おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）

日

月

第 424 号 平成３０年 5 月１日

火

水

木

金

土

1

2

3 憲法記念日

4 みどりの日

5 こどもの日

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

8:00～

○開館：月〰金 9：00〰17：00（祝祭日を除く）

ふれあい給食

6

7

8

公民館の利用：
（9：00〰22：00）

9

10

11

12

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net

○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/

10:00～

12:45～成徳小
学校へ行こう！

成徳地区の人口 2,955 人（男 1,374 人 女 1,581 人） 世帯数：1,465 世帯

なごもう会

14 歳未満：305 人

14:00～３B 体操

15 歳～64 歳：1,492 人

65 歳以上：1,158 人 〈平成 30 年 3 月末現在〉

19:00～地区同研総会
20:00～地区同推総会

13

14

15

16

8:00～ふれあい給食

13:30～琴浦町

12:45～成徳小

鳥取県公民館連合会総会

学校へ行こう！

20

21

6:50～

17

19:30～

14:00～３B 体操

22

23

24

25

ピンポン教室①

自治公民館長を仰せつかったことで、大変多くの経験をさせて頂

この度、成徳公民館管理委員長を引き継ぐこ

19:00～地区社会福

きました。忙しさの中に充実していました。自治公民館長として

とになりました。どうぞよろしくお願いいたし

祉協議会総会

地区公民館の活動にも関わってきましたが、平成１０年４月、前

ます。前任の池田宣之委員長には、長年にわた

任の山下慶久さんの後任として公民館管理委員長を引き継ぎま

り成徳地区のためにご尽力をいただき心より感

した。当時の地区公民館長は橋村武房さんでした。地区の管理委

謝申し上げます。本当にご苦労さまでした。

10:00～

9:30～ いきいきシ

フラ♪サークル

ニア・体操教室

19:00 ～ せ い と く

12:45～成徳小

30

31

6月
八頭町

員会が教育委員会へ公民館長を推薦するため、平成１２年度、小

成徳公民館は自治公民館協議会をはじめ関係

10 日（日) 防災講座 成徳公民館

谷次雄館長を推薦したことが管理委員長としての大きな初仕事

諸団体と連携を図り、高齢者教室、スポーツ教

だったと思い出されます。長い間、館長、主事さん達に助けて頂

室、文化活動等、学びの場・交流の場として公

きながらその職を務めてきました。皆様に感謝申し上げます。

民館活動が活発に取り組まれています。成徳地

7 日（木）花 HANA 講座

学校へ行こう！

５月おもな予定 （4 月 26 日現在）

◆館

５月１７日（木）19:00～（成徳公民館）

自治公民館協議会

往復生活で地区の人との関わりは有りませんでした。開業して町
内会の人、成徳地区の皆さんと交流をさせて頂き、平成５年から

29

◆文化部・ガーデニング教室

任することを反省しています。勤務医生活の私は、病院と家との
土曜授業①

なごもう会

５月１０日 (木）19:00～（成徳公民館）

会

26

10:00～

◆社会部長会

長

敬さん

17:00～東中

28

成徳地区自治公民館協議会

池田宣之委員長退任 新管理委員長 津和野

３０年度総会で退任することになりました。特に実績を残さず退

学校へ行こう！

祭実行委員会

新委員長決定

成徳地区の皆さん、この度、成徳公民館管理委員長の職を平成

体育振興会常任委員会

14:00～３B 体操

27

倉吉市成徳公民館管理委員会

19
成徳小学校運動会

12:45～成徳小

玉川一斉清掃②

18

◆三

役

会

５月２９日 (火）10:00～（成徳公民館）

５月３０日 (水）13:00～（成徳公民館）

体育部事業が決定しました

この感謝の気持ちをもって退任することを嬉しく思っていま

区も急速に少子高齢化、世帯数の減少が進んで

す。今後も地域の皆さまに少しでも役立つことが出来ればと思い

いますが、現代的課題、地域課題の解決に向け

つつ日々過ごしていきたいと思います。今後ともよろしくお願い

た「学びの場」として地域住民に親しまれる公

します。

民館活動がスムーズに進むよう、微力ではあり
平成３０年４月２５日 池田宣之

ますが努力したいと思います

津和野

敬

◆６月２４日(日)ソフトボール大会（東中学校グラウンド）◆７月２２日（日）ソフトバレーボール大会（市体育センター）
◆９月１６日(日)成徳地区大運動会（東中学校グラウンド）◆１１月４日（日）ペタンク大会（市体育センター）
開始時間等の詳細は、体育部長会開催後、各町へお知らせします。
館報「成徳」カラー版を成徳公民館窓口に置いています。市報、県政だより、チラシ等情報がたくさん！ ご自由にお持ち帰りください。

