
第 425 号 平成３０年 6 月１日

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：（9：00〰22：00）

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

     おもな予定（倉吉市・成徳公民館・団体）

日 月 火 水 木 金 土

1 2

倉吉未来ウォーク

3

倉吉未来ウォーク

4

19:00～東中校区

人権担当者会

運営委員会上灘小

5

8:00～ふれあい給食

12:45～学校へ行

こう！（成徳小）

6

13:15～こどもキ

ッチンスタジオ

エルハイナ永田

7

8:30～花 HANA

講座（八頭町）

8 9

17:00～親子ピンポ

ン教室②（東中）

20:00～住民スポー

ツ（東中）

10

9:00～防災講座

11 12

倉吉市女性連絡会

10:00～（交プ）

12:45～学校へ行

こう！（成徳小）

13 14

10:00～なごもう会

15

19:00～成徳地区子

どもいきいきプラ

ン実行委員会総会

16

17:00～親子ピンポ

ン教室③（東中）

17

6:50～

玉川一斉清掃③

18

9:30～いきいきシ

ニア・体操教室

19

8:00～ふれあい給食

12:45～学校へ行

こう！（成徳小）

20 21 22 23

24 25 26

12:45～学校へ行

こう！（成徳小）

27

10:00～ミノアカ

フラサークル

19:00～せいとく

祭実行委員会

28

10:00～なごもう会

29 30

成徳地区の人口 2,949人（男 1,371人 女 1,578人） 世帯数：1,469世帯

0歳～14 歳：301人 15 歳～64 歳：1,481人 65 歳以上：1,167人〈平成 30 年 4 月末現在〉

成徳地区自治公民館協議会 ６月おもな予定（5 月 30 日現在）

◆館長研修会 ６月８日 (金）9:00～（鳥取市）      

◆自治公役員研修会 ６月１６日（土）15:00～（成徳公民館）

◆三役会   ６月２１日 (木）10:00～（成徳公民館）

◆体育部・ソフトボール大会 ６月２４日 (日）9:00～（東中学校グラウンド）

◆館長会 現時点で開催予定なし

・・６月 contents・・★初夏の伝統行事 夏越しの大祓 ★フラ♪サークル参加者募集 ★パットゲームスター参加者募集

★学校へ行こう！参加者募集★各団体 役員改選★食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座受講生募集 ★保健だより

