
                                                

                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 日（月） 14：00～ 上コ 事前館長会 

 15：00～ 上コ 初館長会 

11 日（火） 9：00～ 上コ ふれあい給食サービス 

 10：00～ 高城コ 市公連館長会 

 19：00～ 上コ 民児協定例会 

12 日（水） 9：30～ 上コ 西中鴨中校区主事会 

14 日（金） 10：00～ 市役所 市公連理事会 

 10：00～ 上コ なごもう会 

16 日（日） 9：00～ 上コ ふれあい給食サービス 

 10：30～ 上コ 体幹トレーニング教室 

 13：30～ 上コ 自治公役員合同会議① 

 15：30～ 上コ 自治公役員合同会議② 

19 日（水） 9：30～ 上コ 編集専門委員会 

20 日（木） 9：30～ 市役所 主事研修会 

22 日（土） 19：00～ 上コ 小学校再編問題協議会 

23 日（日） 9：00～ 上コ 上古川初総会 

28 日（金） 10：00～ 上コ なごもう会 

 19：30～ 上コ 親子スキー教室事前説明会 

 

令和４年 1 月１日発行 

 

1月 行事予定 

上小鴨小学校 1月行事予定 

倉吉市健康推進課  

保健だより 

切り絵 ８日（土）日にち変更 13：30～ 

筆もじ お休み  

いけばな 28 日（金） 13：30～ 

カラオケ 12 日、19 日、26 日（水） 19：45～ 

絵手紙 24 日（月） 13：30～ 

ヨ ガ 25 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～ 

 

6 日、13 日、20 日、27 日（木） 

10：00～11：30 

主催事業・講座 

新春あたご山登り     1 日（土）  7：00～ 

３B 体操教室  1 回目 12 日（水）10：00～ 

        ２回目 26 日（水）10：00～ 

英会話講座       18 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 

認知症予防教室「みんなが元気でおら～会」 

同好会 

 
―上小鴨地区の人口（自治公別）―  

世帯数：５９７世帯 （R3.11 月末現在） 

男性： ６９３人 

女性： ７２９人 

合計：１,４２２人（65 歳以上 570 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 

1 月号  

７日（金） 始業式 

28 日（金） 入学説明会・体験入学 

新春あたご山登り 

令和４年１月１日 上小鴨神社境内 午前 7 時集合！ 

上小鴨のシンボル、あたご山に登って新年を迎えよう！参加者にはお年玉を用意しています！ 

※悪天候などで当日中止の場合は６時３０分頃、防災無線で放送します※ 

 

上小鴨保育園  
オープンデーは当面中止 

 

新年のごあいさつを申し上げます 

ちょこっとギャラリーのご案内 

切り絵サークルの皆さんによる干支「寅」の作品を展示しています。どうぞお立ち寄りください。 

～１月は切り絵を展示しています～ 

冬の脱水症 

新年あけましておめでとうございます。 

地域の皆様におかれましては新年を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年は多くのお力添えいただきありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。 

倉吉市健康推進課 

今回は、夏だけじゃない、冬の脱水症についてのお話です。脱水症と聞くと、じりじりと暑い夏に起きるよう

なイメージを持たれる方が多いと思います。しかし、夏だけでなく冬にも脱水症の危険が潜んでいます。理由と

して、冬はエアコンやストーブを付けていて空気が乾燥していることや、暑い夏とは違い喉が渇かず、水分を意

識的に摂る機会が減ります。また冬はインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行するため、発熱や下痢

嘔吐などから脱水症状に陥ります。 

 

このように注意が必要な冬の脱水症の予防策をご紹介！ 

１.喉が渇く前に、定期的に水分をとりましょう！（２～３時間に一回コップ 1 杯を目安に） 

 身体を冷やさないために温かいお茶や白湯がオススメ。 

２.加湿器など用いて、乾燥対策をする！ 

３.家族間で、特に子ども・高齢者には積極的に声かけをしましょう！ 

まだまだ寒い日が続きます。きちんと脱水対策を取り、寒い冬を乗り切りましょう！ 

         昨年 4 月から上小鴨公民館は「上小鴨コミュニティセンター(コミセン)」と名称を変え、

住み良い元気な地域づくりを目指して新たなスタートをしました。残念ながら新型コロ 

ナは収束することなく、ふれあい運動会・各自治公の夏祭りなど多くのイベントが中止を余儀な 

くされました。 

しかし、各部会の皆さんが力を結集して、コロナ禍でもできる行事を考えていただき「産業振興 SDGs」

「美術コレクション宅配便」「支え愛マップづくり」「空き家問題対策」「あたご山整備」「人権」「交通安全」

などなど地域を元気にする事業を実施しました。《あたご文化祭》も作品展示だけでしたが力作が多数出品さ

れ好評でした。今年も皆で力を合わせて、元気で楽しい上小鴨つくりを目指していきます。 

呼称は変わりましたが地域活動の拠点施設に変わりはありません。保健福祉・文化芸術・環境整備・産業振

興・防災・人権教育や社会教育など幅広い地域の課題に対応するために皆が集い、話し、 

考え、活動する場所です。コミセンではカラオケや絵手紙・生け花などの教室、ピンポンや 

ヨガなどの軽運動、屋外の芝広場ではグラウンドゴルフなどで楽しいひと時が 

過ごせます。お気軽に立ち寄って、楽しみ、学び、雑談をしてください。 

職員一丸となってお手伝いします。 

 

