
今年もあと一か月となりました。お正月に向け

て華やかなお花と共に新年を迎えましょう！ 

皆様の参加をお待ちしています。 

日 時 １２月２９日（木）13：30～15：00 

場 所 上小鴨公民館 

講 師 藤田昭子さん（花こまち） 

材料費 3,000 円（花・花器込） 

持ち物 花ばさみ 

募集人数 20 人程度 

申込み 上小鴨公民館℡28-0953（〆切 12/19） 

今回は「お正月バージョン」を作ります。 

どなたでも簡単に作れますので、参加してくださいね。 

日 時 １２月２１日（水）13：30～ 

場 所 上小鴨公民館 

講 師 藤原光代さん 

（ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

材料費 ８00 円 

持ち物 はさみ・ボンド 

募集人数 10 人程度 

申込み 上小鴨公民館℡28-0953（〆切 12/12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 平成２８年１２月１日 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  kokamio@ncn-k.net 

 
TEL ２８－０９５３ 

FAX ２８－６０３５ 

クラフト教室 
切って貼ってステキに四季を彩る！ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

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

🌸お正月を華やかに🌸 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室 

主催：上小鴨公民館 主催：上小鴨公民館 

上小鴨のシンボル！あたご山に登って新年を迎えよう！ 

２０１７年１月１日 上小鴨神社境内 午前７時集合 

参加者には、お年玉を準備しています！ 主催：上小鴨公民館 

もうすぐクリスマス☆ 手作りのお菓子を作ってみよう！ 

クリスマスのお菓子を作ろう！ 

日 時 １２月１８日（日）１３：３０～１５：３０ 

場 所 上小鴨公民館 

講 師 荒金友香さん（中田） 

持ち物 エプロン、三角巾 

 

対象者 小学生のみ先着 15 人 

参加費 200 円 

申 込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切 12/12） 

主催：上小鴨地区青少年育成協議会・上小鴨公民館 

場所：上小鴨公民館図書コーナー 

 

各地区の作品を順に展示する予定です。

ぜひ見に来てください。 

12月は、写真愛好会、蔵内、上古川、耳の作品です。 

お楽しみタイムもあるよ♪ 

１１月の展示 

あたご文化祭で展示予定の 

A4(29 ㎝×21 ㎝) 

㎝ 



第１条 本村各部落に関する事務の為、町村制第１１４条に依り区会を設く。 

第２条 本村各部の区域名称を定むる 左の如し  

第３条 区会議員の定員  第 4 条 区会議員は名誉職とす 

  第１区 蔵内村 6 人  第２区 上古川村 8 人  第３区 石塚村 6 人 

 第４区 福山村 ６人  第５区 鴨河内村の内 若土 8 人 第６区 鴨河内村の内 中田 6 人  

第７区 鴨河内村の内 生竹 6 人  第８区 耳村 6 人   第９区 広瀬村 （何故か記載もれ） 

第 9 条 区会に於いて議決すべき事件 左の如し 

  １．区有不動産の売買、交換、譲渡、譲受、並に質入書入のこと 

  １．区有財産の営造物の管理に関すること 

  １．区費もって支弁する道路、橋架、用悪水路、堤塘等の修築に関すること 

  １．前各項に関し、区の才入才出予算を定め及賦課徴収の法を定むること 

第１１条 区会議員の組織、選挙、其の他区会に適用し得べきものは、総て町村会の例を適用す 

注１ 区会に関するものは、この条例以外に見当たらず。各区に在るでしょうか。 

注２ 区会条例 廃止決議書 明治３４年７月１２日設定  

東伯郡上小鴨村区会条例は廃止するものとす 大正４年７月２４日（1915） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 担当地区 氏名 担当地区 

藤井大輔 蔵内・住吉 海地 清 上古川 

安梅和恵 石塚・福山 清水 貢 中田 

若林克行 生竹・仙隠・耳 市川多加子 若土 

蔵増義幸 広瀬   

牧田成人 主任児童委員 

馬西祐貴子 主任児童委員 

【年末の交通安全県民運動】   12月 12日（月）～12月 21日（水） 

      スローガン 「つくろうよ 事故なし 笑顔の鳥取県」 

上小鴨村の歴史～上小鴨村役場資料より⑧～ 

東伯郡 上小鴨村 区会条例  明治３４年４月１９日議決（1901） 

親子スキー教室 

○ 土曜日帰りコース ２月４日（土） 

○ 日曜日帰りコース ２月５日（日） 
 

     

住民スポーツの日 

主催：上小鴨地区青少年育成協議会 

参加費は、バス代・保険料等です。別途リフト代、昼食代等必要です。 

申 込 上小鴨公民館 ℡28-0953（〆切 12/12） 

日 時 １２月１０日（土） 

９：００～１１：３０ 

場 所 上小鴨小学校体育館（直接体育館に 

お越しください） 

持ち物 上履き、飲み物 

上小鴨女子バレーボールクラブの 

メンバーと体を動かし、楽しみましょう！ 

種目 バレーボール 

両日共、出発 6：30 帰着 18：30 頃 

場所 だいせんホワイトリゾート 

参加費 1,500 円 

○ 宿泊コース ２月４日（土）～２月５日（日） 

出発 6：30 帰着 18：30 頃 

場所 だいせんホワイトリゾート 

宿泊 鳥取大学大山共同研修所 

参加費 2,000 円 

上小鴨・成徳・明倫・小鴨の４地区共同開催です。 

大山で思いっきり楽しもう！ 

主催：上小鴨小学校体育施設開放企画運営委員会 

 
☆説明会を 1月 27日(金)19：30～ 
上小鴨公民館にて開催します。 

 

