
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 内容（時間・場所） 

２ 金 ふれあい給食（調理３班） 

３ 土 大山スキー体験合宿～４日（日）まで 

６ 火 民児協定例会１９：００～ 

７ 水 久米校区主事会 9:30～ ※午前主事不在 

13 火 
地区公館長研１０：００～上小鴨公 

なごもう会１３：３０～ 

15 木 

同推員会研修 19:30～ 

県公民館研究集会 13:30～ 

主事研修 9:30～  ※午前主事不在 

16 金 ふれあい給食（調理４班） 

2０ 火 ソフトバレーボール抽選会１９：３０～ 

27 火 なごもう会１３：３０～ 

28 水 自治公館長会１９：００～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 第３５８号  ２０１８年（平成３０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/ 

平成 30年度 高城地区の主な行事予定 

月 日 曜日 行  事  名（会場） 

３  4 日 ソフトバレーボール大会（久米中学校） 

４ 8 日 ソフトボール大会（久米農村広場） 

５ 26 土 敬老会（グリンスコーレせきがね） 

７ 14 土 
自衛消防団夏季火災出動訓練 

１９：００出火想定（岡地内） 

７ 29 日 高城まつり（水辺の楽校・高城小校庭） 

９ 30 日 地区運動会（高城小校庭） 

10 28 日 マラソン＆ウォーキング 

  
真剣に機械操作を学ぶ 

除雪隊のみなさん！ 
 

高城地区ソフトバレーボール大会 

期 日 ３月４日（日） 8:30 試合開始予定 

場 所 久米中学校体育館 

主 催 体育部 

◎抽選会…２月２０日（火）１９：３０～ 

高城公民館 

今年の敬老会は５月２６日で、会場は「グリンスコーレせき

がね」です。被敬老者の皆様には、時期がきましたらあらた

めてご案内いたしますのでご承知ください。 

ご迷惑をおかけします 

 地域のコミュニティ施設として、多くの（年

間延べ人数約２千人以上）皆様に活用をして

いただいております「高城ふれあいセンター」

が、２月３日（土）～２月２８日（水）まで

の期間使用できなくなります。理由は、一昨

年発生した中部地震等の影響で高城保育園内

の排水設備に不具合が生じ、その改修工事（排

管の詰まりや敷設替え）に伴い、園内での保

育が困難になり、その代替え施設として活用

されることが決定したからです。代替え施設

としては、地区内の他施設もいくつか候補に

挙がったのですが、園児の安全確保や円滑な

保育園運営等について検討された結果、ふれ

あいセンターが一番適しているという結論に

至りました。利用を計画されておられた皆様

には、上記の状況についてご承知いただき、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。な

お、会場変更や諸会合の予定等につきまして

は、これまでどおり地区公民館での受け入れ

をさせていただきますのでご活用ください。 

高城ふれあいセンター運営委員長 山根圭介 

高城地区除雪協力隊の活動について 

１月現在 18 名の隊員で活動を開始しましたが、活動内容について周知 

できていない面がありますので、ご承知いただきご理解とご協力をお願 

いします。（右写真は、1 月 22 日に実施した除雪機操作講習会の様子です） 

〇除雪対象は、通学路（三方面⇄学校）を最優先とします。 

〇集落内の除雪の依頼につきましては、原則集落での除雪が不可能な独 

 居高齢者宅や高齢者世帯を対象として協力します。 

〇除雪依頼は、自治公民館長さんを通して地区公民館に連絡して下さい。 

 なお、除雪隊は県の【河川・道路ボランティア促進事業】に登録し、 

市社協のボランティア活動保険に加入して活動をします。今後加入希望 

者ありましたら、地区公民館へご連絡ください。加入をお待ちしています。 

県庁講堂に 牛 出現？ 

 仕事始めの厳粛な席。会場は県庁講堂。朝の冷

気が残る県庁舎内の廊下に待機し、出番を待つ２

頭の親子牛。式典は約 300 人の職員を前にして

の平井知事の年頭のあいさつに続き、今年のイベ

ントの紹介が終わり、牛追掛け節保存会の紹介に

続き、演奏がステージ上で繰り広げられる。口上

（『牛追掛け節』の起源や沿革についての説明）が

終わり、中野隆さんの尺八の前奏に続いて、河野

雄一郎さんの唄が始まる。一番の歌詞が終わるこ

ろ、ノッシノッシと２頭の親子牛が肩を揺らして

講堂に入場。いつものイベントや祭り等であれば、

ここで観衆から大きな歓声が挙がり、会場はやが

て牛の動きに合わせて『オオッ！』という感嘆の

声や大きな笑い声に包まれるのだが、流石という

か予測通りというか、静かな講堂内にクスクスと

いう声にもならない笑い声と微笑みにも似たゆる

んだ表情をする県職員の姿があった。上記は今年

「開山 1300 年」を迎える大山のＰＲの一環とし

て、県職員の仕事始めの式に『高城牛追掛け節保

存会』が招待され上演した時の様子です。 

 

