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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 金 閉館

２日 土 閉館

３日 日 閉館

４日 月

５日 火 ８：００～ ふれあい給食（歳末たすけあい募金助成事業）

６日 水 １０：００～ こどものあそび教室

７日 木

８日 金

９日 土

１０日 日

１１日 月

１２日 火 １３：１０～ 学校へ行こう！（成徳小）

１３日 水
１０：００～

１３：３０～

地区公館長会（高城公）

成徳・明倫ハツラツ教室

１４日 木 １０：００～ なごもう会

１５日 金

１６日 土

１７日 日

１８日 月

１９日 火
８：００～

１３：１０～

ふれあい給食（歳末たすけあい募金助成事業）

学校へ行こう！（成徳小）

２０日 水

２１日 木 ９：３０～ 主事研修会（上井公）

２２日 金

２３日 土

２４日 日 ９：１５～ 東中校区少年少女のつどい

２５日 月

２６日 火
１０：００～

１３：１０～

第 5 回成徳 YOU友女性教室

学校へ行こう！（成徳小）

２７日 水 １３：３０～ 成徳・明倫ハツラツ教室

２８日 木 １０：００～ なごもう会

２９日 金 １９：００～ 成徳地区教育を考える会

３０日 土

３１日 日

・・１月 contents・・★新年の挨拶★第５回成徳 YOU友女性教室 ★倉吉市成人式 ★倉吉市部落解放文化祭

★学校へ行こう！参加者募集 ★小学生も「認知症」を勉強しました ★住宅の無料耐震診断 希望者募集

★保健だより（はたちの献血・休日健診のおしらせ）★緑の募金事業 平成２７年度成徳地区緑化推進事業報告 ★成徳写真館

★１月のおもな予定 ★年末大掃除の御礼 ★自治公民館協議会１月の予定 ★みんなで出来る環境活動 ★ベルマーク収集

   

         今年もよろしくお願いします

年頭の詞 ・・・不安がサル年に・・・

   平成 28年の幕が開きました。長い人生の途上には数々の節目がありますが、新しい年のスタートに立

つときは誰でも心新たに希望溢れる願いや目標を心に刻むものです。異常気象や災害の多発、政治不安や先

行き不透明な世情の中で、平成 27年を表す漢字一文字は「安」でまとめられました。人それぞれにいろいろ

な漢字を思い浮かべられたことだろうと推測しています。

新年の門出にあたって「今年こそ！」の強い意欲を持ち「初心忘れるべからず」と明るい展望を胸に抱き

ながら今年一年を過ごしていきたいものです。成徳公民館も地域の皆様に支えられながら日々精進を重ねて

いますが、新しい年を迎えるにあたって更に充実した公民館活動を展開したいと考えています。皆様からの

ご意見・ご要望、公民館の事業評価を踏まえ 28年度も多様な分野の講座を企画しております。これらの内容

を一層高めるのみならず、成徳地区の課題をどう考えどのように解決していくのか社会教育の拠点としての

役割をしっかり考え、地域住民の皆さんが気軽に出入りできる公民館であることを念頭に置きながら公民館

活動に情熱を燃やしたいと思っています。そして、少子高齢化何するものぞ！地域住民の心に課題解決の灯

をともしながら町づくりの一翼を担える公民館をめざし、平成２８年「申年」が“不安や悩み”がサル（去

る）ようにしたいものです。

皆様のご健康とご多幸を祈念し公民館に対して従来にも増しますご支援を賜りますようお願いして新年の

挨拶と致します。                          

倉吉市成徳公民館                                  

館長 小 谷 次 雄

主事 赤 本 充子

主事 佐々木周子

                     

自治公民館協議会 平成 28 年１月のおもな予定

（12月 24 日現在）

自治公監査会 １月  ９日（土）１８：００～

自治公三役会 １月１９日（火）１０：００～（成徳公）

自治公館長会 1月２２日（金）１８：３０～（松原旅館）

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
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厚く感謝申し上

げます。コツコツと収集中！今年もご協力をよろしくお願いします。

年末大掃除 ご協力ありがとうございました

昨年１２月１７日は地域住民や公民館利用者の皆様

のご協力により、館内の大掃除をしていただきました。

皆様のおかげで気持ちの良い新年を迎えることが出来

たことに感謝いたします。本当にありがとうございま

した。            成徳公民館管理委員会

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。

    第５回成徳 YOU 友女性教室 お気軽にご参加ください！ 参加費無料

     ★講演会：人権のとびら・・「みんなの願い！元気で幸せに暮らすためには」 講師：繁原美保さん

★平成２８年１月２６日（火）１０：００～１１：３０ 会場：倉吉市成徳公民館

☆準備の都合がありますので１／２２までに成徳公民館へお申込みください。



緑の募金事業  平成 27 年度成徳地区緑化推進事業の報告   成徳地区自治公民館協議会

花づくりをとおして住民同士がふれあいを深めるとともに、明るく元気のある町づくりの一助を目的に事業を行いま

した。今年度は花の種類をパンジーにそろえ成徳地区内にある観光地周辺の町内を中心に彩り華やかに飾っています。

✿湊町           ✿東町          ✿明治町        ✿西仲町

✿新町１丁目        ✿堺町１丁目       ✿東仲町        ✿成徳公民館

                        

              １２月：倉吉市公民館まつりで成果を発表しました

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！▲１月 １２日、１９日、２６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。

小学生も『認知症』を勉強しました！

“私たちにできることは何かな・・”

