
 

                                             
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
テレビゲームよりおもしろい！対面コミュニケー
ションたっぷりの、昔ながらのゲームで遊んでみま
せんか。ぜひ、ご参加ください❤ 
 

◆日 時…８月２３日(火)  
１０:００～   

◆場 所…上灘公民館 会議室 

◆参加対象…小学生 

◆協 力…子ども未来ネットワーク＆上北条小の子ども達 

◆参加費…無 料  

◆申込み…上灘公民館へ（※当日の参加も OK） 
 

主 催 上灘公民館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

１日 月 上灘皿まわし会  9:00 

２日 火 折り紙倶楽部 四季折折 10:00 

３日 水 給食サービス事業  9:00 

  地区民生児童委員(協) 研修会 10:00 

  人権福祉部・女性部合同会 19:30 

４日 木 上灘はつらつ教室 13:30 

８日 月 心もからだもスッキリ健康塾 13:30 

  
夏休み宿題・お助け隊参上！ 

８日（月）～１２日（金） 
13:30 

９日 火 定例館長会 19:30 

13日 土 打吹川柳会 12:30 

18日 木 老人クラブ交通安全部会 13:00 

  上灘はつらつ教室 13:30 

  体力づくり振興会・役員会 19:30 

22日 月 うわなだ未来塾！市役所探検♪ 13:00 

  心もからだもスッキリ健康塾 13:30 

23日 火 アナログゲームで遊ぼう♪ 10:00 

24日 水 給食サービス事業  9:00 

25日 木 なごもう会 13:30 

  鳥大へ行こう！「鳥大探検隊」  9:00 

26日 金 夏休み簡単おやつづくり 13:30 

  地区人研専門部会② 19:30 

30日 火 高齢者交流運動会・踊り練習会① 13:00 

31日 水 福祉協力員研修会 13:30 

  地区健康づくり推進委員会 19:30 

【公民館閉室についてのお知らせ】 
 

※８月１５日は、事務所を 

閉室させて頂きますので、ご了承ください。   
※貸し館については 通常通り行います。 

 利用される団体は、カギを 12日に取りにおいで下さい。 

 

 

  

 

 

 

地区内の 60 歳以上の方でしたらどなたでも参加

できます。お気軽にご参加ください！ 

競技に参加されない方も、応援に来て一緒に親交を

深めましょう❤ 
 

◆日 時…９月１０日(土) ９:３０～ 

◆場 所…上灘小学校 体育館 

◆持ってくる物…上履き 
 
主 催  上灘公民館 

地区体力づくり振興会 

地区社会福祉協議会 

 

 

 

 

 正しい靴の選び方や、正しい靴の履き方が健康に 

つながります。あなたは正しい選択をしていますか？ 

“目からうろこ”の講演会を昨年に引き続き開催し 

ます。どなたでも ぜひ、ご参加下さい♪ 
 

◆日 時…９月３日（土）１３:３０～  

◆場 所…上灘公民館 会議室 

◆参加費…無 料 

◆講 師…早稲田大学人間総合研修センター研修員  

     元 金城学院大学教授 吉村 眞由美 氏  
 

主 催 上灘公民館  
 

 

 

 
 

倉吉市役所の中って、どうなってるか知ってる？ 

倉吉市と姉妹都市の倉野川市って？“ひなビタ”って？

知ってるようで知らない 倉吉を探検しちゃいます。 
 

◆参加対象…小学校５・６年生及び中学生 

◆日 程…８月２２日（月） 
 
     １３:００ 上灘公民館集合 

     １３:１５ 出発（市バスにて市役所へ） 

           倉吉市役所・探検 

     １６:３０頃 市役所出発・上灘公へ 

◆参加費…無 料 

◆最終申込〆切…８月１０日までに上灘公民館へ 

※市長さんへの質問を考えてきてね～♪ 

主 催 上灘公民館  

 

 

 

◆場 所…上灘公民館 会議室 

◆参 加 対 象…小学生 

◆参加費…無料 

◆申込み…上灘公民館へ 

     （※当日参加もＯＫ！） 

主 催 上灘公民館  

 

 倉吉市上灘公民館 
  〒682-0811 倉吉市上灘町９番地１ 

  【TEL】22-0640 【FAX】23-6012 

  【メールアドレス】kouwana@ncn-k.net 

  【ホームページ】http://www.ncn-k.net/kouwana/ 

 

  

 
 

 

 
 

「はこた人形」って、どんな人形かご存知ですか？倉吉

に２３０年以上前から、子どもの遊び相手であるとともに、

「怪我や病気をせず無事に育って欲しい」との願いを込

めた厄除けのお守りでもあります。その「はこた人形」を

一から作ってみませんか？ 
 

◆日 時…９月５・１２・２６日(月) 

１９：００～２１：００ 

（※３回の参加をお願いします。） 

◆講 師…はこた人形工房の方 

◆定 員…２０名 

◆参加費…無 料！ 

◆申込〆切…８月１９日(金)までに上灘公民館へ 
 

主 催  上灘公民館、倉吉ロータリークラブ 

８月のおもな行事予定 
･使用団体 

 梅雨も明け、本格的な暑さがくる時季となりました。お互い 

体調には気をつけて熱中症等にならないよう注意したいものです!! 