成徳公民館

リサイクル回収箱の設置場所

★使用済み小型電子機器等 ★使用済み天ぷら油の食用廃油

・・５月 contents・・★倉吉市成徳公民館管理委員会 平成 30 年度・新委員長決定 ★倉吉市公民館主事について
★認定こども園倉吉幼稚園

⇒自転車置き場ヨコ

★ペットボトルのキャップ ⇒成徳公民館玄関内
ベルマークを集めています！ ⇒成徳公民館玄関内 皆様のご協力をよろしくお願いします。

新園長就任、倉吉市立東中学校

成講座受講生募集 ★保健だより

う！参加者募集
おもな予定

★成徳地区敬老会

★花 HANA 講座 参加者募集

校長着任

★各団体 役員改選

★食生活改善推進員（ヘルスメイト）養

★成徳エコサポーター登録のお願い★フラ♪サークル参加者募集
★住民スポーツの日 参加者募集

★成徳地区自治公民館協議会５月おもな予定

★学校へ行こ

★講座予告（スポーツ教室・防災講座）★５月

★自治公民館協議会体育部事業

★リサイクル、ベルマーク回収ほか

・・・倉吉市成徳公民館主事について・・・
この度、公民館主事

佐々木周子さんが 4 月 30 日付で退職されました。後任について厳正に選考の結果、前田和枝さん

を採用し、5 月 1 日から勤務をしていただくことになりました。地域の皆様の一層のご支援をどうぞよろしくお願い申
し上げます。

成徳公民館管理委員会

新任ご挨拶

地域の皆様へお願い

平成 30 年度第 65 回 成徳地区

成徳エコサポーター登録
今年度も地域の皆さまのご理解

◎開催日：5 月 13 日（日）会場：グリーンスコーレせきがね

と御協力をいただきながら、エコ

◆今年の演芸 ・・・・・どうぞお楽しみに！・・・・・

活動をすすめたいと思います。各

この度、5 月から成徳公民館主事として勤めさせて頂くことになりました前田和枝と申します。

★三味線演奏と舞踊

4 月までは図書館司書として障がい者サービスなどを担当しておりました。何かと至らぬ所が

★出席者の皆さんによる歌♪自慢「カラオケ」

いるところです。この活動を継続

敬老会の出欠変更、当日の集合時間、集合場所などは

させるためにも、ご理解とご協力

各町の社会部長さんが取りまとめをします。

をどうぞよろしくお願いします。

ありますが、しっかりと仕事を覚え一生懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。
退任ご挨拶
この度、一身上の都合により成徳公民館を退職いたしました。４年間という短い間ではございましたが、在職中は

自治公民館へ登録をお願いして

和バンド因伯音（山内謙一さんほか）

皆さまのご出席を心よりお待ちしています。

倉吉市立成徳小学校

成徳地区自治公民館協議会

地域の皆さまから温かいお言葉やご指導をいただき多くのことを学ばせていただきました。心から感謝し、お礼申
し上げます。最後になりましたが、成徳地区の発展と地域の皆様方のご活躍とご健康をお祈りして略儀ながら書面
にてご挨拶申し上げます。

