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○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net

○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/

鳥取県中部を襲った大地震

１２月事業の予告

反転攻勢の第一歩を・・・

主事研修会（BY ヨシダ）

次号の館報で詳細をお知らせします。
臨時職員採用試験

・・・ご活用ください・・・

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）

被害の写真は全て成徳公民館

★１２月１１日（日）成徳健康フェア
★１２月１４日（水）干支づくり手芸教室
★１２月１５日（木）成徳 YOU 友女性教室
「おうちで出来る健康体操」

８：００～ ふれあい給食
１２：５０～ 学校へ行こう！（成徳小）
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QR コード読取機能のある携帯・スマホ

この度の地震により倉吉未来中心の建物施設・館
内設備が大きな被害を受けたため年内は施設の利
用が出来なくなりました。
また、被災された方も多いことから今年度の公民
館まつりは中止することになりました。
作品展示、舞台発表に向けて準備を進めていたと
ころで大変残念ではありますが、皆様のご理解をい
ただきますようよろしくお願いします。
倉吉市成徳公民館

１２日 土

１５日 火

ぽ う

をお持ちの方は簡単アクセス！

地震の影響により中止
11 月 5 日、6 日 第 43 回成徳地区文化展
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事業の予定はありません。

児童・生徒高齢者訪問事業（中止）

２日 水
３日 木
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８日 火

第４０６号 平成２８年１１月１日

１１月のおもな予定
（１１月１日現在）

ふれあい給食（中止）

１日 火

自治公民館協議会

内容

地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

土曜授業④

みんなで出来る環境活動
東中校区人権教育研究発表会（各会場）

ペットボトルのキャップ

倉吉市公民館対抗囲碁将棋大会（中止）

子育て支援教室「親子 de ピラティス」
なごもう会

★お茶、ジュース等のペットボトルの
キャップのみ回収
調味料の中蓋やビンの蓋は回収しません。
★キャップは必ず洗って乾かしましょう。

成徳 YOU 友女性教室（八頭町）
学校へ行こう！（成徳小）

９：００～ つまみ細工手芸教室
１０：００～ 親子の料理教室

平成２８年１０月２１日(金)午後２時０７分震度６弱の地震が
鳥取県中部を襲いました。

使用済小型電子機器等・使用済み天ぷら油の食用廃油
※設置場所：成徳公民館自転車置き場の横です。
中部ふるさと広域連合 環境福祉課３６－１０２５
倉吉市役所・・・・・・環

境

課２２－８１６８

公民館のベルマーク運動
切取り、集計ボランティア募集中！

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

地域の皆様にはいつもベルマーク収集にご協力をいただき

報資料・チラシがありますのでお気軽にお立ち寄りください。

感謝申し上げます。今後ともご協力をお願いします。

この日、成徳公民館の２階では公民館主催の「つまみ細工手芸
教室」を開催中の時でした。地域の人２０余名が参加していました。激しい揺れと共にドアは倒れ、ガラスは飛び
散り、屋根瓦は雪崩のごとく落下するなど想像を絶するすさまじさを目の当たりにした瞬間でした。
机の下に身をかがめても揺れと共にズルズルと机が動き、その恐怖から心も体も大きな衝撃を受けました。
ガラスや扉が散乱する中、状況を見て避難行動の指示をしました。幸いにも誰ひとり怪我もなく公民館の外へ避難
することが出来ました。成徳地区は被害が大きくブルーシートで覆った家、壁の崩落等など被害は甚大です。
「災害は忘れた頃にやってくる」と言われますが、まさにその通りです。全国あちこちで災害が発生していますが
「倉吉は災害が少なく安全で生活しやすい処だ。」という安全神話が聞かれていました。日頃から防災意識の高揚
や防災組織づくりの必要性が叫ばれていても、どこかよそ事のように思っていたのではないかと反省させられま
す。成徳地区は高齢化が一段と進んでいることから避難所へおられる方は独居の人が多いと聞いています。1 日で
も早い復興を望むところですが、多くの問題や課題があるのも事実です。しかし苦難な時こそ人と人との絆がどう
であるかです。少しずつでも一人一人の住民が日常生活を取り戻し、明るい心と勇気を持って反転攻勢の第一歩を
踏み出せることを願ってやみません。成徳公民館も甚大な被害を受けているため予定していた講座も中止や延期し
なければならない状態ですが、なるべく早く本来の公民館の機能が発揮できるよう職員一同頑張ります。
先日、成徳地区で実習をした鳥取看護大学の学生、東中学校の生徒、地域の人などの協力
で公民館の片づけが出来ました。公民館の開館再開への明るい光が見え始めたことに大変
感謝しています。反転攻勢の気持ちを持って、鳥取県中部・成徳地区の復興に向けて力強
い第一歩を踏み出しましょう。
倉吉市成徳公民館 館長 小谷次雄
鳥取看護大学、昨年の実習生が「成徳くらすけくん」を作り講義の合間に駆けつけてくれました！
また他の学生にタオルの提供を求め、雑巾を縫って持参するなど皆の行動力に助けられました。本当にありがとう！

