
第４１５号 平成２９年８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 火 １１：００～ ふれあい給食（業者弁当）

  ２日 水

３日 木 ９：４５～
第 42 回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会

倉吉未来中心ほか

４日 金

５日 土 倉吉打吹まつり

６日 日 倉吉打吹まつり

７日 月 ９：３０～ 婦人会対象：シニア女性教室

８日 火
受付8時～

１０：００～

成徳地区集団健診健診

地区公民館館長会（北谷公）

９日 水 １９：００～ 同和教育町内学習会、事前学習会

１０日 木 １０：００～ なごもう会

１１日 金

１２日 土

１３日 日

１４日 月

１５日 火

１６日 水

１７日 木 ９：００～ 公民館主事研修会（鳥取市）

１８日 金

１９日 土

２０日 日 ６：５０～ 第 5 回玉川一斉清掃

２１日 月

２２日 火
５：００～

１１：００～

こども修行道場（光明寺）

ふれあい給食（今回は第 4 火曜日）

２３日 水 １９：００～ 同和教育推進員、情報交換会

２４日 木 １０：００～ なごもう会

２５日 金 ８：４５～ こども科学館（さじアストロパーク） 東中始業式

２６日 土

２７日 日

２８日 月

２９日 火 １９：００～ 第 2 回せいとく祭実行委員会

３０日 水 １０：００～ フラ（ダンス）教室①      成徳小始業式

３１日 木

・・８月 contents・・★郷土芸能みつぼし踊りを正統な輪踊りで★フラ（ダンス）教室 参加者募集 ★救急法講習会 参加者

募集 ★学校へ行こう！おしらせ ★フリーマーケットの協力・御礼 ★部落解放月間 成徳地区同和教育研究会・同和教育推進員連

絡協議会の取組み紹介 ★成徳地区集団健診のお知らせ ★成徳小学校６年生ペットボトル回収 ★８月の講座ちょこっと紹介・参加

者募集中！ ★成徳写真館 ★８月おもな予定 ★事務室閉室のお知らせ ★ベルマーク収集 ★成徳地区自治公民館協議会８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   

                                           

                                 

                    ８月５日

          倉吉打吹まつりで

          披露します！

                         

                   

                   

