倉吉市・成徳公民館・各団体のおもな予定
日

曜

１日
２日
３日
４日

水
木
金
土

時間

（５月３０日現在）

１９：００～ 玉川を美しくする会第１回理事会
１３：４５～ オカリナ教室①
１９：００～ ファミリーバドミントン教室②（成徳小体育館）

文化部ガーデニング教室 １日（水）14:00～成徳公民館
自治公役員研修会
２５日（土）15:00～成徳公民館

自治公ソフトバレーボール大会開催
５月１５日（日）倉吉市営体育センター
参加７チーム 参加人数７５人

６日 月

８日 水
９日 木
１０日 金
１１日 土
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日

日
月
火
水
木
金
土
日
月

２１日 火
２２日 水
２３日 木
２４日 金
２５日 土
２６日 日
２７日 月
２８日 火
２９日 水
３０日 木

８：００～
１３：１０～
１３：３０～
１９：３０～
１０：００～

ふれあい給食
学校へ行こう！（成徳小）
成徳・明倫ハツラツ教室

か

ん

ぽ

う

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 ・・・

５日 日

７日 火

第４０１号 平成２８年６月１日

自治公民館協議会 ６月のおもな予定

内容

住吉町Ｂ 優勝おめでとう！

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/

東中校区少年少女の集い打合せ会（灘手公）

期待される倉吉のもてなし・・・

なごもう会

外国人観光客も楽しめる環境づくり

１９：００～ ファミリーバドミントン教室③（成徳小体育館）

倉吉市には、毎年多くの観光客が
訪れており、とりわけ、成徳地区
の赤瓦・白壁土蔵群は、年間約 60
万人が訪れる倉吉随一の観光スポ
ットとなっています。
先に開催した「くらよし桜まつり
♪」（４月 16、17 日）でも、初め
て倉吉を訪れた多くの若い世代の
方から「街がきれい」
「また訪れた
い」などの声が非常に多く聞かれ
ました。
市の観光地として誇るこのエリ
アの美観は、何より成徳地区のご
理解とご協力によって保たれてお
り、地区の皆様に深く感謝を申し
上げます。

