
第４１４号 平成２９年７月１日    か ん ぽ う                          せいとく

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：（年間 9：00〰22：00）

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net ○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/       

     倉吉市・成徳公民館・各団体のおもな予定            
  

   

  
  

日 曜 時間 内容

１日 土 ８：４０～ 青少年体験講座「ガリレオ工房大実験」（成徳小）

  ２日 日

３日 月

４日 火
１１：００～

１２：４５～

ふれあい給食（業者弁当）

学校へ行こう！（成徳小）

５日 水

６日 木 １９：００～ 第２回敬老会実行委員会

７日 金

８日 土

９日 日 ９：００出発 東中校区少年少女の集い（関金町）

１０日 月 １８：００～ 第２回青少年健全育成協議会理事会

１１日 火
１０：００～

１２：４５～

地区公民館館長会（社公）

学校へ行こう！（成徳小）

１２日 水

１３日 木 １０：００～ なごもう会

１４日 金

１５日 土

１６日 日 ６：５０～ 第４回玉川一斉清掃

１７日 月

１８日 火
１１：００～

１２：４５～

ふれあい給食（業者弁当）

学校へ行こう！（成徳小）

１９日 水 １３：３０～ 切り絵教室①

２０日 木 ９：３０～ 公民館主事研修会（上井公） 東中１学期終業式

２１日 金 成徳小１学期終業式

２２日 土 １３：３０～ 同和教育講座

２３日 日

２４日 月

２５日 火 １９：００～ 成徳地区ゴミ減量推進員研修会

２６日 水 １３：３０～ 切り絵教室②

２７日 木 １０：００～ なごもう会

２８日 金 １９：００～ せいとく祭・出店者会議

２９日 土 打吹天女伝説まつり（倉吉銀座商店街）

３０日 日

３１日 月

・・７月 contents・・★遥かな町、倉吉・・白壁が蘇った有形文化財 ★インテリアとして飾る「切り絵」教室 参加者募集

★みつぼし踊り（輪踊り）を習おう・まつりに参加しよう 参加者募集 ★学校へ行こう！参加者募集★成徳公民館スポーツ教室閉講

★８月の講座ちょこっと予告 ★生活習慣予防のための健康教室 参加者募集 ★レディース検診、休日健診のお知らせ

★フリーマーケットの協力 ★成徳写真館 ★７月おもな予定 ★ベルマーク収集 ★部落解放月間★成徳地区自治公民館協議会７

月の予定 ★公民館のゴーヤ・ダイアリー ★ペットボトル回収等について  

                                           

                                 

                         

                   

                   

