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デジカメ講座～撮影編～
デジカメにはたくさんの機能があることを

１０月１日（土）13：30～

日

時

場

所 上小鴨公民館

講

師 徳吉雅人さん（明倫地区公民館長）

ご存知ですか？

内

容 撮影についての基本的なお話

ただ撮っているだけじゃもったいない！

持ち物 デジタルカメラ、取扱説明書（ﾃﾞｼﾞｶﾒ）

撮影方法を学んで使いこなそう！

デジカメで撮った写真を数枚
募集人数 10 人程度

主催

上小鴨公民館

申込み 上小鴨公民館 ℡28-0953（9/26〆切）

和紙の花～カサブランカをつくろう～
今年度は、和紙をちぎった時にできる「毛羽立ち」を活かした華やかな
“カサブランカの花”を作ります。
部屋飾りにもステキな「和紙の花」の仕上がりをお楽しみください。
皆様のご参加をお待ちしています。
日

時 １０月１４日（金）13：30～15：30

場 所 上小鴨公民館

講

師 前田孝子さん

募集人数 15 人

（立体ちぎり絵作家・ひおき夢折工房代表）

作品のイメージ

参加費 1,000 円（材料代）

申込・問合せ 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切 9/30）

主催

上小鴨公民館

上小鴨地区 ふれあい運動会

９月１８日（日）雨天順延はありません

期

日

時

間 開会式

９：００

閉会式 １２：３０予定
場

【平成 28 年熊本地震の義援金のお願い】
募金箱を本部テントに設置しますので、
ご協力よろしくお願いします。

所 上小鴨小学校グラウンド

駐車場 安泰ソーイングおよびグラウンドの一部の２カ所です。
＊プログラムは後日全戸配布します。

共催

上小鴨自治公民館協議会
上小鴨地域つくり協議会

＊小学校の敷地内は禁煙です。
喫煙場所を設けますので、ご協力お願いします。

《中学生が地区運動会で係員としてがんばります！》
上小鴨地区の中学生が、
「自分たちも地域の一員として自覚し出番を作る！」ということを目的に、平
成１９年度から運動会では係員として、あたご文化祭でも協力するなどの活動に取り組んでいます。今年
も８月 19 日に 38 人が集まり、役割を決めました。頼もしく成長した中学生の活躍にご期待ください！

上小鴨地区

教育を考える会

テーマ「読み聞かせを通して、子育てについて考えよう」
大人だって朗読を聞いたり読み聞かせをしてもらった
りすることは楽しいことです。新藤ゆかりさんのパワー
あふれる講演をお聞きいただき、心豊かな子どもを育て

歌あり！
語りあり！
読み聞かせあり！の楽しい講演です♪

るために、地域や家庭でできることを考えてみましょう。
日

時 ９月９日（金）１９：３０～２１：１５

場

所 上小鴨公民館

講

師 新藤ゆかりさん（マルチパフォーマー）

内

容 ①講演「いいかげんがいいかげん」

ぜひご参加下さい。

主催：教育を考える会実行委員会

②分散会

上小鴨地区 福祉懇談会
日

時 １０月７日（金）１９：３０～２１：００

＊出席予定者＊

場

所 上小鴨公民館

倉吉市社会福祉協議会、倉吉市福祉保健部、

＊福祉に関心のある方、福祉に関する要望、

かもがわ地域包括支援センター職員

疑問等をお持ちの方、どなたでも参加できます。

主催：倉吉市社会福祉協議会

上小鴨村の歴史～上小鴨村役場資料より⑥～
小学校体育館に、巡回映画を観に行ったことを覚えていますか？
戦後復興に努力しながら今日のようにテレビはなく、映画館へ行くのも不便なとき、娯楽のひとつは巡
回映画で、５円を持って小学校の体育館へ行ったことを覚えておられますか？鞍馬天狗の登場に拍手し
たり、母物に涙したり・・・いろいろ思い出すことはありませんか？

昭和２６年１１月５日村議会議案第９２号

映画上映に関する取締条例制定の件

第１条（目的）
この条例は、消防法（中略）の規定に基づき、映写室のない場所で公衆（学校、工場、寺の多人数
を含む）の観覧に供する目的をもって、緩燃性でない映画を上映しようとする場合について、届出そ
の他防災上必要な事項を定めることを目的とする。
第５条（注意事項）
・・・１４項目あり、例として
・映写機が極度に過熱する場合は、必ず一時その操作を中止し、その安全性を確認すること。
・映写機にフィルムを装填するときは、必ず光源を切ること。
・映写機にかけたフィルムは、その上下ともに金属製ドラムに収めること。
・収容定員を超えて収容しないようにすること。

秋の全国交通安全運動

９月２１日（水）～９月３０日（金）
スローガン「つくろうよ

事故なし 笑顔の鳥取県」

主な事業報告
◎水辺の楽校がきれいになりました（7/31）
早朝より老人クラブおよび自治公の皆さんが草刈り作業を行いました。
ありがとうございました。気持ちよく利用できます。（参加者 53 人）