学校一斉公開
学校一斉公開

９：３０～
１３：４５～
１９：００～
６：５０～
８：００～
１３：１０～
１０：００～
１３：３０～
１０：００～
１０：００～
１０：００～

公民館主事研修会（体育センター）
オカリナ教室②
ファミリーバドミントン教室④（成徳小体育館）

優勝：住吉町Ｂ

２位：湊町

３位：東町

第３回玉川一斉清掃
最後まで熱戦となった
試合でした！

ふれあい給食
学校へ行こう！（成徳小）
第２回成徳 YOU 友女性教室（音読①）
成徳・明倫ハツラツ教室
おしゃべり広場「ぴよぴよ」 親子

de ピラティス

なごもう会
和紙手芸作品展

１０：００～ 和紙手芸作品展
１３：００～ 和紙手芸作品展及び体験教室
１９：００～ ファミリーバドミントン教室⑤（成徳小体育館）

ス ポー ツ教 室が始
まりました。
３ １人 がフ ァミリ
ー バド ミン トンに
夢中～！

１９：００～
８：４０～
１３：１０～
１０：００～
８：００～

せいとく祭第 2 回実行委員会
ふれあい給食研修会（鳥取市）
学校へ行こう！（成徳小）
第２回成徳 YOU 友女性教室（音読②）
成徳地区集団健診

上記の予定は貸館（一般の利用）の予定ではありません。
利用のお申し込みは、成徳公民館にお問い合わせください。
枚数に限りはありますが・・・

5/28 成徳小体育館

みんなで出来る環境活動
ペットボトルのキャップは
公民館でも回収しています。
ご協力をよろしくお願いします。

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

回収についてのお願い

政だより、市社協「しあわせ」のほか、情報提供資料・チラシがあり

①

ますのでお気軽にお立ち寄りください。

公民館のベルマーク運動

切取り、集計ボランティア募集中！

②

さて、近頃「インバウンド」という言葉を新聞、テレビなどでよく見かけませんか？このインバウンドとは、
〝訪日外国人旅行〟という意味で使われています。今、国・地方では地域経済を元気にしようと外国人観光客を
積極的に受け入れる取り組みを進めています。鳥取県でも、この近年で外国人観光客が倍増し、白壁土蔵群を訪
れる外国人観光客を多く見かけるようになりました。県中部圏域の外国人宿泊数は、年間１万８千人（うち韓国
１万１千人、台湾３千５百人）に上ります。今後も外国からのクルーズ船の境港就航が増えることで、外国人観
光客のさらなる増加が見込まれますが、受け入れる地域には課題もあります。外国人に旅行を楽しんでもらうた
めには、観光施設や道標、飲食店での外国語の情報やインターネットへの接続環境などの整備が欠かせません。
また、バスやタクシーの多言語化や利便性を高めることも必要です。文化・生活習慣の違いによる地域住民と外
国人とのトラブルなども起こるかもしれません。大都市だけでなく、日本の原風景を見たいという外国人も多い
といわれています。白壁土蔵群にみられる伝統的建造物や懐かしさを感じる街並みはまさに日本の原風景。
さまざまな課題を解決し、多くの外国人観光客にこの美しい町並みに触れてほしいですね。
倉吉市企画振興部観光交流課

藤井拓也

回収するのはお茶やジュース等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不可

・・６月 contents・・★インバウンドって何？期待される倉吉のもてなし 外国人観光客も楽しめる環境づくり★和紙手芸作

キャップは必ず洗って乾かして持ってきてください。

品展と体験教室開催

参加者募集

★趣味の講座「切り絵体験教室」参加者募集

地域の皆様にはいつもベルマーク収集にご協力をいただき感謝申

使用済小型電子機器等・使用済み天ぷら油の食用廃油

★ 学校へ行こう！参加者募集 ★子育て支援教室「親子 de ピラティス」参加者募集

し上げます。

※設置場所：成徳公民館自転車置き場の横です。

盛況！大人の参加募集★成徳

今後ともご協力をよろしくお願いします。

課長補佐兼 観光振興係長

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

６月は食育月間

YOU 友女性教室

★ナガミヒナゲシのその後

参加者募集

★住民スポーツの日「バレーボール」参加者募集

★きれいな玉川をまもりましょう ★こども食堂大

★各団体の役員改選

★講座の開催予告★６月のおもな予定

★保健だより・成徳地区集団健診のお知らせ
★自治公協議会６月の予定

トバレーボール大会結果★スポーツ教室はじまる！★環境活動リサイクル★ベルマーク収集

★自治公ソフ

和紙手芸

主催：倉吉市成徳公民館

趣味の講座 参加者募集

主催：倉吉市成徳公民館

和紙が花になるなんて・・・ステキです。

和紙手芸作品展と体験教室へどうぞ
６月２３日（木）～２５日（土）開催

無料♡

作品展 ２３日（木）２４日（金）９：００～１７:００
作品展と体験教室 ２５日（土）１２:３０～１５:００

会場：成徳公民館

成徳公民館が青谷町の和紙を使った手芸教室を開催後、和
紙手芸同好会として活動を始めて 12 年。文化展や公民館まつ
りの作品展に出品されるも、独自の作品展は今回が初めてで
す。和紙のもつ素敵な芸術作品をどうぞご覧ください。
また、どこにでも飾れる１輪のカーネーションを作る体験
教室も行います。かんたんに作れるよう下準備がしてありま
すので、お気軽にご参加ください。申込み、持参品不要。
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

スポーツを楽しもう！
６月は・・・・・バレーボール！
毎月「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
む活動を行いますので、お気軽に
ご参加ください。
■日 時：６月１５日（水）20：00～22：00
■場 所：東中学校体育館
■指導者：バレーボール（男子チーム） WoodsCompanyの皆さん
■参加対象：バレーボール経験のある親子、成人男性
■参加費：無料 ■申込み：不要（直接会場にお越しください。）
■持参：運動シューズ、飲み物（用具は主催者が準備します。）
■その他：運動の出来る服装でご参加ください。
子育て支援教室 参加者募集
おしゃべり広場「ぴよぴよ」