 先月、他地区交流事業として、社地区にある四王寺山の登山を灘手

地区側から挑戦しましたが、高くない山でもあるし、軽く考えて登りま

したが、予想に反し難所であり、我々高齢者にとっては、つくづく体力

の衰えを痛感した 1日でした。年齢を重ねるにつれ、衰えていく体力を

維持していくためには、普段の努力が必要と思うこの頃です。 

 
 

 

 上灘公民館長 

安田 

昭和町 １-１０７  ☎ ２３－１６１１ 

８月 

    ≪ 団体活動日  ≫ 
 

‣ はなみずき会…８月５・１９・２６日 

‣ エアロビ教 室…８月１・８・２２・２９日 

‣ のびのびクラブ…８月２・９・１６・２３・３０日 

‣ 倉吉ダンスクラブ…８月２・５・９・１２・１６・１９・２３・２６・３０日 

‣ ボデイリセット…８月１・５・８・１９・２２・２６・２９日 

‣ 朗読花みずき…８月１・４・８・１１・１８・２２・２４・２５・２９・３１日 

‣ つ く し の 会…８月１０・２４日 

【５月末】 

世帯数  ２，４９９ 世帯 

人 口  ５，６３４ 人 

男 性  ２，５９１ 人 

女 性  ３，０４３ 人 

【６月末】 

世帯数  ２，５００ 世帯 

人 口  ５，６３２ 人  

男 性  ２，５８９ 人 

女 性  ３，０４３ 人 

【上灘地区人口集計】 

０～１４歳     ７６０ 人 

１５～６４歳   ３，３１２ 人  

６５歳 以 上   １，５６０ 人 

【年
齢
別
人
口
】 

会下谷にある『宝篋印塔』 
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～公民館はつらつ日記～ ◎地域・公民館の出来事をお知らせします(^o^)／ 

自治公民館の役員研修会 
が開催され10年及び５年 
の永年勤続表彰として７名 
の方の表彰をし、研修会で

は、『防災の中での避難行動支援につい
て』鳥取大学の柗見吉晴教授に洪水や 
地震での地域の防災活動の課題と対応策 
について講義を受け、地域の防災・減災 
活動について大いに参考になりました。 
 

上灘地域生活安全推進 
協議会の総会が開催さ 

     れ、議事に先立ち 警察署 
生活安全課より「防犯活動について」 
のお話しを聞きました。又、毎月 10日 
は『防犯の日』となっており、この日 
にのぼり旗を各町で立てて広報活動 
をすることを協議しました。 

東中の生徒となる各小学校 
の 6年生が集い、友好の輪 
を広げようと「東中校区少 

年少女の集い」として、関金 B&G海洋
センターでは カヌー体験と水浴びを
し、お腹のすいたところで、水車の里
に行き自分達でそば打ちをして食べ、
交流を深めました。満足の一日でした 

 

 上灘の楽しい未来を子ど 
も目線で考える「うわな 
だ未来塾」一回目は、簡単 

で美味しいパンケーキを作って食べな
がら交流会を開催し、次の市役所探検
の話や、「自分たちの手で桜まつりを
盛り上げよう」等、色々な話をしなが
ら楽しい時間を過ごしました。 
 

上灘と灘手の他地区交流 
事業として標高 171,5m 
の四王寺山（しほっつぁん）に 

登り四王寺のご祈祷を受け、今年で
1149 年となる歴史について学んでき
ました。展望台もあり、北栄町や日
本海が一望のもと、暑さの中にも爽
やかな風に癒された交流会でした。 

 

元 NHＫアナウンサーの 
藤澤武氏の「放送こぼれ 
話２」の講演会を開催しま

した。相撲や、高校野球での裏話など、
面白おかしくお話しを聞き、最後には、
発声と滑舌の練習として、「あえいうえ
おあお」などの言葉を、くちを横に広げ
て全員で発声練習をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  子育て支援センター”おひさま“に来て一緒に遊びましょう  

  ８月のご案内    

☆   3日  （水）おはなしグループ「がらがらどん」のお話会があります。 

☆   9日（火）「保健師・栄養士」による『身体  測定・育児相談』があります。 

☆  10日（水）『身体測定』が 15:00からあります。 

☆  31日 (水) 『子どもの音楽会』（11：00～11：45） 

     ※対象：未就学の子どもと保護者（30組程度）予約が必要です。 

※ゾリステン・ドライエックさんをお招きして、こどものための音楽会を開催します。親子で生の演奏に触れ、 

楽しい時間を過ごしてみませんか。 

 