・・１１月 contents・・★鳥取県中部を襲った大地震 反転攻勢の第一歩を・・・ ★倉吉市成徳公民館臨時職員募集
★学校体育施設開放事業及び住民スポーツの日中止★学校へ行こう！参加者募集★子育て支援教室「親子 de ピラティス」参加者募集
★倉吉市表彰式★児童虐待防止推進月間 ★ガスコンロ寄贈 ★成徳小学校 福祉教育★休日健診のお知らせ ★１１月おもな予定
★自治公協議会１１月の予定 ★第２８回倉吉市公民館まつり中止 ★１２月事業の予告 ★環境活動 ★ベルマーク

倉吉市成徳公民館臨時職員募集採用予定人数：1 名
○任用期間：平成２９年１月１９日～平成３０年２月２８日
〇勤務時間：月～金曜日３５時間（午前９時～午後５時）
土日祝日は休み（但し公民館事業、会議等で平日夜間、土日
祝日の勤務あり）
〇待
遇：日給 5,880 円 （日給月給）通勤手当（2 キロ以上～支給）
倉吉市の臨時職員に準ずる
〇業務内容：公民館事業、施設の維持管理業務、各種団体事務
〇条
件：年齢、性別、学歴は問わない
自動車普通免許を有する
パソコンで業務ができること（ワード、エクセル必須）
その他成徳公民館管理委員会規程による
〇提出書類：市販の履歴書１通（写真添付）持参または郵送
○受付期間：平成２８年１１月５日～１１月１５日 午後５時必着
〇提 出 先：倉吉市成徳公民館管理委員会
（〒682-0817 倉吉市住吉町 77-1 ℡0858-22-1301）
〇採用方法：書類審査、面接
○試験日時：平成２８年１１月１９日（土）午後１時 30 分～
○会
場：倉吉市成徳公民館（倉吉市住吉町 77-1）

下記についてお知らせします。
学校体育施設開放事業
成徳小学校体育館
避難所が閉鎖されるまで使用できません。

東中学校体育館
地震の被害を受けているため、修繕完了ま
で使用できません。

住民スポーツの日中止について
11月15日 バウンスボール
11月19日 バドミントン

親子 de ピラティス

★１１月２４日（木）10：00～11：30 成徳公民館
★申込み不要 お住まいの地区は限定していません。
★指導者：河本珠紀先生
★参加費：1 回１００円（当日）
★持 参：タオル、飲み物、赤ちゃんのおやつ＆飲み物

おめでとうございます 平成 28 年度倉吉市表彰式
★功労表彰：黒田多美子さん（東町）
★善行表彰：桝 本 宏 一 さ ん（西町）
多年にわたりスポーツ推進委員と
して体育の振興発展に貢献され
たことが認められました。公民館主
催のスポーツ教室の企画運営はもち
ろん成徳地区体育振興会の事業も幅
広い活動からスポーツ推進委員としての力を発揮していただいています。
お二人は「スポーツの力でいきいき健康に！」の成徳モデルです！

鳥取県 LP ガス協会青年部がガスメーター回収運動で得た
収益金を活用し、毎年公共施設へガス機器の贈呈をして
おられるそうです。この度、支部管内 5 カ所の公民館の
ひとつとして成徳公民館が贈呈を受けました。公民館や
地域の事業、災害時の炊き出しなど有意義に活用させて
いただきます。
贈呈者：一般社団法人鳥取県 LP ガス協会
中部支部長 狩野 正氏
贈呈品：自動点火機能付き鋳物コンロ 1 台

福祉教育「児童に温かい心のふれ合いを大切にし、互いに励まし合い、助け合っていく態度を育てる」

学校へ行こう！ 主催：倉吉市成徳公民館
高齢者と小学生が囲碁や将棋、昔遊びをして一緒
に楽しみます。どなたでも参加できますのでお気
軽にどうぞ！ 参加費無料・申込不要

