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令和３年７月１日発行 

 

6 日（火） 10：00～ 成徳コ 倉吉市館長会 

 19：30～ 上コ 自治公館長会 

7 日（水） 8：30～ 上コ 上小鴨 GG 同好会 7 月大会  

 9：30～ 小鴨コ 西中鴨中校区主事会 

8 日（木） 10：00～ 上コ 市公連特別研修会 

9 日（金） 10：00～ 上コ なごもう会 

 13：30～ 上コ 老人クラブ役員会 

11 日（日） 10：00～ 水辺の楽校 魚のつかみ取り大会 

 13：30～ 上コ 支え愛マップ作り 

13 日（火） 19：30～ 上コ 小学校体育施設開放運営委員会  

 19：30～ 上コ 民児協定例会 

15 日（木） 9：30～ 市役所 主事研修会 

 19：30～ 上コ 第 2 回文化芸術部会 

20 日（火） 9：30～ 上コ 編集専門委員会 

 19：30～ 上コ 管理運営委員会（地） 

24 日（土） 19：00～ 上コ 消防部長会 

25 日（日） 6：00～ 水辺の楽校 水辺の楽校草刈り（老人クラブ・自治公）  

30 日（金） 10：00～ 上コ なごもう会 

 13：30～ 上コ ５機関連絡会 

※ （地）・・・上小鴨地域つくり協議会の略 

 

７月 行事予定 

１日（木）・２日（金） 修学旅行 

２１日（水）       終業式 

上小鴨小学校 7月行事予定 

倉吉市健康推進課 保健だより 

暑い毎日が続いていますね。暑さで食生活に偏りが出ると、ビタミンやミネラルが不足します。そして、体が

だるくなり、更に食欲不振を引き起こす悪循環に陥り、夏バテの症状を起こします。対策としてはバランスの良

い食事をすることがポイントです。 

バランスよく食べるには以下の３つをそろえ、少量でも多くの種類の食べ物を食べるように心がけてください。 

 ★主食（ご飯・パン・めん類） ★主菜（魚・肉・卵・大豆・大豆製品） 

 ★副菜（野菜料理） 

～献立の組み合わせ方～ 

切り絵 10 日（土）日にち変更 13：30～ 

筆もじ  今月はお休み 

カラオケ 14 日、21 日、28 日（木） 19：45～ 

絵手紙 26 日（月） 13：30～ 

ヨ ガ 27 日（火） 13：30～ 

いけばな 29 日（木） 13：30～ 

うごいてみよう会 ７・８月お休み ９月から再開予定   

グラウンドゴルフ   

上小鴨コミュニティセンター芝広場 毎週月曜日 9：00～ 

 上小鴨健康広場（保育園跡地）  毎週水・金 9：00～ 

 

1 日、8 日、15 日、22 日（木） 

10：00～11：30 

主催事業・講座 

美術館講座       18 日（日）15：00～ 

英会話講座       19 日（月）13：30～ 

３B 体操教室      21 日（水）10：00～ 

健康教室        29 日（木）10：00～ 

気軽にぶらっとピンポンを楽しもう 

毎週火・水曜日 9：30～11：30 

※その他会議室が空いている場合はご利用できます 

コミュニティセンターまでお問い合わせください。 

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」 

同好会 

上小鴨保育園７月予定 

※オープンデーは当面中止です※ 

また、脱水を防ぐためにも水やお茶などの水分をこまめに少しずつ補給しましょう。 

１回に、コップ１杯程度の水を、日中１～２時間おきに 8～10 回飲みましょう。 

 
―上小鴨地区の人口―  

世帯数：５９９世帯 （R3.5 月末現在） 

男性： ６９５人 

女性： ７３７人 

合計：１,４３２人（65 歳以上 562 人 39％） 

 

発行：上小鴨コミュニティセンター 

TEL 28-0953 FAX 28-6035 
〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川 216-3 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   kokamio@ncn-k.net 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   「上小鴨コミュニティセンター」で検索！ 

開館 ：月～金 9：00～17：00（祝祭日を除く）／施設利用：9：00～22：00 

 

