
                                                

                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

３日（火） 6：00～ 上小鴨小 忠魂碑清掃 

 10：00～ 明倫コ 倉吉市館長会 

 19：30～ 上コ 自治公館長会 

４日（水） 19：30～ 上コ 小学校金管バンド保護者会 

６日（金） 8：30～ 上コ 上小鴨 GG 同好会８月大会  

９日（月） 9：00～ 上小鴨小 体育館ワックスがけ 

10 日（火） 19：30～ 上コ 民児協定例会 

 ※13 日（金）は事務室を閉めます。 

 施設利用はできますので、ご利用の方は事前にお申し 

出ください。 

17 日（火） 19：30～ 上コ 中学生打ち合わせ会 

18 日（水） 9：30～ 上コ 編集専門委員会 

19 日（木） 9：30～ 市役所 主事研修会 

21 日（土） 18：15～ 中田堤 消防夏期訓練 

27 日（金） 10：00～ 上コ なごもう会 

 13：30～ 上コ 給食ボランティア研修会  

29 日（日） 7：00～ あたご山 あたご山環境整備 

  （  （上小鴨神社に集合） 

30 日（月） 9：00～ 上コ 女性のつどい廃油せっけんづくり  

    

 

 

毎月のコミセンだよりや講座の 

案内など配信！講座の様子も配信

予定。 

気になる講座の様子など覗いてみ

ませんか？ 

 

令和３年８月１日発行 

 

８月 行事予定 

22 日（日）   PTA 作業 

25 日（水）    始業式 

上小鴨小学校８月行事予定 

倉吉市健康推進課 保健だより 

切り絵  今月はお休み 

筆もじ 10 日（火） 10：00～ 

カラオケ 11 日、18 日、25 日（水） 19：45～ 

絵手紙 23 日（月） 13：30～ 

ヨ ガ 24 日（火） 13：30～ 

いけばな 12 日（木） 13：30～ 

うごいてみよう会 ８月お休み ９月から再開予定  

グラウンドゴルフ（8 月は時間変更があります） 

上小鴨コミュニティセンター芝広場 毎週月曜日 8：30～ 

 上小鴨健康広場（保育園跡地）  毎週水・金 8：30～ 

 

5 日、12 日、19 日、26 日（木） 

10：00～11：30 

主催事業・講座 

英会話講座       17 日（火）10：00～ 

３B 体操教室      18 日（水）10：00～ 

陶芸教室        26 日（木）15：00～ 

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８月予定 

※オープンデーは当面中止です※ 

 ―上小鴨地区の人口―  

世帯数：５９９世帯 （R3.6 月末現在） 

男性： ６９６人 

女性： ７３６人 

合計：１,４３２人（65 歳以上 565 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 

 

【 英会 話講 座】 

日 時 ８月１７日（火）10：00～11：30 

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） 

内 容 「レストランで使えるフレーズ」part２ 

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８/12） 

主催：社会教育部 

【３B 体操教室】 

日 時 ８月１８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８/11） 

主催：社会教育部 

LINE 

上小鴨コミュニティセンターだより 

【 陶芸教室 ～玉伯焼に挑戦！～】 

～コミセンからのお知らせ～ 

上小鴨コミュニティセンターの 

LINE公式アカウントを開設しました 

芝広場のブルーベリーが今年もたくさん実りました 

事務所にひと声かけてもらえれば、 

お好きに採っていただいてかまいません。 

ぜひ、入れ物を持ってご来館ください♪ 

友だち追加は 
こちらから！ 

コミセンだよりがカラーに！ 

８月号からコミュニティセンターだよりを、カラー印

刷に変更いたしました。写真も見やすく、事業の様子

も分かりやすくなるのではないでしょうか。 

８月号  
 

高 血 糖 の お 話 

 血糖とは、ご飯やパンなどの炭水化物を食べると消化

され「ブドウ糖」に変わり、血液中に取り込まれ身体を

動かすエネルギーとして使われます。血糖が増えすぎる

と、高血糖といわれる状態になります。そして高血糖は

糖尿病を招く原因となっています。 

 何が分かるの？ 特徴 

1.空腹時血糖 

70～110mg/dl 

採血した一時点

の血糖値 

測定前の食事状況
によって大きく変
動する 

2.HbA1c 

（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝｴｰﾜﾝｼｰ）  

5.9％以下 

過去 1～2 ヶ月

の平均的血糖値 

すぐに変動するも
のではない。その
ため 1～2 ヶ月の
生活習慣が反映さ
れています！ 

 

まずはこんなことから始めてみませんか？ 

〇食事は野菜から食べてみる！ 

〇早食いに気をつけ、よく噛んで食べてみる！ 

（1 口 20～30 回は噛みましょう） 

〇夜 10 時以降は食べない！ 

〇外出先ではできるだけ階段を利用してみる！ 

（遠くに車を止めて歩数を増やす） 

〇早歩きで歩いてみる！ 

簡単なことから始めてみたり、意識して生活するだけ

でも続けることで大きな変化につながります。 

自分の身体を知る機会となる、健診を定期的に受ける

ようにしましょう。 

正常な血糖値を維持するために規則正しい食生活や
こまめな運動を心がけましょう！ 

 

☆健康診断（特定健康診断）の血液検査で測る血糖には

2 種類あります。 日 時 ８月２６日（木）15：00～16：30 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 玉伯焼 天野 博正さん 

募集人数 １０人程度 

材料費 1,５００円 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター 

℡ 28-0953（〆切 8/19） 

 

主催：社会教育部 

 

