
第 454号 令和２年11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）（10/28 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 日 9：30

13：30

13：30

成徳健康フェア（まちの保健室）

成徳健康フェア（ほおるん・ビンゴ）

第 4 回目指そう！せいとく健康タウン

17 火 8：00

12：45

ふれあい給食

学校へ行こう！⑤（成徳小）

2 月 10：25 同和教育講座「人権人形劇」（成徳小） 18 水

3 火

文化の日

19 木 9：30 公民館主事研修会（上井公）

4 水 10：00 地区公館長会（上北条公） 20 金

5 木 13：35 青少年体験講座「ガリレオ工房」（成徳小） 21 土

6 金 22 日

7 土 23 月 勤労感謝の日

8 日 24 火 12：45 学校へ行こう！⑥（成徳小）

9 月 10：00 ゆっくりやさしくスマホ教室 25 水 10：00 成人講座「お金のはなし」

10 火 8：00

12：45

ふれあい給食

学校へ行こう！④（成徳小）

26 木 10：00 なごもう会

11 水 27 金

12 木 10：00

13：35

なごもう会

青少年体験講座「カローリング」（成徳小）

28 土

13 金 29 日

14 土 30 月

15 日

16 月 13：30 同和教育研究会三役会

倉吉市の人口 46,371 人 世帯数 20,724

成徳地区の人口 2,804 人（男 1,305 人 女 1,499 人） 世帯数：1,411 世帯

0歳～14 歳：302人 15 歳～64 歳：1,388 人 65歳以上：1,114 人〈令和２年９月末現在〉

人間国宝 / 倉吉市名誉市民大坂弘道先生を悼む
身動きが取れないほどの来館者とその熱気、光り輝く作品群。

大坂弘道先生にはじめてお会いしたのは、練馬区美術館でのギャ

ラリートークが開催された 2012 年 12 月 8 日のことでした。

約 10 年の沈黙を経て公開された作品をひと目みたい、先生の言葉

を聞きたいと集まった人々の中に根鈴館長と私もいました。

トークの後に挨拶すると「へぇ、倉吉から！」と目をまるくされ

ました。翌年 1 月に友人と訪れた際には「倉吉で 10 点でも展示

できればねー、でも大変だから」との言葉に、展覧会開催の期待

と同時にはたして私に展覧会担当が務まるのか？と思ったのも事

実です。

その後、昨夏までの間に約 30回、大坂先生宅を訪問し調査とい

う名の至福の時を過ごさせていただきました。

木地作り、錫
すず

の 嵌入
かんにゅう

、螺鈿
らでん

、拭
ふき

漆
うるし

と訪問するたびに変化する

作品、完成する作品、生れはじめた作品、まだ先生の頭の中にあるもの、いつも驚きと感動がありました。わずか

厚さ 0.14mmの錫板を嵌入される姿、螺鈿に用いる白蝶貝を加工されている姿など、間近で拝見できる特等席であっ

という間に時間が過ぎてしまいました。「弟子入りせずに木工の世界に入った最初の世代」と評される先生は、既成

の枠にとらわれない創作活動をされてきました。素晴らしい創作の背景にはご自身に対する厳しい制作姿勢があり

ましたが、ユーモアもあり、次の時代につながる人を育てたいとの強い思いを持っておられました。私にとっては

いつも作品やたくさんの資料を用意してくださり、木工、正倉院をはじめ地元の美術などさまざまなお話を時間の

ある限りしてくださる優しい先生でした。千年以上の時を経て今に伝わる正倉院宝物の復元模造にあたり調査を重

ねられる中で、大坂先生は独特な時間スケールで作品を考えられるようになられました。《花筏》と名付けられた作

品があります。「100年経つと金の下から螺鈿が現れ名前のとおりになる。200 年経つときっと…」そして「残念だ。

伊藤さんも見られないな」と嬉しそうに話してくださいました。今目にしている作品の輝きを数百年後も楽しむこ

とができるよう細心の注意を払い制作されていました。宝相華文や唐草文などには銀のように変色することの少な

い錫を使用されていましたが、それは NASA で使用されている純度 99.99％の特別な錫でした。

大坂先生が重要無形文化財保持者に認定されたのは 1997 年 60 歳のこと、翌年に紫綬褒章を受章。以後の勲章は辞

退。本市では 1997 年に倉吉市市民栄誉賞、2015 年倉吉市名誉市民章を。名誉市民受称時には生涯学習講座の特別

講座で講演もしていただきました。2017 年にはご出身の東京学芸大学から第 1 号名誉校友記を贈られています。

現在、倉吉博物館では作品 84 点を収蔵しています。2014 年の展覧会開催年に 10 点、2015 年に 68点、その後中部

地震からの復興を祈念して 6点寄贈。大坂先生の想いは故郷に１点でも多く作品を贈りたいというものでした。