作業後はとてもきれいになりました。

◎クラフト講座（8/17）
講師にレクリェーションコーディ
ネーターの藤原光代さんをお迎えし、
春夏バージョンに引続き、今回は秋
「十五夜」と、冬「クリスマス」をテ
ーマに作品を作りました。これからの
季節にピッタリ！参加者は和気あい

ステキな作品が
出来上がりました。

あいと楽しみながら作品を仕上げま
した。
（参加者 11 人）

◎読み聞かせを開きました（8/18）
学童クラブにて、読み聞かせボランティア「そよ風」の
メンバーによるおはなし会を開きました。
子どもたちは、可愛い動物の着ぐるみを着た
「そよ風」さんと一緒に、読み聞かせや歌、体操などで
楽しい時間を過ごしました。（参加者 22 人）
興味津々でお話を聞く子どもたち

《上小鴨更生保護女性会よりお礼》
館報７月号で、社会を明るくする運動の一環として「愛の灯募金」のお願いをしましたところ、趣旨を
ご理解頂き、１２２，５８０円の募金が集まりました。ご協力ありがとうございました。
この募金は罪を償って今や更生に努力している人達への支援に当てられるものです。地域の皆様のあた
たかいご厚志がこの人達への一灯になる事を願っています。今後とも、更生保護女性会の活動にご支援、
ご協力をよろしくお願い致します。

支部長 海地桂子

《菅楯彦大賞展 9/10（土）～10/10（月）倉吉博物館で開催》
前売り券（一般４００円）は上小鴨公民館にあります

《訂正とお詫び》
８月号で報告しました、ソフトボール大会の結果に間違いがありました。
正しくは、優勝 上古川

２位 蔵内

３位 生竹、福山

訂正しお詫び申し上げます。

保健だより

９月 行事予定
４日（日）10：00

上公

上古川いきいきサロン

５日（月）19：30

上公

ふれあい運動会第２回実行委員会

６日（火） 9：00

上公

給食サービス事業

上公 自治公

19：30

館長会

７日（水）19：30

上公

会計部・消防部合同部長会

９日（金）10：00

上公

なごもう会

19：30

上公

教育を考える会

19：30
１４日（水）19：30

上公 社会部長会

１５日（木） 9：30

関金公

主事研修会

19：00

上公

交通安全協会大鴨支部講習会

１６日（金） 9：00

鹿野町

倉吉市 館長会

ふれあい運動会

小学校

２０日（火）19：30

上公 あたごハッスル隊定例会

２５日（日）

倉吉市はがん検診（主に 40 歳以上が対象）の

今や日本人の２人に１人はがんにかかり、３人

特に中部は胃がんの死亡率が高い現状がありま

る時こそ、検診を受けて体をチェックする習慣を

１８日（日） 9：00

２４日（土）19：30

一緒に がん検診」です。

す。
「自分は大丈夫」と過信せず、健康と感じてい

上公 あたご文化祭企画委員会

２３日（金）10：00 上公

今年のがん征圧スローガンは「大切な あなたと

に１人はがんで命を落としています。

上公 学校体育施設開放運営委員会

19：30

～年に１回はがん検診を受けよう～

受診率が県内でも低い状況にあります。

上公 民児協定例会

１３日（火）19：30

９月はがん征圧月間です

つけましょう。
40 歳～84 歳の方には、4 月下旬にがん検診受
診券を送付しています。市のがん検診は自費で受
けられるより安く、年齢等によっては無料の方も
ありますので、お手元の受診券をご確認ください。

なごもう会

上公 土木交通部長会

倉吉保健センター ℡26-5670

9：00 上公 給食サービス事業

２６日（月） ９：30 上公 館報編集専門委員会
３０日（金）13：30

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」

上公 老人クラブ役員会
１日、８日、１５日、２９日(木)

公民館教室

10：00～11：30

上小鴨小学校 ９月行事予定

スポーツ教室「スポーツ吹矢」
（小学校体育館）
１日、８日、１５日、２２日（木）19：30～

環境講座(廃油せっけん作り)

３日（土）

防災体験講座

３日（土）13：30～

筆文字講座

9：00～

13 日（火）10：00～

７日（水）～９日（金）
船上山宿泊学習（５年生）
１２日（月）避難訓練
１６日（金）参観日、給食試食会
２９日（木）中部陸上大会

同
ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

好

会

１日、８日、２２日（木）20：00～

切り絵

第２水曜日

13：30～

絵手紙

第４火曜日

13：30～

囲

毎週金曜日

19：３0～

第２、３、４水曜日

19：45～

碁

カラオケ
グラウンドゴルフ
上小鴨公民館芝広場

上小鴨保育園

９月のオープンデー

１日、８日、１５日、２９日（木）です。
天気の良い日は外に出て遊びます。
まだまだ暑い日が続きますので、帽子、着替え、

毎週月曜日

８：０0～

上小鴨健康広場(保育園跡地) 毎週水・金曜日 ８：０0～

お茶を持って来てくださいね。

