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しあわせいっぱい ふるさと上北条

FAX （0858）26-3515

上北条の人口 2,476人（2,462人）

E-mail kokamiho@ncn-k.net

火
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なごもう会

ふれあい給食の日 水墨画教室13:30

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

くらぶ悠遊友定例会9:30

定期館長会19:00

寺子屋川柳教室13:30

グラウンドゴルフ大会運営委員会19:00 地区学校開放企画委員会１９：００

11

パッチワーク教室13:30 民生児童委員定例会９：３０

男 1,160人／女 1,316人

開館 月～金 9：00～17：00

14歳未満 347人／65歳以上 772人

（祝祭日・盆・年末年始を除く）

世帯数 1,007 （1,004）

公民館の利用 9：00～22：00

地区食生活改善推進員会総会10:00

第３７４号

＜平成31年3月末現在＞

地区青少年育成協議会総会19:00

主催／倉吉市：上北条地区自治公民館協議会

笑顔ピカピカあいさつ運動 ５／７～５／１０
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シルエットアート教室10:00

みらい塾10:00

主事研修会（社公）

４月２１日（日）

18

ジャズ体操同好会13:30 いきいき健康クラブ13:30
地区社会福祉協議会総会13:30 県公連総会（まなびタウン）

春の全国交通安全運動 ５／１１～５／２０
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民踊教室13:30

なごもう会

ふれあい給食の日 水墨画教室13:30

23

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

24

25

パッチワーク教室13：30

今年度も、とってもよく晴れた一日となりました。

百八会13:30

みなさん、お日様に負けない笑顔で楽しんでおられました。

手芸教室13:30
助六会18:00
地区公館長会（市役所）
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30

民踊教室13:30

シルエットアート教室10:00 いきいき健康クラブ13:30

31

6／１
市公連県外研修

ジャズ体操同好会13:30

６／２

６／３

６／４

６／５

なごもう会

平成３１年４月３日

宿題 「 光る 」「 ブレーキ 」・自由吟
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ピカピカは一年生とランドセル
ピカピカの自転車漕いで春の道
ウグイスに誘われ春の山光る
場所毎に小兵が光る大相撲
腰痛めロボットで無い自分知る
老いた身は感覚鈍り踏み違え
日頃から訓練がいる 1･1･9
ブレーキをちょっと踏み過ぎ運逃がす
酒飲みにブレーキかける腕をもつ
ブレーキのかけ方上手い妻がいる
家族でもルールを守る車間距離
風呂上がり光る頭へ育毛剤

６／７

上北条地区の敬老者は、

ペタンク大会運営委員会19:00

寺子屋川柳会
句会

６／６

紫陽花
ひーる行灯
木天麦青
居酒屋てつ
小夜
山崎夢太郎
くにあき
生田土竜
吉田日南子
奨
真亜子
山本旅人

川柳は、笑いと集中力で頭の体操になります。
元気も沸いてきます。初めての方もどうぞ。

今月の開催日
► ５月18日（水）13：30～「 弁解 」｢ 掘る ｣・自由吟

４２３人

✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫
【集合時間】 ９：００ 【集合場所】 上北条公民館玄関前
花冷えで肌寒い日が続きましたね。そんな日もしっかりウォーキ
ングすると身体がポカポカしてきます。
みんなで、楽しくおしゃべりしながら上北条を歩きませんか。
貸しポールがありますので、初心者の方も大歓迎です。

（男162人・女261人）
内、新会員数は、
３６人
（男14人・女22人）です。
当日の参加者は、

主催／上北条ゴルフクラブ

１４２人でした。
※当日欠席を含む

令和元年となっての第１回上北条ゴルフコンペを、下
記の日程で開催します。初心者の方も十分楽しめます
ので、多くの皆様と共に楽しい一日を過ごしませんか。５
月のさわやかな天候のもと、豪快なショットを味わいま
しょう。
皆様のご参加をお待ちしています。

【期 日】 令和元年５月３０日（木）
【会 場】 奥津ゴルフ倶楽部
【申込先】 ・生田正範（090-6405-1992）
・徳田政道（090-1189-9350）
・伊垢離功（090-5376-5188）
【締 切】 ５月１３日(月)上記のいずれかへ
※詳細については、参加者決定後に
別途お知らせします。
代表 生田正範

今年度の慰安演芸は、上北条保育園きりん組、ジャズ体操同好会、
民踊教室、小田おどり同好会たんぽぽ、いきいき健康クラブ、小
鹿ふるさと会の、みなさんがステージを飾ってくださいました。
ありがとうございました。
演芸はもちろんですが、社会文化部長さんと
女性のつどいさんの、一人一人への細やかな
気遣いの接待も、参加者のみなさんを笑顔に
されました。
運営委員の社会文化部長、女性のつどいのみなさん。お疲れさまでした。

主催/上北条みらい塾

４月９日（火）

上北条地区民生児童委員協議会より

4月のテーマは、「地域の環境問題を語る」でした。
【お話し】鳥取県生活環境部 環境立県推進課
次世代エネルギー推進室 課長補佐

６月は高齢者世帯実態調査に伺います。
岩成☆安雄さん

令和元年６月１日より市役所の長寿社会課
に依頼され、高齢者実態調査が始まります。
各地区の民生児童委員が皆様のお宅にお
うかがいします。
おいそがしいと思いますが、
ご協力よろしくお願いします。

