
                                                

                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日（金） 13：30～ 上コ 食生活改善推進委員研修 

 19：30～ 上コ 保健福祉部長会（自治公） 

3日（日） 7：00～ 上コ 市議会議員選挙投票日 

5日（火） 9：30～ 上コ 給食ボランティア研修会 

 10：00～ 社コ 倉吉市館長会 

 11：30～ 上コ 給食サービス（配食のみ） 
 

19：30～ 上コ 自治公 館長会 

7日（木） 13：30～ 上コ 5 機関連絡会 

8日（金） 10：00～ 上コ 世代間交流 ふれあい交流会  
 

10：00～ 上コ なごもう会 

11日（月） 9：00～ 上コ 女性のつどい 

12日（火） 19：30～ 上コ 民児協定例会 

17日（日） 10：00～ 福吉町 ボルダリング体験教室 

 11：30～ 上コ 給食サービス（配食のみ） 

20日（水） 9：30～ 上コ 編集専門委員会 

22日（金） 10：00～ 上コ なごもう会 

24日（日） 10：30～ 上コ 体幹トレーニング教室 
 

13：30～ 上コ はこた人形顔描き体験 

31日（日） 14：00～ 上コ 交通安全講習会 

 

 

令和３年 10月１日発行 

 

10月 行事予定 

上小鴨小学校 10月行事予定 

倉吉市健康推進課  

保健だより 

切り絵 10 月・11 月 お休み 

筆もじ 12 日（火） 10：00～ 

いけばな 14 日（木） 13：30～ 

カラオケ 13 日、20 日、27 日（水）  19：45～ 

絵手紙 25 日（月） 13：30～ 

ヨ ガ 26 日（火） 13：30～ 

うごいてみよう会 毎週木曜日 20：00～ 

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～ 

 

7 日、14日、21 日、28 日（木） 

10：00～11：30 

主催事業・講座 

健康づくり講座      7 日（木）10：00～ 

３B 体操教室  1回目 13 日（水）10：00～ 

        ２回目 27 日（水）10：00～ 

英会話講座       19 日（火）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10月予定 

※オープンデーは当面中止です※ 

 ―上小鴨地区の人口（自治公別）―  

世帯数：５９７世帯 （R3.８月末現在） 

男性： ６９１人 

女性： ７３１人 

合計：１,４２２人（65 歳以上 567 人 40％） 

 

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 

 

LINE 

上小鴨コミュニティセンターだより 

【 健康づくり講座 

「５０～６０代からのうつ、閉じこもり予防」 】 

日 時 １０月７日（木）10：00～11：30 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 すおうメンタルクリニック 

    精神保健福祉士 青木 美紀さん 

10 月号  
 

主催：地域つくり協議会 保健福祉部 

【 体幹トレーニング教室 】 

日 時 １０月２４日（日）10：30～11：30  

場 所 上小鴨コミュニティセンター    

講 師 コンディショニングコーディネーター 

 谷川 哲也さん（三朝町）   

持ち物 運動シューズ、飲み物、タオル、ヨガマット 

人 数 １０人程度   

申込・問合せ 上小鴨コミュニティセンター（〆切 10/15） 

  
主催：地域つくり協議会 スポーツ健康部 

共催：スポーツ推進委員 

１０月から新しく、野球選手や幅広い世代への指導

経験を持つ谷川 哲也さんに体幹トレーニングを指導

していただきます。 

コロナ禍で出かけることが少なくなって運動不足

だな～体を動かしたいな～という方やフレイル予防

など将来の健康ために！などなど  

【 ３B体操教室 】 

日 時 １０月１３日（水）10：00～11：00 

    １０月２７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 

参加費 1回につき２００円      

募集人数 １回 １０人程度 

問合せ・申込 上小鴨コミュニティセンター 

（〆切 1回目 10/6、２回目 10/20） 

 主催：社会教育部 

 

１０月から月２回の開催になります！ 

 

 

閉じこもりとは、一日のほとんどを家で過ごし、外出

しないことです。閉じこもりがちの生活を続けると筋力

や食欲が低下し、認知症や鬱になりやすくなります。 

そんな「閉じこもり」についてお話していただきます。 

【寄せ植え講座とお話】 

日 時 １１月１日（月）13：30～15：30 

場 所 上小鴨コミュニティセンター 

講 師 天野種苗店 天野博之さん 

費 用 2,000円（土、各種苗代） 

募集人数 １５人程度 

持ち物 直径 35㎝の鉢、 

移植ごて、手袋 

申込み 上小鴨コミュニティセンター（〆切 10/22） 

22 日（金） 学習発表会 

26 日（火） 稲刈り 

ミニ講話もあり。 

内容は 

お楽しみに！ 

主催：社会教育部 

 

１０月 

ふれあい給食サービスについて 

受益者やボランティアの方にはお知らせしまし

たが、１０月は業者弁当をお届けします。 

 

１０月５日（火）・１７日（日） 

 主催：地域つくり協議会 保健福祉部 

配食日 

 

 倉吉市で最も医療費が多くかかっている疾患は高血圧です。倉吉国民健康保険加入者の受診者のうち、４割

近くの方が高血圧で病院を受診しています！ 

高血圧は、聞きなれた病気ですが「沈黙の殺人者」とも呼ばれ、自覚症状が無いまま進行し、脳卒中や心臓病

など命に関わる病気を引き起こします。日頃から次のような習慣をこころがけましょう。また血圧が高い方

は、放置せずかかりつけ医等に相談しましょう。 

― 高血圧を予防したり血圧を下げる習慣 ― 

１.  毎日、血圧・体重を測って身体の状態を知りましょう。 

２. 塩分は控えめにしましょう（漬物や麺類の汁物などには注意） 

３. 肉より魚を多く摂りましょう 

４. お酒は適量を。飲み過ぎに注意しましょう（日本酒なら１合、ビールなら 500ml程度まで） 

５. ストレッチやウォーキングなど適度な運動をしましょう 

６. イライラしたら深呼吸してリラックスしましょう 

倉吉市民に多い病気は！？ 

初心者でも大丈夫！ 

スポーツの秋に始めてみませんか？ 

 

