
第 444 号 令和２年１月１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

○開館：月～金 9：00～17：00（祝祭日を除く）

                                    公民館の利用：（9：00～22：00）

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net  ○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/

おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）

日 曜 開始時間 内容 日 曜 開始時間 内容

1 水 元日 17 金

2 木 18 土 土曜授業④

3 金 19 日

4 土 20 月

5 日 21 火 8：00 ふれあい給食（歳末たすけあい募金事業）

6 月 仕事始め 22 水

7 火 8：00

10：00

ふれあい給食（歳末たすけあい募金事業）

地区公民館 館長会(小鴨公)成徳小・東中始業式

23 木 10：00 なごもう会       

8 水 24 金

9 木 10：00 なごもう会 25 土

10 金 26 日

11 土 27 月 10：00 ミノアカ・フラサークル

12 日 28 火 12：45 学校へ行こう！（成徳小）

13 月 成人の日 29 水 19：00 福祉協力員一斉改選に伴う説明会

14 火 12：45 学校へ行こう！（成徳小） 30 木        

15 水 31 金

16 木 9：30 公民館主事研修会

成徳地区の人口 2,855 人（男 1,324 人 女 1,531 人） 世帯数：1,428 世帯

0歳～14 歳：288 人 15 歳～64 歳：1,431 人 65 歳以上：1,136 人〈令和元年 11 月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 1 月おもな予定（12/20 現在）

◆自治公監査会 1月 11日（土）18：00～（扇雀）

◆自治公三役会 1月 21 日（火）10：00～（成徳公民館）

◆自治公館長会 1月 24日（金）18：30～（福助旅館）

    干支とねずみ
2020 年、今年の干支は「子」、ねずみです。干支は本来、十干（甲乙丙丁戊己庚申壬癸）

と、十二支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）を組み合わせたもので、中国から伝わったといいます。その組み合

わせは 60通り。数え歳の 61歳を「還暦」というのは、一巡して生まれ年の干支に戻るからです。

十二支最初のねずみは、小さな体ですばしっこく、賢い動物です。干支にまつわる説話として、「神様が順番

を決める日に、2 番手の牛の背に乗ってやって来た」や、「ねずみに嘘の日にちを教えられたネコは十二支に

入っていない」といった伝承もあり、ずるがしこいイメージも広がっています。ねずみは作物を荒らし、食料

や衣服をかじる、伝染病を媒介する動物として排除される一方で、多産なことから子孫繁栄の象徴であり、神

話や昔話では富をもたらす役割として登場します。倉吉の昔話「ねずみの浄土」は、地中にある浄土と人間界

とを結び、福を授けてくれる動物としてねずみが位置づけられています。騙されて十二支に入れなかったため

に、ネコはねずみを追い掛け回しているといいますが…子年のねずみが無事に今年の福を届けてくれることを

願いましょう。                                 倉吉博物館 関本明子

写真は 12/16 開催 歳末たすけあい募金助成事業「高齢者と小学生の交流事業・凧づくり

・・お気軽にご参加を・・ 申込み不要

    フラ ミノアカ・フラサークル 1/27（月）

■時間：10：00～11：30  ■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：河本高枝さん      ■持参：タオル、飲み物

■参加費：一人１回 500円

■服装：自由 下はスカートが良いです。

リサイクル

ベルマーク ご協力ありがとうございます。

★使用済み小型電子機器（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★天ぷら油の食用廃油（成徳公民館自転車置き場ヨコ）

★ベルマーク（成徳公民館玄関内）

◆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、チラシ等ご自由にお持ち帰りください。

学校へ行こう！    主催：倉吉市成徳公民館

高齢者が小学校で囲碁や将棋、昔あそびを楽しみます。

お気軽にご参加ください。申込不要

▲1 月 14 日/28 日（火曜日）今月は 2回です。

▲時間 12:45～13:20▲場所 成徳小学校１階多目的教室

毎月第 4月曜日は子ども食堂テラハウス

1 月 27 日（月）

会場 成徳公民館【17時～20 時】

子ども 100 円 中高生 200円 大人 500円

ボランティアのみんなは、子どもたちの

「おいしかった～！」が一番嬉しいです。

本の寄贈 ありがとうございます！

★蓮の玉手箱 蓮文化研究会、京都花蓮研究会員 永田迪子

★動物版青春ヒューマンドラマ ビースターズ⑬ 秋田書店 板垣巴留

★ヤンキー君と白杖ガール 2 （株）KADOKAWA うおやま

図書コーナーで自由にご覧ください。

◆成徳公民館ちょこっとミニギャラリー展示

1月からは堺町 3丁目楽喜サロンの皆さんが、いきいきサロン

事業の活動で制作された作品を展示します。

つどう・まなぶ・つなぐ を基本とし、豊かな発想と実のある実践を積み上

げ地域に開かれた公民館活動をより一層充実させたいと思っています。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