上演後は、平井知事さんと一緒に気勢（『がんば

ろう！』を三唱）をあげ、無事出番を終えた。 

 

集団健診のお知らせ 

がん・特定・長寿の受診期間は２月２８日までです 

日 程 平成 30 年２月２０日（火） 

会 場 
保健センター 

倉吉市小田（伯耆しあわせの郷内） 

受付時間 午前８時から午前１０時まで 

健康診査 

国民健康保険特定健診（40～70 歳） 

後期高齢者医療長寿健診（75 歳以上） 

一般健診 

がん検診 

胃がん検診 ・肺がん検診 ・大腸が

ん検診 ・前立腺がん検診 ・肝炎ウ

イルス検診 ・子宮がん検診・乳がん

検診 

認知健診 午前９時から検診終了時間まで（無料） 

持ち物 

・保険証 ・特定健診受診券 ・長寿

健診受診券 ・一般健診受診券 ・が

ん検診受診券 ・自己負担金 

その他 

△胃・子宮・乳がん検診は、保健セン

ターに予約が必要です 

△詳しくは、受診券に同封している

「倉吉市健康診査の手引き」を参照 

△転入された方や 85 歳以上の方は、

受診券の申し込みが必要です。 

問合わせ先 

申し込み先 

倉吉市保健センター 

電話 ２６－５６７０ 



       新自治公民館協議会長 着任のあいさつ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。この度、

協議会長という大役を仰せつかり、正直戸惑って

いるところですが、一生懸命頑張って参りますの

で、よろしくお願いいたします。さて、地区には

高齢化、過疎化、小学校統廃合問題等難しい問題

はあると思いますが、24 集落の自治公民館長さ

んや地区公民館等と協力し、元気な地域づくりを

通して地域の絆づくりに取り組んで行きたいと

思いますので、皆様のご支援とご協力をお願いい

たします。本年が、災害のない平穏な年であり、

地域の皆様にとって良い１年になりますことを

祈念し、ご挨拶とさせていただきます。 

高城地区自治公民館協議会 会長 笠見満隆 

保小中児セ公文連絡会 ２・３月の標語 

【あいさつ】（小学６年 田總 琉碧さん） 

あいさつは 心の目覚まし さあ、おはよう 

【交通安全】（小学３年 門脇 聖周さん） 

おうだんは いのちが大切 安全かくにん 

【人  権】（中学３年 大森あいかさん） 

助けよう 見て見ぬふりは もうやめよう 

鮮やかな水のアーチ自衛消防団出初式(1/21) 

朝方は小雨模様でしたが、式典開始後は時折薄日が

差し寒さも緩む中、小学校校庭において恒例の高城

地区自衛消防団出初式が開催されました。式典は、

団長辞令交付、人員報告に続き表彰式が行われまし

た。今年はまず特別表彰として、平成９年から昨年

まで通算１８年という永きにわたり高城地区自衛消

防団長という大役を果たしてこられた服部の田村順

一さんが退任されましたので、永年にわたる地域の

安心安全を守る自衛消防団活動の発展に寄与された

功績に対して、笠見満隆地区自衛消防団消防長より

感謝状と記念品が送呈されました。なお、田村さん

の後任として、昨年まで高城地区公設消防団長を務

めておられた、下米積の増田章夫さんが新たに着任

されましたので、ご報告させていただきます。 

 

