
倉吉市上北条公民館

TEL （0858）26-1763

FAX （0858）26-3515

月 火 水 木 金 土 E-mail　kokamiho@ncn-k.net

1 2 3 4 5 6 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

日
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14 15 16 17 18 19 20
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・ 山本旅人

・ ひーる行灯

・ 紫陽花

・ 小夜

・ くにあき

・ 山崎夢太郎

・ 奨

・ 木天麦青

・ 吉田日南子

・ 居酒屋てつ

・ 生田土竜

・ 真亜子

超ラッキーフォークダンスの手にあなた

助六会18:00 パッチワーク教室13:30

百八会13:30

水墨画教室13:30

 宿題　「 汚す 」「 ラッキー 」・自由吟

ラッキーを寝て待っていた７０年

霧晴れて初日をめでてご満悦

民踊教室13:30

２／３

書道教室13:30

元日

２／２２／１

手づくり教室

地区振健康づくり部会19:00

成人の日

教育を考える会19:00

プライドという衣捨て 今楽し

ガラガラポン金の色見て胸躍る

おやつ食べしゃべって笑うラッキー日

くじ引きでラッキー呼び込む魔法の手

宿　題  「 リスク 」「 零下 」・自由吟

開催日　１月 　１０日（水）13：30～

一日中笑っていたい日本晴れ

当たり年感謝感謝で年を越す

長靴が笑顔をみせる野良仕事

ラッキーと言って人生終りたい

お日様が笑ってくれたおでかけ日

地区公館長会（小鴨公）

くらぶ悠・遊・友9:30

第35８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 2,447人（2,445人）

平成30年1月1日

＜平成29年11月末現在＞

上北条グラウンドゴルフ協会初総会 　　　世帯数　986 （988）

　男 1,141人／女 1,306人

 14歳未満 314人／65歳以上 763人

手づくり教室定期館長会19:00

書道教室13:30 パッチワーク教室13:30シルエットアート教室10:00 ふれあい給食の日

寺子屋川柳教室13:30

なごもう会 中学校区人権教育研究会
社会教育部会研修会13:30
（上井公）

主事研修会（体育センター） 手芸教室13:30

地区同推協総会19:00

書道教室13:30ふれあい給食の日シルエットアート教室10:00

手芸教室13:30

水墨画教室13:30いきいき健康クラブ11:00

行事・利用予定

寺子屋川柳会
句会 平成２９年１２月１３日

✻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

あけましておめでとうございます。

今年も、無理せず楽しくウォーキングを楽しみましょう♪

雪や雨の日は上北条公民館室内で活動します。「今日はどっち

かな？」という日でも参加してみてください☆

（室内の場合、上履きをご持参ください。）

館内清掃 1/11～1/12

パットゲ-ムタ-教室

（ゆずりはの会）9:30
主催/上北条公民館：くらぶ悠・遊・友

年末12/29(金)～年始1/3(水)
事務室＜閉室＞

今回もたくさんの方のお世話になりながら、しめ縄をつくる事ができました。

心のこもった手づくりのしめ飾りを飾って、災いも吹き飛ばしてしまいます！

今年も笑って過ごしていきましょう。

１２月２２日（金）

作品展示・舞台発表へのご協力、

ありがとうございました。

２０１８年の始まりです。昨年は大雪からのスタートとなりましたが、皆様のご協力で公民館事業や地区事業など多くの方に参

加いただきました。本年も公民館だより表題のように「しあわせいっぱい・ふるさと上北条」をめざし、元気いっぱい・笑顔あ

ふれる地域、公民館となるようがんばります。様々なご意見・ご助言などいただければ幸いです。本年がみなさまにとって良き

年となりますようご祈念いたします。 2018元日 館長岡本広実

11月３０日（木）、１２月１日（金）、２日（土）

しめ飾り

新しい藁に、うらじろ、ゆずり葉、だいだいなどをあしらって作ったお飾りをしめ飾りといいます。

新しい藁は、古い年の不浄を払うという意味があり、裏白は長寿、ゆずり葉は子孫の繁栄、橙は家系

の繁栄を願ったものです。しめ飾りは神様を迎える清浄な場所を示す為に飾るものですが、玄関に飾

ることで、災いが外から入ることを防ぐといわれています。



　

