
第４１６号 平成２９年９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 金
１０:３０～

１３:３０～

県民総合福祉大会（未来中心）

成徳小学校教室棟改築工事竣工式（成徳小）

  ２日 土

３日 日

４日 月

５日 火

８：００～

１２：４５～

ふれあい給食

地区公民館館長研修会（館外）

学校へ行こう！（成徳小）

６日 水

７日 木 １３：３０～ 同和教育現地研修会（在宅医療福祉センター）

８日 金 １３：３０～ 東中校区女性連絡会

９日 土 １９：３０～ 救急法講習会      東中学校大運動会

１０日 日

１１日 月

１２日 火 １２：４５～ 学校へ行こう！（成徳小）

１３日 水 １０：００～ フラ（ダンス）体験教室②

１４日 木
１０：００～

１１：００～

なごもう会

いきいきシニア・成徳教室運営委員会

１５日 金

１６日 土

１７日 日 ６：５０～ 第６回玉川一斉清掃

１８日 月

１９日 火

８：００～

１０：００～

１２：４５～

ふれあい給食

倉吉市公民館まつり代表者会（灘手公）

学校へ行こう！

２０日 水

２１日 木 ９：３０～ 公民館主事研修会（関金公）

２２日 金

２３日 土

２４日 日

２５日 月 １３：３０～ いきいきシニア・成徳教室①

２６日 火
１２：４５～

１３：３０～

学校へ行こう！

鳥取看護大学・まちの保健室

２７日 水 １０：００～ フラ（ダンス）教室③     

２８日 木 １０：００～ なごもう会

２９日 金

３０日 土 成徳ナイトハイク（小鴨コース） 土曜授業③

・・９月 contents・・★沖縄のことを自分のこととして考える ～成徳地区同和教育推進員情報交換会～ ★救急法講習会

★いきいきシニア・成徳教室 ★学校へ行こう！ ★社会部あいさつ運動 ★倉吉市立成徳小学校教室棟改築工事竣工式 ★タオル、本の寄贈

★地域の行事お知らせ ★干支「戌」ちりめん手芸教室 ★成徳ナイトハイク ★倉吉市議会一般選挙 ★成徳写真館 ★９月おもな予定

★ベルマーク★成徳地区自治公民館協議会９月のおもな予定 ★自治公ソフトボール大会結果 ★公民館のゴーヤ・ダイアリー ★ペットボトル回収 

                                           