再生可能エネルギー導入に関し、鳥取県の状況、そのメリットや環境への影響、今
後の施策の方向性などについて簡単な説明を聞いた後、私たちの暮らす上北条地区で
の話題に移りました。公の施設での電力自給（太陽光発電）を進めていくと良いので
はないか、上北条は地形的特徴（高低差小）から水力は難しい、太陽光パネルも産業
廃棄物となってしまうので今後の処理はどうしていくの？など、たくさんの意見が交
わされました。近年、太陽光発電のためのパネル設置を多く目にするようになりまし
たが、上北条では産業としての農業を守る為、水害から地域を守る為にも農地は農地
として守って行くことが大切だとの認識を深めました。

※第4回「上北条みらい塾」は、

5月15日（水）10:00～11:30（上北条公民館）

参加は自由となって
おりますので当日
お越しください。

※テーマ 「子育てと地域の応援策」～格差社会と負の連鎖～
※上北条地区担当集落支援員 角田広己さんのお話しを聞いた後、
意見交換をします。
【問い合わせ先】上北条公民館（26-1763）

平成31年4月9日（火）、平成最後の小学校の
入学式に、民生児童委員から交通安全の願い
をこめた黄色のランドセルカバーを元気いっ
ぱいの新１年生２７名にプレゼントしました。

第２，第４水曜日
－上北条地区社会福祉協議会－ ふれあい給食サービス事業

今月の☆床の間☆
毎月、水墨画教室(東雲会)の
みなさんの作品を展示してい
ます。ぜひご覧ください。
「 雷鳴 」
奥村恭子さん

上北条水墨画教室（東雲会）より

私達東雲会のメンバー５名は、山﨑雲外先生の指導
の元、月２回楽しく仲良く、水墨画を学び励んでいます。

主催/上北条公民館陶芸クラブ
私たちと一緒に〝陶芸〟にふれてみませんか。
初心者の方の受講も大歓迎です。希望される
方は上北条公民館へお申し込みください。

陶芸教室（2期）

［作陶］
■日にち ①5/30 ②6/6 ③6/13 ④6/20（いずれも木曜日）
■時 間 13:00～17:00
■場 所 伯耆しあわせの郷陶芸工房
■参加費 実費（教室使用料500円程度、土代100円/㎏、焼成代）
■講 師 山本 悠さん
■募集人員 10名程度（定員になり次第締め切ります。）
■準備する物 エプロン、タオル、板、ビニール袋、布きれ
［素焼き・釉薬かけ］ 7/4（木） ［本焼き窯出し］7/11（木）
※ここから作業場所は, 山本先生宅になります。
☆申し込み、お問い合わせは上北条公民館まで。（tel 26－1763）

※日曜日は16:30まで

主催/上北条地区自治公民館協議会より

※月曜定休

主催/上北条地区振興館協議会より
「青少年の森整備」を今年度も行います。
今後の事業内容及び日程が決まりましたらお知らせ
しますので、皆様のご協力をお願いします。

H３１．４．１から上北条地区に配置され
活動されている倉吉市集落支援員さん
をご紹介します。

主催/上北条住民体力づくり振興会
共催/上北条地区自治公民館協議会・上北条公民館

主催/上北条地区青少年育成協議会
上北条住民みんなで取り組む

５月８日(水)・５月２２日(水)

※詳しくは別紙にて配布してありますチラシをご覧ください。

笑顔ピカピカあいさつ運動

実施期間：５月７日(火)～５月１０日(金)
実施時間：７時３０分から８時頃まで

期間中は地域のみなさまから、小中学生・高校生へ明るく
さわやかなあいさつや声かけをお願いいたします。

はじめまして。この度上北条地区の
集落支援員になりました角田広己です。
空き家、高齢化、防災など地域の課題は様々
あると思います。今後は皆さんのご意見をう
かがいながら、皆さんと共に課題解決へ向け
て取り組んでいきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

お問合せは、上北条公民館まで ＴＥＬ ２６－１７６３

倉吉市上北条公民館管理委員会より、敷地内全面禁煙について再度のお願い
公民館だより４月号で協力のお願いをしましたが、これまでの短い間にも数本の吸い殻が見つかり非常に残念に
思っております。
また、公民館敷地内全面禁煙に協力していただくために敷地外で喫煙されますときには、ポケット吸い殻入れを携
帯していただきポイ捨てをされないようにしてください。皆様のご協力を再度お願いします。

倉吉市集落支援員とは？
地域や集落の課題を把握し、課題解決に向けた話し合いを
コーディネートしながら、地域の実情に対応した集落の維持
及び活性化対策を支援する人です。
上北条地区では公民館の事務室の一角を借りて活動さ
れます。地域で見かけられた時は、ぜひ、声をかけてみて
ください。

上北条地区でもグラウンドゴルフは馴染み深いスポーツで､長年
自治公民館単位でも親睦会などで活用されています。
地区の各スポーツ大会は、「住民の交流の場」でもあります。
初心者でも、運動が苦手な方でも楽しくやってみましょう☆
詳細は、各自治公民館グラウンドゴルフ大会
運営委員さんにお問い合わせください。
※グラウンドゴルフ大会運営委員会 ５月９日（木）19:00～

