民館の利用 9：00～22：00
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・ ひーる行灯

・ 真亜子

・ 紫陽花

・ 山崎夢太郎

・ 山本旅人

・ 吉田日南子

・ 奨

・ 小夜

・ くにあき

・ 木天麦青

・ 生田土竜

 

夏が来る避難袋も衣替え

後で見る写真の位置はいつも端

バイキング片っ端から欲を盛る

私にはだれも忖度してくれず

 宿題　「 端 」「 避難 」・自由吟

なごもう会

真ん中の旨いところは後で食う

道端の活力満ちた花になる

書道教室13:30

末っ子は家の中ではど真ん中

お互いに皺を見比べ同居する

宿　題  「 降る 」「 返事 」・自由吟

開催日　７月 １２日（水）　13：30～

崖っぷちひらひら蝶の羽になる

出張を言い訳にして逃避行

未練あり この世の端にしがみつく

町内学習会（中江西）9:00

パッチワーク教室13:30

８／３ ８／４ ８／５

手芸教室13:30

書道教室13:30いきいき健康クラブ13:30

シルエットアート教室10:00

８／１ ８／２

ふれあい給食の日

ジャズ体操同好会13:30

第７回上北条地区

小学生独居老人訪問活動事業

町内学習会（中江）19:00

防災訓練（井手畑）

なごもう会

水墨画教室13:30ふれあい給食の日シルエットアート教室10:00 手芸教室13:30

いきいき健康クラブ13:30防災訓練（新田）

海の日

　男 1,151人／女 1,312人

 14歳未満 320人／65歳以上 766人

上北条まつり企画運営委員会19:30

ジャズ体操同好会13:30

くらぶ悠遊友9:30

ペタンク大会8:00

第352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 2,463人（2,477人）

平成29年7月1日

定期館長会19:00

民生児童員定例会9:30

　　　世帯数　987 （992）

＜平成29年5月末現在＞

水墨画教室13:30

上北条地区交通安全

講習会9:30

書道教室13:30

民踊教室9:30

くらそうサロン13:00

寺子屋川柳教室13:30

主事研修会（上井公）

ペタンク大会申込締切

民踊教室13:30 パッチワーク教室13:30

百八会13:30

防災訓練（小田東）

子どもいきいきプラン 民踊教室13:30

町内学習会（穴窪）19:00

水辺のつどい（中江）

ふれあい夏まつり（小田東）

なごもう会

出張公民館in古川沢14:00

ソフトボール大会運営委員会19:00

行事・利用予定

寺子屋川柳会
✻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

暑い日が多くなってきましたね。主に上北条地区を散策がてら

ウォーキングしていますが、たまにみんなで乗り合わせて遠出を

することがあります。普段と違う風景の中、おしゃべりしながらの

ウォーキングも新鮮で楽しいですよ。ご一緒しませんか？

句会 平成29年６月１４日

パットゲ-ムタ-教室

（ゆずりはの会）9:30

主催/上北条住民体力づくり振興会：共催/上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

６月１１日（日）

８：３０開会

主催/上北条住民体力づくり振興会：共催/上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

第７回上北条地区ペタンク大会

詳細は各自治公民館ペタンク大会

運営委員さんにお問合せください。

結果発表

団体戦

【優２勝】古川沢③１２７打（西谷邦明・西谷正敏・穀本光雄）

【第２位】小川田①１２８打（船越勝儀・河越春雄・山本幸人）

【第３位】中川江①１２９打（牧田照徳・松田光弘・山根喜久子）

個人戦／成人の部 ジュニアの部

【優２勝】河越春雄３０打（小田） 橋村悠羽６１打（下古川）

【第２位】本田武志３６打（大塚） 近藤壮真６６打（下古川）

【第３位】福田寛治３８打（穴窪） 吉田修三６７打（中古江）

敬称略

今年のエントリーは、団体戦３１チーム、個人
戦９９人（ジュニア５人）でした。チーム数も
ですが、全体で１００人をきってしまったのが
残念です。

少なくなってきてはいますが、参加

者の皆さんは勝負をとても楽しんで

おられました。

近年では、集計中に「ホールインワ

ンゲーム」を開催されています。

入った人から賞品をもらって抜けて

行きます。これはこれで思わず熱く

なります。

運営委員さんは、参加者の皆さんに

楽しんでもらいたいと思い、色々な

ことを考えられます。まだ、参加し

たことの無い方もどんどん参加して

もらえると嬉しいです。

第38回ソフトボール大会

８月は・・・

８月１３日（日）

詳細は各自治公民館ソフトボール大会

運営委員さんにお問合せください。

平成２９年度
～上北条地区交通安全講習会～

と き／７月８日(土)9:30～10:30

ところ／上北条公民館会議室