佐々木

初心者向け「フラ♪サークル」はじめます！

周子

毎月１回 ワンコイン
★認定こども園倉吉幼稚園
園長

新園長就任

規約、規程に基づき役員改選が行われました。

日野彰則さん

★倉吉市立東中学校
教職員人事異動により着任
校長

副会長：倉 恒 俊 一 宮脇恭之助

監事：中村暢仁友

徳岡香介

会長：斎木英宏

緒に囲碁や将棋、昔遊びをして一緒

心地よい音楽♪を聴きながらフラを楽しみましょう

に楽しみます。どなたでもお気軽に

5 月は 28 日（月）

役員任期：１年

監査：寺谷康之

副会長：広田秀紀
葛尾泰男

会長：黒田多美子

成徳地区民生児童委員協議会

宮脇久司

役員任期：２年

監査：広田秀紀

「ランドセルカバー」を贈呈

副会長：針本廣治
升田丈士

玉枝さん、松本直幸さんが代表して新１年生２３名へ贈

委員長：津和野
監

事：國本洸紀

敬

趣味の講座

役員任期：２年

副委員長：小林健治
中川秀樹

小谷 昭

役員任期：２年

敬称略

主催：倉吉市成徳公民館

12：45～13：20

▲場所

成徳小学校１階 多目的教室

第１回

「住民スポーツの日」を設定し、
いろいろな種目のスポーツを楽しむ
活動を行います。
どなたでも参加ОＫ！会場にお越しください！

地域における食生活を中心とした健康上の問題
点や要望に対応した活動をするため、知識や
料理の技術を学びます。（６回の講義と調理実習）

日時：６月７日（木）８:３０～１６:００（予定）

詳細は６月１日号市報に募集記事が掲載されます

行先：八頭町（オズガーデン、竹林公園、大江の郷自然牧場）
内容：ガーデンめぐり、多肉植物寄せ植え教室

４０歳から７４歳までの方を対象に、生活習慣病予防を目的として義務付けられて

主催：学校開放企画運営委員会

ガーデンマスターと歩く八頭町のガーデンめぐり

食生活の普及に関するボランティア活動をしてみませんか。

お問合せ：倉吉市保健センター 電話２６－５６７０

住民スポーツの日

５月は バスケットボール

食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座受講生募集

講師：遠藤佳代子さん、小山由香さん（遠藤農園）
参加費：2,500 円（材料費、昼食代）

日 時：５月２８日（月）20：00～22：00
場 所：倉吉市立東中学校体育館
指導者：睦月クラブの皆さん
持 参：運動のできる服装、運動シューズ、飲
み物（必要な用具は準備します。）
参加費：無料
参加対象：成人。小学生、中学生の場合は保護
者の送迎を参加条件とします。

講座予告

いる健康診査を「特定健診」といいます。平成 20 年度の特定健診開始から 10 年が経過。特定健診を受けられた方を鳥取県内の圏域

交通手段：倉吉市マイクロバス

趣味の園芸４月号、５

別でみると次のような特徴があります。東部圏域では血糖値が高い傾向にあり、西部圏域ではメタボリックシンドローム予備軍が多

募集人数：２０人

月 号 は 公 民 館図 書 コ

い傾向にあります。私たちが暮らす中部圏域では他圏域に比べ、高血圧の方が多い傾向にあります。圏域ごとの食生活・食文化・ラ

お知らせ：ガーデンマスターの遠藤佳代子さんが

ー ナ ー に 置 いて い ま

イフスタイルの特徴が、健診結果に反映されていることが考えられます。この特徴は、鳥取県の圏域ごとの全体的な傾向です。

５月２７日（日）HNK 趣味の園芸の番組に出演！

す。参考にどうぞ！

健診を受けることであなた自身の身体状況・健康状況をチェックしていきましょう。 倉吉市保健センター

▲時間

スポーツを楽しもう！ 参加者募集

✿花 HANA 講座 ✿参加者募集！

りました。

保健だより：特定健診に見る健康課題

29 日（火曜日）

坂本壽久

成徳公民館管理委員会（4 月 25 日総会）

４月８日、成徳小学校入学式後、主任児童委員の井中

▲５月開催日 8 日、15 日、22 日

■時間：10：00～11：30
■場所：成徳公民館 ■講師：河本高枝さん
■持参：タオル、飲み物、動きやすい服装
■参加費：１回 500円（大人のみ）
お申込みは5/25までに成徳公民館へ

成徳地区体育振興会（4 月 23 日総会）

入学おめでとう！

高齢者が小学校へ行き、小学生と一

ご参加ください。申込不要

成徳地区振興協議会（4 月 20 日総会）

寺谷英則さん（鳥取県教育委員会より）

主催：倉吉市成徳公民館

若い世代から高齢者まで誰でも 楽しめるフラは大人気！

成徳地区玉川を美しくする会（4 月 12 日総会）
会長：中川秀樹

学校へ行こう！

◆スポーツ教室

５月２６日（土）～全３回

（楽しいピンポン教室）参加対象：成徳小４年生以上の親子

◆防災講座 ６月１０日（日）
詳細はチラシ、回覧文書をごらんください。