１２／４（金）成徳小学校で

６年生２４名を対象に「子ど

もたちの認知症の理解のた

めの絵本教室」を開催しまし

た。当日は地域の方４名の参

加がありました。認知症とい

う病気を理解する事をきっ

かけに、グループに分かれて高齢者を敬う気持ちや地域の一員と

して助け合う社会の大切さを話し合いました。発表では認知症と

いう病気について学習したことを、どのグループも非常によく理

解しており、図に書いて説明してくれたグループもありました。

また、自分たちは認知症の人に対して何が出来るかということに

ついては「認知症になってもできない事ばかりじゃない。たとえ

ば『塩』と『砂糖』を間違えないように僕が容器に書くことがで

きます。そうすればおばあさんは、またおいしい「肉じゃが」を

作ることが出来ると思います。」など、子どもたち自身から具体

的な対応を考えた発表もありました。

子どもから大人まで地域で認知症の理解を深め、認知症になっ

ても安心して過ごせる地域となるためにも、この認知症絵本教室

を継続することの必要性を強く感じました。

記憶のつぼの説明図

        →

脳の機能の変化をよく

捉えていました。

倉吉中央地域包括支援センター（上灘・成徳）

主任介護支援専門員 山川美加

今年度最後の休日健診のお知らせ

健診を受ける機会の少ない若い人や平日に健診を受けることが難しい人を対象に「休日健診」を実施しま

す。この機会にぜひ健診を受けましょう。

[休日健診] ○日にち・場所：H28 年 1月 31 日（日）・倉吉体育文化会館 ○受付時間：午前 8 時～午前 10 時

○内容・対象者：

一般健診（２０歳以上）・特定健診（４０～７４歳）・長寿健診(後期高齢者健診)（７５歳以上）・胃がん検診（３０歳以上）・肺

がん検診（３０歳以上）・大腸がん検診（３０歳以上）・子宮がん検診（２０歳以上）・乳がん検診(視触診＋マンモグラフィ検査)

（３６・３８歳、４０歳以上）・前立腺がん検診（５０歳以上）・肝炎ウィルス検診（４０～７４歳で過去に検査を受けたことのない人）

○その他：＊持ち物：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金

＊申込みが必要です。 ＊胃・子宮・乳がん検診は定員があります。子宮がん検診は定員に達しました。

＊詳しくは受診券に同封の「倉吉市健康診査の手引き」をご覧ください。

※タッチパネルによる「物忘れ」相談

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。      申し込み・問合せ先 倉吉市保健センター ☎２６－５６７０

はたちの献血

今年成人式を迎える「はたち」のみなさん、おめでとうございます。

国内の医療に必要な血液製剤を確保し、安全性を高めるために

「400ml 全血献血」及び「成分献血」が求められています。皆さん

の「元気」を献血に役立ててみませんか？ご協力おねがいします。

全血献血

1）日 時：１月 3日（日）11：00～17：00

場 所：パープルタウン  受付）パータン広場

2）日 時：1月 31 日（日）9：30～15：00

場 所：倉吉未来中心

3）日 時：2月 4日（木）9：00～12：00

場 所：倉吉市役所  受付）3階第 2会議室

  血液キャラクター「けんけつちゃん」

■ 問い合わせ 鳥取県赤十字血液センター 0857－24－8101

平成28年 新成人をお祝いしましょう！

        

○平成２８年 1 月３日（日）13：30～16：00

○会場：倉吉未来中心

○新成人となる人

平成７年 4月 2日～平成８年 4 月 1 日までに生まれた人

人 権 第 41 回倉吉市部落解放文化祭

～解放文化を創造しよう～

主催：第 41 回倉吉市部落解放文化祭実行委員会

作品展示 日時：1月 22 日（金）～24日(日)9時～17 時

     場所：倉吉未来中心 アトリウム

実践発表の部 日時：1 月 23日（土）13 時 30分～

・実践発表 13：30～14：20「絵本にこめられた思い」

              部落解放同盟倉吉市協議会女性部

倉吉市人権絵本作成委員会

・講演会 14：30～16：10「江戸・東京の被差別部落の歴史」

            ～浅草・弾左衛門と被差別民衆～

    講師：部落史研究家浦本誉至史（うらもとよしふみ）さん

ボテ茶サービス 1/23（土）11 時～ 未来中心アトリウム

ぜひこの機会に味わってみてください。

昭和 56 年以前に建てられた住宅は、耐震性が不足している

可能性があります。耐震診断を希望されるお宅に、倉吉市か

ら診断士を派遣します。診断費用はかかりません！
＜対象となる住宅＞

・倉吉市内の木造一戸建て住宅

・昭和 56 年５月 31 日以前に建築されたもの

・階数２階以下、延べ床面積 200 ㎡程度

・在来軸組構法、伝統的工法、枠組壁工法のもの

※店舗等併用の場合、増改築ありの場合は要相談

＜募集期間＞ 平成 28 年 1月 29 日（金）まで

＜お問い合わせ＞倉吉市役所 建築住宅課 （電話）22-8175

窓口、お電話にて、まずはご相談ください！

「耐震診断を受けたい」とお伝えください。

住宅の無料耐震診断

住宅の安全性を調べてみませんか？

命や財産を守るために…

★スポーツ教室

バランスボールとバスタオ

ルを使った運動を発表
★作品展示

趣味の講座、青少年体験講座、地域活動養成講座で制作した作品の数々


