
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

木 金 土 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

1 2 3 開館 月～金 9：00～17：00

　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

公民館の利用 9：00～22：00
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・ お年玉凍った財布ごめんなさい ひーる行灯

・ いの一番無病息災手を合わす 吉田日南子

・ 初句会 迫りペン持ち鍋焦がす 紫陽花

・ 足腰が痛い痛いと年賀状 小夜

・ 新幹線 傷口押さえ突っ走る 山崎夢太郎

・ 許されぬ危険承知の再稼働 真亜子

・ ミサイルの発射が心 凍らせる 奨

・ 南北が五輪でひとつ結ばれる 山本旅人

・ ニッポンのリスクは少子高齢化 木天麦青

・ 犬かきでリスクの海を泳ぎ切る 生田土竜

・ 零下でも温々生きる放射能 くにあき

開催日　２月 ７日（水）13：30～

宿　題  「 ロボット 」「 若い 」・自由吟

地区食生活改善推進員会総会9:00なごもう会

住民体力づくり振興会総会19:00

ふれあい給食の日

鳥取県公民館研究集会（倉吉未来中心）

主事研修会（上灘公）

シルエットアート教室１０：００

自治公民館協議会

手芸教室13:30

ジャズ体操同好会13:30

書道教室13:30

なごもう会

パッチワーク教室13:30 民生児童委員定例会９：３０

水墨画教室13:30

寺子屋川柳教室13:30 定期館長会19:00

くらぶ悠・遊・友定例会9:30

書道教室13:30

いきいき健康クラブ１３：００ 教育を考える会19:00

　　　世帯数　988 （986）

ゲームリーダー養成講座反省会13:00

＜平成29年12月末現在＞

　男 1,149人／女 1,309人

 14歳未満 321人／65歳以上 768人

第359号

〒682-0003 鳥取県倉吉市新田422-1
しあわせいっぱい ふるさと上北条

 上北条の人口 2,458人（2,447人）

平成30年2月1日

地区公館長会（上小鴨公）

建国記念の日

百八会13:30

ふれあい給食ボランティア研修会（水明荘）役員研修会10:00 いきいき健康クラブ13:30

民踊教室13:30

水墨画教室13:30

3／３

書道教室13:30

振替休日

3／２3／１

 宿題　「 リスク 」「 零下 」・自由吟

パッチワーク教室13:30

ジャズ体操同好会13:30

上北条地区女性のつどい1役員会19:00

手芸教室13:30

ふれあい給食の日シルエットアート教室10:00

助六会18:00

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成３０年１月１０日

✻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

大寒波が猛威をふるった１月でしたね。天候が良い日は外。悪い

日は上北条公民館の中。と、みんなで話合いをして休みを設定せ

ずに活動しています。

「今日は、ある日？ない日？」では無く、自分のペースで「参加した

い日」に気軽に時間までに公民館玄関前にお越しください。

貸しポールがありますので、当日でもOKです☆

パットゲ-ムスタ-教室

（ゆずりはの会）9:30

上北条地区自治公民館協議会よりお知らせです。

【協議会役員】

◆会 長 福田 健 ［新 田］

◆副会長 生田 幸人［大 塚］

◆副会長(会計) 徳田 孝幸［井手畑］

◆監 事 船越 勝儀［小 田］

足羽 裕輔［穴 窪］

◆総務部長会長 米田和晃［大 塚］

◆社会・文化部長会長 宮本一宏［中江西］

◆土木・厚生部長会長 池田和則［穴 窪］

◆交通安全部長会長 石本政行［古川沢］

◆体育部長会長 杉上渉士［中 江］

【自治公民館長】

＊小 田 船越 勝儀

＊小田東 中井 浩

＊古川沢 西谷 宗明

＊下古川（新）上本 武

＊井手畑（新）徳田 孝幸

＊新 田 福田 健

＊中 江（新）村岡 智志

＊中江西（新）長柄 稔

＊大 塚 生田 幸人

＊穴 窪（新）足羽裕輔

新しい仲間を迎え、今年のスタートをきりました。

上北条として、地域として、何が必要なのか、何をしていくべきなのか、みんなで

考えながら活動していきたいと思います。そのためには、地域の方一人ひとりの力

が欠かせません！！地域の方みんなのご協力をお願いします。

～交替された役員さんにはお世話になりました。ありがとうございました。～

◇平成３０年『自治公民館長・協議会役員』を紹介します。(敬称略)

◇平成30年役員研修会 （主催／上北条地区自治公民館協議会）

【日時】２月１８日（日）10:00～12:00

【会場】上北条公民館
【内容】①研修会 テーマ /「第３次倉吉市行財政改革計画について」

講 師 / 向井 正さん（倉吉市総務部参事）※予定

②各部長会の報告 平成３０年事業計画 ほか

1月27日の一斉部

長会にて、決定し

ました。年間計画

の詳細を裏面に載

せています。ご覧

ください。

中部ハートフルサウンド吹奏楽団

日時：2018年2月18日（日）14時～16時

場所：上北条公民館 第一会議室

主催：中部ハートフルサウンド吹奏楽団

後援：上北条公民館

第１９回

入場無料

定期演奏会



　