昨秋以降、入退院を繰り返されお会いすることができないまま９月 25日に他界

されました。大坂先生の遺された作品、資料、数々の言葉を記したノートを糧に

今後も調査研究を進め、多くの方に作品の魅力をお伝えしたいと思う日々です。

100 年後、200 年後の世界がどのようになっているのか想像もできませんが、大坂

作品の輝きは未来においても多くの人々を魅了することでしょう。       

倉吉博物館学芸員 伊藤泉美

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）

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。

フラ ミノアカ・フラサークル 11/30（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

11 月 contents・・

★大坂弘道先生を悼む ★倉吉博物館特別講座 ★子どもたちと学ぶ 成徳小学校 認知症絵本教室 参加者募集！

★子ども食堂テラハウス ★令和 2年度倉吉市民体育大会 成徳地区代表 大健闘！ ★成人講座「お金のはなし」参加者募集！

★学校へ行こう！参加者募集！★保健だより ★１０月事業報告 ★１１月おもな予定 ★自治公協議会１１月の予定

★フラ ミノアカ・フラサークル / ３B 体操教室 参加者募集！ ★リサイクル・ベルマーク ★館報「成徳」カラー版ほか

３B体操教室 見学、体験の方もお待ちしています。

11 月 3 日/10 日/17 日/24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

成徳地区自治公民館協議会 11 月おもな予定（10/28 現在）

◆自治公三役会 11 月 5 日（木）10：00～（成徳公民館）

◆自治公三役会 11月 27 日（金）10：00～（成徳公民館）

◆体育部 ソフトバレーボール・ペタンク大会

11 月 15 日（日）9：00～（市体育センター）

青朴蘇芳染透彫香盒「花筏」
あおぼうすおうぞめすかしぼりこうごう はないかだ

2014 年蓋外し

身動きが取れないほどの来館者とその熱気、光り輝く作品群。

大坂弘道先生にはじめてお会いしたのは、練馬区美術館でのギャ

ラリートークが開催された 2012 年 12 月 8 日のことでした。

約 10 年の沈黙を経て公開された作品をひと目みたい、先生の言

葉を聞きたいと集まった人々の中に根鈴館長と私もいました。

トークの後に挨拶すると「へぇ、倉吉から！」と目をまるくされ

ました。翌年 1 月に友人と訪れた際には「倉吉で 10 点でも展示

できればねー、でも大変だから」との言葉に、展覧会開催の期待

と同時にはたして私に展覧会担当が務まるのか？と思ったのも

事実です。



            

           

  

  

    

珠玉の美を求めて

        大坂弘道の世界

  保健だよりインフルエンザ予防接種を受けましょう！

季節性インフルエンザは、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡

がります。日本では、例年 12 月～3 月が流行シーズンです。また、子どもではま

れに急性脳症、高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎など重症になることが

あります。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、早めに

予防接種をしましょう。

【インフルエンザの特徴】

・38℃以上の発熱 ・頭痛 ・関節痛、筋肉痛・全身倦怠感 等

併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状もみられます。

【予防法】

1)流行前のワクチン接種     2)外出後の手洗い等

3)適度な湿度の保持（50～60％） 4)十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

5)人混みや繁華街への外出を控える

※倉吉市としては、対象の方にインフルエンザ予防接種費用助成券を郵送して

います。詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。

問い合わせ先

【高齢者等について】健康推進課

電話２７―００３０ ＦＡＸ２７―００３２

【乳幼児について】子ども家庭課すこやか支援係

電話２７―００３１ ＦＡＸ２２―８１３５

                           

成人講座「お金のはなし」参加者募集！        主催：倉吉市成徳公民館

                