成徳地区自治公民館協議会８月のおもな予定

（７月２８日現在）

◆文化部 みつぼし踊り（倉吉打吹まつり）

     ８月５日（土）18：25～18：50（まつり会場）

◆館長会 ８月８日（火）19:00～（成徳公民館）

◆三役会 ８月２４日（木）10:00～（成徳公民館）

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。

回収箱

成徳公民館玄関内に設置しています。

回収するもの

○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てください。

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

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

苗を植えてから６週間経過。

次々と実をつけ始め２回、３回と収穫が出来るように

なりました。地域の皆様にもおすそ分け中！

ちょっと油断をすると伸びたツルが事務室の網戸に

張り付きそうになり慌てます。

今年は花のプランターも多数あり、朝は水遣りか

ら・・が夏の日課です。猛暑に負けそうな時もありま

すが、炎天下でも水分と栄養をぐんぐん吸収してシャ

ンとした野菜や花を見ると人間も元気が湧いてきま

す。ゴーヤ料理が特別おいしく感じる今年の夏！

元気に夏を乗り切りたいもの

です。

「そーれ、そーれ、どっこいさーのさっ、それ～！」蒸し暑い成徳小学校の体育館に子どもたちの元気な声が響きわ

たります。「みつぼし踊り」という地元に伝わる文化を子どもたちに継承していこうという思いから、成徳地区自治公

民館協議会・文化部が呼びかけ、小学校の児童と、ＰＴＡ校外生活部がそれに応えて８年前から文化事業を行っていま

す。６年生有志が力強く太鼓を叩き、全校の児童が手のひらの向きまで気をつけながら真剣に踊っています。「社おも

しろい会」の池本さんにご指導をいただきながら、正統な輪踊りによる本格的な踊り方、太鼓の打ち方を伝授していた

だいています。倉吉博物館の関本学芸員から、諸説あるとされる「みつぼし踊り」の由来、踊りに込められた意味を教

わりました。この踊りは亡くなった方の霊を慰めるという盆踊りの一形態であり、手を合わせる仕草が「みつぼし踊り」

の要となるということ。なぜリズミカルに手を叩かないのか不思議に思っていましたが、話を聴いてからはそっと手を

合わせ、静かに手を膝に置くところがきちんと出来るようになりました。

輪踊りの特徴から輪の中の自分の位置が少しずつ移動し、輪の中心に向かって両手を合わせる仕草をするときに正面

にいる人が常に変わっていきます。仲の良い友だちが目の前にくると嬉しいようで、ニコッと笑う顔に合わせて自然と

掛け声も大きくなってきます。大人は暑さをこらえ、振りを覚えるのに必死な様子ですが、子どもたちのそんな表情を

見ると微笑ましい限りです。小学生時代に踊り続ける「みつぼし踊り」はそのメロディも振りもずっと心や体に思い出 

として残るはずです。地元の貴重な伝統文化をしっかり学び、体験する

ことは子どもたちにとって大きな財産になるものと信じています。

７月２９日の打吹天女伝説まつり・倉吉銀座商店街土曜夜市で踊り、い

よいよ８月５日の倉吉打吹まつりが本番です。各町の文化部長をはじめ、

地域住民と「成徳キッズみつぼし隊」が披露するみつぼし踊りをぜひ見

に来てください！ 飛び入り参加も大歓迎。一緒にまつりを楽しみまし

ょう！             自治公文化部長会 副会長 山口明茂

●お知らせ●8月 14 日,15 日は公民館の事務室を閉めます。

各会議室の利用は可能です。8月 11 日から 15 日の間に利用され

る団体は 8月 10 日迄に申請書を公民館に提出してください。

成徳公民館管理委員会

使用済み小型電子機器等

使用済み天ぷら油の食用廃油

そーれ、そーれ、どっこいさのさっ、それ～

  郷土芸能みつぼし踊りを正統な輪踊りで！



講習会 命を救う第一歩！

  救急法講習会にご参加を！
主催：成徳地区体育振興会

共催：自治公消防部長会

緊急事態は突然起こります。そんなときに救急隊が到着す

るまでの時間、適切な救急法や応急処置を行うと救命率が格

段に上がります。まず何をすればいいのかを知ることが大切

な命を救う大きな第一歩です。どなたでも参加できます！

参加したことがない方はぜひ一度体験してください！

何度か受講した方も復習する事でいざという時、冷静に行

動できます。申込み不要。直接会場においでください。

○日時：９月９日(土) １９:３０～２０:３０

○場所：倉吉市成徳公民館 ○講師：倉吉消防署員

○内容：心肺蘇生法とＡＥＤの使用について講話と実技

地域の皆様へ・・

社会を明るくする運動フリーマーケット 大盛況の御礼

平成２９年度の社会を明るくする運動事業が去る７月

８日に開催され大盛況のうちに終了しました。お陰様で７

７，８００円の売り上げがありました。物品を提供してい

ただいた皆様と、当日お買い上げいただいた皆様に心から

御礼を申し上げます。倉吉市と保護司会、倉吉市更生保護

女性会が話し合い、今年も鳥取県更生保護給産会に売上金

と衣料（作業衣等）を寄付いたします。今後も活動へのご

理解とご協力をよろしく

お願いいたします。

倉吉市更生保護女性会成徳支部

山下順子

成徳地区集団健診のお知らせ                
  

                        

                         

                        

  

日程 平成 29 年８月８日（火）

会場 倉吉市成徳公民館

受付時間 午前８時～午前１０時まで

健康診査

国民健康保険特定健診（40～74 歳）

後期高齢者医療長寿健診 (75 歳以上)