任期：平成 28 年 12 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日 

民生児童委員が代わりました 

敬称略 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な事業報告》 

筆文字講座作品 11月 

デジカメ講座（10/1、11/12） 

寄せ植え教室を開きました（11/14） 

あたごイキイキ健康塾 第 4回講座 

足つぼマッサージで健康維持パートⅠ（11/24） 

講師に徳吉雅人さん（明倫地区公民館長）をお迎

えし、撮影編では構図および撮影技術を、加工編で

はパソコンによる補正と加工技術を学びました。 

参加者はワンランクアップした今後の写真を楽し

みにしている様子でした。（参加者 8 人） 

講師に天野種苗店の天野博之さんをお迎え

し、寄せ植え教室を開きました。参加者は手

際よく寄せ植えを楽しみ、また公民館のプラ

ンターにもチューリップやパンジーを植え、

これからの季節が更に楽しみになります。 

（参加者 12 人） 

 講師に小林和子さんをお迎えし、『第 2 の心臓』といわ

れる足の裏についてマッサージとあわせて学びました。

参加者はマッサージ棒を使ってツボを刺激すると痛みで

顔を歪めたり、また平気だったり、と様々。家でも続け

たいと満足の様子でした。（参加者 14 人） 

 １１月２０日、奥津ゴルフ俱楽部の１８ホール

に於いて、１６人の参加者はダブルペリア方式で

成果を競い合いました。 

プレー後には上小鴨公民館で表彰式、懇親会を

行い、１日楽しく過ごしました。 

【第 12回上小鴨親睦ゴルフ大会】 
☆優 勝 若林清成（石塚）75.6NET 

準優勝 衣笠義人（生竹）76.6NET 

第 3 位 竺原貴紀（耳） 77.6NET 
 

ニアピン賞 牧田元一（蔵内）向井弘志（若土） 

 中田幸樹（住吉）毛利 齋（石塚） 

写真の加工作業も楽しみました。 

公民館の玄関先も華やかになりました。 

可愛らしい寄せ植えができました。 

みなさん熱心に学びました。 

主催：上小鴨ゴルフ同好会 

ﾃｰﾏ「お正月」、地震があっても「大丈夫」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 行事予定 

上小鴨保育園 １２月のオープンデー 

上小鴨小学校 １２月行事予定 

公
民
館
教
室 

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」 

１日､８日､２２日（木） 10:00～11:30 

筆文字講座        13 日（火） 10：00～ 

クラフト教室       21 日（水） 13：30～ 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室      29 日（木） 13：30～ 

新春あたご山登り    １月１日（日） ７：00～ 

３日（土）収穫祭・参観日 

５日（月）振替休日 

２２日（木）２学期終業式 

冬休み１２/２３（金）～１/９（月） 

１日、８日、１５日、２２日（木）です。 

☆１７日（土）９：00～ 生活発表会です。 

             見に来てくださいね♪ 

☆２２日（木）はクリスマス会をします。 

 保育園遊戯室にて。お待ちしています。 

同 

好 

会 

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ    １日、８日、2２日（木）20：00～ 

切り絵           第２水曜日 13：30～ 

絵手紙           第４火曜日 13：30～ 

囲 碁           毎週金曜日 19：３0～ 

カラオケ      第２、３、４水曜日 19：45～ 

グラウンドゴルフ 

上小鴨公民館芝広場     毎週月曜日     ９：０0～ 

上小鴨健康広場(保育園跡地) 毎週水・金曜日 ９：０0～ 

保健だより 

４日（日）10：00 上公 上古川いきいきサロン 

15：00 上公 自治公役員決算会 

  ５日（月）13：30 上公 老人クラブ役員会 

 ６日（火） 9：00 上公 給食サービス事業 

19：30 上公 金管バンド保護者会 

７日（水） 9：30 上公 主事研修会 

19：00 上公 自治公三役会 

９日（金） ９：00 上小鴨神社 神社清掃（老人クラブ） 

      10：00 上公 なごもう会 

      13：30 あたごセンター 5 機関連絡会 

１１日（日）13：00 上公 自治公 館長会 

１２日（月）10：30 上公  老人クラブ研修会 

１３日（火）13：30 衛生研究所 倉吉市女性連絡会研修交流会  

      19：30 上公 民児協定例会 

１４日（水）～15 日（木） 

         業者による館内清掃のため貸館なし 

１６日（金）13：30 交流プラザ 倉吉市公民館研究大会 

※午後事務室を閉めます。公民館の利用はできます。 

１８日（日） 9：00 上公 給食サービス事業 

13：30 上公 青少協クリスマスのお菓子作り  

２１日（水） 9：30 上公 館報編集専門委員会 

※年末年始 12/29（木）～1/3（火）まで事務室を 

閉めます。 

公民館の利用は出来ますので、利用される方は事前に 

お申し出ください。 

【休日健診】のお知らせ 

○日にち・場所：1月 22日（日）・倉吉体育文化会館 

○受付時間：午前 8 時～午前 10 時 

＊詳しくは受診券に同封の「倉吉市健康診査の手引き」

をご覧ください。 
 
※タッチパネルによる「物忘れ」健診も行います 

 申込・問合先 倉吉保健センター ☎26-5670 

【被災後のこころのケア】 

地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し

上げます。地震発生から 1 か月余りが経過しました。

多くのストレスを抱えて生活された方の中には、時が

経ってもその体験が過去のものとなっていかず、ここ

ろやからだの不調が長引くことがあります。周りの方

にできることとして、話を聞くことがあげられます。 

次の「相談窓口」が設置されていますので、気軽に

ご相談ください。 
 

相談窓口 倉吉市保健センター ℡26-5670  

中部福祉保健局 ℡23-3147 

 県立精神保健福祉センター 

℡0857-21-3031 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 


