
土 倉吉市上北条公民館
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TEL （0858）26-1763

日 月 火 水 木 金 FAX （0858）26-3515

2 3 4 5 6 7 8 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

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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総合得点の部 300歳リレーの部

・ くにあき
・ 山本旅人
・ 居酒屋てつ
・ 紫陽花
・ ひーる行灯
・ 真亜子 綱引きの部

・ 奨
・ 山崎夢太郎
・ 吉田日南子
・ 小夜
・ 木天麦青
・ 生田土竜

パッチワーク教室13:30ふれあい給食の日

体育の日

手芸教室13:30

上北条地区福祉懇談会10:00

寺子屋川柳教室13:30

上北条GG協会理事会13:30

地区公館長会（市役所）

平成28年10月1日

　　　世帯数　988 （988）

＜平成28年8月末現在＞

民生児童委員定例会9:30  14歳未満 338人／65歳以上 765人

手作り教室10:00

書道教室13:30

第343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 2,508人（2,504人）

　男 1,169人／女 1,339人

くらそうサロン

書道教室13:30いきいき健康クラブ13:30

民踊教室13:30 ジャズ体操同好会13:30 ふれあい給食の日

上北条小学校稲刈り 水墨画教室13:30 ヨガ教室10:00

百八会13:30 くらそうサロン

がん健診ストレスためて受けに行く

公民館計画訪問（午前）

毎日を笑って暮らす老夫婦

更生保護女性会 民踊教室13:30

パプリカの赤に元気な夏もらう

  宿題 「 くやしい 」「 健康 」 ・自由吟

上北条住民体力づくり振興会

体育事業全体反省会18:30

健康ですラジオ体操ウォーキング
定年をいつにしようか自由業
健康は親に感謝の医者いらず

宿　題　 　「 コスト 」「 避ける 」・自由吟

健診の結果オーライ コップ酒
同窓会 爺も婆やも自慢節
足腰に健康器具をプレゼント
入道雲くしゃみをしたら鰯雲
負けん気は十分あるが負けている
悔しさを叩きのめして生きている

開催日　　　１０月 １２日（水）　13：30～

民踊教室13:30

民踊教室13:30

助六会18:00

ジャズ体操同好会13:30
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倉吉市福祉大会（未来中心） パッチワーク教室13:30
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大塚

小田
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井手畑

小田東
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中江

新田

中江西
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6 下古川
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古川沢

下古川 大塚

舩内神社秋季例大祭（下古川）

井手畑神社秋の祭典（井手畑）

高見神社秋祭（新田）
古川沢秋まつり（古川沢）

下古川
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1 小田

2 中江

古川沢

中江

10

民踊教室13:30 なごもう会 いきいき健康クラブ13:30

シルエットアート教室10:00

水墨画教室13:30

古川沢

河北中学校職場体験学習（２年生）

なごもう会
くらぶ悠・遊・友13:30
シルエットアート教室10:00

手芸教室13:30
県社会教育振興大会

センターまつり10/23(日) 作品展示コーナー10/23～25

小田神社例大祭（小田）

中江神社例大祭（中江）

楽・楽まつり（中江西）
七峰神社祭（大塚）
穴窪神社秋祭（穴窪）

行事・利用予定

寺子屋川柳会

✻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
暑かったり、寒かったりと、体調管理が難しい毎日ですね。
そんな一日の始まりにウォ－キングはいかがですか？
木曜日の参加できる日にお越しください。申し込み、欠席
連絡はいりません。気軽にどうぞ。（貸ポールあります。）

主催/上北条住民体力づくり振興会 共催/上北条地区自治公民館協議会：上北条公民館

９月２５日(日)

台風一過で暑い一日でした。

今年、優勝したのは『 穴 窪 』！！！
なんと昨年は最下位。

見事なチームワークで勝ち取った優勝です！

新競技「宝つり」も、たくさんの方が出場して楽しんで
おられました。
今年もたくさんの中学生ボランティアスタッフが大活躍！
住民みんなで盛り上がった運動会になりました☆

毎年、開催されている”建設技術センター”と”産
業人材センター”のお祭りです。
屋台村、体験コーナー、ステージイベントなど、たく
さんの楽しい催しがあります。
今年は、上北条地区で活動されているサークルの
皆さんの作品展示コーナーができました♪
お誘い合わせの上、ご来場ください。

