
第431 号 平成３０年１２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 土 13:30 干支切り絵教室 17 月 10:00

10:30

ミノアカ・フラサークル

子どものための人権出前教室人形劇（成徳小）

2 日 18 火 8:00

12:45

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

3 月 19 水 13:30 成徳パットゲームスターの会

4 火 8:00

12:45

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

20 木 9:00 成徳公民館大そうじ

5 水 21 金 13:30 倉吉市公民館研究大会（倉吉交流プラザ）

6 木 9:30 倉吉市公民館まつり作品展示（未来中心） 22 土

7 金 9:30 倉吉市公民館まつり作品展示（未来中心） 23 日    

8 土 9:30

13:00

17:00

倉吉市公民館まつり作品展示（未来中心）

倉吉市公民館まつり舞台発表（未来中心）

住民スポーツ「ファミリーバドミントン」（東中）

24 月

9 日 13:30 福祉協力員等、合同研修会 25 火

10 月 13:00 成徳地区社会福祉協議会理事会 26 水

11 火 10：25 歳末事業「凧づくり」12：45 学校へ行こう！（成徳小） 27 木

12 水 28 金 仕事納め

13 木 10:00 なごもう会 29 土 閉館

14 金 13:30 成徳公民館管理委員会役員会 30 日 閉館

15 土 17:00 ファミリーバドミントンスポーツ教室①（東中） 31 月 閉館

16 日

成徳地区の人口 2,933人（男 1,358人 女 1,575人） 世帯数：1,464世帯

0歳～14 歳：296人 15 歳～64 歳：1,452人 65 歳以上：1,185人〈平成 30 年 10 月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 12 月おもな予定

（11 月 29 日現在）

◆自治公館長会１２月６日 (木）18:30～（松原旅館）

◆自治公三役会１２月１３日（木）10:00～（成徳公民館）

・・１２月 contents・・ ★平成 30 年度（2018）同和教育町内学習会を振り返って ★住民スポーツの日 参加者募集

★ファミリーバドミントン教室 参加者募集 ★パットゲームスター 参加者募集 ★学校へ行こう！ 参加者募集

★ミノアカ・フラサークル、３B 体操教室 参加者募集 ★第 30 回倉吉市公民館まつり ★自治公ペタンク大会 結果報告

★成徳公民館へ樹名板を設置 ★平成３０年度成徳地区緑化推進事業完了 ★成徳健康フェア報告 ★12 月のおもな予定・年末年始

のお知らせ★成徳地区自治公民館協議会 12 月予定 ★大そうじ協力のお願い ★リサイクル・ベルマーク ほか   

今年の町内学習会は、10 月 29 日、西町の学習会をもって無事終了しました。

今年は昨年よりも参加者が微減という結果になり、ちょっと残念な結果となりました。しかしながら学習会運営のため

に懸命に努力された推進員の皆さんには大変お世話になりました。ここで今年度の町内学習会を振り返ってみます。

今年度は魚町と荒神町が推進指定地区（2回の学習会開催、現地研修）として学習会を開催し、身近なテーマで取り組ま

れたように聞いています。

町内学習会は全般に今年度も身近なテーマが視点となり、1番目は昨年同様に「防災と人権」という視点で多くの町内

で取り組まれました。2番目として、「障がい者（発達障がいを含む）、高齢者」を取り上げた町内が多く見られました。

社会的弱者と言われる人たちと一緒にどのような共生社会を築くか、それは「防災と人権」につながります。また「マ

イノリティ（社会的少数者）」の問題に取り組まれた町内もありました。町内学習会始まって以来の新しい視点ではな

かったかと思います。3番目に人権文化センターとの協力が一層進みました。学習会のテーマで困られたときなど色々と

相談され，DVD を見ながら事前学習に取り組まれた町内もあったようです。人権文化センターも積極的に町内学習会に参

加され、参加者の一員として学習会の輪に入られました。4番目に講師の人選に工夫が見られました。成徳地区をはじめ

とした地元の人材を講師として活用されたことや、テーマの工夫が見られ、生活に密着したより身近な学習会になって

きたと思われます。参加者が微減した今年の町内学習会でしたが、「住みよいまちづくり」に生かされつつあるように

感じられました。町内学習会は同和教育推進員だけの学習会ではなく、広く地域住民のための学習会でもあります。

このような姿が来年度以降も継続され、発展することを期待しています。最後となりましたが，同和教育推進員の皆さ

ん、指定町内の荒神町、魚町の皆さん、そして町内学習会にご参加いただいた成徳小学校、東中学校の

先生方、人権文化センターの皆さん、ありがとうございました。成徳地区同和教育研究会会長 田村昭夫

◆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。

◆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

★天ぷら油の食用廃油 ⇒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     

  洗って乾燥をさせてください。

★ベルマーク⇒成徳公民館玄関内

            

