行事・利用予定
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河北中学校区人研社会教育部会研修会
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月

火
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開会式9:30（上小体育館）

木

5

なごもう会

ファミリーバドミントン交流大会

水

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

事務室

民踊教室13：30

＜閉室＞
11:00～

9

16

11

10

12

7

定例館長会18：00

8

くらそうサロン

民生児童委員定例会9:30

倉吉市公民館まつり／未来中心

13

ふれあい給食の日 水墨画同好会13：30 パッチワーク教室13：30 手芸教室13：30

地区人権同和研修会19：00 ジャズ体操同好会13:30

寺子屋川柳教室13:30

17

18

19

なごもう会

いきいき健康クラブ１３：３０ くらぶ悠遊友13：30

百八会13：30

20

22

しめ縄づくり8：30

ゲームリーダー養成講座

事務室

開館 月～金 9：00～17：00

14歳未満 319人／65歳以上 774人

（祝祭日・盆・年末年始を除く）

世帯数 1,005 （1,008）

公民館の利用 9：00～22：00

＜平成30年10月末現在＞

27

ふれあい給食の日 水墨画同好会13:30

主催／上北条まつり実行委員会（上北条地区振興協議会）共催／上北条公民館

今年も快晴の中、例年以上のたくさんの来場者がありました。

「うでずもう大会」優勝者のおふたり

11:00～

年末の交通安全県民運動12/12（水）～21（金）

ゲームリーダー養成講座 ゲームリーダー養成講座

男 1,152人／女 1,309人

”上北条”の住民の皆さんの力が”上北条”を盛り上げ、地域の絆を深め
る原点であることを改めて実感しました。

＜閉室＞

26

上北条の人口 2,461人（2,469人）

各自治公民館や小、中学校PTA、地区団体などの多種多様な屋台村。
この日のために、より練習を重ねられた舞台出演者のみなさん。

倉吉市公民館研究大会（交流プラザ）

助六会（外）

25

FAX （0858）26-3515

１１月４日（日）

21

手芸教室13:30

振替休日

しあわせいっぱい ふるさと上北条

15

14

くらぶ悠遊友定例会9:30 シルエットアート教室10:00

天皇誕生日 24

鳥取県倉吉市新田422-1
TEL （0858）26-1763

〒682-0003

第369号

［作品展示］ 9:30～18:00 ＊8日のみ16:30まで
［舞台発表］ ８日（土）13:00開演 ＊12:00開場
※上北条からは【上北条民踊教室】の皆さんが出演

パットゲ-ムスタ-大会
（ゆずりはの会）9:30

23

平成30年12月1日

E-mail kokamiho@ncn-k.net

金

6

いきいき健康クラブ１３：３０

倉吉市上北条公民館

28

29

仕事納め

河北中学校区６年生交流会

年末12/29～
30

31

H31.1/1 元日 １／２

～年始1/3

平成３０年１１月１４日

宿題 「 チャンス 」「 詰める 」・自由吟
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

カニ解禁もうチョイ待とう安くなる ひーる行灯
吉田日南子
誰が食ったァ日毎に減った吊し柿
山崎夢太郎
若き日の闘争心が弓を射る
居酒屋てつ
孫たちはスマホスマホで顔上げず
山本旅人
赤飯を詰める重箱誕生日
紫陽花
弁当箱ぎゅうぎゅう母の真心を
手料理を詰めて押し売りふるさと便 くにあき
高い空 詰めた不満の栓を抜く
小夜
ワッショイと子ども神輿が明日背負う 奨
真亜子
カメムシとお見合いしてる秋日和
木天麦青
お土産にご機嫌詰めて酒詰めて
生田土竜
終活を急かせるように歯が抜ける
開催日 １２月 １２日（水）13：30～
宿 題 「 テスト 」「 時 」・自由吟

１／４

１／５
ゲストのカノンさんの澄んだ天使の
歌声に会場中が癒やされました。

事務室＜閉室＞

寺子屋川柳会
句会

１／３

✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫
【集合時間】 ９：００ 【集合場所】 上北条公民館玄関前
あっという間に１２月です。今年の秋は寒い日が続きましたね。
みぞれが降った日もありました。これから､雪が降る季節ですが外が
歩けない日は公民館の中で歩きます。晴れた日はいつもどおり外を
歩きます。貸しポールがありますので気軽に参加してみてください。
（室内の場合、上履きをご持参ください。）

１１月２３日（金）､２４日（土）､２５日（日）
今年は”あかり”をテーマにした和紙や陶器の作品が出展され、視聴覚室がいつもの会議室とは違い幻想的な雰囲気
につつまれました。

主催/上北条ゴルフクラブ

秋晴れの中でのプレーは最高でした
平成30年度第２回上北条ゴルフコンペを１０月２２日（月）に
２１名が参加し秋晴れの奥津ゴルフクラブで開催しました。
皆さんが和やかにそして真剣にプレーを楽しみました。
次回は来年の５月を予定しています。多くの皆さんの参加を
お待ちしております。
今回の成績は以下の通りです。
【優勝】生田正範（大塚）
ｸﾞﾛｽ85 ﾊﾝﾃﾞ14.4 ﾈｯﾄ70.6
【二位】中嶋 悟（下古川）
ｸﾞﾛｽ97 ﾊﾝﾃﾞ22.8 ﾈｯﾄ74.2
【三位】徳田幸男（井手畑）
ｸﾞﾛｽ95 ﾊﾝﾃﾞ20.4 ﾈｯﾄ74.6
【ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ】生田正範（大塚）85

