
第４０９号 平成２９年２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     成徳写真館 つづき・・

       

  

   

  

  

日 曜 時間 内容

１日 水

  ２日 木

３日 金

４日 土

５日 日

６日 月

７日 火
８：００～

１２：５０～

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

８日 水 １３：３０～ 成徳・明倫ハツラツ教室

９日 木 １０：００～ なごもう会

１０日 金

１１日 土   

１２日 日 １３：００～ 青少年育成鳥取県民大会（アロハホール）

１３日 月

１４日 火 １０：００～ 倉吉市公民館長会

１５日 水

１６日 木 ９：３０～ 倉吉市公民館主事研修会

１７日 金

１８日 土

１９日 日 長谷の観音市

２０日 月 １４：００～
成徳小学校創立記念式及び新東校舎お祝

いの会（成徳小）

２１日 火

８：００～

１２：５０～

１３：３０～

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

鳥取県公民館研究集会（鳥取市）

２２日 水 １３：３０～ 成徳・明倫ハツラツ教室

２３日 木
１０：００～

１９：００～

なごもう会

同和教育指定町・学習会（新町２）

２４日 金

２５日 土 ２０：００～ 住民スポーツの日（ソフトバレー）（東中）

２６日 日

２７日 月

２８日 火 １２：５０～ 学校へ行こう！（成徳小）

・・２月 contents・・★蘇る白亜の殿堂 ～成徳教育の伝承と新しい第一歩～ 新しい校舎への移転にあたって

★賀茂神社節分祭のご案内 ★学校へ行こう！参加者募集・校舎案内図 ★ほけんだより★住民スポーツの日 参加者募集

★図書の寄贈 ★成徳地区自治公民館協議会 役員・自治公民館長紹介 ★成徳写真館 １月の事業より ★２月おもな予定

★自治公協議会２月の予定 ★ ★環境活動 ★ベルマーク

                                打吹山の麓、鮮やかな緑をバックに白亜

の殿堂が純白に輝き、新しい校舎が姿を

現しました。

成徳教育の基本精神「自学・自治・創造」

は、これからの時代を切り開く子どもた

ちを育成する新しい教育の方向にも合

致しております。明治時代から脈々と築

き上げてきた成徳教育は新しい時代の

中でも注目を浴びることと思います。外

観の素晴らしさはもちろんですが、それ

ぞれの教室も時代の変化に対応する環

境になっていることから、児童は新校舎完成の喜びと新たな気持ちで学校生活をおくることに幸せを感じると思い

ます。成徳小学校に対する地域の皆さまの期待や熱い思いに応えるためにも新しい環境にふさわしい教育活動の充

実を図っていきたいと考えます。今後、地域の皆さまに新しい校舎を公開する機会を多くもちたいと思っています。

そのひとつとして平成２９年２月２０日（月）午前９時から１６時まで地域の皆さまに新しい校舎を公開します

ので、ぜひおいでいただきますようご案内いたします。（工事の関係で体育館側からお入りください）

また当日、１４時からは第１４４回成徳小学校創立記念式を予定しています。

校舎周辺の環境整備はこれからですが引き続き成徳小学校の発展にご理解とご支援をお願いいたします。

成徳小学校長 山根弘二

写真は平成２９年１月２１日現在

成徳地区自治公民館協議会 ２月のおもな予定
（１月２７日現在）

文化部長会 ２月１日（水）１９：００～（成徳公）

社会部長会 ２月２日（木）１９：００～（成徳公）

厚生部長会 ２月３日（金）１９：００～（成徳公）

総務部長会 ２月４日（土）１９：００～（成徳公）

消防部長会 ２月７日（火）１９：００～（成徳公）

自治公館長・部長会長会

２月１６日（木）１９：００～（成徳公）

自治公三役会

     ２月２４日（金）１０：００～（成徳公）

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 拡散中・・

冬の寒い時季だからこそと、ボランティアさんが

増えています。 本当にありがたいことです。

コタツに入りながら・・ラジオを聴きながら・・

ベルマークを切ったり、台紙に貼ったり、計算したりといくつ

かの作業がありますが「だんだん慣れて手が早くなっちゃう

わ。もっとない？」と楽しみながら協力していただいています。

「出来たよー！」と公民館に持ってきていただく皆さんの笑顔

がとても素敵ですし、何とも嬉しい瞬間です♡

今後とも皆様のご協力をどうぞよろしくお願いします。

みんなで出来る環境活動
いつも回収にご協力をいただきありがと

うございます。

回収するのはお茶、ジュース等の

ペットボトルのキャップのみです。調味料の中蓋や

ビンの蓋は回収しませんのでご協力ください。

★キャップは必ず洗って乾かしましょう。

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

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・チラシがあります。

ご自由にお持ち帰りください。

蘇る白亜の殿堂 ～成徳教育の伝承と新しい第一歩～

新しい校舎への移転にあたって

スポーツをする中学生親子の料理教室 １月８日開催

保護者には実技指導。講話は親子一緒に聴きました。体を

動かすためのエネルギー源は何か！という食事の基本を

しっかり学びました。

必要なごはんの量を中学生自身が確認！

成徳 YOU 友女性教室 １月１３日開催

言葉のもつ力、音楽の力を改めて考える良い機会でし

た。鳥取中部地震以降、音楽にふれることがなかった

方も多くバイオリンの奏でる音で癒されました。



成徳地区自治公民館協議会 平成２９年度自治公民館長２３名の皆さんです。よろしくお願いします。                   

                                           平成２９年度役員

■会長 斎 木 英 宏（宮川２）

■副会長 高 田 久（研屋町）

■副会長 広 田 秀 紀（大正２）

■会計 脇 坂 幸 司（新町３）

■監事 寺 谷 康 之（東 町）

■監事 葛 尾 泰 男（荒神町）  

  自治公民館長退任により補欠

  選任を行いました。

敬称略

               

