
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２月 予定 
日 曜日 内容（時間・場所） 

７ 金 ふれあい給食 

８ 土 子どもいきいき大山スキー（１泊２日） 

９ 日 （大山青年の家、だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ） 

１０ 月 民児協定例会（１９：００～） 

１６ 日 レイキと足つぼ教室（10：００～） 

２１ 金 ふれあい給食 

乳幼児クラブ１０：００～上米積児セ 

社協ふれあい会食交流会（１０：００～） 

２７ 木 自治公協議会 館長会（１９：００～） 

ヨーガ教室（10：00～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第３７８号  ２０２０年（令和２年）２月  高城公民館発行 
【所在地】〒６８２－０６４２ 鳥取県倉吉市上福田４８０ 

【開館】平日９：００～１７：００（休日・祝日・盆・年末年始を除く） 【TEL】２８－０９５０ 

【FAX】２８－６０３３ 【E-mail】kotakasi@ncn-k.net 【ＨＰ】http://www.ncn-k.net/kotakasi/ 

１２月末現在 高城地区世帯数…755世帯 高城地区人口…男 952人・女 981人・計 1,933人 

高城地区ソフトバレーボール大会 
期 日 ３月１日（日） 

場 所 久米中学校体育館 

主 催 体育部 

◎抽選会…２月１８日（火）１９：３０～ 

高城公民館 

サ ー ク ル 活 動 予 定 
すぎなの会 ☆毎週水曜日 ＜ふれあいセンター＞ 

はなれ舞  ☆毎週火・木曜日 ＜ふれあいセンター＞ 

ちぎり絵  ☆第１月曜日・毎週金曜日  

＜ふれあいセンター＞     

ひまわり会＜カラオケ＞ ☆毎月２回  

＜ふれあいセンター＞ 

水彩画教室 ☆第２、第４金曜日 ＜高城公民館＞ 

尺八教室 ☆毎月第 2と第４月曜日 ＜高城公民館＞ 

走ろうサークル ☆２月 5日（水）、19日（水） 

＜高城小学校校庭等＞ 

※サークル活動に興味のある方は、高城公民館へお問い 

合わせ下さい。 

明けましておめでとうございます。 
新しい年を迎えますと、私たちは一様に「今年一年いい年でありますように」と「幸」について少し見方を

変えてみては如何でしょうか。「幸せを手に入れるのではなく幸せを感じられる心を手に入れる」そう考える

と、自分次第で何だかこれまで以上に、幸せとの出会いが増えそうな気がいたします。  この度、協議会長を務めさせて頂くことになりました福田義克です。 
御年８０才になります。体力的に不安もありますが、地域の信頼と絆を何より大切に頑張って参りたいと思

います。全国的に自然災害の深刻さが増しております。  本年が災害のない年となることを祈念し、住民の皆様のあたたかいご支援とご協力をお願い致しまして頑張
って参りますので、よろしくお願いいたします。 