一般健診

がん検診

胃がん、肺がん、大腸がん検診

前立腺がん

肝炎ウイルス検診

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

・胃がん検診は、保健センターに予約が必要です。

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

成徳写真館 平成２９年７月の事業より

７月１０日から８月９日は部落解放月間です。

毎年７月１０日から８月９日の期間中、鳥取県では各市町村や関

係機関と連携しながら県民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、

認識を深めていただくよう、講演会や研修会の開催など様々な啓発

活動を行っています。公民館にチラシや資料がありますのでご活用

ください。

成徳地区同和教育研究会・同和教育推進員連絡協議会の取組み

２９年度の取組みの一部を紹介します。

１０月から開催する町内学習会に向けて、自治公民館長、社会部

長、同和教育推進員ほか関係者が事前学習会を行います。

町内学習会 事前学習会

  日時：８月９日（水）19:00～20:30 場所：倉吉市成徳公民館

  内容：防災と人権「実践発表、ミニ講演」

① 防災と人権 実践発表    田村昭夫さん

② 高齢者の視点で考える防災  佐藤淳子さん

③ 災害時にペットと一緒に避難

人権に配慮する心構えとは 森本智喜さん

同和教育推進員情報交換会

  日時：８月２３日（水）19:00～20:30 場所：倉吉市成徳公民館

  内容：琉球文化と人権（講演、琉球音楽、話し合い）  

講師：池原正雄さん、谷本安弘さん

同和教育現地研修会

日時：９月７日（木）13:30～15:30

場所：在宅医療福祉センター

講師：施設長 早田博之さん、係長 橋本政司さん

内容：同和教育の視点で障がい者の人権を考える

在宅医療福祉センターについて（説明、施設見学、カフェ利用）

障がいを持つ方の自立訓練とその家族が安心して地域で生活して

いくための支援策

  参加対象：指定町（宮川２丁目、新町３丁目の住民）

同和教育推進員

人権同和教育講座

ことばの発達とコミュニケーション力

ことばの力をつける大切さ 日常の会話を振り返り

ながら講演を聴きました。

趣味の講座 切り絵教室（全２回）

難しいようで簡単。簡単なようで難しい？

ものごとに集中する楽しさも実感！

ガリレオ工房大実験 不思議で楽しい理科実験

講師は地域のガリレオ先生！

８月の講座ちょこっと紹介・参加者募集中！

★こども修行道場！自分の心と向き合ってみよう。友だちの心を感じてみよう

８月２２日（火）５時～７時 光明寺（研屋町）小学１年生～６年生対象

★こども科学館・プラネタリウム 星や宇宙について学ぼう

８月２５日（金）８時４５分～１５時００分 さじアストロパーク 小学４年生以上対象

学校へ行こう！        主催：倉吉市成徳公民館

８月は夏休みのためお休みです。

２学期は９月５日（火）からはじめます。

趣味の講座         主催：倉吉市成徳公民館

みんなと一緒に楽しむ

    フラ（ダンス）体験教室へどうぞ！

・・参加者募集・・
年齢・性別問わず楽しめるフラは日本でも大人気！

心地良い音楽♪を聴きながらゆったりとした動作で踊る

フラ（ダンス）は楽しいですよ！

だれもが最初は初心者です。まずはどこかで聴いたことの

ある曲♪に合わせてフラを楽しみましょう。

お気軽にご参加ください。

お申込みは８/２８までに成徳公民館へ 全７回

① ８月３０日（水）１０：００～１１：３０

② ９月１３日（水）１０：００～１１：３０

③ ９月２７日（水）１０：００～１１：３０

④ １０月１１日（水）１０：００～１１：３０

⑤ １０月２５日（水）１０：００～１１：３０

⑥ １１月 ８日（水）１０：００～１１：３０

⑦ １１月２２日（水）１０：００～１１：３０

■場所：成徳公民館

■参加費：無料

■参加対象：年齢も性別も問いません。

■講師：フイ・フラ・リノ・リノ 河本高枝さん

■持参：汗拭きタオル、水分補給の飲み物

    動きやすい服装でご参加ください。

成徳小学校６年生が

「ペットボトルのキャップ」を集めています。

平成３０年１月末まで、ペットボトルのキャップを

集め、倉吉市社会福祉協議会へ持って行く計画で

す。

７月１３日午後、成徳公民館において、コミュニテ

ィ放送の予約録音を行いました。７月１４日朝、成

徳地区内に放送され反響を呼びました。

回収ボックスにたくさんキャップが集まり始めて

いるそうです。

二人の６年生が

文章も考えました。

校内放送と違い

ドキドキ♡

「めっちゃ緊張する～」


