
倉吉市上北条公民館

金 土

1 2 TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

E-mail　kokamiho@ncn-k.net

日 月 火 水 木 開館 月～金 9：00～17：00

3 4 5 6 7 8 9 　（祝祭日・盆・年末年始を除く）

公民館の利用 9：00～22：00

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 ３０

・ ボランティア好きな地域に恩返し 奨

・ 野菜畑青いスギナに目まいする 吉田日南子

・ ライバルが笑顔で酒を注ぎにくる 木天麦青

・ 竹の子も食える間は誉められる 生田土竜

・ 相合傘互いにメタボずぶ濡れに 小夜

・ お地蔵さん笠も付けずに雨に耐え 山本旅人

・ 色恋が抜けた八十路に赤い傘 山崎夢太郎

・ 一本の傘は雨の日晴れの日も 紫陽花

・ 傘立てに私は杖と傘を立て 真亜子

・ 通り雨差し出す傘にありがとう 居酒屋てつ

・ 最後には女房子供の傘の下 くにあき

・ 有り難やああ有り難や恩にきる ひーる行灯

開催日　6月  13日（水）13：30～

宿　題  「 希望 」「 曇る 」・自由吟

 宿題　「 恩 」「 傘・笠 」・自由吟

上北条支部総会13:00 ジャズ体操同好会13：30

更生保護女性会
シルエットアート教室10：00助六会18：00

７／１ ７／３

民踊教室１３：３０

なごもう会

手芸教室13:30

７／２

　男 1,160人／女 1,319人

 14歳未満 325人／65歳以上 773人

第363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 2,479人（2,467人）

平成30年6月1日

　　　世帯数　1,009 （1,002）

パッチワーク教室13:30

グラウンドゴルフ大会

くらぶ悠遊友定例会9：30

手芸教室13:30民踊教室13：30

＜平成30年4月末現在＞
いきいき健康クラブ13：30なごもう会 民生児童委員定例会9:30定期館長会19：00 ペタンク大会運営委員会19：00

ふれあい給食の日シルエットアート教室10：00 水墨画同好会１３：３０

主事研修会（社公）

百八会13:30なごもう会 いきいき健康クラブ13：30

くらそうサロン開講式水墨画同好会１３：３０ふれあい給食の日

開会式8：30 中学校区人研役員会（西郷小）

市女性連絡会代表者会（交プ）

連絡協議会13:30

上北条地区

寺子屋川柳教室13：30ジャズ体操同好会13：30

地区食生活改善推進員

パッチワーク教室13:30

市公連県外研修（島根）

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成３０年5月9日

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

主催／上北条公民館

パットゲ-ムスタ-教室
（ゆずりはの会）9:30

５月２６日（土）

〝工芸〟とは・・そもそも、実用品に芸術的な意匠を施し、機能性と美術的な美しさを融合させた工

作物のことで、その多くは手作業で制作される手工業品です。鑑賞目的の芸術作品など、高尚なもの

ばかりをイメージしがちですが、実はもっと身近で実用性のあるものだったのですね。

主催／上北条ゴルフクラブ

上北条ゴルフクラブ 代表 生田正範

平成30年度第１回上北条ゴルフコンペを５月１７日（木）に

２１名が参加され、奥津ゴルフクラブで開催しました。
好天に恵まれ、参加者の楽しく真剣なプレーの連続で楽し
い一日を過ごしました。次回は１０月を予定しています。多
くの皆さんの参加を願っています。成績は以下の通りです。

【優勝】生田正範（大塚）

GROSS95 HDCP22.8 NET72.2

【二位】福田正道（穴窪）

GROSS97 HDCP22.8 NET74.2

【三位】田中康夫（小田東）

GROSS90 HDCP15.6 NET74.4

（同NETあり、HDCP上位者）

【ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ】木天喜幸（下古川）

GROSS90（年齢上位者による）

✻毎週木曜日 ≪ ノルディックウォーク ≫

集合時間・場所／９：００・上北条公民館玄関前
もうすぐ梅雨の時季ですね。雨の日は上北条公民館の中でできる活
動します。貸しポールもありますのでくもりや雨でも来てみてください♪
※雨などで室内活動の際は上履きをお持ちください。