うごいてみよう会 

10 月から再開！ 



              

第２９回あたご文化祭２０２１ 

テーマ 「 We Love かみおがも 」 

開催日 １１月６日（土）１３：００～１６：００ 作品展示 

１１月７日（日） ９：００～１３：３０ 作品展示 

※屋台・ステージイベントは行いません。 

※感染防止の為、マスクの着用・検温・手指消毒などご協力をお願いします。 

※密を避けるため、時間の変更、入場制限を行う場合がございます。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止する場合がございます。 

ありがとうございました 

 香典返しの寄付金をいただきましたので、ご報告致します。謹んでお悔やみ申し上げます。 

   蔵増 保則 様（広瀬）金一封（故 牧枝 様） 

 

【 報 告 】 

共催：上小鴨地区自治公民館協議会、上小鴨地域つくり協議会、上小鴨コミュニティセンター 

上小鴨地区社会福祉協議会 

 

あたご山整備（8/29） 参加者 21人 

 地域整備環境部主催にて地元の方々の協力を得て、あたご山の山道

と山頂の草木の伐採や倒木・岩石の撤去を行いました。 

整備作業の後に山頂の祠にお供え物をして地域の安全を祈願しまし

た。 

環境講座「廃油せっけん作り」（8/30） 参加者７人 

 女性のつどいの代表者メンバーを主に「廃油せっけん作り」を行いま

した。初めて参加する方もいましたが、「作り方」レシピを参考にした

り、経験者に話を聞きながら作業をしていました。出来上がったものは

文化祭にて来場者にお渡ししますので、環境にやさしい廃油せっけんを

使ってみてください。 

町内学習会 講演会（9/12） 参加者 32 人 

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

 
 各自治公民館長、総務部長、同和教育推進員を対象に町内学習会に関す

る講演会を行いました。講師に鳥取県教育委員会事務局 人権教育課 社会

教育担当の寺谷孝志係長をお迎えし、新型コロナウイルス感染症による自

身の偏見等について考えました。 

 ペアトークでは熱心に話し合う様子が見られ、参加者の関心の強さがう

かがわれました。同じ内容の資料を全戸に配布しましたので、ぜひ各ご家

庭で話し合いの時間を作ってみてはいかがでしょうか。     

＊４地区コミュニティセンタースタンプラリーは行いません＊ 

駐車場 上小鴨コミュニティセンター、JA大鴨支所駐車場、コミュニティセンター裏手広場（香川氏所有地） 

地域の皆さんの作品が展示されます。ぜひお誘いあわせの上お越しください。 

鳥取看護大学 生活健康論実習 in上小鴨 

陶芸教室～玉伯焼に挑戦！～（8/26） 参加者 12人 

 講師に玉伯焼の天野博正さんを迎え、陶芸教室を開催しました。 

多くの方が参加し、和気あいあいとした雰囲気の中、参加者がそれぞ

れオリジナルの作品を作りました。焼き上がり完成した作品は文化祭

にて披露しますので、ぜひ会場でご覧ください。 

 
〔ボルダリング体験教室〕 〔倉吉市民体育大会〕 

上小鴨から二つの競技に出場します！ 

〇女子バレーボール競技 10月 10日（日） 

会場：関金小学校・鴨川中学校 

参加チーム：上小鴨女子チーム 

 

〇グラウンドゴルフ競技 10月 18日（月） 

会場：大御堂廃寺跡公園 

参加チーム：上小鴨 GG同好会 

 防災だより 

初回は次の２点です！ 

①どこが危険かを知りましょう。洪水や土砂災害については、「倉吉市洪水・土砂災害ハザードマップ」（各戸

に配布されています。）で確認し、災害の視点から実際に現地を歩いて確認してみてはどうでしょうか。住民の

皆さんで集落内を歩かれるのも一手です。 

②住民同士の顔が見える環境は災害に強いと言われています。地域行事に 

参加するなど、いざという時に備えて、日頃から近隣住民の絆を育て大切に 

しましょう。 

上小鴨地域つくり協議会 防災部            

９月１６日、１７日の 2日間、鳥取看護大学から生活健康論実

習として学生 6名が体験実習を行いました。 

認知症予防教室では、教室で行なっている計算プリントや間違

い探しを一緒に行い、その後参加者への聞き取りをしました。ま

ちの保健室では先生の講話を聞き、学生による脈と血圧の計測と

聞き取りが行われました。緊張している様子が見られましたが、

しっかりと参加者への聞き取りを行っていました。 

日 時 10月 17日（日）10：00～12：00 

場 所 ボルダリングジム Babaanz（福吉町２丁目） 

対象者 小学生以上（小学生にはチラシを配ります） 

募集人数 １５人 

参加費 無料 

持ち物 動きやすい服装、飲み物、運動シューズ 

申込み 上小鴨コミュニティセンター（〆切 10/4） 

 

オリンピック・パラリンピック競技に 

挑戦しよう！パート 2 

 

主催 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 

防災をもっと日常に！ 

～ 防災への意識を高め、大切な財産を守るために必要な備えを確認しましょう。 ～ 

 今月号から「防災をもっと日常に！」と題して、防災に関する記事やクイズなどを掲載することとしました。

紙面の関係上内容は限られますが、毎月防災について考えていただく機会になれば幸いです。 

 


