
第４１７号 平成２９年１０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 日 倉吉市議会一般選挙

  ２日 月

３日 火
８：００～

１２：４５～

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

４日 水 １９：００～ せいとく祭全体会

５日 木 １９：３０～ 学校開放企画運営委員会

６日 金

７日 土

８日 日 くらよし女子駅伝・日本海駅伝

９日 月

１０日 火
１２：４５～

１０：００～

学校へ行こう！（成徳小）

地区公民館 館長会（高城公）

１１日 水 １０：００～ フラ（ダンス）体験教室④

１２日 木
１０：００～

１３：３０～

なごもう会

教育委員会 計画訪問

１３日 金 １９：００～ 倉吉都市計画マスタープラン市民説明会

１４日 土

１５日 日 １１：００～ 第 23 回せいとく祭（宮川町観光駐車場）

１６日 月

１７日 火 ８：００～ ふれあい給食

１８日 水 ９：００～ ちりめん干支づくり手芸教室

１９日 木 １０：００～ 第 2 回いきいきシニア・成徳教室

２０日 金 １９：００～ せいとく祭反省会

２１日 土 成徳小音楽会

２２日 日

２３日 月

２４日 火
１２：４５～

１３：３５～

学校へ行こう！

ガリレオ工房・ハロウィン工作（成徳小）

２５日 水 １０：００～ フラ（ダンス）教室⑤   セカンド・スクール

２６日 木 １０：００～ なごもう会         セカンド・スクール

２７日 金 セカンド・スクール

２８日 土 １０：００～ スポーツ講習会（スポセン）  セカンド・スクール

２９日 日

３０日 月

３１日 火
１２：４５～

１３：３０～

学校へ行こう！

成徳地区福祉懇談会

・・１０月 contents・・★鳥取県中部地震から 1 年 ★倉吉市議会議員一般選挙 ★第２回いきいきシニア・成徳教室「高齢者の詐欺被害

防止教室 ★学校へ行こう！ ★和の心講座 ★成徳小学校音楽会 ★保健だより ★ニュースポーツ「パットゲームスター」

★第１８回鳥取県民スポーツレクリエーション祭 成徳公民館３B 体操教室メンバーも参加 ★２９年度同和教育町内学習会 ★成徳写真館

★10月おもな予定 ★ベルマーク★成徳地区自治公民館協議会10月のおもな予定 ★自治公ソフトボール大会結果 ★本の寄贈 ★ペットボトル回収 

                                   

                                       
                         

                   

                   