  

  

  

                 

               

                

住吉町 桝田久由 宮川２ 斎木英宏 明治町 中原俊輔 新町３ 脇坂幸司

湊 町 倉恒俊一 荒神町 葛尾泰男 明治２ 宮脇久司 魚 町 松尾嘉一

東 町 寺谷康之 堺町１ 松原貞雄 大正町 奥野秀應 東仲町 矢吹泳司

葵 町 濱田洋一 堺町２ 本内俊彦 大正２ 広田秀紀 西仲町 牧田憲明

仲ノ町 亀井 理 堺町３ 牧田英輔 新町１ 安田 収 西 町 桝本宏一

宮川町 小矢野馨 研屋町 高田 久 新町２ 田村喜好

ほけんだより 集団健診のお知らせ 今年度最後の集団健診です。

○日にち・場所：2 月 17 日（金）・保健センター  ○受付時間：午前 8時～午前 10時

○内容・対象者：

特定健診・長寿健診(後期高齢者健診)・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・乳がん検診(視触診＋マンモグ

ラフィ検査)（胃・肺・大腸・乳がん検診は何れも 40歳以上）・子宮がん検診（２０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）

＊必要なもの：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金

＊事前に申込みが必要 ＊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
認知症は物忘れから始まることをご存知ですか？

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。

申し込み・問合せ先 倉吉市保健センター ☎２６－５６７０

学校へ行こう！ ２月からは新校舎（東校舎１階多目的室１）で実施       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。お気軽にどうぞ！ 参加費無料・申込不要

▲２月の開催７日、２１日、２８日（火） ▲時間 １２：５０～１３：４０ ▲場所 成徳小学校東校舎１階多目的室１

     （※１４日は参観日のため開催なし）

１月３０日（月）より東校舎で子どもたちは学校生活を送っていますが、東校舎の外構工事により児童玄関はまだ使

用できません。また、地震により正面玄関が被災しており現在使用できません。

当面の間来校の際は、東校舎給食室ヨコの入り口からお入りください。※市役所側の東門から入る

また、仮校舎解体工事が始まり校地内への自家用車の進入は禁止となります。大型車両の出入り口がありますので事

故のないようご注意ください。工事に伴い、皆様にはご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。

     ※図は校庭側からみた東校舎１階のみを表示しています。

     

田村昭夫さん（宮川町２）

より本１冊の寄贈を受け

ました。

ありがとうございました。

小学校中級向け（福音館書店）

作者は NHK「ダーウインが来た」をはじめ多くの

自然番組の制作に携わってきた方。だれも見たこ

とのない野生動物の世界が紹介されています。

文と写真でモグラの生活をのぞいてみましょう！

～賀茂神社節分祭のご案内～
昨年の鳥取中部地震により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に心より

お見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申

し上げます。賀茂神社も甚大な被害を受けましたが、お正月には多くの方に御参

拝いただき、活気を見せ始めているところです。

さて、冬から春へと季節の節目である節分祭を下記の日程で執り行うこととな

りました。除災招福を願い､皆様、奮って節分祭に御参加くださいますようご案内

申し上げます。

◆日程 平成２９年２月３日（金）◆時間 １９：００～祭典  １９：３０～豆まき

◆場所 賀茂神社 境内                          賀茂神社氏子青年会 柴田剛史

住民スポーツの日参加者募集     主催：学校開放企画運営委員会

住民スポーツを楽しもう！ 申込み不要 参加費無料

いろいろな種目のスポーツを行います。競技経験の有無は問いま

せんのでお気軽にご参加ください。

○ソフトバレーボール
■日時：２月２５日（土）20：00～22：00
■対象：成人   ■場所：東中学校体育館

■指導者：NSC(ソフトバレーボール)の皆さん

■持参：運動の出来る服装、シューズ、飲み物

※車でお越しの方は児童相談所側から進入し、東中旧ホッ

ケー場に停めてください。

学校敷地内は禁煙です。皆がルールを守りましょう。

お知らせ

平成２９年１月４日より臨時職員として松井佐津紀さんに勤務していただいております。

どうぞよろしくお願いします。

倉吉市成徳公民館管理委員会
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成徳写真館 平成２９年１月の事業より

地域活動指導者養成講座を青少協と共催で１月６日に開催。昔のすごろくは今や人生ゲーム。福笑い、お手玉、

囲碁、将棋、けん玉など、どのコーナーも大変盛り上がり、地域の大人と小学生が交流を楽しみました。