高城地区自治公民館協議会 
会長 福田 義克 乳幼児クラブのご案内 

日 時：２月２１日（金）１０：００～１２：００ 

場 所：上米積児童センター 

内 容：なんちゃってハーバリウム作り 

対 象：0～6歳くらいまでの乳幼児とその保護者 

持ち物：子どもさんに必要な物 

参加費：１家庭１作品まで２００円 

申 込：２月１９日（水）までに上米積児童センタ 

ーへ 

定 員：先着２０名 

問合せ：上米積児童センター（２８－３３７０） 

主 催：上米積児童センター・高城公民館 

＊児童センターに遊びに来ませんか？ 

いつでも誰でも利用できます。 

利用時間  ９：００～１７：３０ 

休 館 日 祝祭日・火曜日 

（学校が長期休み中は日曜日） 

高城保育園 わんぱくクラブ ２月予定 
＊ ７日（金） 室内遊び 

＊１１日（火） 休み 

＊１４日（金） 室内遊び 

＊１８日（火） クルクルランド （お店屋さん 

        ごっこです。10時からです。） 

＊２１日（金） 室内遊び 

＊25日（火） 製作（ひなまつり） 

＊28日（金） 休み 

◎戸外あそび…中庭・園庭・テラスでのあそび 

 室内あそび…保育室・遊戯室でのあそび 

◎天候などにより内容を変更することがありま 

す。 

＊室内遊びが戸外遊びになる場合もありますの 

で、防寒具等の準備をお願いします。 

開放日…毎週火・金曜日 

（ただし祝日になる日は休み） 

時 間…午前９時３０分～１１時 

準備物…着替え・タオル・帽子・お茶等の準備を 

お願いします。 

毎回、絵本の貸し出しを行っています。 

保育士による育児相談を行っています。 

お気軽にご相談下さい。 

お問い合わせ…高城保育園（☎２８－２２０２） 

 
自衛消防団 出初式（１月２６日（日）） 

好天のもと、恒例の自衛消防団出初式が高城小学

校にて開催されました。国府川堤防の一斉放水では、

各分団、団員がしっかり連携し、見事な放水を行い

ました。団員は現在 300 名在籍し、地域の安全・

安心に貢献しています。 

 会食交流会の参加者募集！ 
一人暮らしのお年寄り等と地域の方々と会食を通

して交流を深めます。健康についての話を聞いたり、

皆さんとおしゃべりをして、楽しく過ごします。多く

の方の参加を、お待ちしています。 

日 時 ２月２１日（金）１０：００～１２：３０ 

場 所 高城公民館 

内 容 健康管理と介護予防についての話を予定し 

ています。 

対 象 ①福祉協力員見守り対象者 

②給食サービス利用者 

    ③一人暮らし高齢者及びこれに準ずる方 

申 込 ２月１４日（金）までに 

①福祉協力員見守り対象者の方は担当の福 

祉協力員へ 

②給食利用者の方は担当の給食配食ボラン 

ティアへ 

③一人暮らし高齢者及びこれに準ずる方は 

高城公民館へ 

その他 送迎を希望される方は、申し込みの時にお 

知らせ下さい。 

参加費 無料  

 

ヨーガ教室 
「ゆっくりとヨーガでリフレッシュ！」 
日 時：２月２７日（木）10：00～11：00 

場 所：高城公民館 大会議室 

講 師：桑本聡子さん（とても癒されます） 

持ち物：ヨガマット又は、バスタオル、汗拭きタオル、

お茶等の水分補給は各自でご準備ください。 

申し込み：２月２０日（木）１７時までに高城公民館へ 

    ご連絡ください。 

レイキと足つぼ教室 
「心と身体の深呼吸」 
日 時：２月１６日（日）10：00～ 

場 所：高城公民館 大会議室 

講 師：岸田悦子さん（健康管理指導員） 

持ち物：お茶等の水分補給は、各自でご準備ください。 

申し込み：２月１４日（金）１２時までに高城公民館へ

ご連絡ください。 

     