＜会 場＞
鳥取県建設技術センター 会議室

作品展示コーナー

スポーツ推進委員さんをはじめ、体育部長さんや各運営委

員の皆さんの活躍により、この地区大運動会にて、今年の

上北条住民体力づくり振興会の自治公対抗の体育事業がす

べて無事に終わることができました。

残す事業は、１２月１１日（日）の交流会だけとなりまし

た。運営スタッフの皆さん、選手の皆さん、ありがとうご

ざいました。
交流会もお世話になりますが、よろしくお願いします。

※交流会の詳細は、11月の上北条公民館だよりでお知らせします。
住民の皆さんの参加をお待ちしています。

『センターまつり』のお知らせ



吉村眞由美先生（早稲田大学人間総合研究センター研究員）を講師に

お迎えし、元気な毎日のための「靴教育」～健康で安全な靴

生活の基礎知識～をテーマにお話を伺いました。下駄・ぞう

り文化の習慣が身についている私たちにとって、常識が変わ

る内容でした。
今日からできるポイントは・・〝かかとトントン〟・・

主催/上北条まつり実行委員会＜作品展示部会＞ 上北条地区民生児童委員より

１０月１２日(水)・１０月２６日(水)

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＜健康づくり講座＞

第２・第４ 水曜日

保健センターだより

【お問合せ先】
上北条公民館 ☎26-1763

ところ 上北条公民館

参加費 ５００円

岸田将志さん講 師

＊運動しやすい服装で
おこしください。

持ち物 ドリンク・タオル
ヨガマット（貸出あり）

１０：００～１２：００

主催/上北条公民館＜健康づくり講座＞

主催/上北条公民館＜土曜授業出張講座＞

申込み・問合せ先／倉吉市保健センター☎２６―５６７０

｢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。

民生児童委員は小学校で挨拶運動に参加して

いますが、９月６日から９日までの４日間は

倉吉総合産業高等学校の登校時間に合わせて

挨拶運動に参加しました。
数年前までは小学校の児童だった子どもたち
が、中学を卒業し高校生ともなれば大人並み
の体格に成長して、その登校する姿を見る時、
将来この生徒達が世の中を背負ってくれるの
だと思うと、頼もしく感じられて挨拶の声に
も自然と力が入りました。

レディース検診のお知らせ

［日時］１０月２６日（水）

［受付］午後１時～１時３０分

［場所］倉吉市役所
［内容］子宮がん・乳がん

（視触診・マンモグラフィ検査）

［持物］がん検診受診券・自己負担金

※保健センターへ要事前申込み
※両検診とも定員があります

乳がん患者は年々増加傾向にあり、日本人女性の１２人に１人が乳がんになるといわれています。しかし、乳がんは早期発
見・治療により他のがんに比べて治る可能性が高く、自分で発見できる数少ないがんのひとつです。平成29年度から乳がん
検診の視触診検査がなくなり、マンモグラフィ検査のみで２年に１回の検診となります。検診がない間のセルフチェックが
早期発見には非常に重要です。検診に加えて、月１回のセルフチェクを習慣にしましょう。また異常がみられた際は、早め
に医療機関を受診しましょう。

今年も上北条小学校の土曜授業に出張してきました。今回
は古澤順子さん（小田／ありのみ工房）の指導で織物体験を
しました。色とりどりの糸や和紙を使い、思い思いのタペ
ストリーを完成させた6年生の子どもたち・・2時間半、
休憩もせず集中して制作に取り組んでいました。今後も地
域の方を講師にした事業の実施に取り組んでいきたいと思
います。
☆上北条文化作品展にも展示しますのでぜひご覧ください。

９月２４日（土）

９月３日（土）

⑩２月２４日（金）

⑨１月１３日（金）⑥１０月２８日（金）と き

⑦１１月１１日（金）

⑧１２月１９日（金）

主催/上北条まつり実行委員会＜メインステージ部会：担当/スポーツ推進委員＞

１１月６日（日）開催の上北条まつりメインステージにて、”うでずもう大会”を開催します。
上北条地区住民なら誰でもOK☆ 年齢制限も無し！ 優勝者には豪華景品があります♪
我こそは！という。。。そこのアナタ！！！ お申し込み、お待ちしてまーーーーす(^∀^)ノ

［男性の部］［女性の部］各６名。締切１０／２４もしくは定員になり次第（先着順）。

上北条まつり実行委員会事務局（上北条公民館内）☎２６－１７６３まで、お申し込みください。

地域で活動しておられる教室やサークル、サロ
ンなどでの活動作品、個人での創作活動の作品
などを展示します。年に一度の上北条作品展！
たくさんの方のご協力をお願いします。
＊詳しい内容についてはこれから協議をしていきます。

昨
年
の
様
子

上北条公民館

完
成
し
ま
し
た
❤

主催/上北条地区社会福祉協議会

＜テーマ＞

人とひととがつながる上北条～ご近所の力を活かしましょう～

＊詳細は全戸配布のチラシをご覧ください。

住民のみなさまの参加をお待ちしております。

『第27回倉吉市高齢者ペタンク講習会・交流大会』

磯田由江さん・生田早苗さん・仲倉愛子さん

おめでとうございます。

上北条地区チーム(大塚）優勝です。

３人は、今年度の上北条地区ペタンク大会でも

優勝されてます。地区内外で大活躍です！

10月22日(土)
10:00～12:00