公民館研究指定事業 第２回【 県立美術館を知ろう！ 】 

日 時 ７月１８日（日）15：00～16：30  

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 和田琢磨さん（鳥取県立美術館パートナーズ株式会社 業務責任者） 

    梅田雅彦さん（鳥取県教育委員会事務局 美術館整備局長） 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター ℡ 28-0953（〆切 7/14） 主催：文化芸術部 

【 英会 話講 座】 

日 時 ７月１９日（月）13：30～15：00 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 福光 瑠美さん（北栄町） 

持ち物 筆記用具 

募集人数 １０人 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター 

               ℡ 28-0953（〆切 7/16） 

主催：社会教育部 

【３B 体操教室】 

日 時 ７月２１日（水）10：00～11：00 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 池尾久美子さん（日本３B 体操協会指導者） 

持ち物 飲み物、汗拭きタオル、運動シューズ 

    ヨガマット又はバスタオル 

    ３B 体操用の道具 

    （初めて参加される方はお声がけください） 

参加費 ２００円  

募集人数 １０人程度 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター 

℡ 28-0953（〆切 7/14） 

主催：社会教育部 

【 健康教室 「健康づくりと認知症予防」 】 

７月は「レストランで使えるフレーズ」について

学びます。海外旅行の際に便利ですよね。 

旅行に行ける日を楽しみに勉強してみませんか？ 

～～新しくコミセンの公式 LINE アカウントを作成しました！コミセンだよりなど配信していきます～～ 

 2025 年春、倉吉市に鳥取県立美術館が誕生します。どんな美術館？どんなことができる？など 

知りたいことがたくさんあることと思います。当日は美術館設立の関係者にお話をしていただきます。 

お楽しみにー！ 

例えば、そうめんを召し上がる場合、主食であるそうめんに、主菜（ハム、卵）、副

菜（ミニトマト、きゅうり、ねぎ、しそ）をトッピングするとバランスが整います。 

麺類などの糖質を体内でエネルギーに変える時には、ビタミン B1 が不可欠です。

麺類だけを食べるのではなくビタミン B1 を含むおかずを一緒に摂りましょう。ビ

タミン B1 が不足すると、食欲不振、疲労、だるさなどの症状が現れます。ビタミ

ン B1 は、豚肉・ウナギ・大豆・ナッツ類・玄米・きなこなどに多く含まれます。 

体重と体脂肪率・血圧測定、転倒防止等

の体操について学び、食生活改善推進員さ

んから認知症予防に関する食事について

のお話をしていただきます。自分の体を知

る機会にいかがでしょうか？ 

 

日 時 ７月２９日（木）10：00～11：30 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 倉吉市健康推進課保健師 岡田 圭さん、赤嶋 瞳さん 

上小鴨食生活改善推進員  

募集人数 １０人 

問合せ 上小鴨コミュニティセンター℡ 28-0953（〆切 7/15） 

 主催：上小鴨食生活改善推進員会 

LINE 

上小鴨コミュニティセンターだより 



 

 

 

ちょこっとギャラリーのご案内 
７月は「切り絵サークル」の皆さんの作品を展示しています 

是非お立ち寄りください！ 

【住民スポーツの日】  種目：ソフトバレー 

日 時 ７月１６日（金）20：00～22：00 

場 所 上小鴨小学校 体育館（直接体育館にお越しください） 

持ち物 体育館シューズ、汗拭きタオル、飲み物 

ラブ＆ピースのメンバーと一緒にソフトバレーを楽しみましょう♪ 

 上小鴨小学校体育施設開放企画運営委員会 

 

ありがとうございました 

 香典返しのご寄付をいただきましたので、ご報告いたします。謹んでお悔やみ申し上げます。 

  牧田 元一 様（蔵内）  金一封（故 伊津子 様）        

山田 有宏 様（住吉） 金一封（故  高澄 様）          上小鴨地区社会福祉協議会 

【 報 告 】 
【魚のつかみ取り大会】 

日 時 ７月１１日（日）10：00～12：00 

※新型コロナウイルス感染防止の為、つかみ取り大会後のバーベキューは行いません。 

 獲れなかった場合にも参加者に魚をプレゼントします。 

 