主催：倉吉市成徳公民館

毎月１回開催中！６月は２３日（木）
１０：００～１１：３０ 成徳公民館
何かと忙しいママも「わたしの時間」
↑５月の様子
を大事にしたい！エクササイズと楽しいおしゃべりティータイ
ム♡心身ともにリフレッシュしましょう。お気軽にどうぞ！
★申込み不要。お住まいの地区は限定していません。
★指導者：どこの教室でも大人気！ 河本珠紀先生
★参加費：1 回１００円（当日）
★持 参：タオル、飲み物、赤ちゃんのおやつ＆飲み物
毎月第３火曜日は明治町、テラハウスで「 こども食堂」open
子ども 100 円 中高生 200 円 大人 300 円

１８時頃から小学生が多くなっています。
食堂は１ ６時 open なので小さいお子様はお早めにどうぞ！
パズルやお絵かき、宿題の相手をして下さる 大人の参加を募集中！
大人も子どもも 美味しい食事を食べて楽しい時間を過ごしましょう。
主催：倉吉こども食堂テラハウス

いつのまにか夢中になってしまう「切り絵」。
ただ切るだけなのに、その作品はとても芸術的です。
テレビや本でも紹介されている「切り絵」の世界を楽しん
でみませんか。
図柄に合わせて紙を切るので絵心がなくても大丈夫！
今回の教室では初心者向けにハガキサイズの切り絵と幻
想的にシルエットが浮かぶステキなランプを作ります！
男性、女性を問わず楽しめるモノづくりにご参加くださ
い。お申込みは6/22までに成徳公民館へ
教室は全２回の工程です。
①切り絵のプロセスを！
７月２日（土）９：３０～１１：００
②切り絵のランプづくり（円柱型：高さ30㎝、底8.5㎝程度）
７月９日（土）９：３０～１１：３０
■場所：成徳公民館■材料費：1,300円程度
■参加対象：成人（男性の方も大歓迎！）
■指導者：米田美保さん
◆必要な用具は主催者が準備
します。
動物や花など数種類の図柄
からお選びいただけます。

問合せ先：山本 080-5614-3131

第２回成徳 YOU

友女性教室 あなたもご参加を！

「脳に効くってホント？大人の音読教室その効果をためしてガッテン！」参加者募集！
成徳地区にお住いの女性を対象にした音読教室を連続して２回開催します。
記憶力の低下や認知症への不安から新聞などの脳トレクイズなどをされている方が増えているようですが、
おしゃべりとは違い、意識して声を出す、声を出して本を読むという音読は脳に効果的だと提唱されています。
簡単でステキな詩をはじめ、短編、児童書、新聞のコラムなどを楽しみながら読んでいきます。
そして、参加者の年齢層に人気のあるおススメの本を準備しますので借りて帰ることが出来る特典あり！
どなたでも参加できますので、この機会にご参加ください。お待ちしています。
✿日時：①６月２２日（水）②６月２９日（水）１０：００～１１：００ ✿場所：成徳公民館
✿内容：大人の音読（なぜ音読が脳に効果的なのかのお話、音読実技、）
✿講師：前田裕子さん（倉吉市立図書館）✿受講料：無料 ✿教材費：①②をとおして２００円 ✿持参：飲み物
◆参加をご希望の方は 6/17 までに成徳公民館へ

各団体の総会

規約、規程に基づき役員改選が行われました。

成徳地同和教育研究会 （４月２８日総会）
会 長：田村昭夫さん
副会長：田民早苗さん 谷﨑 勉さん
会 計：事務局（倉吉市成徳公民館）
監 事：寺谷康之さん 中村まゆみさん

成徳地区同和教育推進員連絡協議会 （４月２８日総会）

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。
だれでも気軽に参加できます！

▲６月の開催は７日、２１日、２８日（火曜日）
６/14 は参観日のためお休みです。

会 長：田村昭夫さん
副会長：田民早苗さん
会 計：事務局（倉吉市成徳公民館）
監 事：中村まゆみさん 須美峰子さん
任期：平成 28 年４/1～平成 30 年 3/31