平成 28 年 10 月 21 日（金）に発生した地震で人命や火災被害は発生しませんでしたが、1万件近い住宅の被害が発生

するとともに、住宅以外でも小屋・蔵・擁壁など、甚大な被害が発生しました。現在、鳥取県中部の市町と鳥取県は共同

で平成 28 年 11 月 2 日に市内の被害状況を撮影した航空写真と区域を定めて平成 29 年 4 月・5月・8月に撮影した航空写

真とを比較し、屋根のブルーシートの数で復旧状況を推測しています。

成徳地区の市役所周辺もその確認区域です。その結果によると 4月が復旧率 29％、5月が 45％、8月が 65％となって

おり徐々に復旧は進んできていますが、まだブルーシートが張ったままのお宅が散見されるのが現状です。

これから自宅の修繕に取りかかる方、既に業者に発注しているが順番待ちの方、修繕の方法等について悩んでおられ

る方など、いろいろだとは思いますが、被災住宅の復旧を支援する「被災者住宅再建支援金」「被災者住宅修繕支援金」

の申請期間が今年の１０月２１日（土）と迫っています。その日までに申請していただかないと、支援金を受け取る権利

が無くなってしまいますので、未申請の方は早期の申請をお願いします。なお、申請をしておけば修繕工事は来年 10 月

21 日までに完了すれば良いのです。詳しくは被災者住宅総合相談窓口（電話 27－0515）へお問い合わせください。

また、10 月 21 日（土）には成徳地区において、鳥取県と中部市町の共催で「鳥取県中部地震１年フォーラム」が開催

されます。鳥取県中部地震から１年となる 10 月 21 日に住民や関係団体が力を合わせて「福興（復興を遂げて福を興す）」

に取り組む気持ちを新たにし、一人ひとりが地域防災についての理解を深めることを目的として開催されるものです。

◆午後 1時 20 分～ 緑の彫刻プロムナード公園「福興記念式典」（鳥取県知事・倉吉市長も参加）

◆午後 2時 30 分～ 成徳小学校体育館 「講演会（鳥取大学の柗見教授）とパネルディスカッション」

多数のご参加をいただき、成徳地区の福興に向けた意識を盛り上げて行きましょう。倉吉市役所 防災安全課長 吉川仁彦

成徳地区自治公民館協議会１０月のおもな予定

（9 月 28 日現在）

◆館長会 １０月２４日（火）19:00～（成徳公民館）

◆文化部長会１０月２７日（金）19:00～（成徳公民館）

◆自治公グラウンド・ゴルフ大会

１０月２２日（日）陸上競技場

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。商品の外袋にベルマークを見つけたら✄！

引き続き、皆様の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。

本の寄贈 ありがとうございました

ご厚意に感謝申し上げます。

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で読んでみてください。

使用済み小型電子機器等

使用済み天ぷら油の食用廃油

鳥取県中部地震から 1年

自治公ソフトボール大会・結果について

大会結果に誤りがありました。お詫びして訂正します。

正しくは次のとおりです。         

１位：宮川町自治公民館

２位：堺町３丁目自治公民館

３位：新町１丁目自治公民館・住吉町自治公民館

写真は８月１日現在の航空写真

歴史的名著 初のマンガ化！

自分の生き方を決定でき

るのは、自分だけだ。

吉野源三郎著

マガジンハウス刊

ゲイでＢＬ漫画家のうさき

こうが、自身の少年時代の

について紡ぐコミックエッ

セイ。大人にも子どもにも

知ってほしい“ほんとうの

話” うさきこう著

幻冬舎コミックス



               
  

                        

