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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：（年間 9：00〰22：00）

○Ｅ-mail：koseitok@ncn-k.net ○ＨＰ：http://www.ncn-k.net/koseitok/       

     倉吉市・成徳公民館・各団体のおもな予定

       

      

  

  

  

日 曜 時間 内容

１日 月

２日 火 ８：００～ ふれあい給食

３日 水

４日 木

５日 金

６日 土

７日 日

８日 月 １３：３０～ 鳥取県公民館研究集会（米子市）

９日 火
１０：００～

１３：１０～

地区公民館館長会（小鴨公）

学校へ行こう！（成徳小）

１０日 水 １３：３０～ 成徳・明倫ハツラツ教室

１１日 木

１２日 金

１３日 土

１４日 日

１５日 月

１６日 火
８：００～

１３：１０～

ふれあい給食

学校へ行こう！（成徳小）

１７日 水

１８日 木 ９：３０～ 主事研修会（上北条公）

１９日 金

２０日 土

２１日 日 ８：００～ 長谷の観音市（東仲町～西町）

２２日 月

２３日 火

２４日 水 １３：３０～ 成徳・明倫ハツラツ教室

２５日 木 １０：００～ なごもう会

２６日 金

２７日 土 ８：４５～ 青少年体験事業（船上山）

２８日 日

２９日 月

・・２月 contents・・★蘇る白亜の殿堂に寄せて・・成徳教育の歴史と伝統 ★学校へ行こう！参加者募集 ★住民スポーツの日

バウンドテニス・バウンスボール参加者募集 ★倉吉市民シンポジウム「倉吉市小・中学校の適正配置」について ★長谷の観音市

★青少年体験事業予告 ★保健だより ★成徳地区自治公民館協議会新役員・自治公民館長紹介 ★成徳写真館

★２月のおもな予定 ★ベルマーク収集 ★自治公民館協議会２月の予定 ★履物の間違いについて ★みんなで出来る環境活動  

   