倉吉市成徳公民館管理委員会

倉吉市成徳公民館 職員一同

1 月 contents・・★干支とねずみ ★新年挨拶 ★倉吉市成人式 ★第 45 回倉吉市部落解放文化祭 ★第 1 回倉吉市公民館活動展終わる

★保健だより ★こどもキッチンスタジオ 開催予告 ★認定こども園倉吉愛児園 ワークショップ 参加者募集！★黒田多美子さん スポーツ推

進委員 30 年勤続表彰 ★３B 体操教室参加者募集 ３B 体操体験交流会報告 ★玉川の歴史を紐解く（その５）★1 月予定★自治公協議会 1 月の予定

★学校へ行こう！ 参加者募集 ★リサイクル・ベルマーク ★ちょこっとギャラリー作品展示 堺町 3 丁目楽喜サロン ★ミノアカ・フラサークル

参加者募集 ★こども食堂テラハウス ★本の寄贈 ★主食米と手づくり雑巾の寄贈     

主食米と手づくり雑巾の寄贈 ふれあい給食サービス事業へ

今年度も地域福祉の一助にと倉吉市社会福祉協議会が鳥取中央農業

協同組合倉吉市女性会より「白米」「手作り雑巾」の贈呈を受けました。

倉吉市内各地区の社会福祉協議会へ配付されましたので一人暮らし高

齢者等のふれあい給食サービス事業に使わせていただきます。



  

   

            

           