老人クラブの会員として、３年生との交流事業に

参加した時、ボロボロになったお手玉に目が止ま

りました。

｢ここは、私たちの出番！」

とばかりに、みんなでチク

チク"お手玉"づくり。
私たちの活動が色々な所で

少しずつつながっていくと
いいな・・・

上北条地区民生児童委員協議会より

２月１４日(水)・２月２８日(水)
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

｢書道教室｣｢水墨画教室｣

指導／山﨑雲外先生

今月の☆床の間☆

｢書道教室｣｢水墨画教室｣の

生徒さんの掛け軸がかわり

ました。

日 時 平成３０年２月９日（金）19:00～20:30

会 場 上北条公民館

内 容 【講演会】テーマ／｢社会教育で育てる地域の子どもたち～あなたに何ができますか？～」

お 話／ 元上北条小学校PTA会長 細川 香 さん

※申し込みは不要です。当日、上北条公民館へお越しください。

地域の方、どなたでも参加できます！たくさんの方に参加していただきたい！お待ちしております！

➤１月２６日（金）に予定していましたが大雪のため、日程変更しました。

「地域の子どもは地域で育てる」って？家庭・学校・地域の連携が強く求められるよになっている中、

それぞれがそれぞれの立場で自分にできることを考えていきましょう。

主催／上北条教育を考える会

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座

倉吉総合産業高等学校情報科課題研究発表会におじゃましました。

課題研究とは、３年生がこれまでの学習の集大成として「生徒一人

ひとりがテーマを設定して、そのテーマについて研究・コンテンツ

制作をする」ものです。

その課題研究の卒業記念DVD制作のグループの活動の一部として、

この『発信！ぼくらの上北条☆～上北条PR動画～』の制作をお手

伝いしてもらえることとなり、今年度一緒に取材したり編集したり

と、異世代間交流を通して高校生の”でっかい背中を”見て活動してきました。

生徒さんのまとめに「課題研究を通してたくさんの人と関わり、その分たくさんのお世話になりました。何かを成

し遂げるために、一人ではできないことも同時に学ぶことができました。」とありました。もし、卒業記念DVD制

作だけではなく、上北条PR動画制作がほんの少しでもそう思えるきっかけになっていてくれていていたのなら、上

北条公民館の役割が果たせたのではないかと思い、改めてコーディネーターとしての"役割"の重要性を実感しました。

１月１６日（火）

◇12月19日（火）民生児童委員研修会のこと。

「えんくるり事業」「ハートフルスペース」など勉強し

ました。

生活の課題、卒業後の社会参加など、お話しを聞

かせてくださいました。

◇非常持出袋を対象者に配布します。

◇民生委員制度は昨年創設100周年を迎えました。

”支えあう住みよい社会地域から”をスローガンに

今年度も活動していきます。

保健センターだより

がん検診・特定健診・長寿健診の受診期間は ２月２８日(水)までです！集団健診または医療機関で受診できま
す。詳しくは受診券に同封されている健康診査の手引きを御覧ください。
生活習慣病の早期発見のための特定健診・長寿健診、がんの早期発見のためのがん検診、どちらも受診がまだの
方はお急ぎください。受診券を紛失された方は再発行しますので保健センターまでご連絡ください。

＜保健センター集団健診のお知らせ＞
［日程］平成３０年２月２０日（火）［会場］倉吉市保健センター（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（40～74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、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、子宮がん、乳がん
［物忘れ健診］午前9時から健診終了時間まで（無料）
［持ち物］・保険証・各種受診券（特定健診、長寿健診、一般健診、がん検診）・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」をご覧ください。
・転入された方・85歳以上の方は、受診券の申し込みが必要です。

問合せ・申込み先／倉吉市保健センター ☎26-5670

主催/上北条公民館＜新規教室立ち上げ事業＞

寒い日が続き、家にこもりがちになりますが！！こんな季節にとくに持ってこいのスポーツで、

「健康づくり」「仲間づくり」「生きがづくり」などなど、楽しく身体を動かしましょう☆

ゆずりはの会では、毎月第３火曜日9:30～11:30に”パットゲームスター教室”を開催し

ておられます。室内で行うグラウンドゴルフのようなスポーツで誰でも簡単に参加できます。

今月の開催日は、２月１９日（月）です。事前の申し込み、参加費は要りません。当日、

上北条公民館へお越しください。＊上履き・飲み物をご持参ください。
※2月は都合により第3月曜に開催

上北条地区自治公民館協議会主催事業 年間計画

◇第39回自治公民館対抗囲碁・将棋大会

日時 ３月４日（日）9:00開会
会場 上北条公民館

部門 ・囲碁の部

・将棋／団体の部 個人の部 小学生の部
※問合せは、各自治公 社会文化部長さんへ。

◇第64回倉吉市敬老会（平成30年度）
日時 ４月１５日（日）11:00～12:30

会場 上北条公民館
※対象の方には、後日、各自治公役員さんより案内ハガ

キが配布されます。

◇平成30年交通安全講習会

日時 ７月７日（土）9:30～10:30
会場 上北条公民館

※問合せは、各自治公 交通安全部長さんへ。

上北条手づくり教室
１月３０日（火）