毎年この文化作品展にむけて少しずつ作りためておられる方、そうでない方と様々だと
思いますが、これからも住民の皆さんが「自分の作品を発表できる場」であり、「他の方
の作品を知る場」にもなり、創作活動の意欲が湧くような作品展を開催していきたいと
思います。

今年もJA女性会の皆さんが
朝早くから準備して「おこわ」
を販売してくださいました。

上北条ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ幹事
徳田道政

担当部会の館長会、各教室、団体のみなさん。
準備から当番、片付けまで、おつかれさまでした。

主催/上北条公民館：くらぶ悠・遊・友

主催/スポーツ推進委員＜スポーツ教室＞
共催/上北条公民館

毎年恒例!
手作りのしめ縄で新年を迎えましょう。

１２月２１日(金)
８：３０～１１：３０
【会 場】上北条公民館 【参加費】２００円
【持ち物】横づちをお持ちの方はご持参ください。
（藁打ちに使用）
参加申し込みは、１２/１７（月）までに
上北条公民館 ☎26-1763 まで。

倉吉総合産業高等学校

１１月２１日、２８日（水）

１２月１２日(水)・１２月２６日(水)

開催日のご案内
夏に実施し、好評をいただいた「スポーツ教室」もいよ
いよ練習の成果を発揮する大会が近づいてきました！と、
いうことで、11月にも2回実施。
夜はめっきり寒くなりまし
たが、たくさんの方が参加
してくださいました。子ど
もたちも上手になり大人チ
ームに挑戦しますが、まだ
まだ大人には勝てません。
大人も子どもも楽しんでプ
レーしました。

１２月７日（金）
１３：００～１５：００
今年度最後のくらそうサロンの日です。
毎回、参加される方を想い、どんなことをしたら
良いかを事前学習で考えながら一年間開催してこ
られました。今年度の生徒さんは今回が最後で、
３月には巣立っていきます。
この「くらそうサロン」の関わりで生徒さんたち
は、住民の皆さんからたくさんのことを学びます。
最終日ですが、たくさんの住民の
皆さんに参加していただき、交流
を深めていただけたらと思います。

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座

1月、2月の４回は＜歳末たすけあい募金／
ふれあい給食サービス事業＞のため、負担
金の集金はありません。
－上北条地区社会福祉協議会－ ふれあい給食サービス事業

今月の☆床の間☆
毎月、水墨画同好会のみな
さんの作品を展示していま
す。ぜひご覧ください。
「 早春 」
奥田 昇さん

１１月４日（日）
主催／ゆずりはの会
上北条中の子どもたちが待ちに待った「ゲームやろ

第２，第４水曜日

参加者募集！

第1回

うゼ！in上北条まつり」の日がやってきました☆

急に体調が悪くなったり、ケガをしてしまった時、

上北条ゲームリーダーたちにとっても日頃の成果を

すぐに受診した方がよいの？
普及活動の一環で下記の通り大会を開催します。
たくさんの参加をお待ちしております。

発揮し、来場者に楽しんでもらうための、大事な日
です。
この日のために､事前に役割決めや設置場所の確認
など、シュミレーションをしてのぞみました。
当日も高校生ボランティアとコミュニケーションを

ストラックアウト

とりながら､スムーズな運営で来場者を笑顔にする
ため頑張りました♪
＊市報11月号「月刊くらすけくんNo.76」では､
上北条ゲームリーダーが上北条の自慢を紹介しました。

in文化作品展

舞台の合間にゲーム
コーナーの宣伝をさ
せてもらいました。

【日にち】１２月１８日（火）
【時 間】9:30～11:30
【会 場】上北条公民館
【持ち物】タオル、飲み物
【締 切】１２月４日（火）
申込み先▶上北条公民館（２６－１７６３）
※毎月、第１，３火曜日9:30～11:30に
上北条公民館で活動しています。
大会前でも大歓迎！気軽にご参加ください。

最優秀賞は・・・
小田東自治公民館 小椋康与さん「一瞬ノ出会」でした。

いく？

そんな時、鳥取県に電話で受診が必要かどうか助言
してくれる相談サービスがあるのをご存じですか？

とっとり
おとな救急ダイヤル

とっとり
子ども救急ダイヤル

（概ね15歳以上対象）

（15歳未満対象）

＃７１１９

＃８０００

［平日］ 午後７時～翌日午前８時
［土・日・祝日・年末年始］ 午前８時～翌日午前８時

上北条公民館管理委員会より
看護師さんなどから、受診の

～上北条の風景をきりとろう
４月の公民館だよりから募集を続けていました「上北条フォトコンテスト」の
展示、投票が、上北条文化作品展（11/23､24､25）で行われました。
どの作品も麦が黄金色に輝くステキな作品で、その差はわずかでした。

い
か
な
い
？

必要生など判断の参考とする
１２月

５日（水）１１：００～
倉吉市公民館まつり準備のため
１２月２１日（金）１１：００～
倉吉市公民館研究大会のため
１２月２９日（土）～１月３日（木）
年末年始休みのため
※貸館はできます。申請・貸鍵は早めにお願い申します。

助言をしてくれます。
困った時は、電話相談を
してみてはいかがですか？
※この電話相談は、診療行為、医療行為ではありません。
※相談料は無料ですが、通話料がかかります。
▶詳しくは、鳥取県のホームページで検索してください。

