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

※記載されている予定は新型コロナ感染状況により中止または延期となる場合があります。

２日（月） 19：30～ 上コ 自治公館長会

9日（月） 19：30～ 上コ 青少年育成部会

10日（火） 19：30～ 上コ 民児協定例会

11日（水） 9：30～ 上コ 西中鴨川中校区主事会

13日（金） 10：00～ 上コ なごもう会

13：30～ 上コ 健康マージャン

19：00～ 上コ 民児協研修会

15日（日） 10：30～ 上コ 体幹トレーニング教室

15：00～ 上コ

17：00～ 上コ 小学校再編問題協議会

22日（日） 19：00～ 上コ 自治公スポーツ健康部長会

23日（月） 9：30～ 上コ 編集専門委員会

27日（金） 10：00～ 上コ なごもう会

13：30～ 上コ 健康マージャン

５月 行事予定

３B体操教室 1回目 １１日（水）10：00～
２回目 ２５日（水）10：00～

英会話講座 １７日（火）10：00～

主催事業・講座

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」

12日、19日、２６日（木）
10：00～11：30

同 好 会

切り絵 7日（土） 13：30～

筆もじ 10日（火） 10：00～

いけばな 19日（木） 13：30～

カラオケ 11日、18日、25日（水） 19：45～

絵手紙 16日（月） 13：30～

ヨ ガ 24日（火） 13：30～

グラウンドゴルフ同好会

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～

上小鴨小学校５月予定

― 上小鴨地区の人口（自治公別） ―

世帯数：５９６世帯 （R４．3月末現在）

男性： ６８９人

女性： ７１１人

合計：１,４００人（６５歳以上575人40％）

上小鴨保育園５月予定

当面の間、オープンデー中止

倉吉市健康推進課

保健だより

LINE

５月号

※５月のふれあい給食サービスは中止といたします。

※コロナウィルス感染状況により、変更または中止の場
合があります。

日時 ６月１８日（土）８：００集合、８：３１ＩＮスタート
場所 奥津ゴルフ倶楽部

ハンディ算出方法：ダブルペリア

費 用：ゴルフ場料金 ￥8,000（各自清算）

参加費（賞品代）￥1,500

申込：上小鴨コミュニティセンター

TEL 28-0953（〆切6/10）

主催：上小鴨ゴルフ同好会

表彰式は上小鴨コミセンにて開催予定

＊上小鴨ゴルフ同好会からゴルフコンペのお知らせ＊

・「きみはどう考える？人権ってなんだろう」
全３巻 汐文社

対象が小学校中学年からですが、人権について身近
な事例をマンガで描き、子どもから大人まで分かりや
すく読める図書です。幅広い事例が紹介されています。
上小鴨地区人権教育推進部が購入。

・人権絵本「シンジとマサト」
倉吉市人権絵本作成委員会2021

人権絵本作成のきっかけとなった部落差別問題を題
材にした絵本です。部落差別問題について、家族や地
域の人たちの思いや、被差別体験と差別との闘いを絵
本で描いています。

人権に関する図書が増えました！

令和４年度 各種健診のお知らせ

令和４年度の健康診査は、令和４年５月２日（月）から令和５年２月２８日（火）までです。

健診受診券は、４月中旬に送付されています。

健診内容、料金等は、受診券に手引きを同封していますのでご確認ください。

【健診の方法】
・個別健診→協力医療機関で受けられます。

詳しくは、手引きをご覧ください。
医療機関で行なう個別健診と集団
健診の料金は、同額です。

・集団健診→右図の日程で行ないます。希望さ
れる会場で受けることができます。
申込先：健康推進課

TEL 27-0030

※今年度、上小鴨コミュニティセンターは集団
健診会場には含まれませんので、他会場または
個別健診として医療機関で受診してください。

【３B体操教室】

昨年１０月から月２回開催していますので、
お好きな回に参加して、簡単な体操をして体を動かして
みませんか？

日 時

１回目 ５月１１日（水）１０：００～１１：００
２回目 ５月２５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 運動シューズ、汗拭きタオル、飲み物

ヨガマットまたはバスタオル
３B体操用の道具
（初めて体験される方はお声がけください）

参加費 1回につき２００円
募集人数 1回 １０人程度
申 込 上小鴨コミュニティセンター

（〆切 ①5/9 ②5/23）

参 加 者 大 募 集

【 英会話講座 】

日 時 ５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）
参加費 無料

【 健康マージャン 】

５月から月２回の開催です
お気軽にご参加ください～

５月１３日（金）、２７日（金）

各回13：30～16：45

参加費 無料

申 込 上小鴨コミュニティセンター
（〆切 ①5/10 ②5/24）

ぜひ図書コーナーをのぞいてみて下さい

初めましての方もぜひ！
たくさん話して英語に慣れましょう！

２１日（土） 運動会

お知らせ：「うごいてみよう会」は解散となりました。

地域つくり協議会 総会（副部長以上） 



防災だより

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、ご報告いたします。謹んでお悔やみ申し上げます。

向井 達朗様（若土） 金一封（故 論 様）
上小鴨地区社会福祉協議会

～ 報 告 ～
桜ウォーキング（３月３１日）

春のあたご山登り（４月３日）

～自治公民館だより～

防災をもっと日常に！

～防災への意識を高め、大切な命と財産を守るために必要な備えを～

元旦のあたご山登りのリベンジとして、４月にあたご山登りを行いました。
子ども達が多く参加し、賑やかな山登りとなりました。登山前に、上小鴨神
社の井上宮司にお祓いしていただき山頂を目指し、山頂では馬西秀徳さん
（若土）に祝詞をあげてもらい、若宮権現にお参りしました。天気もよく大
山や日本海まで見渡すことができました。