★住民スポーツの日 参加者募集 ★いきいき体操教室参加者募集★フリーマーケット協力のお願い★倉吉健康麻将の会参加者募集

★成徳地区敬老会開催報告★６月予定 ★成徳地区自治公民館協議会６月予定 ★防災講座開催案内★リサイクル、ベルマーク回収

初夏の伝統行事 夏越しの大祓（なごしのおおはらい）

日時：6 月30 日（土）19:00～21:00

夏越しの大祓とは、一年のちょうど真ん中である六月三十日に神社に参拝して、茅の輪をくぐり、人形（ヒトガタ）

を奉納して厳しい夏を元気に過ごしましょう。と言う日本の昔からの風習です。ご家族ご一緒にお参りください。

倉吉の天神祭―夜宮(よみや)―成徳地区―

成徳地区では、夏になると夜宮（よみや）と言って、各町内の子供たちが、近くの神社や寺の夏祭りに合わせて、それ

ぞれの天満宮をまつり、子供自身が主役となって祭りをします。その日は、出店が出て他町内の子ども達もたくさん集ま

り夜宮を楽しみました。普段の生活で夜の外出は禁止ですが、夜宮だけは特別でした。

以前は、該当する町内の子どもたちは町内の家々に行って寄付を募り、そのお金でお供え物や果物や菓子(金花糖：鯛

の型をした砂糖菓子)や粉菓子を買い、それを供えて天神様を祭りました。そして、次の日には寄付を頂いた各家にお供

えのお下がりを持って行ってお礼をしました。

このようにして、子どもたちは異年齢集団の中で遊びながら社会のルールや礼儀を学んだのでした。

現在、天神祭は行われていますが、そのお金は町内会費などから出され、お供え物の買い物はスーパーなどに親がつい

て行き、祭りの準備も親がして子どもたちは当日のみの参加です。以前のような天神祭が懐かしく思われます。

天神祭(天神さん)とは、菅原道真公を御祭神として、主に子どもたちの学業成就と、健康を祈る祭りです。

７月２５日に行われる大阪天満宮の天神祭が有名です。成徳地区で開催される天神さん―夜宮―は次のとおりです。

６月３０日 賀茂神社・夏越しの大祓祭  葵町・東仲町・西仲町・魚町・研屋町

７月 ７日 龍泉寺・鬼子母神さん    湊町

７月 ９日 金比羅さん         新町一丁目（町公民館）

７月１２日 住吉神社夏祭り       住吉町

      粟島さん          新町二丁目（町公民館）

      ほうとうさん（宝塔）    堺町三丁目（町公民館前）

７月２５日 宮川町天神祭        宮川町（町公会堂）

７月２７日 倉吉神社夕祭         西町・大正町・新町三丁目・東岩倉町           

      荒神町神社例祭       荒神町・堺町一丁目       賀茂神社 宮司 吉田武章

館報「成徳」カラー版を成徳公民館窓口に置いています。市報、県政だより、チ

ラシ等情報がたくさん！ ご自由にお持ち帰りください。

成徳公民館 リサイクル回収箱の設置場所

★使用済み小型電子機器等

★使用済み天ぷら油の食用廃油 ⇒自転車置き場ヨコ

★ペットボトルのキャップ ⇒成徳公民館玄関内

ベルマークを集めています！ ⇒成徳公民館玄関内

皆様のご協力をよろしくお願いします。

6 月 10 日（日）9:00～12:00

会場 成徳公民館

防災講座
火災発生時の避難方法、非常食の試食を実施し、

災害を乗り切るために必要な備え、対処法につ

いて学びます。参加の取りまとめは終了してい

ますが、当日参加も OK です。

★建物内で実施する煙体験

★災害をどう乗り越えるか

講話：中部地震からわかったこと。備えの必要性

展示：備えに必要なもの（日用品、食品）

体験：非常食の試食

主催：自治公消防部長会・倉吉市成徳公民館



持 参：運動シューズ、飲み物

住民スポーツの日 スポーツを楽しもう！ 参加者募集

6 月・7 月は・・ソフトバレーボール、バスケットボール
「住民スポーツの日」ではいろいろな種目のスポーツ活動を行います。

どなたでも参加ОＫ！会場にお越しください！

☆日 時：６月９日（土）７月７日（土）

★種 目：ソフトバレーボール 20：00～22：00

☆場 所：東中学校体育館

☆指導者：トロピカル、東町の皆さん

☆日 時：７月２日（月）

★種 目：バスケットボール 20：00～22：00

☆場 所：東中学校体育館

☆指導者：睦月クラブの皆さん

持 参：運動シューズ、飲み物

参加費：無料

対 象：成人 バスケは小中高校生も可

平成 30 年度公民館研究指定事業

主催：倉吉市成徳公民館

いきいきシニア成徳教室

自分でやる！ 家でやる！

「いきいき体操教室」

◆日時：6 月 18 日（月）9：30～11：30

◆場所：倉吉市成徳公民館

◆参加対象：６０歳以上の方

◆参加費：無料

◆内容：講話、実技

肩の痛みを改善しよう

◆講師：山根隆治さん（三朝温泉病院）

◆持参：飲み物 運動靴

◆申込：はじめてご参加の方は 6/14 まで

に成徳公民館へ