内 容／○踏切での交通事故の特徴及び安全学習

内 容／◯模擬体験

内 容／○質疑応答

講 師／西日本旅客鉄道(株)安全推進室

主 催／上北条地区自治公民館協議会

交通安全部長会

大会運営委員、スポーツ推進委員のみなさまお疲れ様でした｡

夏の交通安全県民運動 7/11～7/20
上北条地区集団健診

8:00

地区公館長会（社）
地区GG協会理事会11:00

リーダー養成講座14:00

助六会（外）



上北条地区民生児童委員より

｢書道教室｣｢水墨画教室｣

指導／山﨑雲外先生

今月の☆床の間☆

｢書道教室｣｢水墨画教室｣の

生徒さんの掛け軸がかわり

ました。

７月１２日(水)・７月２６日(水)
第２，第４水曜日

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座①

６月は高齢者世帯実態調査にご協力、
ありがとうございました。

［日にち］７月１１日（火） ［受付時間］午前８：００～午前１０：００

［会 場］上北条公民館

◯がん検診➤胃（要予約）、肺、大腸、前立腺、肝炎ウィルス

◯特定健診等➤特定、長寿、一般 ◯物忘れタッチパネル相談（無料）
※持ち物 各種健診受診券 ・保険証・自己負担金 ※詳しくは受診券に同封の「倉吉市健康診査の手引き」をご覧ください。

７月になり、高齢者に限らず「熱中症」になる危険

が高くなります。

◯涼しい場所ですごす

◯屋外では日傘や帽子を利用する

◯水分補給をこまめにする

などの小さいことが予防につながります。

また、めまいや吐き気、頭痛があれば熱中症を疑っ

て応急処置（水分補給など）を行い、少しでもおか

しいと感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

熱中症予防啓発で一人暮らしの高齢者宅を
訪問して配るリーフレットと”うちわ”

７月２６日(水)は、上北条小学校の児童が民生児童委

員さんと一緒に配食にまわり、地域の方との交流をす

る「児童・生徒独居老人訪問活動事業」があります。

お楽しみに☆

－上北条地区社会福祉協議会－

ふれあい給食サービス事業

書道教室 毎月、第１・３木曜日 13：30～

水墨画教室 毎月、第２・４木曜日 13：30～

強調月間 ７月１日～７月31日

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立
場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。

わたしたちは、犯罪・非行のない住みよい、明るい社会をつくる
ことを心から願って奉仕活動を続けています。この『愛の灯』は、
更生に努力している人々への援助や、非行・犯罪の防止活動に役
立てるためのものです。

みなさま ご協力ください

上北条支部会員は、小・中・高校生へのあいさつ運動を続けてい

ます。今年「中学生の標語募集」は講演会のあと優れた作品を印

刷し、掲示と各家配布の予定です。

『愛の灯』募集

上北条支部長 生田百合子

更生保護女性会上北条支部より

書き損じハガキを集め､新しいものに換え､小学校の地
域交流に使ってもらっています。また、使用済切手
（まわりを1cm以上残してざっくり切る※図１）も集めて
います。

６月７日（水）

４年生～６年生の１８人が参加してくれました。
多くは、これまでのリーダーさんたちが自主企画運営してくれたイ
ベントへ遊びに来てくれていた子どもたちです。
今までのリーダーさんの活動する姿を見て参加してくれました。

しかし、『リーダー』と『遊びにくる側』とでは内
容が大きく違います。まわりや相手のことを思い、
自分達で考え、行動する力が必要です。もちろん、
この上北条ゲームリーダー養成講座の年間活動をと
おして、養っていきたいと思います。

上北条小学校は、7/22（土）～8/29（火）まで夏休み。こどもだけで過ごす時間が長くなりま

す。こども同士の世界の中で、この夏、グンとたくましく成長する事でしょう。でも・・親とし

ては少し心配でもありませんか？そんなこどもたちが〝つどい・あそび・まなべる〟事業を実施

します。

親子で、こども同士で・・ぜひご活用ください。

★事業の詳細は、こどもさんを通して配布する各々のチラシをご覧ください。(^_^)

①7/30（日）
「親子海つり体験」こどもいきいきプラン実行委員会（担当／NPO四つ葉）

図１＜切手の集め方＞

公民館に設置してある箱に
入れるか、更生保護会員へ
お渡しください。

＜問い合わせ・予約申し込み先＞倉吉市保健センター☎ 26-5670

保健センターだより

④8/22（火）～8/23（水）
「河北中校区少年少女のつどい」河北中校区青少年育成連絡協議会

②8/7（月）
「親子食育教室」こどもいきいきプラン実行委員会（担当／上北条地区食生活改善推進員会）

③8/8（月）8/9（火）8/18（金）
「上北条オープンハウスin夏休み」上北条オープンハウス実行委員会

⑤8/24（木）
「上北条ゲームリーダー養成講座〝オバケやしき♪〟」

上北条公民館（企画・製作・運営／上北条ゲームリーダー：総産生ボランティア）