             猛暑が続く厳しい日が続きましたが、ふと

吹く涼風に秋の訪れを感じ、心地よさを感じ

るようになりました。さて、10 月には、各

自治公民館が開催する同和教育町内学習会

が始まります。この学習会は、住民みんなで

人権に視点を当てたテーマで学習する大切

な機会です。私達、同和教育推進員は、研修

を行い、人権意識を高めるとともに、自分の

町ではどんな学習内容が適しているのか、住

民の皆様はどんなことを学びたいと思って

おられるのかを考えて学習内容を考えます。

しかし、同和教育推進員には経験豊かな人も

初めて担当する人もいます。そこで、平成

27 年度より同和教育推進員が一堂に会し、町内学習会の内容や方法等の情報を交換しています。今年度は８月２３日に開催。池原正

雄さんと谷本安広さんを講師に迎え、「琉球文化と人権」について講演と琉球音楽の演奏を聴きました。池原正雄さん（湊町在住）に

は、「琉球文化と人権 鳥取から見る沖縄問題」という演題で講演をしていただきました。1969 年 3 月沖縄復帰の 3 年前、自ら日本人

であることの身分証明書を持って沖縄を初めて訪ね「憲法番外地」を強いられた戦場の島（沖縄）を見たその現実の話は、いきなり想

像を絶する重さを感じました。池原さんは沖縄問題を自分のこととして考え、とっとり琉球・沖縄史研究会世話人として意欲的な活動

をしておられます。また、広島の原爆問題やハンセン病についても県内各地で講演されるなど平和と人権について学ぶ活動も展開して

おられますが沖縄の問題を自分のこととして考え、知るだけではなく、行動を起こすことが大切であるということ。復帰協議会で手渡

された名刺に「小指の痛みを全身の痛みに」という言葉が今もなお喉に突き刺さったトゲとしてある。と言われたことが私の心にも強

く残りました。沖縄の問題は、沖縄だけの問題ではなく私たちみんなの問題であり、命を守ること、平和を守ることが人権を守ること

だと改めてその気持ちを強くしました。

講演の後半では、池原さんのギターと谷本さんの歌と沖縄三線による民謡は、島の人たちの辛さが沖縄民謡を生んだことから、とて

も心に沁みました。あっという間に時間が過ぎてしまい十分な情報交換はできませんでしたが、演奏を聴きながらめずらしい食材を盛

り込んだ沖縄の郷土料理をおいしくいただきました。これを機に推進員がお互いに相談し合える関係の一助になればと思います。これ

から、各自治公民館は同和教育町内学習会の開催に向けた計画を立てます。町内学習会に出席することも一つの行動です。学習会で学

ぶことによって「知る」「気づく」「考える」「自分の生活を振り返る」「自分のできることから行動する」ことに繋がっていくと思いま

す。行動のきっかけは町内学習会！ぜひ皆さんが自分の

住んでいる町内の学習会に出席しましょう。学習会の開

催日時などは町内の回覧、各戸配布チラシ、声かけによ

って周知します。成徳地区全体の日程は館報 10 月号

「成徳」にて。私たち同和教育推進員も他町の学習会に

参加させていただき、皆さんと一緒に学習したいと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いします。  

成徳地区同和教育推進員連絡協議会

副会長 田民早苗                          
成徳地区自治公民館協議会９月のおもな予定

（8 月 30 日現在）

第６２回成徳地区大運動会 ９月１７日（日）９：３０～（東中）

◆体育部長会９月 ４日（月）19：30～20：30（成徳公民館）

◆館長会 ９月１４日（木）19:00～（成徳公民館）

◆三役会 ９月２９日（金）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月に公民館の事務室東側にゴーヤの苗を植えてから３ヶ月

半経過。今年のような猛暑では特に朝夕の水分補給はたっぷ

りやらなければならないのに、水分と栄養不足で一時はどう

なることかと肝を冷やしまし

た。地域の方の助言や協力で

何とか持ちこたえてひと安心。

再び順調に生育し次々と収穫

しています。ゴーヤの保存方

法、上手な苦みの取り方をは

じめ、料理のレパートリーが

増えた「夏」でした。

秋を迎えても美味しく

いただきます！

使用済み小型電子機器等

使用済み天ぷら油の食用廃油

沖縄のことを自分のこととして考える

～成徳地区同和教育推進員情報交換会～

自治公ソフトボール大会結果

７月３０日（日）東中学校グラウンドにて開催

宮川町が１３対２の大差で勝利！

大会結果は次のとおり          おめでとうございます

１位：宮川町自治公民館

２位：新町１丁目自治公民館

３位：住吉町自治公民館・堺町３丁目自治公民館



講習会 だれでも参加できる・・救急法講習会
主催：成徳地区体育振興会

共催：自治公消防部長会

緊急事態はいつ起こるかわかりません。

慌ててしまいそうですが、救急車が到着するまでの行動によ

って大切な命が救われます。誰でも参加できますので、講習

を受け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講習会で思い出し、確認しておきまし

ょう。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：いざという時の救急法「講話と実技」

               
  

                        

                         

                        

  