○7月 7日におひさまたなばたまつりを開催しました。 

親子で魚つりやボーリングなどのゲームをしたり、 

夜店でお買い物を楽しみました。 

後半は職員によるお楽しみの劇があり、最後には 

くらすけくんも登場し、盛り上がりました。 

 
 

 

米田町の会下谷川上流部の小高い丘に、ひっそりと宝篋印塔が立っています。 

高さはおよそ１ｍで、四百年余りたった現在でも完全な形で、しかも、刻まれた 

銘まで残っています。銘は風化しているものの塔身に「心」と刻まれ基礎部分に 

「永禄八年乙丑年四月念五日、大岳明玄大姉」と記されていることがたしかめら 

れています。戦乱の時代で、大姉とは女性の戒名の下につけることばで大岳明玄 

の四文字から「大きな山を明るく照らす 太陽のようなおかたー。」で慈悲の心を 

持って接し、ひたすら泰平な世になる日を祈りつづけていたおかただったのかも 

知れません。村人たちは、死をいたみ、宝篋印塔を建て、霊をとむらって、村の 

安泰と人びとのしあわせを祈ったことでしょう。この地 会下谷は、その地名が 

示すように、会下（学問僧＝修行僧）の住んだところといわれています。 

（うわなだ子ども風土記 第二集より） 

 

子育て総合支援センターだより （ TEL 22‐3914 ） 

現在上灘小では学校支援ボランティアを募集中です。今までも地域のみなさまにはいろいろお世話になってき
ましたが、さらに、学習活動、学校整備支援等の内容についてご協力いただけるとありがたいです。今年は地域
コーディネーターを元ＰＴＡ会長の山口大助さん（田内）にお願いしています。学校として地域の方に様々な地
域ボランティア等お願いする時の窓口になっていただきます。現在募集のチラシを上灘小学校と上灘公民館に用
意しています。「できる人が できるときに できることから」を合い言葉に、地域の皆さまもご協力いただきま
すよう、どうぞよろしくお願いします。※回覧文章でもご案内しますので、ご覧下さい。 
 

 

 

 

春から秋にかけては、ダニの活動が盛んです。マダニ類やツツガムシ類に咬まれることによっていろいろな 
感染症にかかることがあります。野山や田畑で活動される際はダニに咬まれないようにしましょう。 

○予防について 
・長袖、長ズボン、手袋などを着用し肌の露出をしないようにしましょう。  
・地面には直接寝転んだり、座ったりせず、敷物を敷きましょう。  
・野山に行った後や畑作業をした後は、すぐに体を洗い、咬まれた痕がないか確認し、着替えましょう。  
・ペットをつれて野山に行った後は、ペットにダニが付着していないかを確認しましょう。 
○もしダニに咬まれたら？ 
・放置すると数日間以上吸着して吸血し続けますので、見つけたら早めに取り除くことが肝心です。 
・自分でとる場合には先の細いピンセットを用い、できるだけ皮膚に近い部位でダニをつまみ、つぶさないよう
に注意して取り除きますが、とり損ねて一部が残ってしまうことがあるので、できるだけ病院（皮膚科）でとっ
てもらってください。 
・咬まれてから１～２週間程度は体調の変化に注意し、高熱・発疹・消化器症状などの症状が出た場合には病院
などの医療機関を受診し、ダニに咬まれたことを告げてください。日本紅斑熱やつつが虫病は抗菌薬で治療が可
能です。（症状がなければ受診する必要はありません。） 

       倉吉市保健センターより 
 
 

 

〒682-0044 

倉吉市小田458番地（伯耆しあわせの郷内） 

 

倉吉市保健センター 

 

椿 沙也香 

 

 

 

会下谷にある『
「

宝篋印塔
ほうきょういんとう

』 
 

 ほうきょういんとう 

 ７月９日の土曜授業の日に、２年生と５年生で交通安全教室を実施しまし
た。特に５年生では、旧体育館に信号を備えたコースを設定し、実際に自転車
を使っての実技指導を行いました。１学期に自転車による飛び出し事故が複数
回起きており、児童も真剣そのものでした。ＰＴＡ校外生活部員さんが中心と
なり、上灘地区交通安全協会と倉吉警察署の方にもご協力いただきました。日
頃から子どもたちの交通安全に目配りしていただいている方です。今後も学校
での交通安全指導を続けていきますが、地域での見守りもよろしくお願いしま
す。何かお気づきのことがありましたら、学校にお知らせください。  

 

 

☆『ベビーマッサージ』を週2回しています。

（木曜日午前 11 時過ぎからと、金曜日

午後 3時過ぎからです。） 

☆『ファミリー・サポート・センター』も併設し

ています。お気軽にご相談ください。 

 