平成 30 年度（2018）同和教育町内学習会を振り返って

成徳公民館 大そうじご協力のお願い

12 月 20 日(木)9：00～10：30 今年も公民館の大掃除を行

いますので、地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。

                 成徳公民館管理委員会

◆年末年始閉館 平成 30 年 12 月 29 日～平成 31 年 1 月 3 日

公民館の利用については成徳公民館へお問合せ下さい。

倉吉市成徳公民館管理委員会

12 月・・

公民館の玄関先 クリスマスツリーでおもてなし♡

平成 26 年度の緑の募金事業で植えたゴールドクレスト

が大きくなったので、この度ボランティアの方が植え

替えてくださいました。クリスマスの装飾で植物が見

事に大変身！季節を感じるおもてなしで来館者をお迎

えします。



**9

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。

どなたでも参加できますので、お気軽にどうぞ！

▲１２月の開催 4 日/11 日/18 日（毎週火曜日）

▲時間 １２：４５～１３：２０ 参加費無料申込不要

▲場所 成徳小学校１階 多目的教室

ニュースポーツ    主催：成徳パットゲームスターの会

「パットゲームスター」を楽しもう！
参加：無料 申込み不要 お気軽にご参加ください。

◆１２月１９日（水）１３:３０～１５：３０

◆場所：倉吉市成徳公民館 ２階 大会議室

◆持参：運動シューズ

グラウンド・ゴルフクラブ ※用具は公民館にもあります。

笑顔で楽しく！ ・・参加者募集・・ 申込み不要

フラ（ダンス） ミノアカ・フラサークル 12/17（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：自由ですが、下はスカートが良いです。

３B 体操教室 毎週火曜日  

■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  ◆体験参加は無料

グラウンド・ゴルフのクラブを使

って行うスポーツで屋外とほぼ同

じ距離間でゲームを楽しめます。

ルールはかんたん！

第３０回倉吉市公民館まつり     

主催：倉吉市公民館連絡協議会 倉吉市教育委員会

倉吉市内 13 地区公民館が作品を展示します。

最終日には学習の成果を舞台で発表しますので、各地区公

民館の活動をぜひご覧ください。

★会場：倉吉未来中心 アトリウム・大ホール入場無料

●作品展示 12 月 6 日（木）～12 月 8 日（土）

９:３０～１８:００（12/8 は 16:30 まで）

●舞台発表 12 月 8 日（土）開演１３:００

成徳公民館は「３B体操教室」が発表します！

住民スポーツの日

      ファミリーバドミントン
           参加者募集！

「住民スポーツの日」には、いろいろな

種目のスポーツを楽しむ活動を行いま

す。子どもから大人まで誰でも参加でき

お気軽にご参加ください。

申込み不要。直接会場へお越しください。

◆日時：１２月８日（土）17:00～18：30

◆場所：倉吉市立東中学校体育館 ◆参加費：無料

◆持参：運動の出来る服装、運動シューズ、タオル

飲み物  （用具は主催者が準備します。）

◆指導者：成徳地区スポーツ推進委員

お問合せ先：倉吉市成徳公民館

スポーツ教室 参加者募集中！
主催：成徳地区スポーツ推進委員

○ファミリーバドミントン教室へどうぞ○

平成３０年度のスポーツ教室は「ファミリーバドミントン」

を行います。ただいま、参加者を募集中！ 子どもだけの

参加も出来ますが、親子でスポーツをする時間を楽しんでみ

ませんか。申込書を出してください。

ご参加をお待ちしています！

◆日時：①平成３０年１２月１５日（土）17：00～18：30

②平成３１年 １月１２日（土）17：00～18：30

③平成３１年 １月１９日（土）17：00～18：30

◆場所：倉吉市立東中学校体育館

◆参加費：無料

◆参加対象：小学４年生～６年生児童、保護者

◆持参：運動の出来る服装、運動シューズ、タオル、飲み物

（用具は主催者が準備します。）

◆申込期限：１２月７日(金) 各クラスの先生

◆指導団体：成徳地区スポーツ推進委員
お問合せ先：倉吉市成徳公民館

成徳地区自治公民館協議会 体育部の新事業

ペタンク大会開催 11月4日（日）倉吉市営体育センター

新町１丁目優勝！
優勝：新町１丁目 ２位：宮川２丁目 ３位：葵町

ペタンクってどんなスポーツ？ 鉛のような重いボールを投げて

点を競います。チームワーク抜群の新町1丁目、男性陣が見事に

優勝！みんなでワイワイ・・子どもから高齢者まで幅広い年代

の方が参加され、ペタンクというニュースポーツを楽しむこ

とが出来ました。

成徳地区体育振興会主催の「成徳健康フェア」開催 参加者の健康意識高まる！

測定、体験、試飲、試食・・盛りだくさん！今日からみんなのおなかは絶好腸！

名札をつけたら・・あらステキ♡

成徳公民館の樹木に樹名板を設置
平成 30 年度、鳥取県緑化推進委員会の事業に成徳公民館が樹名板設置の要望をしました。

県産の杉板で作られた樹名板合計 10 枚をいただきました

ので、11 月中旬に設置完了。

樹名板があると、樹木の名前を知ることができ樹木への

愛着が高まります。成徳公民館へご来館の際はぜひ一度

見ていただけると嬉しいです。

成徳地区が花のプランター設置で彩り華やかに！

緑の募金事業 平成３０年度成徳地区緑化推進事業完了成徳地区自治公民館協議会

成徳地区内において自治公民館を中心に11か所でパンジーの花を植えました。また、今年度は研屋町公園の

土壌整備を行い、今後も観光地として町並みを彩る景観の向上に役立てます。

開催時期を早めたこと、さらに好天に恵まれたことで昨年よりも多くの方

にご参加をいただきました。また、念願だった地域の薬局、ヤクルトの参

加協力が得られ、多種多様の充実した内容に成長を感じました。

自分の健康管理は健全な心身をつくる第一歩です。健康チェックを受け

ておられる地域住民の姿から、健康に対する関心の高まりが伺える健康フ

ェアになりました。