大正末期に始まった玉伯焼は、これまで 2 度の中

断を余儀なくされましたが、現在では 3 代目の天野

博正氏が、土のやわらかさ、炎のぬくもりを表した

作品を生みだしています。 

主催：社会教育部 

大谷茶屋の玉伯焼窯元の天野さんをお迎えして、陶

芸教室を行います！陶芸に興味のある方、時間がある

から行ってみようかな～という方など、どなたでもご

参加いただけます。 

お皿やコップなど作りたい作品を 

申込時に事務局にお伝えください。 

玉伯焼とは？ 



              

【令和 3年度 町内学習会について】 

「講演会 ～新型コロナウイルス感染症から見えてくる自身の嫌悪や偏見、差別と向き合おう～」 

日時 ９月１２日（日）１３：３０～１４：３０  

場所 上小鴨コミュニティセンター 

講師 寺谷 孝志 さん（鳥取県教育委員会 人権教育課 社会教育担当係長） 

   

 

   

 

上小鴨地域つくり協議会からお知らせ 

【あたご文化祭 2021】 

期 日 １１月６日（土）、１１月７日（日） 時間未定 
 

【 第 12 次倉吉市総合計画について 】（6/27） 

 

【 青少年育成事業講座 魚のつかみ取り大会 】（7/11） 

【 支え愛マップづくり 】（7/11） 

 倉吉市役所総務部の木藤企画員をお招きし、「第 12 次倉吉市総合計画」

について倉吉市が発行した資料を基にお話いただきました。地域つくり

協議会の各部から部長、副部長が出席し講演後は各部で話し合い、それぞ

れ感想や部の活動について発表しました。（参加者 26 人） 

～新しく図書が増えました～ 

平井伸治鳥取県知事と鳥取大学医学部教授の 

浦上克哉さんの書かれた図書を購入しました！ 

 

「鳥取力 新型コロナに挑む小さな県の奮闘」 

平井伸治／著 中央公論新社 

「科学的に正しい認知症予防講義」 

浦上克哉／著 翔泳社 

 

上小鴨コミュニティセンターからお知らせ 

 今年度は、昨年度のように資料を配布しアンケートを取るという「配信型学習」に加え、 

事前に講演会を行います。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご来館ください。 

主催：人権教育部 
※現地研修について  関金の大瀧山地蔵院にて研修を行います。11/21（日）午後予定  

屋台やイベント関しましてはまだ未定ですが、昨年同様に作品展示は行います。 

※密を避けるため、会場への入場制限を行う場合がございます。 

※新型コロナウイル感染症拡大の状況によっては、中止する事がございます。 

作品出展の準備をよろしくお願いします！  

主催：あたご文化祭 2021 実行委員会 

講演会以降に 

資料を全戸配布 

します 

「まるごとまちなかハザードマップ」 
想定浸水深看板が設置されています（R3.３月～市内１４か所） 

千年に一度起こるかどうかの猛烈な大雨で予想される最大浸水の深さを 

”まちなか”に表示して、地域の洪水の危険性を知ることで防災への意識を 

高めることを目的としています。 

令和２年３月に発行した「 洪水・土砂災害ハザードマップ 」の想定浸水深が

表示されています。 

 ご自宅などの危険性を確認し、大雨などの災害に備えましょう。 

※設置場所など詳しくは倉吉市ホームページをご覧下さい※ 

【スポーツ教室「室内ペタンク」ほか】 

日時 ９月８日、１５日、２２日、２９日（水）19：30～20：30 

 
場 所 上小鴨小学校体育館 

持ち物 体育館シューズ、飲み物、 

    汗拭きタオル 

指導者 上小鴨スポーツ推進委員 

対象者 どなたでも 

申込み 上小鴨コミュニティセンター  

℡ 28-0953（第１回目〆切 8/25） 

<イメージ> 

【 報 告 】 

【 県立美術館を知ろう！】（7/1８） 

 連日の雨で河川が増水して危険な為、水辺の楽校から若土の 

黒川さんのお宅のガレージに場所を変更して、ブルーシートで作ったプ

ールで魚のつかみ取り大会を行いました。高学年から１０分ずつ時間を

区切ってのつかみ取りでしたが、楽しそうにアユを追いかけていました。 

 捕まえたアユを嬉しそうにバケツに入れたり、自分の番が終わった子

もプールの中の子を応援したりと、参加者全員の楽しそうな様子を見る

ことが出来ました。 （参加者 子ども 41 人、保護者 26 人） 

 日野ボランティアネットワークの森本智喜さんを講師にお迎えし、 

支え愛マップづくりについての研修を行いました。 

今回の大雨の状況や支え愛とは、支え愛マップについてお話いただいた

後、上古川と仙隠をモデルに各地域の方にマップづくりを実践していただ

きました。地区の境界線はどこか、空き家はどれか、などで盛り上がり 

他地区の方はマップ作りの雰囲気が感じられたのではないでしょうか。 

（参加者 27 人） 

 鳥取県教育委員会事務局、鳥取県立美術館パートナーズ株式会社から講

師をお迎えし、鳥取県立美術館について美術館のコンセプトや今後の事業

展開、施設設備についてお話いただきました。 

 参加した方から、「参加してよかった」というお声がありました。 

また、コミュニティセンター内で絵画や美術にふれる鳥取県立博物館の

「コレクション宅配便」を行う予定ですのでお楽しみにしてください！ 

（参加者 ３２人） 

 

興味のある方はぜひ事務所までお声がけください。 

 

（倉吉市ホームページから） 

 

【上小鴨スポーツ推進委員メンバー】  

黒川さとみ、米田丈士、平 寧音、佐々木裕介（敬称略）      主催：上小鴨スポーツ推進委員 