成徳写真館 平成２９年８月の事業より

趣味の講座

フラ（ダンス）体験教室スタート！

パウを着用すればモチベーションもアップ

こども科学館・プラネタリウム

さじアストロパーク

巨大な望遠鏡で金星を見て感激！

こども修行道場 光明寺＆テラハウス

早朝 5時、木魚を叩きながら心を合わせる。

一汁一菜の食事指導は食生活改善推進員

公民館研究指定事業     主催：倉吉市成徳公民館

高齢者の方を対象に・・

  「いきいきシニア・成徳教室」はじめます！

９/２５（月）１３:３０～１５：００

会場：成徳公民館 参加無料

健康長寿をめざして、高齢者の誰もが気軽に楽しく学び

ながら生きがいをもって充実した毎日を送ることが出来

るように、いろいろな視点で学習やスポーツをしていき

ます。２９年度は９月以降５回開催予定。詳細は第１回

の参加者にお知らせします。

第１回の教室は「パットゲームスター」

講師：朝井正教さん（1982 年グラウンド・ゴルフ考案時の担当者）

グラウンド・ゴルフのクラブを使って行うスポーツで

屋外とほぼ同じ距離間でゲームを楽しむことが出来ま

す。初めての方が多いと思いますがお気軽にご参加くだ

さい。準備の都合がありますので、９/１９（火）までに

成徳公民館へお申込みください。 電話番号等は表紙に記載。

倉吉市立成徳小学校教室棟改築工事竣工式

平成２６年度より耐震補強事業に伴う工事が行われていました

が本年７月、無事に完成し、竣工式が執り行われます。

日時：平成２９年９月１日（金）１３:３０～

場所：倉吉市立成徳小学校 屋内運動場

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！

▲９月の開催 ５日・１２日・１９日・２６日（毎週火曜日）

        

▲時間 １２：４５～１３：２０ 参加費無料申込不要

▲場所 成徳小学校１階 多目的教室です。

趣味の講座                主催：倉吉市成徳公民館

平成30年の干支「戌」ちりめん手芸教室へどうぞ！

来年の干支をちりめんで押絵風に作ります。

芸術の秋に手作りを楽しみましょう。

皆さんのご参加をお待ちしています。

お申込みは9月22日までに成徳公民館へ

◆日 時：１０月１８日（水）9：00～12：00

◆場 所：倉吉市成徳公民館

◆講師：明里美也子さん  ◆材料代：1,200円程度  

◆募集人数：１０人程度

◆準備品：よく切れる先の尖ったハサミ、手拭き、必要な方はメガネ

    

★９月３０日（土）

18:00～受付 19:00 出発

★集 合；倉吉市成徳公民館

★参加費：無料

★持ち物：懐中電灯、蛍光タスキ、

飲み物、雨具等

★対象：子どもから大人までどなたでも！

★申込み：9/15 までに成徳公民館へ

（小中学生は別途取りまとめをします）

今年も多数のご参加をお待ちしてい

ます。

ゴールの後は美味しい豚汁をどうぞ！

2017 成徳ナイトハイク
参加者募集！

主催：成徳いきいきプラン実行委員会

小鴨地区方面を歩きます！

（６キロ・１０キロコース）

成徳小学校 ８月３０日２学期始業式

完成した正門を通って登校

事業の一環として自治公社会部長会は東中学校・成徳小学校

の 2学期始業式に合わ

せて、あいさつ運動を

しています。

「おはようございます」

の一言ですが地域の大

人が子どもたちの学校

生活を見守り、応援し

ます！

ありがとうございました

タオルの寄贈

       成徳地区老人クラブ女性部を代表して

米澤三代子さんが成徳公民館に届けて

くださいました。

本の寄贈

１０歳の男の子が書いた自己啓発本

  「自分を大切にしよう。

      話はそれからだ。」

ネットでも話題の本を個人の方から

いただきました。

公民館の図書コーナーに置きますの

サンマーク出版   で読んでみてください。

皆様のご厚意に感謝申し上げます。

選 挙 倉吉市議会議員一般選挙 投票日 １０月１日（日）

●投票時間：午前７時～午後８時

●投票場所：東中学校特別活動室・成徳小学校多目的教室２

この選挙は向こう４年間私たちの声を直接市政に反映させる代

表を選ぶ大切なものです。選挙のルールをよく守り、明るい選

挙を実現しましょう！

地域の行事お知らせ

第６２回成徳地区大運動会 ９月１７日（日）予備日なし  ９:３０～東中学校

第２３回せいとく祭   １０月１５日（日）予備日なし １１：００～宮川町観光駐車場

第４４回成徳地区文化展 １１月 ４日（土）10:00～16:00 成徳公民館

             １１月 ５日（日）10:00～15:00 成徳公民館

９月はがん征圧月間です ～年に１回はがん検診を受けましょう～

今年のがん征圧スローガンは「継続が 予防につながる がん検診」です。今や日本人の２人に１人はがんに

かかり、３人に１人はがんで命を落としています。倉吉市はがん検診（主に 40 歳以上が対象）の受診率が県内で

も低い状況にあります。 特に中部地区は胃がんの死亡率が高い現状があります。がんの初期は自覚症状もあり

ません。健康に自信がある人ほど年に 1 回は検診を受けてからだのチェックをしましょう。 倉吉市保健センター