２１名の皆さんが素晴らしいプレーを展開

＊敬称略

地域の人材にスポットをあて、小田の

古澤順子さん（ありのみ工房）に講師

をしていただきました。

｢工芸にふれよう」は今回で2回目。

集中力と根気が必要と

される作業です。

ミニタペストリー製作中！

倉吉市内の小中学校では、〝地域学習〟を主な目的として、平成26年度より土曜授業が導入されていま

す。これまでも上北条小学校の土曜授業では、地域の方が、その知識やスキルをたくさん発揮しておら

れます。上北条公民館では、学校教育と社会教育が連携した取り組みとして、上北条の＜人・物・自

然・歴史・文化・・＞そういう財産を活用した事業を出張講座として実施していきたいと思っています。

多種多様な体験は必ず子どもたちのプラスになります。「こんな事を子どもたちとやってみたいな。」

と思われたら、小学校と連携を図りながら子どもたちへの学習に組み込んでいきたいと思っていますの

で、どしどし公民館に情報をお寄せください！



６月１３日(水)・６月２７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

主催/上北条公民館＜他地区交流事業＞
上北条地区民生児童委員協議会より

今月の☆床の間☆

毎月、水墨画同好会のみな
さんの作品を展示していま
す。ぜひご覧ください。

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

笑顔ピカピカあいさつ運動

〇５月７日（月）～１１日（金）まで、上北条
地区青少年育成協議会が主催する“笑顔ピカピ
カあいさつ運動”に参加しました。

～上北条の風景をきりとろう～

in文化作品展 たくさんの応募を

お待ちしています

＼(^o^)／

※お聞きになりたい事などありましたら、上北条公民館へご連絡ください。☎２６－１７６３

保健センターだより

皆さんは、かかりつけ医をお持ちですか？
かかりつけ医とは、「健康に関することを何でも相談でき、必要な時に専門の医療機関を

紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のこと」を言います。日常的な診療から総合的な健康管理までを見てくださる

医師を持つことで、健康情報の共有による迅速な対応と、自分にあった最適なアドバイスを受けることが可能になります。

健康管理は、健康であるかどうかを知ることから始まります。病気のときの診療だけでなく、年に一度受ける健康診査に

おいても、「かかりつけ医」を見つけることから、健康管理を始めてみましょう。

〇６月は、一人暮らし・高齢者実態調査に、お
うかがいします。

〇特殊詐欺の架空請求詐欺のお話を聞きました。
「あんな手、こんな手、気をつけて！」と
※おくりつけ詐欺・電話・メール

西郷＆上北条

パットゲームスター交流大会

地区公民館を利用して、住民のみなさんが楽

しく学びながら活動をしています。そんな各

地区での活動をつなげ、交流を図り、それぞ

れの活動がより楽しく活発になるよう他地区

との交流事業を行っています。今回は〝ゆずりはの会〟のみなさんと

西郷公民館へ行き、交流大会を楽しんできました。

５月７日（月）

～１１日（金）

５月２９日

雨が心配の中、たくさんの皆さんが参加して
くださり、今年度も笑顔いっぱいのあいさつ
運動になりました。

子ども達も元気な笑顔で登校して、大きな声
であいさつしてくれました。
大人も子どもも、みんなの一日が気持ち良くスタートしました♪
ご協力いただいた住民の皆さん。ありがとうございました。

不安や不審を感じ

たら、迷わず相談を！

※警察総合相談窓口＃9110

地区内の各団体の総会が終わりました。

交替された役員の皆様､

お世話になりました。

各団体の会長さんをご紹介します。

【上北条地区振興協議会】福田 健 敬称略

【上北条地区社会福祉協議会】長柄 稔

【上北条地区青少年育成協議会】中井 浩

【上北条住民体力づくり振興会】生田正範

【上北条地区老人クラブ協議会】西谷正義

【上北条地区人権同和教育研究会】岩間隆二

【上北条地区同和教育推進員協議会】門田文博

【上北条地区民生児童委員協議会】谷村 操

【上北条地区女性のつどい】小林加代子

【上北条地区食生活改善推進員連絡協議会】伊東松子

新しい役員の皆様、よろしくお願いします。

地域振興をはじめ、福祉事業、青少年の健全育成

事業、人権意識を養う事業など、みな、それぞれ

の目的をもって活動しておられます。

地域の団体、公民館、住民のみなさんとが協力し

あい、みんなで上北条を盛り上げていきましょう。

地域の『食生活改善及び健康づくりを推進する』
活動をされている食生活改善推進員さんの養成

講座が7月より全６回の日程で開催されます。

詳細は､上北条公民館（☎２６－１７６３）まで

お問い合わせください。締切6月20日（水）

主催/倉吉市

主催/上北条住民体力づくり振興会

※雨天中止

第8回ペタンク大会７月８日（日）開催！
〇運営委員会６月８日（金）19：00～上北条公民館

〝パットゲームスター〟は、グラウンドゴルフのクラブと玉を使って行
う室内競技です。天候に左右される事もなく、子どもから高齢の方まで
幅広く楽しめるニュースポーツです。上北条公民館でも毎月第1・3火曜
日に実施していますので、一度見学にお出でください(*^o^*)

「昇龍図」
奥田 昇さん