     フラ（ダンス） 笑顔で楽しく自主活動！

            団体名は・・・ミノアカ・フラサークル

若い世代から高齢者まで誰でも楽しめるフラは大人気！ 5月 28 日から、フラサークルとして

活動をはじめました。団体名はハワイ語で”笑顔”という意味のMino'aka（ミノアカ）からのネーミングです。

いつでも、誰でも参加できて、心地よい音楽を聴きながら笑顔でフラを楽しむ。

そんな活動を公民館も応援していきます。

活動は月に1回のペース。曜日は、まだ変動あり。ご参加をお待ちしています！

                         申込み不要

６月は・・２７日（水） ７月は・・３０日（月）

■時間：10：00～11：30 ■場所：成徳公民館 ■講師：河本高枝さん

■持参：タオル、飲み物、動きやすい服装（スカートがあれば気分は上々♡）

■参加費：１回 500円（大人のみ）

活動のまとめ役３人も決定！下山さん、杉本さん、松井さん お世話になります。

学校へ行こう！    主催：倉吉市成徳公民館

高齢者が小学校へ行き、小学生と一緒に囲碁や将

棋、昔遊びをして一緒に楽しみます。どなたでもお

気軽にご参加ください。申込不要

▲６月開催日5日、12 日、19 日、26 日（火曜日）

▲時間 12：45～13：20

▲場所 成徳小学校１階 多目的教室

フリーマーケットにご協力をお願いします！

今年も第 68 回「社会を明るくする運動」が始まります。

倉吉市と保護司会、更生保護女性会がフリーマーケットを開催。

７月７日（土）10:00～ 倉吉未来中心アトリウム

成徳支部もフリーマーケットに協力しますのでタンスの中で眠ってい

るもの、まだ使えるものの提供を、よろしくお願いします。

★提供品：「日用品」「衣類」 ★受付：７月２日（月）～５日（木） 

★持参先：倉吉市成徳公民館（9時～17 時まで）

倉吉市更生保護女性会

成徳支部

←昨年のフリーマーケット

大変賑わっていました。

規約、規程に基づき役員改選が行われました。

成徳地区同和教育研究会（5月 8日総会）

会長：田村昭夫  副会長：田民早苗・谷﨑 勉

監事：寺谷康之・竹内 務    役員任期：2 年

成徳地区同和教育推進員連絡協議会（5月 8日総会）

会長：田村昭夫  副会長：田民早苗

監査：佐々木邦子・須美峰子   役員任期：２年

成徳地区青少年健全育成協議会（5月 23日総会）

会長：日野彰則  副会長：南 陽一・矢吹徳子

監査：井中玉枝・広田秀紀    役員任期：２年   敬称略

食生活改善推進員（ヘルスメイト）

養成講座受講生募集

食生活の普及に関するボランティア活動をしてみ

ませんか。地域における食生活を中心とした健康上

の問題点や要望に対応した活動をするため、知識や

料理の技術を学びます。（６回の講義と調理実習）

詳細は６月１日号市報に掲載

お問合せ：倉吉市保健センター 電話２６－５６７０

写真は昨年の「成徳健康フェア」でサバ缶を使った献立を紹介。

保健だより： 健診診査も、かかりつけ医を持ちましょう

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。 お問合せ：倉吉市保健センター 電話２６－５６７０

ニュースポーツ     主催：成徳パットゲームスターの会

毎月：第1・第3水曜日の午後は「パットゲームスター」
（６月６日、６月２０日１３:３０～１５：３０）

グラウンド・ゴルフのクラブを使って行うスポーツで、屋外とほ

ぼ同じ距離間でゲームを楽しめます。ルールはかんたん！

誰でも楽しめますので、お気軽にご参加ください。

みんなで楽しみましょう！
◆場所：倉吉市成徳公民館

◆参加：無料 申込み不要

◆持参：運動シューズ

グラウンド・ゴルフクラブ
※クラブは公民館にもあります。

７
月
２２
日
（
日
）
自
治
公
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

ボ
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ル
大
会
の
練
習
に
も
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
を
！

毎週水曜日と金曜日の午後は    

健全な健康麻将を楽しもう！

男性も女性も初心者大歓迎！お気軽にどうぞ

申込不要

★時間：13：00～17：00

★会場：成徳公民館

★参加費：1回２００円  

お問合せは倉吉健康麻将の会 荒木まで

電話 090-4805-0374

平成 30 年度 第 65 回成徳地区敬老会賑やかに開催！

5 月 13日（日）グリーンスコーレせきがね 被敬老者 706 人のうち 132 人出席  

三味線演奏、歌、踊りは大好評でした。

皆様、これからもどうぞお元気で！

新敬老者の代表挨拶

松本士朗さん