参加者 ２７人

令和４年度

上小鴨コミュニティセンター（社会教育部）事業（活動）計画

【基本方針】生涯学習の拠点として、地域住民のニーズをふまえた学習機会の提供・支援を行うと共に地域諸団体
との連携を図り、それを通じて住民一体となっていきいきとした地域づくりをめざす。

【重点目標】（１）皆に利用されるコミュニティセンターづくり
（２）少子・高齢化に即応した地域福祉の推進
（３）地域ぐるみで取り組む防災活動の推進
（４）各種スポーツの普及と健康づくりの推進

（５）一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりの推進

事業名 内容＊共催分も含む

倉吉市公民館研究指定事業 ＊タウンカレッジ
時代の要請に即応した現代的課題の研究

健康づくり講座
からだと心の健康づくり

＊上小鴨GG大会 ＊体幹トレーニング教室
＊新春あたご山登り ＊ニュースポーツ
＊ウォーキング
＊講演会
＊３Ｂ体操 講師池尾久美子さん

環境講座
1人ひとりが環境問題について
考える

＊廃油せっけん作り
＊寄せ植え教室

趣味の講座

物づくりを通して、自分づくり、
仲間づくり

＊英会話講座 講師福光瑠美さん ＊かみおがもシアター
＊陶芸教室 （映画観賞）
＊フラワーアレンジメント
＊出前講座

伝統文化伝承

伝統文化を推進し地域の活性化
を図る

＊歴史講座
＊伝統工芸（正月飾り）

青少年育成講座
世代間相互交流による体験活動

＊おはなし会
＊親子料理教室
＊お菓子作り教室
＊もの作り

スポーツ教室
スポーツに親しむ環境づくり ＊室内ペタンク

福山地区は、上小鴨地域から見ると中央部分小学校から北と北西の住民６５戸より、
組織されております。
現在の公民館建物は、住民負担で平成１９年に建て替えを行っており、看板の文字が

読めないほど変色・劣化しており地区住民の協力で、削り直し・書き直し、３月に綺麗にして架け替えしました。
地区活動として、寿会(老人クラブ)・きらら(喫茶中心)がありますが、公民館活動同様コロナの影響を受け活

動自粛を余儀なくされています。また特別な事ではないのですが、小学校の校庭の一部、北の角に２社地区の神
社があります、また東の角には、福山の地区広場として遊具と、およそ１０年ぐらい前に植樹した(ソメイヨシ
ノ４本とピンクの枝垂３本)桜を、管理と掃除をしています。
ちなみに、公民館の敷地中北から南への道があり、博労道(牛飼い市への道)があり道を挟んだ角には、村中・

金と刻んだ石灯籠が昔からあり、暗い時間帯に市へ牛を伴い岡山・大山方面へ徒歩移動をしていた時代があった、
今風に言えばレガシーとして残っています。ちなみに現在の我が家のある場所は、湧水が有ったため祖母の若い
時代、休憩場所を、開いていたようで 屋号(茶屋)と呼んでいたようです。そんな時代から令和６年春ごろの福

山インター（仮称）・北条ジャンクション完成によ
り、南北東西への移動が楽になることが大変楽しみ
です。
コロナ感染症の終息と、ウクライナの平和が訪れる
事が心からの願いです。

福山自治公民館長 菅原修一

福山自治公民館 ご紹介

住民の皆さんの学びたいこと、挑戦したいことを随時募集中です！
「○○について講演が聞いてみたい」、「勉強したいけど取り組み方が分からない」、「何か新しい趣

味を始めたい」等など、お気軽に上小鴨コミュニティセンターまでお声がけください。

毎年恒例の倉吉線跡の桜並木を歩く桜ウォーキングを開催しました。あいに
くの小雨模様でしたが、コミュニティセンターを出発し、ピンク色に色づいた
桜を眺めながら楽しく歩きました。小鴨のロードステーションで記念撮影のあ
とはコミセンに帰り、温かいコーヒーとたい焼きで楽しく話に花を咲かせまし
た。

参加者 １４人

上小鴨地域つくり協議会 自治部よりお知らせ

＜敬老会について＞
令和４年度の敬老会は新型コロナウイルス感染防止のため、一堂に会しての式典を止め、記念品を配布します。

記念品は６月２６日（日）に各地区の社会文化部長が対象の方のお宅にお届けいたします。

＊上小鴨地区対象者＊
３２９人（昭和23年4月１日までの出生者）
うち 令和４年度新会員 ３０人（昭和２２年４月２日から昭和２３年４月１日生）

＊記念品＊
商品券 新会員にはバスタオルも併せてお届けいたします。

いよいよ田植のシーズンが始まり、これから耕耘（こううん）、代かきと作業の方が大
変忙しくなるかと思います。
近年、梅雨時期になりますと異常気象による集中豪雨が多発しています。
排水路に泥が溜まっていると暗渠（あんきょ）吐出口が閉塞したり、水位が上がり排水
不良の原因や畦の崩壊につながります。
水路やその周辺部の草刈り又は除草を行うことにより、開水路の通水能力 を維持するこ
とが大切です。
農家の方は、作業が始まる前に用水路の点検をしてみてはいかがでしょうか。

防災部

基準日：令和４年３月１日