お気軽にご参加を！ ３B 体操教室

見学、体験いつでも大歓迎

1 月 7 日/14 日/21/28 日

（火曜日）

■時間：14：00～15：30

■場所：倉吉市成徳公民館

■講師：福井留実さん   

■持参：シューズ、飲み物

■服装：自由         

玉川の歴史を紐解く・・・（その5）玉川にはまだまだ解明されていないことが多々ある

§伊木長門守忠貞について

伊木氏の元は香川の姓を名乗り先祖は神奈川県（相模国）でくらしていた。その後、愛知県（尾張国）に移り住み香川七右衛門

の子、長兵衛が織田信長に仕えた。織田信長は徳川家康と清洲同盟し、その後、信長が攻め落とそうとしていたのが斎藤氏の稲葉

山城であった。斎藤氏の属城である伊木山城を若干 19 歳の長兵衛が攻め落とし手柄を立てたことにより、信長から伊木を氏とし

長兵衛忠次とせよと賜り、以後、伊木氏は忠次を初代とすることになった。

鳥取藩主池田家と伊木家とは深い関係がある。「備前藩筆頭家老伊木氏と虫明」によると、伊木長門守忠貞が倉吉で行った治水

工事については、長門土手（堤）に尽力を尽くしたとされているが、伊木長門守忠貞が倉吉に赴任したのは元和４年（1618）であ

る。忠貞が生まれた年代は慶長 17年（1612）であり、５歳で倉吉に赴任したことになる。そして、元服は 15 歳の寛永３年（1626）

と記録されている。忠貞は元服するまで三十郎を名乗り元服後は従五位下橘朝臣伊木長門守忠貞に改名した。その６年後の寛永９

年（1632）岡山城主池田忠雄が急死したため、岡山城主の継息である勝五郎（光仲）が家督を相続した。しかし、勝五郎が幼少の

ため幕府から光政と国替えを命ぜられ同年８月に光政は岡山城に入城した。忠貞は光政よりも先に岡山城に入り、光政入城の準備

を行った。光政は城主になると、伊木忠貞に虫明陣屋（岡山県瀬戸内市邑久町虫明）を許可し、備前の海岸警備と山陽道の警備を

命じた。この記録から倉吉を離れ虫明に帰った時期は寛永９年（1632）であり、倉吉に赴任した期間は 15年であった。「備前藩筆

頭家老伊木氏と虫明」によると「倉吉に入った三十郎の第一の仕事は城下町の改修と天神川、小鴨川の堤の改修であった。」と記

載されている。しかし５歳の三十郎にこのような事業が可能ではないことは容易に分かり、忠貞の家臣の中にかなりの技術力や統

制力を持った人物がいたことが考えられる。それを思わせる人物が時の伊木氏仕置家老の伊木半兵衛正春と記されている。この伊

木半兵衛正春という人物は伊木忠次の弟、伊木半兵衛教春の継息正春である。正春は伯父にあたる忠次に預けられていた人物で、

伯父忠次の意にたいして城郭改修、城下町の整備（三木城の城下と思われる）を行った。また、先君、勝入斎信輝（池田勝入斎信

輝）の位牌をまつり、霊を慰め、伊木家の菩提寺と定め、護国山勝入時を建立しています（兵庫県三木市：現在は正入寺となって

いる）。倉吉市仲ノ町にも勝入寺が建てられていることからも長門土手（堤）などは仕置家老伊木半兵衛正春が中心の役割を担っ

ていたと考えられる。しかしながら伊木長門守忠貞の事業内容を示した資料は倉吉市にはほとんど見当たらない。当時の幕府と池

田藩とは微妙な関係（幕府の監視下）にあったため記録を残していないと考えられている。この微妙な関係については「備前藩筆

頭家老伊木氏と虫明」の中で詳しく紹介されている。それは、池田家の中で大事件が起きこのことが幕府に知れると池田家断絶に

値するため、物事をことなく収めたのも伊木半兵衛正春だと伝えられている。

成徳地区玉川を美しくする会 会長 倉恒俊一

保健だより あけましておめでとうございます。

  保健センターからのお知らせです。

事務所が移転します

倉吉市保健センターは令和２年１月６日（月）より第 2 庁

舎に移転し、「健康推進課」として業務を行います。

連絡先も変更となります。

なお、乳幼児健診等は現行のとおり伯耆しあわせの郷で実

施します。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を

お願いいたします。

【令和２年１月６日から】〒682-8633

鳥取県倉吉市堺町二丁目２５３番地１

倉吉市役所 第２庁舎 ２階 健康推進課

電話（０８５８）２７－００３０

FAX（０８５８） ２７－００３２

予告       主催：倉吉市成徳公民館

第4回こどもキッチンスタジオ2月5日（水）午後開催決定

今年度いよいよ最終回！テーマ「レッツチャレンジ！ザ・和菓子」

◆参加対象：学級生

※1月中旬お手紙を出します。 お楽しみに！

認定こども園倉吉愛児園

ワークショップ 参加者募集！

「０．1歳時の発達 おすすめのおもちゃ」

★日時：令和２年１月２３日（木）午前10時から11時30分
※オープンデー

★会場：認定こども園倉吉愛児園 遊戯室

★参加費：無料

★対象者：未就学児とその保護者
（大人のみ 可）

★申込み・問い合わせ

１/15までに認定こども園倉吉愛児園へ

  ℡ 0858-22-3072 FAX 0858-22-3073

    令和 2 年

 

○令和 2 年 1 月 3 日（金）13：30～16：00

○会場：倉吉未来中心 大ホール

○新成人となる人

平成 11 年 4月 2日～平成 12 年 4月 1日までに生まれた人

「故郷～君と出逢い、あなたに学び～」をテーマに実行委員会企画

を考えられているそうです。実行委員長は成徳公民館「ワクワ

ク講座」OB でもある山下颯太さん！ 倉吉市では多くの方々に

新成人を祝福していただきたく、広く参加の呼びかけを行っていま

す。心に残る記念日として、みんなで新成人をお祝いしましょう！

人 権 第 45 回倉吉市部落解放文化祭

～人間解放の文化を創造しよう～

主催：第 45 回倉吉市部落解放文化祭実行委員会

作品展示

日時：令和 2年 2月 7 日（金）～9日(日)9:00～17:00

場所：倉吉未来中心 アトリウム

実践発表の部及び講演会

日時：令和 2年 2月 8 日（土）13：30～16:10

場所：倉吉未来中心 小ホール

オープニング 13:30～中部少年少女合唱団 MIRAI

実践発表 13:55～

「中部地区高等学校同和教育研究会の活動と全国高校生集会で学んだこと」

発表者 中部地区高等学校同和教育研究会（各高等学校生徒）

講 演 会 14:30～

改めて、部落史を学び直す～近代医学の基礎を築いた人々から～

講師：外川正明さん（前 公立鳥取環境大学教授）

ボテ茶サービス 2/8（土）11時～ 未来中心アトリウム

限定 200食 ぜひこの機会に味わってみてください。

12/17 体験交流会を開催しました！・・・団体の活動が充実してきています・・・

３B体操って楽しい～！もう 1回やりた～い！の声が教室内に響き渡りました。

参加してくれた成徳小学校 2年生児童の皆さんから感想をいただきましたので、

一部紹介させていただきます。

黒田多美子さん スポーツ推進委員 30年勤続表彰

おめでとうございます！

この度、令和元年度全国スポーツ推進委員表彰を受賞されまし

た。永い期間、スポーツ推進委員として成徳地区をはじめ倉吉市

の地域スポーツ振興のため多大なるご貢献をいただいておりま

す。全国表彰には鳥取県より 7名。そのうち 3名が倉吉市の女性

スポーツ推進委員（成徳、小鴨、上灘地区）さんだったそうです。

その功績には「感謝」の言葉に尽きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12 月、成徳地区体育振興会の活動として「成徳健康フェア」に

ついての取材を受けました。

市報 1月号 月刊くらすけくん

のページに掲載されますので、

ぜひご覧ください。

第 1回倉吉市公民館活動展終わる・・・

多くの皆さんに学習成果を見ていただきました。成徳公民館は、

子どもから高齢者まで幅広い年代層の活動があり素晴らしいとの

評価をいただきました。ありがとうございます。