蘇る白亜の殿堂に寄せて・・・成徳教育の歴史と伝統

２月２０日は成徳小学校の創立記念日です。

現在、新校舎を建築中ですが白亜の殿堂の再現が始

まろうとしています。いつも素晴らしい学校愛を醸

し出されてきた成徳地区の皆さん、建築の姿を追い

ながら“過去から未来に続く夢”をみんなで語り合

いましょう。学校は旧家老荒尾氏の陣屋跡地に明治

６年２月２０日創立し、そこを校地にアメリカにも

紹介されたという「白亜の殿堂」が建ったのは明治

２０年のことです。“陣屋のシイ”は創立からずっと

「成徳の心」を見つめ続けてきたわけです。因みに

九曜星の家紋が刻まれた荒尾家のお墓は長谷寺にあ

り、成徳小学校の校章の由来と出会えます。
倉吉市立成徳小学校１２０周年記念誌より

その白亜の殿堂の中で「自由教育」は苦難の道を切り開いていきました。校舎誕生の翌年には、県下でた

だ一人の音楽教師の着任があり、ここから「鳥取県の唱歌教育」が始まったと言われています。その後、成

徳での音楽教育研修会講師でみえた“しゃぼんだま”の「野口雨情・中山晋平」のお二人は、宿をとった三

朝で「三朝小唄」を作られたのだそうです。明治２２年「全国で最初で最後の試み」として話題になった「小

学生６１名の７泊８日の鳥取への修学旅行」が敢行され、親子の涙の別れのシーンがあったようです。

明治４０年、皇太子殿下（後の大正天皇）をお迎えしてご覧いただいたのが始まりで、絶えることなく続

いているのが「花運動」です。107 年を越えて継承されています。

その大正天皇ご即位記念として植樹された「多行松たぎょうしょう」

が最後の１本として新校舎の正面で子どもたちを迎えることになり

ます。大正時代、「教育界の新風は倉吉・成徳から」と言われ自由

教育発表会開催で全国から多くの人々が集まったそうです。

県議会や新聞でやり玉に挙げられてもへこたれることのなかった先

生方と保護者会の強い支えがあったことは後世に語り継がれている

ほどです。日本の教育史の中でも高く評価されている成徳教育の精

神をしっかり学び、後世に引き継ぐのが私たちの義務だと思います。

「学びたい自分」「人とつながりたい自分」「新しいことに心弾ませ

る自分」に気づかれたらきっと“成徳の自学・自治・創造の精神”    １本となった多行松 撮影平成２７年１２月２８日

をお持ちなんだと思います。白亜が蘇ると耳にする新校舎にそんな思いが引き継がれていきますように！！

成徳小学校元校長 西田直美

自治公民館協議会 ２月のおもな予定

（１月２８日現在）

文化部長会 １日（月）19：00～ 成徳公民館

総務部長会 ２日（火）19：00～  成徳公民館

社会部長会 ４日（木）19：00～ 成徳公民館

交通安全部長会 ５日（金）19：00～ 成徳公民館

厚生部長会 ５日（金）19：00～ 成徳公民館

消防部長会 ５日（金）19：00～ 成徳公民館

体育部長会 ８日（月）19：30～ 成徳公民館

館長会・部長会長会１９日（金）19：00～成徳公民館

自治公三役会   ２６日（金）10：00～成徳公民館

QR コード読取機能のある携帯・スマホ

をお持ちの方は簡単アクセス！

・・・ご活用ください・・・

公民館のベルマーク運動 ボランティアを募集

無理なく 無駄なく 根気よく！

地域の皆様にはベルマーク収集のご協力に感謝申し上げます。

コツコツと収集中！ご協力をよろしくお願いします。

集まったベルマークを番号別（協賛会社）に仕分ける作業を

手伝って下さる方を募集します。

成徳公民館へお知らせいただけると嬉しいです。お待ちしています。

みんなで出来る環境活動

ペットボトルのキャップ

公民館でも回収しています。

倉吉市内にある事業所、株式会社

ウッドプラスチックテクノロジー

の依頼により、ペットボトルキャ

ップ回収ボックスを成徳公民館の玄関に設置しています。

回収されたキャップは製品の原料として再生利用されると

ともに、事業所の社会貢献活動の一環として回収量に応じて

ポリオ撲滅、森林保護に取り組まれるものです。

焼却ごみ減量の一環として可能な範囲でご協力をいただ

きますようよろしくお願いします。

回収についてのお願い

① 回収するのはお茶やジュース等ペットボトルのキャッ

プのみです。調味料の中蓋やビンの蓋は回収不可

② キャップは必ず洗って乾かして持ってきてください。

使用済小型電子機器等

及び使用済み天ぷら油の食用廃油

※設置場所：成徳公民館自転車置き場の横です。

中部ふるさと広域連合 環境福祉課３６－１０２５

倉吉市役所・・・・・・環 境 課２２－８１６８

ゴミをできるだけ出さない社会（循環型社会）をつくるための

基本的な考え方があります。みんなで出来る環境活動をしよう！

Reduce（リデュース）ゴミを減らす

Reuse（リユース）再利用する

Recycle（リサイクル）再び資源として利用するもの

上記の予定は貸館（一般の利用）の予定ではありません。

利用のお申し込みは、成徳公民館にお問い合わせください。

枚数に限りはありますが・・・

カラー版の館報「成徳」を成徳公民館窓口に置いています。

また・・・

市報、県政だより、市社協「しあわせ」のほか、情報提供資

料がありますので、お気軽にお立ち寄りください。

黒の短ブーツを探しています。

１月２６日（火）成徳 YOU 友女性教室に参加された方

で、ブーツを履き間違えられた方を探しています。

サイズは 23.5㎝。

内側にファスナーがあり中敷きが入っているもの。

お心当たりの方は成徳公民館へお知らせ下さい。



  

住吉町 桝田久由 宮川町 小矢野馨 堺町３ 牧田英輔 大正２ 広田秀紀 東仲町 矢吹泳司

湊 町 倉恒俊一 宮川２ 斎木英宏 研屋町 高田 久 新町１ 津和野敬 西仲町 牧田憲明

東 町 寺谷康之 荒神町 葛尾泰男 明治町 中原俊輔 新町２ 田村喜好 西 町 桝本宏一

葵 町 濱田洋一 堺町１ 山下慶久 明治２ 宮脇久司 新町３ 脇坂幸司

仲ノ町 亀井 理 堺町２ 本内俊彦 大正町 奥野秀應 魚 町 近衛魁平

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。

お気軽にどうぞ！▲２月９日、１６日、全て火曜日

▲時間：13：10～13：40 ▲参加費：無料 申込不要

▲場所：成徳小学校仮校舎１階

皆さんのご参加をお待ちしています。

倉吉市民シンポジウム

「倉吉市立小・中学校の適正配置」について
倉吉市教育委員会

よりよい教育環境を整備し、魅力と活力のある学校づくりを

進めていくため、たくさんの市民の皆さんの参加をお待ちして

います。

◆日時：２月６日（土）１９：００～２０：４０

◆場所：倉吉未来中心 小ホール

◆対象者：倉吉市民（保護者、地域住民、教職員等）

◆内容

説明「学校適正配置の現状」

報告「関金小学校・山守小学校の統合へのあゆみ」

    笠原宣幸 関金小学校・山守小学校統合準備委員長

     藤山正明 山守小学校長

シンポジウム「倉吉市小・中学校の適正配置」について

  シンポジスト

笠原宣幸 関金小学校・山守小学校統合準備委員長

細川 香 上北条小学校 PTA 会長

日野彰則 成徳地区青少年健全育成協議会長

中野雅斗 高城小学校 PTA会長

向井弘志 上小鴨地区小学校再編問題協議会副会長

   

青少年体験事業予告船 上 山
せんじょうさん

で雪
ゆき

遊
あそ

びを楽
たの

しもう!