成徳地区自治公民館協議会７月のおもな予定

（６月２９日現在）

◆文化部 みつぼし踊り練習

７月 １日（土）10:30～（成徳小）

７月１４日（金）13:30～（成徳小）

     みつぼし踊り（打吹天女伝説まつり）

     ７月２９日（土）18：40～19：20（まつり会場）

◆館長会 ７月１３日（木）19:00～（成徳公民館）

◆三役会 ７月２５日（火）10:00～（成徳公民館）

◆自治公ソフトボール大会

     ７月３０日（日）9:00～試合開始（東中）

QR コード読取機能のある携帯・スマホ

をお持ちの方は簡単アクセス！

・・・ご活用ください・・・

ムリせず、楽しく！公民館のベルマーク運動
いつも 地域の皆様にはご支援とご協力をいただき感謝申し

上げます。ベルマークは協賛する企業の商品が多数、対象と

なっていますが、パソコンのプリンターインクもその対象の

ものがあります。引き続き、ご協力をよろしくお願いします。

枚数に限りはありますが・・・

カラー版の館報「成徳」を成徳公民館窓口に置いています。

市報、県政だより、市社協「しあわせ」のほか情報資料

があります。ご自由にお持ち帰りください。

ペットボトルのキャップ回収

いつもご協力をいただき、ありがとう

ございます。このキャップはウッドプラ

スチックテクノロジー鳥取工場（倉吉市谷）

が回収して製品化し、売上の一部を寄付

されています。この度、寄付先が一部変

更となりました。

環境保護活動費への寄付は変わりません

が、発展途上国の子どものワクチン代寄

付から、キャップを色別に分ける作業を

される障がいのある方の工賃として寄付

されることになりました。今後もご理解とご協力をよろしく

お願いします。

※回収箱：成徳公民館玄関内に設置しています。

回収対象：○お茶やジュース等のキャップ。

×調味料のキャップは回収しません。

お願い：キャップは必ず洗って乾かしましょう。

使用済小型電子機器等・使用済み天ぷら油の食用廃油

※回収箱：成徳公民館自転車置き場の横に設置しています。

成徳エコサポーター花の栽培をはじめとする環境整備活動

New！公民館のゴーヤ・ダイアリー

６月１２日公民館の事務室東側にゴーヤの

苗を植えました。地域の皆様の協力や助言

をいただきながら水遣り、肥料、摘心を実行中。

遥かな町、倉吉

・・白壁が蘇った有形文化財・・

震災の影響で結婚式が挙げられな

かった３組のカップルの市民結婚式

が、今年 6月に執り行われました。会

場となった白壁倶楽部も地震によっ

て被災し、4 月に再オープンしたばか

りです。

この建物は 1908（明治 41年）8月、

国立第三銀行倉吉支店として竣工し

ました。その３年前の 1905（明治 38）

年に火災で魚町一帯と堺町 1丁目の一

部を焼失、火事の後の再建ということ

もあり、耐火性の強い土蔵造りとして

新たに建てられたのが現在の建物で

す。和風のモチーフを主とする外観に

対し、内部は洋風の意匠が特徴的で、

吹き抜け天井や階段なども当初のま

まの姿を伝えています。1996（平成 8）

年には鳥取県第１号の国登録有形文

化財（建造物）として登録されました。

国立第三銀行の後は安田銀行、倉吉

銀行、山陰合同銀行を経て、長く営業

された倉吉大店会としてご記憶の方

も多いことでしょう。今はゆったりと

食事を楽しみながら、倉吉の歴史にも

思いを馳せていただきたいと思いま

す。   （倉吉博物館 関本明子）

もうすぐ植付けから３週間。

手を広げるように、のびのびと生

育中。黄色の花が次々と咲き始め

ています。陽射しを遮るグリーン

カーテンが楽しみです！今や夏

の定番健康野菜はゴーヤ。収穫ま

で上手に育てたいものです。

みんなの願い 差別のない社会 人権尊重の社会 部落解放月間７月１０日～８月９日

人権・同和問題講演会「インターネットと人権侵害」差別落書きから身を守れ

★７月２３日（日）１３:３０～１５:３０ ★会場 倉吉体育文化会館

★講師 佐藤佳弘さん  入場無料・申込み不要



               
  

                        

                         

                        

日程 ７月３０日（日）

会場 保健センター（伯耆しあわせの郷内）

受付時間 ８：００～１０：００

健康診査
一般健診（20 歳～39 歳）特定健診（40～74 歳）

長寿健診(75 歳以上)

がん検診

胃がん、肺がん、大腸がん検診（30 歳以上）

前立腺がん（50 歳以上）

肝炎ウイルス検診（40 歳～74 歳）＊受診歴のない人

子宮がん（20 歳以上）

乳がん（マンモグラフィ検査）（40 歳以上）

物忘れ健診 午前 9時から健診終了時間まで（無料）

持ち物
保険証、特定健診受診券、長寿健診受診券

一般健診受診券、がん検診受診券自己負担金

その他

・保健センターに予約が必要です。

・胃・子宮・乳がん検診には定員があります。

・詳しくは、受診券に同封している「倉吉市健

康診査の手引き」をご覧ください。

・転入された方・85 歳以上の方は、受診券の

申し込みが必要です。

問合わせ先

申し込み先
倉吉市保健センター 電話：26-5670

日程 ７月１５日（土）

会場 上灘公民館

受付時間 １３:００～１３：３０まで

がん検診 大腸がん、子宮がん、乳がん

持ち物 ・がん検診受診券、自己負担金

その他

・子宮・乳がん検診は予約が必要。

受診券に同封している「倉吉市健康

診査の手引き」をご覧ください。

・転入された方・85 歳以上の方は、受

診券の申し込みが必要です。

問合わせ先

申し込み先
倉吉市保健センター電話：26-5670

“みつぼし踊り（輪踊り）を習おう”