 

持ち物 マスク、着替え、タオル、帽子、サンダル、

魚を持ち帰るための容器またはビニール袋 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター 

               ℡ 28-0953（〆切 7/６） 

 

 

 

 

主催：青少年育成部（上小鴨地区いきいきプラン実行委員会）  共催：倉吉市教育委員会 

上小鴨地域つくり協議会からお知らせ 

【ソフトボール大会について】 

7 月４日（日）に予定していました、ソフトボール大会は新型コロナウイルス感染防止の為、 

中止となりました。倉吉市民体育大会の上小鴨代表地区は立候補制となります。 

自治部  

【健康づくり講座 「高血圧について」】（5/26） 

【青少年育成事業講座 カヌー体験教室】（6/13）  

【英会話講座】（6/14）  

 ６月は「体調が悪い時に使えるフレーズ」として 

体調の悪そうな人への声掛け「What’s wrong?」（どうしたんで

すか？）や、薬局で買い物をする時に使えるフレーズなど学びました。 

 他にも会話で使える「痛み」の表現など、実践的なものを学びまし

た。次回は「レストランで使えるフレーズ」です。  

参加者７人 

大山池にてカヌー体験教室を行いました。 

天候に恵まれ、子ども達も楽しそうに漕いでいました。参加した子

ども達からは、「一人でカヌーが漕げた」、「漕ぐのが楽しかったし

前回より上手に漕げて嬉しかった」などの声がありました。 

参加者 13 人（内子ども６人） 

 西倉吉クリニックの大谷先生を講師に迎え、高血圧について

血圧の基礎知識や高血圧とは何か、家庭での血圧測定の大切さ

などお話いただきました。講演後は倉吉市健康推進課の岡田保

健師より、生活習慣病についてや健康診査のすすめ、簡単な運

動を紹介されました。参加者も熱心に耳を傾けていました。  

参加者 ３７人 

【給食サービスについて】 

 新型コロナ感染拡大防止及び、猛暑による食中毒を予防するため７月、８月の配食を中止いたします。 

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

尚、９月以降の配食につきましては決定次第ご連絡致します。     

上小鴨地区社会福祉協議会 

夏の交通安全運動 
ゆとり持つ 時間に気持ちに 車間距離 

令和３年７月１２日（月）～７月２１日（水） 

場 所 水辺の楽校（現地集合）雨天決行 

対 象 保育園児および小学生と各保護者 

 （保育園と小学校にはチラシを配布しています） 

参加費 無料 

 

アユを放流します 

親子でぜひご参加ください！ 

【上小鴨地内（国道 313号線）の新設橋梁名について】 

・福山地区  名称：福山高架橋（フクヤマコウカキョウ） 

・石塚地区  名称：石塚高架橋（イシヅカコウカキョウ） 

・上古川地区 名称：上古川高架橋（カミフルカワコウカキョウ） 

 

一般国道 313 号線（倉吉関金道路）の整備工事において新たに設けられる橋梁名が決まりました。 

上小鴨地域つくり協議会 各部の活動状況について 

 ４月から新しい地域づくり組織として発足した「上小鴨地域つくり協議会」各部の活動状況について報

告します。各部とも初回の部会ないし幹事会を開催し、メンバー紹介、担当分野に係る地域の現状や課題

等について意見交換を行い、今後取り組む事業等の計画立案等に着手しました。 

 今後随時活動状況についてはコミセンだよりで報告させていただきます。 

自治部 4/6（火）、4/30（金）、6/1（火） 青少年育成部 6/2（水） 

防災部 5/28（金） 文化芸術部 5/13（木）、6/17（木） 

安全安心部 6/10（木） スポーツ健康部 5/12（水） 

人権教育部 5/14（金）、6/15（火） 地域整備環境部 6/11（金） 

保健福祉部 4/8（木） 産業振興部 6/18（金） 

 

＜部会実施状況＞ 