２月２７日（土）小学生のみんなへチラシをだします。

おたのしみに！ 主催：成徳地区青少年健全育成協議会・倉吉市成徳公民館

1月の主催事業より

成徳地区自治公民館協議会                   新役員決定２８年度・２９年度役員

■会長 斎 木 英 宏（宮川２）

■副会長 津 和 野 敬（新町１）

■副会長 高 田 久（研屋町）

■会計 脇 坂 幸 司（新町３）

■監事 広 田 秀 紀（大正２）

■監事 寺 谷 康 之（東 町）

  

                                      平成２８年度自治公民館長２３名の

                                      皆さんです。よろしくお願いします。

敬称略

住民スポーツの日     主催：成徳小学校・東中学校

体育施設開放企画運営委員会

室内スポーツを楽しもう！
寒い日が続きますが、運動不足になっていませんか？

子どもから大人まで年齢問わず参加できる室内スポーツで

楽しく運動不足を解消しましょう！

お申込み・参加費不要！ 直接会場にお越しください！

皆様の参加をお待ちしています。

◆バウンドテニス

室内で楽しめるテニス！

通常のテニスコートの約

1/6 の面積で行うので、

生涯スポーツとして個人

の体力、年齢に応じて楽

しめます。

日時：２月１８日（木）19：30～21：30

場所：東中学校体育館
指導：成徳バウンドテニス同好会の皆さん

持参：運動のできる服装、上履き、飲み物

◆バウンスボール

ワンバウンドしたボール

を手のひらで打ち合うテ

ニスのようなスポーツ。

柔らかいボールなので突

き指の心配なし！

日時：２月２３日（火）19：30～21：30

場所：成徳小学校体育館
指導：打吹の皆さん

持参：運動のできる服装、上履き、飲み物

お問合せ先：倉吉市成徳公民館 お気軽にどうぞ！

この一年の福と豊作を願って今年も開催！   主催：長谷観音市実行委員会 共催：成徳地区振興協議会

長谷の観音市 ２月２１日（日）８：００～１３：００ 本町通り 東仲町～西町

東仲町：福の神しょうが湯  西仲町：福の神甘酒  西 町：福の神ぜんざい

笑門来福 恒例の福の富くじもあります。その他にも様々なお店が並び大いに賑わう観音市にぜひお越しください！

集団健診のお知らせ

◆日にち・場所：２月１７日（水）・保健センター

◆受付時間：午前 8時～午前 10 時

◆対象者：40 歳以上の人（昭和 51 年 3 月 31 日以前生まれの人）

◆内容：特定健診・長寿健診・一般健診・胃がん検診・

肺がん検診・大腸がん検診・

前立腺がん検診（50 歳以上男性）・子宮がん検

診（20 歳以上女性）・乳がん検診・肝炎ウイル

ス検診（40～74 歳で過去に受診したことがない人）

◆その他：次の検診は定員があります。先着順

胃がん検診（40 人）、子宮がん検診（50人）、

乳がん検診（70 人）

○健康診査受診券、保険証を持参してください。

※希望者に肌年齢測定を行います。測定は 1 人約 3 分で完了

※タッチパネルによる「物忘れ」相談があります

タッチパネルは１人約５分！！アルツハイマー型認知症が早

期に発見できると言われています。早く見つけて、早く治療

することで今後の生活を安心して送ることができます。

問い合わせ先：保健センター ☎２６－５６７０

～医療機関での健診受診期間が残り 1 か月を切りました～

今、２人に 1 人ががんにかかり３人に 1 人が「がん」で命を落としています。「がん」は決して他人事ではあ

りません。自覚症状のない今こそ、検診を受けましょう。「健康」は貴重なあなたの財産です。

がん検診・特定健診・長寿健診の受診期間は 2月 29 日（月）までです。

受診券を紛失された方は、再発行しますのでご連絡ください。 問い合わせ先：保健センター ☎２６－５６７０

成徳 YOU 友女性教室

人権のとびら

講演・ワークショップ

講師によるハープ演奏♪

もあり有意義な時間を過

ごした講座でした。

地域活動指導者養成講座 公民館へいこう！ 子ども遊び教室

地域の高齢者に小学生が囲碁、将棋、羽子板、コマ回し、お手玉、あ

やとりを教わりました。大勢が賑やかに時間いっぱい楽しみました。