１月 報告 

http://www.ncn-k.net/kotakasi/


                                                                                                                                   
昔の道路は悪路で道巾は狭く、時々息の出来ない程の 

砂ぼこりをあげて車が通るそんな時代。雪が降ると大変。

特に吹雪になると路肩は不明となり危険そのもの。今と

は違い積雪量も多かったと思う。雪の朝には数人の父親

が列を成して、子供の歩幅に合わせ「道踏み」をし、そ

の後に上級生が下級生を中にしての登校。唯ひたすら 

に足跡に従い歩く。降り続く真冬の登校は、踏み固めて

路面のはるか上を歩いていた事でしょう。しかし、積雪

の凍みついた朝の通学は楽しい。何処を歩いてもはまる

ことはなく、銀世界の散歩。早朝から除雪の早い現代、

ありがたい事だと思う。（小谷 政美） 

公民館 敷地内 全面禁煙 

平成３１年１月１日より喫煙場所を廃止し、 

公民館敷地内全面禁煙と致しましたのでご理解

とご協力をお願いします。 

敷地内にタバコの吸い殻が落 

ちていました。タバコのポイ捨 

てはやめましょう！ 

 ご協力をお願いします。 

昭 和  雪 の 通 学 路 
 
令和２年１月１８日現在

令和２年　高城地区各自治公民館関係役員名簿

自治公民館 敬老会世話人 高城まつり世話人 防犯連絡所

＜任期＞ R2.1～R2.12 R2.1～R2.12 R2.4.1～R4.3.31

下米積 隅　万紀夫 田中　健一 矢田　晃二 △ 吉田　博明 米田　顕司 伊木　香代 林本　　勝 福永　敏明 田口　浩一郎

本　郷 野尻　正隆 荒益　盟 渋谷　和夫 ― ― 石田　洋二 尾崎　潤二 石田　洋二

上米積東 □ 藤本　保徳 ◎ 藤本　泰広 岩本　通孝 藤本　啓介 田中　憲孝 藤本　繁典 藤本　泰広 可世木　裕

上米積西 杉根　博文 山下　敬一 野見　武史 ◎ 河田　晃宏 ◎ 山松　義人 菊留　信一 中江　浩二 杉根　博文

若葉１ ◎ 谷本　幸義 竹本　一志 谷本　撤秋 中野　　翔 宮崎　純一 岩本　克彦 岩本　克彦 前田　章子

若葉２ 中江　雅文 谷本　一馬 山田　　学 中野　幸治 田中　時男 松田　英樹 谷本　一馬 中江　雅文

下福田 〇 川上　典孝 大田　慎一 山﨑　晴美 藤井　　寛 井上　慎一 田淵　婦美 田渕　婦美 山﨑　晴美 大田　慎一

昭　和 田中　則義 ― ― 牧野　幸夫 ― ― 田中　　恵 牧野　幸夫 田中　則義

妻ノ神 中田　昭公 ― ― 津村　英人 村上　　豪 ― 中井　三千男 中田　昭公 中井　正直

上福田 ● 福田　義克 ◎ 杉本　貴章 三村　和則 杉本　隆丸 坂口　雅一 ◎ 杉本　洋子 杉本　聖之 三村　和則 福田　義克

勝負谷 〇 中上　秀一 中上　秀一 ― 可世木　重雄 中川　広樹 ― 中川　正一 中川　広樹 中川　正一

今在家 △ 岡本　昭司 渡辺　伸一 ● 中村　博之 山増　立美 市田　良介 市田　知己 岡本　昭司 藤井　英樹 岡本　昭司

旭　原 藤井　　享 ― ― 山崎　勇人 ― ● 岸田　章敬 宮田　弘一郎 宮田　弘一郎 藤井　　享

服　部 石亀　　靖 ◎ 枠島　重信 荒尾　仁志 清水　　浩 田村　大輔 平井　睦美 吉田　知人 垣原　伸悟 田中　彰博

桜 大田　幸人 太田　伸裕 山根　進 ◎ 山根　喜代美 ◎ 松井　秀則 松井　正江 日下部　拓夫 日下部　拓夫 野坂　輝幸

河来見 小谷　伸也 山根　正一 小谷　伸也 ― ― ― 山根　康弘 山根　康弘 小谷　友久

上大立 政田　利昭 政田　喜代人 山根　和彦 照下　　博 福有　　徹 山根　美幸 照下　　崇 照下　　崇 照下　哲雄

大　立 大田　龍良 大田　不二夫 福中　幸人 西村　秀和 ● 大田　　勉　 大田　正美 大田　正美 尾上　清公 大田　泰司

横　手 河野　俊久 ◎ 河野　孝征 河野　幸仁 山増　佐智恵 藤田　賢幸 河野　育美 河野　誠司 河野　誠司 河野　誠司

立　見 山﨑　靖志 山本　茂樹 ◎ 宮本　源一郎 山崎　真由美 ― ― 田中　　誠 山﨑　靖志 山崎　靖志

椋　波 〇 山岡　重隆 竹中　美名男 山部　秀一 ● 武本　直樹 ― ― 河崎　久子 河崎　久子 山部　秀一

般　若 高間　武人 佐伯　秀幸 高間　武人 高間　潔行 ― 佐伯　静子 佐伯　静子 佐伯　秀幸 高間　武人

岡 □ 石田　　均 門脇　　稔 門脇　広一 前田　淳二 朝倉　秀喜 門脇　君枝 門脇　君枝 門脇　君枝 門脇　政実

福　積 ◎ 野田　一臣 小谷　幸敏 阪本　常義 小谷　広之 小谷　博之 西尾　雅美 西尾　雅美 小谷　幸敏 田中　陽司

● 増田　章夫

●長　◎副　○評議員　△会計　□監事　

尾崎　潤二

生活文化部

R2.1～R2.12

体育部

R2.1～R2.12

交通安全部

R2.1～R2.12

土木部

R2.1～R2.12

自衛消防団

R2.1～R2.12

自治公民館長

R2.1～R2.12

公民館研究指定事業 

 Yellowプロジェクト 

高城公民館研究指定事業では、今後の

活動としてこのように予定しています。 

2/16（日）看板づくり（13時 30分～） 

3/15（日）看板設置 

4/ 4（土）視察研修（行先：鹿野町）

みなさまの参加をお待ちしています。 

※3月以降の予定については、追って 

お知らせ致します。 