▲１１月の開催１日（終了）8 日、15 日、２９日
（毎週火曜日）
▲時間

１２：５０～１３：４０
地震の影響で給食がお弁当持参になって
いるため休憩時間が早くなっています。

主催：倉吉市成徳公民館

毎月１回開催中！ お気軽にどうぞ

東中学校体育館

皆様のご理解をよろしくお願いします。
学校開放企画運営委員会

倉吉市成徳公民館管理委員会

子育て支援教室 参加者募集

成徳小学校体育館

ありがとうございました 鳥取県 LP ガス協会中部支部ガスコンロ寄贈平成 28 年 10 月 24 日（月）

ゆっくり遊べる点では嬉しいですね！

▲場所

成徳小学校仮校舎１階の教室

11 月は児童虐待防止推進月間です。
児童虐待での死亡件数や相談
件数は年々増加しています。
児童虐待は身体的虐待、性的
虐待、ネグレクト、心理的虐
待があります。
子育てに悩み、解決策が見つからず、わが
子に手をあげてしまうような保護者もあり
ます。迷っていること、困っていることにつ
いて「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。その行為は、子どもへの
虐待なのだと伝えることが気づきになり、そ
の行為がなくなる場合もあります。
★地域のみなさんの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。
相談窓口
倉吉児童相談所 23-1141
市役所子ども家庭課 22-8120

成徳小学校では地域の高齢者との交流や清掃活動、募金活動、高齢者疑似体験等の活動を行うなどして福祉教育を行って
います。本年度は、4 月に多くの地域の方に賛同をいただき、成徳エコクラブのサポーターになっていただいたこともあ
り、これまで以上に花や野菜作りに取り組むことができました。1 学期には子どもたちが水やりなどして育てた花を地域
の保育園や認定こども園の子どもたちにプレゼントしたり、トレニアやマリーゴールドなどを地域の方々にお配りするこ
とができました。2 学期にはいると、卒業式に向けて花づくりを行っていきました。順調にとはいえないのですが、何種
類かの花の苗も育っています。それに併せて、野菜の苗も育ててみました。最初に作ったインゲン豆は順調に育ち、すで
に収穫し、おいしくいただきました。一方、葉ボタン、小松菜、水菜も順調だったのですが、台風など天候不順が原因な
のかほとんど虫に食べられる結果におわりました。
今年もまた、11 月 1 日に成徳地区社会福祉協議会の「高齢者訪問事業」に参加させ
ていただくことになっていましたので「お弁当」に加えてプレゼントするために準
備してきた「野菜苗の寄せ植え」でしたが、野菜苗を鉢に移植しようとした時に、
地震が発生したことから、プレゼントづくりができませんでした。残念ながら事業
そのものも中止になったのですが、2 年生の子どもたちが 10 月 26 日に鉢に野菜苗
を植えてくれました。それらが大きく育った際は、地域の方々にプレゼントしたい
と思っています。これからも、これらの活動を通して、感謝の気持ちや奉仕の心を
養い、成徳の地域を大切にする子どもたちを育てたいと考えています。地域の皆さ
ん応援をお願いいたします。
成徳小学校 校長 山根弘二

休日健診のお知らせ

健診を受ける機会の少ない若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。この機会にぜひ健診を受けましょう。

申し込み・問合せ先

倉吉市保健センター ☎２６－５６７０

[休日健診]
○日にち・場所：12 月 4 日（日）・保健センター（伯耆しあわせの郷内） ○受付時間：午前 8 時～午前 10 時
○内容・対象者：
一般健診（２０歳～３９歳）
・特定健診（４０～７４歳）
・長寿健診(後期高齢者健診)（７５歳以上）
・胃がん検診
（３０歳以上）・肺がん検診（３０歳以上）・大腸がん検診（３０歳以上）・子宮がん検診（２０歳以上）・乳がん
検診(視触診＋マンモグラフィ検査)（４０歳以上）・前立腺がん検診（５０歳以上）
・肝炎ウィルス検診（４０～
７４歳で過去に受けたことのない人）
＊持ち物：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金
＊事前申込みが必要です。＊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の「倉吉市健康診査の手引き」をご覧ください。
※タッチパネルによる「物忘れ」健診
タッチパネルを使った「物忘れ」に関する簡単な検査と相談を行いますのでご利用ください。
【レディース検診】
○日にち・場所：12 月 4 日（日）・保健センター（伯耆しあわせの郷内） ○受付時間：午後１時～１時 30 分
○内容・対象者：子宮がん検診（２０歳以上）
・乳がん検診(視触診＋マンモグラフィ検査)（４０歳以上）
＊持ち物：各種健康診査受診券、自己負担金
＊事前に申込みが必要です。＊子宮がん・乳がん検診とも定員があります。
＊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。