上北条地区民生児童委員より

１月１０日(水)・１月２４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

｢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。

倉吉市社協歳末たすけあい募金

年末年始のふれあい給食サービス事業

年末・年始の電話サギに気をつけましょう。

中部地区で３件ほどありました。

今年は「いぬ」年です。

大きく吠えましょう。

給食調理ボランティアさん

【締切 1/31】

問合せ・申込みは、事務局（上北条公民館内）26-1763まで

上北条地区の高齢者のみなさん（対象者３５名）へ、

毎月第２・４水曜日に手作り弁当を配食しています。
一緒に調理をしてくださるボランティアを募集！！

［内容］簡単な調理の手伝い

［時間］9:00～2時間程度 ※当番制（2ヶ月に1回）こどもいきいきプラン教室事業（担当／NPO四つ葉）

１２月２３日（土）

新春 ［陶芸教室］
まだまだ寒い日が続きますが、寒さに負けず（？）陶芸教室を
開催します！陶芸の奥深さにふれてみましょう。

主催/くらぶ悠・遊・友：上北条公民館

☆申し込み、お問い合わせは上北条公民館 (２６－１７６３)まで。

［作陶］日にち ①2/8 ②2/15 ③2/22 ④3/1
（いずれも木曜日 13:00～17:00）

場 所 伯耆しあわせの郷陶芸工房
参加費 実費（教室使用料500円程度、土代100円/ｋｇ、焼成代）
講 師 山本 悠さん
募集人員 10名程度（定員になり次第締め切ります。）
準備する物 エプロン、タオル、板、ビニール袋、布きれ

［素焼き・釉薬かけ］3/22（木）予定 ※ここから作業場所は、山本先生宅になります。

主催/上北条教育を考える会

保健センターだより

みなさん、今年度の健診はもう受けられましたか？今年度の特定健診・長寿健診・がん検診の健診実施期間は、２月

28日（水）までです。まだ受診していない人は必ず受診しましょう。

特定健診・長寿健診、がん検診は、生活習慣病の予防やがんの早期発見のためには欠かせません。年に一度は健診を

受けて、体のチェックをしましょう。 問合せ先：保健センター℡26-5670

主催/上北条住民体力づくり振興会
１２月３日（日）

児童クラブのみんなが

お花✿を植えてくれました。(*^o^*)

－緑の募金交付金を活用した緑化事業－

公民館前花壇が華やかになりました。公民館に来られるたくさんの方々に楽しん

でいただく事ができそうです。児童クラブのみなさん、ありがとうございました。

サケの発眼卵を学校や家庭に持ち帰り、飼育して

放流する「天神川･東郷湖サケ放流プロジェクト」

に賛同した活動で、上北条小学校のご厚意により、

公民館でも飼育を行っています。ここにやって来

た翌日には、すでに何匹かサケの赤ちゃんが産ま

れました❤

生命の神秘に感動しながら

毎日水槽を覗いています。

※稚魚が5㎝ほどになると、

小学校児童が天神川に
放流します。

今年もサケの卵がやってきました！

当日は、３回の練習会参加者だけでなく初めての方も

おられて４チーム（大人３、子ども１）もできました☆

ランダムにチーム分けしたので、初めて顔を合わせる

人もある中で、しだいにコミュニケーションもとれる

ようになり、寒い体育館が笑顔と笑い声で暖かくなり

ました。

事前の練習会を含めた

｢皆勤賞」や、交流大会

｢MVP」などの賞もあり、

勝敗だけでなく参加者

みんなが楽しみました。

今年度の事業の一つとして活動してきた上北条のPR動画が完成しまし

た。そして今回、未来中心大ホールで開催された倉吉市公民館まつり

で動画上映と取材秘話など、リーダーと高校生が、活動してきた成果

を堂々と発表してきました。

主催/上北条公民館＜研究指定事業＞上北条ゲームリーダー養成講座
１２月２日（金）

住民の皆さんの身近なところでは､各自治公の”まつり”の取材

です。子どもたちを見かけた方もおられると思います。夏と

秋と取材した時季は色々ですが各自治公で違いがあり、リー

ダーさんたちも住んでいるところ以外のまつりを取材できた

ことは新たな発見となり、

地域への愛着が深まりました。

お話をしてくださった皆さん。まつりにあたたかく迎えてく
ださった住民の皆さん。ありがとうございました。

PR動画を作るにあたり、古川沢の”観光梨園”や

下古川の”薬師如来坐像”などは、倉吉総合産業

高等学校情報科の生徒さんも一緒に取材に行き

上北条地区を学びました。

たくさんの子どもたちと楽しい時間を

過ごすことができました。

今年も、大人も子どももしっかり遊ぶぞ！たくさん

の子どもたち、また保護者のみなさんの参加をお願

いします。(*^o^*)

申込みは不要です。当日、上北条公

民館へお越しください。
地域の方、どなたでも参加できま
す！たくさんの方に参加していただ
きたい！お待ちしております！！！