また、通例の表彰式においては 20 年以上勤続され、

昨年で退団された９名のお方が【永年勤続表彰】を

受賞されました。長い間ご苦労様でした。その後、

閲団やポンプ可動点検が行われ、最後は全団が移動

して地区の無火災と無災害を願い、国府川に向かっ

て幾筋もの水のアーチがかかり、見るも鮮やかな一

斉放水が行われ終了となりました。 

高城保育園 わんぱくクラブ  

２月いっぱいは、ふれあいセンターでの代替保育に

なりますので中止にさせていただきます。いろいろ

とご迷惑をおかけしますが、ご承知いただき、ご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 

高城保育園長 岩田育子 

１８年間 本当にご苦労様でした！ 

団員の皆様をはじめ、地区住民の皆様には大変

お世話になりました。在任中には数々の出動が

ありましたが、団員や住民の皆様の協力により、

最小限の被害でくい止めることができ感謝して

おります。今後も、新団長のもとで高城地区の

生命や財産を守るために、自衛消防団のなお一

層の発展とご活躍をお祈りいたします。長い間

お世話になりありがとうございました。 

前高城地区自衛消防団長 田村 順一 

地区防災の要 活躍をお祈りします！ 

明けましておめでとうございます。さて、一昨

年は中部地震、そして昨年二月は豪雪、また度

重なる豪雨に自然災害の脅威を思い知らされる

と共に、防災の重要性について再認識する事と

なりました。【自分たちの地域は自分たちで守

る】を基本方針とし、早め早めの取り組みをし

て行きたいと思いますので、地域の皆様には一

層のご指導ご鞭撻をお願いいたします。また、

地域の皆様にとって本年が無災害で良き年とな

りますようお祈りし、新年並びに新任のご挨拶と

させていただきます。 

高城地区自衛消防団長 増田 章夫 

サ ー ク ル 活 動 予 定 （活動場所） 

・書道教室：毎月１回２５日 （高城公民館） 

・すぎなの会：11 月～３月までの活動日時（この期間のみ） 

毎週土曜日 13:00～16:00（高城公民館） 

・はなれ舞：毎週火・木曜日 （高城公民館） 

・ちぎり絵：毎月第１月曜日・毎週金曜日（高城公民館） 

     ※第１回が金曜になる日、祝日、１月、８月は休み 

・ひまわり会：毎月２回 （高城公民館） 

・走ろうサークル（ストレスや運動不足の解消にどうですか） 

日時：２月７日（水）・２１日（水）午後８時～９時 

集合場所：高城小プール前駐車場 

活動場所：高城小学校校庭(体育館)     

準 備 物：運動シューズ、汗拭きタオル、水分補給 

犯人は 人をだますプロの集団 です！  「消費者トラブルに巻き込まれないために」その２ 

 鳥取県警の HP【特殊詐欺の被害状況】（架空請求詐欺、還付金詐欺、オレオレ詐欺等）によりますと、平

成２８年度の発生件数は 25 件で被害金額が 6,944 万円でした。それが平成 29 年度 10 月末現在の発生件数は

60 件で被害金額が 9,645 万円と件数・金額とも激増傾向にあり、しかも被害者の多くが高齢者です。 

 

 

 

今回は電話誘致販売について 電話誘致販売の手口は・・・ 

◆送り付け商法（健康食品を送る）     ◆利殖商法（株や社債、仮想通貨で儲かる） 

◆還付金詐欺（医療費、税金の払い戻し）  ◆個人情報削除詐欺、名義貸し詐欺、資格商法など 

その対処方法は… 

 

 

 

 

※電話での還付金の案内はありません！また、『携帯電話を持って ATM へ』は詐欺です！ 

乳幼児クラブのご案内 

日 時：２月１６日（金）１０：００～ 

場 所：上米積児童センター 

内 容：「防災について学ぼう」お話と防空頭巾づくり 

対 象：0～6 歳くらいまでの乳幼児とその保護者 

持ち物：フェイスタオル３枚、子どもさんに必要な物 

参加費：無料 

申 込：２月１４日（水）までに上米積児童センターへ 

問合せ：上米積児童センター（ ２８－３３７０） 

＊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） 

特殊詐欺の多くは、１本の電話からです。悪質業者との接触を避けるため、電話機の留守番電話機能を利

用しましょう！また、電話番号表示サービスや防犯対策電話機の利用も有効です。 

▲不審な電話は、すぐに切る！    ▲商品を送り付けられたら、受け取りを拒否する！ 

▲不要な勧誘は、ハッキリと断る！  ▲儲け話（うまい話）には、必ずと言っていいほど裏がある！ 

▲契約を急がす相手は要注意！    ▲公的機関を名乗っても、すぐに信用しない！ 

今年の「自治公民館関係役員名簿」は、館報の紙面の

都合で別刷りで配布しましたので確認をして下さい。 

速報！！『高城牛追掛節保存会』が【日本

海新聞ふるさと大賞 2017】（地域貢献賞）を

受賞することが決定しました。表彰式は、 

２月１８日（日）未来中心おいて行われます。 