1 月 3 日（月）まで事務室閉室 

【 英 会 話 講 座 】 

日 時 １月１８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） 

参加費 無料 

 初心者でも気軽に参加できる英会話教室です。 

元客室乗務員の先生に実践的な英会話や、外国の習

慣など英語の勉強だけでなく、雑学的なお話も聞け

て楽しいですよ！ 

上小鴨地域つくり協議会  会長 多賀正樹 

上小鴨コミュニティセンター  館長 牧田元一 主事 吉田知子、池田志穗、川﨑和枝 



 

日時：令和４年１月３０日（日） 

   受付 8：30～ 開会 9：00～ 

場所：倉吉市営体育センター（倉吉市葵町 602-4） 

対象：倉吉市民の方、市内在勤・在学の方（３～５名グループ） 

詳細、参加申し込みは倉吉市 HP をご覧になるか、上小鴨コミュニティセンター

までお問合せください。   上小鴨コミュニティセンター申込〆切：1/13

（木） 

 

～ 報 告 ～ 

みんなで徹底しよう 

「三ない運動」 
政治家は有権者に寄附を贈らない！ 

有権者は政治家に寄附を求めない！ 

有権者は政治家から寄附を受け取らない！ 

倉吉市明るい選挙推進協議会 

【 令和３年度 ニュースポーツ交流会「室内ペタンク」 】 

日本海新聞 みみちゃんプレス（11/21 号）「がっこう探訪」コーナーで上小鴨小学校が紹介さ

れました。 

「上小鴨小学校が子供の読書活動優秀実践校として文科大臣表彰を受賞」 

記事では上小鴨小学校の図書館利用のための取り組みが紹介されています。記事のコピーがコ

ミュニティセンターにありますので、お声掛けください。 

健康づくり講座 グラウンドゴルフ大会（11/19） 

 晴天の中、３８人の方が参加し賑やかに大会が

行われました。初めての方もグループ内の経験者

のアドバイスを受けながらグラウンドゴルフを楽

しんでいました。 

優勝 向井弘志さん 

２位 福井洋子さん  ３位 福井美知子さん   

＜ 入賞者 ＞ 

スマホ初心者のためのスマホ教室（11/29） 

ソフトバンク株式会社から講師をお招きし、スマホ教室を行い

ました。カメラやマップの使い方、Siriや Google アシスタントな

ど音声アシスタントや検索の仕方など学びました。 

参加者は、分からない所を講師や周りの参加者と確認しながらス

マホ機能を使っていました。分かりやすく教えてもらい、また講座

をしてほしいとの声もありましたので、次回のスマホ教室を企画

中です！ 

倉吉市コミュニティセンター活動展（12/6.7） 

クリスマスお菓子作り教室（12/12） 参加者６人 

上小鴨神社から 

〔令和４年初詣についてのお知らせ〕 

 昨年に続き本年も、生姜湯・御神酒の奉仕はコロナ禍の折、中止させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策を行っていますので、ご参拝下さい。 

※４月３日（日）の例大祭並びに賀齢祭は例年通り実施する予定です※ 

主催：倉吉市教育委員会 主管：倉吉市スポーツ推進委員協議会（共催） 

「倉吉やしろ彩菜家」の安藤文江さんを講師に、

今年は生チョコとマシュマロポップコーンという

お菓子に挑戦しました。マシュマロを鍋で溶かし

ポップコーンと混ぜる作業に力が必要だったよう

で、「固い～」と言いながらも協力して作業を行い、

混ざったポップコーンを好きな形に形成する作業

を楽しんでいました。 

※防災だよりは今月号はお休みします。 

香典返しの寄付金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。 

竹中 哲朗 様（上古川） 金一封（故 信行様）               上小鴨地区社会福祉協議会 

ありがとうございました 

 参加者募集中です 

【老人クラブ研修会】（12/6） 

 老人クラブの会員 53 人が集まり、老人クラブ研修会を行いました。研修は福山の吉田公範さんに交通安全

と自動車免許証の自主返納についてお話いただきました。車維持に係る経費と公共交通機関を利用した場合の

経費を比較し差を分かりやすくお話いただきました。研修の後には、三朝温泉「あったか座」から因伯音（イ

ンパクト）さんによる和楽器の演奏を 

楽しみました。一緒に銭太鼓を使って 

音楽に合わせてみたり、一緒に歌って 

みたりと、盛り上がりました。 

 

  

主催：上小鴨地区老人クラブ協議会 

 倉吉未来中心アトリウムにて、令和３年度倉吉市コミュニ

ティセンター活動展を開催しました。上小鴨の展示では筆も

じサークル、絵手紙サークル、講座で行った陶芸とはこた人形

を展示しました。上小鴨の展示を見た来場者から「はこた人形

の顔がそれぞれ違って面白い」や「芸術性が高いね～」などの

声が聞こえました。 

【 第 45 回 倉吉市創作文華展 作品募集 】 

会期 令和 4 年 3 月 17 日（木） 

～３月 21 日（月・祝） 

   午前９時～午後５時  

会期中無休・入館料無料 

会場 倉吉博物館 

今年度の倉吉市創作文華展に出品する作品を募集中です！ 

創作活動の発表の場として、ぜひご出品ください。 

 

 

部 門：俳画・水墨画・ちぎり絵・切り絵・押し絵・絵手紙 

    押し花絵・その他の 8 部門 

出品者資格：倉吉市・中部地区在住者、在勤・在学、 

      並びに当地区団体に所属する人（小・中学生は除く） 

出品手数料：1 人 1 点につき 1,000 円（1 部門１人２点以内） 主催 倉吉市教育委員会 

寄贈図書 

多賀正樹さん（若土）から小説や漫画を寄贈いただきました。 

コミュニティセンターに来られた際には 

ぜひ図書コーナーにもお立ち寄りください！ 

倉吉市長選挙は 

令和４年３月２７日です 