講演 現金よ さようなら！？

シニア世代のキャッシュレス社会とのつきあい方
  ～コロナにおける新しい生活様式をお金でも考えてみませんか～

◆日時：11月25日（水）

10：00～11：30

◆場所：倉吉市成徳公民館

◆講師：ファイナンシャルプランナー 田中 功さん  

◆受講：無料  

◆募集人数：15人程度     

◆申込み：11/20までに成徳公民館へ

学校へ行こう！                    主催：倉吉市成徳公民館

高齢者が小学校で児童と一緒に囲碁や将棋、昔あそびを楽しみます。子どもたちはオセロやコマ回しも大好き！

お気軽にご参加ください。申込不要

▲開催 11 月 10 日/17 日/24 日（火曜日）▲時間 12:45～13:20  ▲場所 成徳小学校１階多目的教室

子どもたちと学ぶ

成徳小学校 認知症絵本教室を開催します！

★倉吉中央地域包括支援センター（上灘・成徳）

◆日時：令和 2 年 11 月 12 日（木）9：20～11：30

◆会場：成徳小学校 1 階多目的室

高齢者の病気の一つである「認知症」。この認知症というテーマ

を通して人間の尊さや命の大切さ、家族、地域との絆づくりなど

「大切なもの」を子どもたちに伝えていきますので、大人も一緒

に学びましょう。ご参加いただける方は「体調確認」「マスク着

用」にて当日会場に直接お越しください。お待ちしています。

【お問合せ】

倉吉中央地域包括支援センター（上灘・成徳）0858-22-6102

令和 2年度倉吉市民体育大会 成徳地区代表 大健闘！

結果は次のとおり・・

★10/12 グラウンド・ゴルフ

打吹グラウンド・ゴルフ同好会 10名参加

参加 287 名中 松本士朗さん 5位入賞！

皆さんが大健闘！60位以内に成徳地区で

4 名の方が入賞されました。

ご参加の皆さん おめでとうございます！

★10/25 バウンスボール

決勝戦は「倉吉みどり」チームと対戦し大接戦の末、

２対１でシニア男子・打吹 優勝！

昨年に続き連続優勝 おめでとうございます！

倉吉博物館特別講座

黒柿蘇芳染唐草文嵌荘飾箱

「船内」2003 年

今年９月に逝去された重要無形文化財「木工芸」保持者で倉吉市名

誉市民の大坂弘道氏をとりあげる特別講座。

平成 26 年に当館で開催した特別展以降の作品を中心に、大坂弘道

氏の創作活動を紹介します。

日 時：１１月１４日（土）午後１時 30 分～３時

会 場：上北条公民館［倉吉市新田］  

講 師：伊藤 泉美（倉吉博物館主任学芸員）

◆申込 参加費不要

◆マスク着用のご協力をお願いします。

社会情勢の変化とともに高齢者の皆さんも携帯電話は「スマホ」を持

たれる方が多くなりました。そしてキャッシュレス化に関するニュース

を見かけることが多くなってきましたが、高齢者の方は、やっぱり現金

でなければ信用できないといった人も少なくないようです。しかし、ス

ーパーでのお買い物はカードにお金をチャージして電子マネーでお支

払いされる方も多くなりました。今回は「お金」の視点で、新しい生活

様式についてわかりやすいお話をしていただきます。

皆様のご参加をお待ちしています！

  

マイナンバーカート制度ってなに？10/17 開催

マイナンバー制度 3つの目的、このカードで何が出来るの？

マイナポイントって？が何となく分かった。

これからマイナンバーカードを利用するシーンは確実に増え

てくるようだと分かった。

申請といっても自分一人では市役所へ行きにくいし公民館

で開催されてよかった！という感想がありました。

ちりめんでつくる花手毬かざり 10/26 10/28 開催

剣つまみと丸つまみの花びらを 1枚 1枚延々と？作り、

結構大変だったわ。

1枚の小さな布が形になるって凄い！達成感があった。

何だか公民館の手芸教室がとっても楽しかった！

参加して良かった。また声をかけてほしいです。

講師さんも成徳公民館にとっても、嬉しい感想でした！

コロナ禍にあっても人とのつながりの場を意図的に工夫し、時代の変化とともに

先を見据えた事業を開催していきたいと思います。

皆さんもぜひ、何か！に参加していただければ嬉しいです。

◆子ども食堂テラハウス「お弁当」11/23（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：11/20 まで   

★予約・問い合わせ：080-5614-3131

★受取：当日 17：00～18：30 の間  

★場所：倉吉市成徳公民館  ※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。

10 月事業より