▲場所：成徳小学校仮校舎１階▲時間：13：10～13：40
▲参加費：無料 申込不要
皆さんのご参加をお待ちしています。

きれいな玉川を守りましょう
地域の皆さまには当会の活動に対しご理解とご
協力をありがとうございます。当会もこの活動は３０数年が過ぎ
ます。現在玉川には小魚や小鳥などの小動物が生息する姿も見受
けられますが、捨てられるゴミは以前より減少したものの清掃を
行ってもイタチごっこです。
玉川は倉吉市の観光中心地を流れており、この状態では観光客

保健だより
日にち

成徳地区集団健診のお知らせ
６月３０日（木）

場 所
受付時間
がん検診
婦人科検診
特定健診等

成徳公民館
午前８時～１０時
胃・肺・大腸・前立腺・肝炎ウイルス
×
特定・長寿・一般
物忘れタッチパネル相談 〇
その他
※胃検診は定員があります。
※持ち物：各種健診受診券
保険証・自己負担金
申込み・問合せ先

倉吉市保健センター

電話：26-5670

招かざる侵入者に大反響！！
５月号館報「成徳」掲載

ナガミヒナゲシのその後
５月の館報で朱色の花のヒナゲシの怖さを書いたところ早
速皆様から多くの報告をいただきました。
◆きれいな可愛い花なので大事にしていたが問題点を知っ
たのですぐ抜いて始末した！
◆トルコを旅行したとき草原は一面朱色で埋め尽くされて
いた。きれいであるが、異様でもあった。
◆植えてもいないのになぜ咲くのかを知らずにいたので、館
報を読んでびっくりした。これからも教えてほしい。等
外来種の植物が定着すると在来の植物は何らかの影響を必ず
受けます。春の千代川の一面黄色のセイヨウカラシナの菜の
いるオオキンケイギク↓と問題児が一杯です。
（明治町 2 丁目、堺町３丁目 地先の
堤防や郵便局からのマロニエ通り
に多い黄色のキクの仲間です）

成徳地区のナガミヒナゲシも
まだ残っているところもあり
ます。もう種子が発芽できる状
態になっているので、抜いたと
きにはそこに放置しないで可
燃ゴミとともに焼却処分してください。他地区ではまだ関心が
ないようですが、今後も侵入してくると思われますので処分し
ていただくとともに、他地区の方への啓蒙もお願いします。
倉吉博物館専門委員

の日本海新聞掲載記事、住民からの投書をはじめ清浄化への機運

６月は「食育月間」・毎月１９日は「食育の日」です。

が高まるものの、不法投棄を阻止する解決方法に頭を悩ませてい

「食育」に対する関心と知識を高めてもらうことを目的とし

ます。これを受けて、三役会、理事会で協議を進め年２回の啓発

て、6 月は「食育月間」と定められています。食育の一環と

チラシ配布、監視の強化を進めながら県、市の担当課と不法投棄

して倉吉市でも「早寝早起き朝ごはん」を推進しています。
この機会に「食育」について考え、家族一緒に食事をする

玉川が流れる観光地の景観は市民の誇りある財産です。倉吉市

機会をつくる、朝ごはんを食べる、食前食後のあいさつをき

民の一人として成徳地区の皆様、どうかゴミの不法投棄撲滅のご

ちんとするなど、できることから実践してみてはいかがでし

協力をよろしくお願いいたします。

ょうか。

成徳地区玉川を美しくする会

キレイな花だと思っていた

花、今盛りと開花し始めた、環境省から特別指名手配を受けて

に対して不快感を与えるだけです。４月号の館報「成徳」や４/22

の撲滅を目指すことで一致しました。

主催：倉吉市成徳公民館

ココを読まれた人・・誰かから誘われた人・・きっかけは何でもいいんです。

任期：平成 28 年４/1～平成 30 年 3/31

みんなの願いはやっぱり同じ・・
ゴミを捨てないで！

親子 de ピラティス

おかげさまで大盛況！

はじめての「切り絵体験教室」へどうぞ！

公民館研究指定事業

國本洸紀

成徳公民館主催の講座開催予告・・７月
趣味をみつけよう！楽しもうシリーズ
★フラダンス体験教室 次号の館報でお知らせします。
★切り絵教室は 6 月館報で募集を開始しています。
同和教育講座（小学校 PTA,同和教育推進員対象）