まつりに参加しよう！

参加者募集
学校体育館へどうぞ

主催：成徳地区自治公民館協議会 文化部長会

自治公文化部では昨年に引き続き、成徳小学校児童と伝統の

みつぼし踊り（輪踊り）の合同練習会を開催いたします。

踊りの出来る軽装でご参加ください。見学だけの方も大歓迎！

練習会

★第一回練習日

日時：７月１日（土）１０：３０～１１：３０

場所：成徳小学校体育館

★第二回練習日

日時：７月１４日（金）１３：３０～１４：３０

場所：成徳小学校体育館

  踊りの指導：やしろおもしろい会の皆さんです。

打吹天女伝説まつりに参加（飛び入り参加歓迎）

日時：７月２９日（土）１８：４０～１９：２０

場所：倉吉銀座商店街歩行者天国会場

内容：成徳児童と地域住民によるみつぼし踊り（輪踊り）

倉吉打吹まつりに参加 （飛び入り参加歓迎）

日時：８月５日（土）１８：２５～１８：５０

場所：倉吉銀座商店街みつぼし踊り会場

内容：成徳児童と地域住民によるみつぼし踊り（輪踊り）

成徳写真館 平成２９年６月の事業より

学校へ行こう！     主催：倉吉市成徳公民館

囲碁、将棋、昔あそびをとおして高齢者と小学生が楽

しく交流します。

高齢者の皆様、お気軽にご参加ください。

▲開催日 ７月４日（火） １１日（火）１８日（火）

▲時 間１２：４５～１３：２０

▲場 所 成徳小学校新校舎 １階、多目的教室   

第 67 回「社会を明るくする運動」フリーマーケット

主催：倉吉市、保護司会、更生保護女性会

★７月８日（土）１０：００～ 倉吉未来中心アトリウム

提供品のご協力をお願いします

★提供品：「日用品」「衣類」    

★受付期間：７月３日（月）～６日（木）

★持参先：成徳公民館（９:００～１７:００まで）

倉吉市更生保護女性会 成徳支部 山下順子

趣味の講座         主催：倉吉市成徳公民館

インテリアとして飾る「切り絵」
・・申込み好評！・・・お申込みは７月７日まで
図案イメージ

描く絵とは違う芸術の「切り絵」を楽しみましょう。

好みの図柄を選んで紙を切る。簡単ですが、その奥深さ

から趣味の楽しさを実感できます。初心者でも男性、女

性を問わず楽しめるモノづくりにチャレンジしてみま

しょう。好評につき募集定員まであとわずか。

ご参加をお待ちしています！

教室は全２回の工程です。

① ７月１９日（水）１３：３０～１５：３０

② ７月２６日（水）１３：３０～１５：３０

■場所：成徳公民館■材料費：５００円程度

■参加対象：成人 ■定員：１５人

■指導者：米田美保さん

◆必要な用具は主催者が準備します。図柄の選択、額縁につい

ては申し込まれた方へお知らせします。

子育て支援教室 ママと赤ちゃんの楽しい体操つまみ細工手芸教室 ステキなアクセサリー完成こどもパンづくり教室 パン屋さんで本物体験

料理教室                           主催：倉吉市・成徳地区食生活改善推進員

生活習慣予防のための健康教室（講話・調理実習）へどうぞ 参加者募集！

４０歳以上の方必見！元気アップ！時短・かんたん・ヘルシーで栄養たっぷりのメニューをつくります。

★日時：７月２０日（木）１０時～１３時 ★会場：成徳公民館

★内容：講話「健康寿命を伸ばす秘訣は、健康なお口をつくること」

講師：保健センター歯科衛生士 坂田ゆかりさん

    調理実習：「ごはん、鶏のから揚げ風、れんこんと人参のみそきんぴら、

レタスのわかめスープ、ヨーグルト豆乳ケーキ」（１食あたり 713Cal）

調理指導：成徳地区食生活改善推進員                    

★募集人数：先着 15 人 ★参加費：無料 ★持参品：米 0.5 合、エプロン、三角巾

★申込み先：7/14 までに成徳公民館へ

休日健診のお知らせ

健診を受ける機会の少ない人や平日に健診を受けることが難しい人

を対象に休日健診を実施します。この機会に健診を受けましょう。
レディース検診のお知らせ

29年度成徳公民館スポーツ教室閉講

大人も子どもも指導者も、スポーツをめっちゃ楽しんだ！

５月２７日から開催した全３回のファミリーバドミントン教室が終了しました。

ファミリーバドミントンは通常のバドミントンラケットよりも短いラケットでスポンジ付のシャトル

を打ち合うスポーツです。なので、打ち合っても通常のバドミントンほどスピードが速くないこと

から大人と子どもが一緒になって楽しむことができます。

今回は４年生以上の小学生親子を参加対象とし、３２名の参加がありました。どうやって指

導しようかな・・・と考える間もないほど皆さんがどんどん上達され、すぐに長いラリーが見ら

れるようになったので、試合形式を多く取り入れました。最終日にはチーム

を組んでトーナメント戦を行い、大人チームに負けたくない子ども達はキッ

ズパワー全開！その全力プレーへの声援も大変盛り上がりました。一方で

子どもには負けんぞー！の勢いで大人は頭脳プレーなどが見られ、たくさ

んの笑い声が体育館に響いていました。大人と子どもが一緒になってでき

るスポーツ、そして親子が触れ合えるスポーツの楽しさを改めて実感するこ

とができました。 参加してくださった皆さんへ！ 皆さんの「またファミリー

バドミントンをやりたい！」という声がとても嬉しかったです。楽しいスポーツ

の時間を共有できたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。    

成徳地区スポーツ推進委員 槇浦 美香

８月の講座ちょこっと予告：★８月２１日（月）こども座禅道場！★８月２５日（金）プラネタリウム星観察・太陽観察会

★８月３０日（水）フラ（ダンス）教室 など ・・・小学生対象の講座は夏休みまでにチラシを配布予定。お楽しみに！

掲載の１枚はベストショットで・・・今月の写真はコレ！

記録用とはいえアングルはもちろん、皆さんの表情、講座の様子を撮影。