同和教育町内学習会が始まります！ 皆さんが参加をして話し合いましょう

１０月 町名 開始 内容 会場

2 日 月 堺町１ 18:30 防災と人権 社会部長宅

3 日 火 仲ノ町 18:00 DVD 学習「ヒーロー」 仲ノ町自治公民館

5 日 木 明治町 19:00 部落差別解消法について 明治町自治公民館

7 日 土 大正町２ 19:00 外国人の人権 大正町２自治公民館

13 日 金 東仲町 19:00 琉球文化と人権 東仲町自治公民館

14 日 土 魚町 17:00 DVD 学習「人権問題の歴史」 谷本集会所

14 日 土 堺町３ 19:00 DVD 学習「ほんとの空」 堺町３自治公民館

17 日 火 宮川２ 19:00 高齢者の人権 宮川町２自治公民館

17 日 火 大正町 18:00 DVD 学習・高齢者の人権 くらしんうつぶき支店

17 日 火 葵町 19:00 DVD 学習・障がい者の人権 賀茂神社 社務所

18 日 水 西仲町 19:00 DVD 学習「インターネットと人権」 まきた旅館

19 日 木 新町１ 19:00 防災と人権 新町１自治公民館

19 日 木 研屋町 19:00 防災と人権 光明寺 本堂

19 日 木 新町２ 19:00 防災と人権 新町２自治公民館

19 日 木 堺町２ 19:00 防災と人権 堺町２自治公民館

20 日 金 宮川町 19:00 DVD 学習・高齢者の人権 宮川町公会堂

22 日 日 荒神町 10:00 防災と人権 荒神町公民館

22 日 日 西町 17:00 防災と人権 西町公民館

22 日 日 東町 13:30 外国人の人権 東町自治公民館

23 日 月 湊町 19:00 防災と人権 湊町自治公民館

27 日 金 住吉町 19:00 地域の歴史から人権を考える 成徳公民館

31 日 火 新町３ 19:00 高齢者の人権 まちかどステーション

31 日 火 明治町２ 19:00 DVD 学習・高齢者の人権 県営住宅集会所

成徳写真館 平成２９年９月の事業より

第１８回鳥取県民スポーツレクリエーション祭

成徳公民館３B体操教室メンバー

大会に参加

成徳公民館のスポーツ教室から自主活動

に移行して以来、毎週火曜日、３B 体操教室

を行っています。去る９月１６日、鳥取県

民体育館サブアリーナで「スポーツレクリ

エーション祭」が開催され、県内の東部・

中部から約１４０名が参加しました。ウォ

ーミングアップではメンバーチェンジをす

るうちに知らない人とも自然ととけ込み、

和気あいあいとした雰囲気から笑顔がこぼ

れ、心も体もほぐれました。

成徳公民館の３B 体操教室から参加した

６人は他５教室３０人と一緒に「ベル・み

んながみんな英雄」(ｂｙ ＡＩ) を練習通り

に堂々と演技されました。「ちょっとぐら

い間違えたって気にしない！」と発表経験

を積むたびに度胸もついてこられました。

本当に頼もしいチームワークです。

「ほかの人たちの発表演技を見るのがとて

も楽しかったし、勉強になりました」とい

った感想もいただきました。あっという間

の二時間でしたが、皆さんが本当によく頑

張られました。これからも楽しく体を動か

して３B 体操を楽しみたいと思います。 

３Ｂ体操指導者 福井留実

発表前の練習風景

東中校区女性連絡会研修交流会

51 人参加！「高齢者のための整理収納術」

～年代に合わせた生活の見直しから～

公民館研究指定事業     主催：倉吉市成徳公民館

第2回「いきいきシニア・成徳教室」生活の安全・安心

「高齢者の詐欺被害防止教室」
絶対だまされない！という人に参加してほしい

１０月１９日（木）１０:００～１２：００

会場：成徳公民館 参加無料

講師：中部消費生活センター相談員

社会問題にもなっている「詐欺」はいろいろな手口があ

ります。最近はその手口も巧妙になっています。

被害者の 7割が高齢者で特殊詐欺の件数は増加中。

活用できる冊子、パンフレットを準備しますので、

10/16（月）までに成徳公民館へ申込みをしてください。

電話番号等は表紙に記載

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！

▲10 月の開催 3 日・10 日・24 日・31 日（毎週火曜日）

            ※17 日は倉吉市連合音楽会のため休み

▲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。

ニュースポーツ           主催：成徳パットゲームスターの会

毎月：第1・第3水曜日の午後は「パットゲームスター」
（10月は・・4日、18日）

年代を問わず、みんなで楽しみましょう！
◆場所：倉吉市成徳公民館 ２階 大会議室

◆参加：無料 申込み不要

◆時間：１３:３０～１５：３０

◆持参：運動シューズ、グラウンド・ゴルフクラブ

     ※用具は公民館でも準備しています。

♪成徳小学校音楽会 ♪

テーマ「伝えよう復興のメロディー成徳の歌声」

♪日時：１０月21 日（土）13:30～16:05（開場 13:10）

♪会場：倉吉未来中心大ホール（入場無料）

◆成徳小学校を応援してくださっている皆様に、歌や演

奏をお届けします。地域の皆様のご来場をお待ちしてい

ます。

クリアコーラス部員募集中 一緒に歌いましょう！

練習日  10 月 5 日・12 日（木）成徳小 西校舎第2 音楽室

10 月 19 日（木）  成徳小  体育館

練習時間：19:30～20:30

当日のみの参加も大歓迎。服装：上は白色、下は黒色

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

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！

１０月は乳がん月間です！乳がん患者は年々増加傾向にあり、日本人女性の１２人に１人が乳がんになるといわれ

ています。しかし、乳がんは早期発見・治療により他のがんに比べて治る可能性が高く、自分で発見できる数少ない

がんのひとつです。検診がない間のセルフチェックが早期発見に非常に重要です。検診に加えて、月１回のセルフチ

ェクを習慣にしましょう。また異常がみられた際は、速やかに乳房疾患を専門とする医療機関を受診しましょう。

グラウンド・ゴルフのクラ

ブを使って行うスポーツで

で、屋外とほぼ同じ距離間

でゲームを楽しめます。ル

ールはかんたん。誰でも楽

しめますのでお気軽にご参

加ください。

和の心講座 参加者募集！   主催：倉吉市成徳公民館   

成徳地区文化展において、日本の伝統文化に触れる講座を開催

します！（申込み不要・参加費無料）

とき：１１月４日（土）

会場：倉吉市成徳公民館

◆日本の伝統音楽

「雅楽：笙
しょう

の演奏・講演雅楽を起源とする身近な言葉」
時間：10：00～10：40  

講師：小林 圭子さん（奈良
な ら

春日
か す が

大社
たいしゃ

南都
な ん と

楽所
が く そ

楽生
がくしょう

）

◆日本の伝統芸能

「落語」演目：西行
さいぎょう

、西行
さいぎょう

鼓ヶ滝
つつみがたき

時間： 11：00～11：30 

講師：流亭
りゅうてい

こみさおさん  お気軽にご参加ください。

保健センター集団健診のお知らせ

◆日程：10 月 30日（月）

◆会場：保健センター

◆受付：8:00～10:00

☆健康診査、がん検診、もの忘れ健診、

☆胃・子宮・乳がん検診は予約が必要

詳細は「倉吉市健康診査の手引き」をご覧

ください。倉吉市保健センター℡26-5670

いきいきシニア・成徳教室スタート！

◆詐欺だ！と見抜いたのに警察官を装った人にお金を渡し

て結局だまされた。

◆今日中に手続きが必要だと言われて焦り、だまされる。

具体的な事例を話していただきます。

巧妙な手口を知ってトラブルを防ぎましょう！

青少協小中 PTA 役員を対象に指導者研修会


