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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。

７日（火） 10：00～ 関金コ 合同研修会

19：30～ 上コ 自治公館長会

10日（金） 10：00～ 上コ なごもう会

13：30～ 上コ 健康マージャン

12日（日） 10：30～ 上コ 体幹トレーニング教室

14日（火） 19：30～ 上コ 民児協定例会

18日（土） 8：00～ 奥津 ゴルフ同好会コンペ

19日（日） 15：00～ 上コ 空き家活用の取り組みについて

22日（水） 13：00～ 上コ 編集専門委員会

24日（金） 10：00～ 上コ なごもう会

13：00～ 未定 市公連研修会

13：30～ 上コ 健康マージャン

25日（土） 13：30～ 体育館 住民スポーツの日

26日（日） 9：00～ 地区内 敬老会記念品配布

６月 行事予定

３B体操教室 1回目 ８日（水）10：00～
２回目 ２２日（水）10：00～

モルック体験 １１日（土）10：00～
英会話講座 ２１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」

2日、９日、１６日、２３日、３０日（木）
10：00～11：30

同 好 会

切り絵 4日（土） 13：30～

筆もじ 14日（火） 10：00～

いけばな 17日（金） 14：00～

カラオケ 8日、15日、22日（水） 19：45～

絵手紙 20日（月） 13：30～

ヨ ガ 28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６月予定

― 上小鴨地区の人口（自治公別） ―

世帯数：５９４世帯 （R４．４月末現在）

男性： ６９１人

女性： ７０７人

合計：１,３９８人（６５歳以上576人41％）

上小鴨保育園６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

6月号

※ふれあい給食サービスは当面中止といたします。

※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。

「コロナ感染防止」×「熱中症予防」を一緒に取り組みましょう！

【 英会話講座 】

日 時 ６月２１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
問合せ 上小鴨コミュニティセンター

初めましての方もぜひ！
いつから参加しても楽しく学べます♪

２日（木） 田植え
１４日（火） 学校公開・参観日
１５日（水） 学校公開

新型コロナウイルス感染拡大により、マスクの着用が必要な中、熱中症のリスクは高くなっています。マスク
をつけると皮膚から熱が逃げにくくなったり、気が付かないうちに脱水症状になるなど、体温調整がしづらく
なってしまいます。
４つのポイントを意識して「熱中症予防」と「コロナ感染予防」を両立させましょう。

４つのポイント

①屋外で人と十分な距離（少なくても2m）が確保できる際は、マスクを外すようにしましょう。
マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、周囲との距離を十分にとれる場所で、マスクを
一時的に外して休憩することも必要です。
②エアコンを活用しましょう。
新型コロナウイルス感染対策のためには、冷房中でも窓解放や換気扇による換気が必要です。換気中は室内
温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしましょう。
③暑さを避けましょう
少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動しましょう。屋外でも日陰や風通しのいい場所
に移動してください。
④こまめに水分補給をしましょう
喉が渇いていなくても適宜に水分補給をしましょう。一日あたり1.2L（約ペットボトル500mlを2.5本分）
の水分補給を目指し、入浴前後や起床後も水分を取りましょう。大量に汗をかいた際には塩分も一緒に摂取
しましょう。

ポイントを意識しながら、元気に夏を乗り切りましょう！

【魚のつかみ取り大会】

日 時 ７月１７日（日）10：00～11：00

※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。

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ます）

参加費 無料
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、
新型コロナ感染対策チェック表

✼新型コロナ感染対策チェック表とは？
今年度から育成部事業の1週間前から体温チェックなど記入
をお願いしています。小学校などで配布するチラシ裏、また
はＨＰに様式がありますのでそちらをご利用ください。

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

【モルック体験】

日 時 ６月１１日（土）10：00～11：00
場 所 上小鴨コミュニティセンター芝広場

※雨天の場合は室内
講 師 小鴨地区スポーツ推進委員

杉谷 哲治さん、桑名 優子さん

持ち物 マスク、飲み物、
室内運動シューズ（雨天の場合）

参加費 無料
申込み 上小鴨コミュニティセンター（〆切 6/9）

【住民スポーツの日】 種目：バドミントン

日 時 ６月２５日（土）13：30～15：30

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

最近流行りのモルック。スキットルという目標に棒（モルック）を投げて倒していき、５０点ピッタリ
を目指すニュースポーツです。動作は簡単、しかし５０点ピッタリを目指すという戦略的な面白さ！
年齢、性別関係なく楽しめますので、ご家族やお友だちと、おひとりでも大丈夫！お待ちしております

上小鴨小学校体育施設開放企画運営委員会

上小鴨バドミントンクラブのメンバーと
一緒にバドミントンを楽しみましょう！

【 健康マージャン 】

日 時 ６月１０日、２４日（金）

各回１３：３０～１６：４５

参加費 無料
問合せ 上小鴨コミュニティセンター
※人数が揃わずに開催できないことがあります。

毎月第2・第4金曜日に和室を開放しております。
ふらっと顔を覗かせてみませんか？



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。

白水 芳夫様（福山） 金一封（故 英代 様） 髙本 玲生様（広瀬） 金一封（故 洋一 様）
上小鴨地区社会福祉協議会

～ 報 告 ～

～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～

かれこれ39年前、昭和58年頃は皆さんが若く子供たちもにぎやかで子供会対抗球技会でのドッジボールや野

球などの賞状が公民館に飾られております。その後だんだんと人口が減少していくのですが、現在軒数８戸、住

民の人数１８人、高齢化率５５．５％と高くなっております。少子高齢化が進むに連れて、自治公民館の維持運

営に不安を感じる今日この頃です。限界集落となった今、将来解散という選択とならない様お力添えの程お願い

致します。

仙隠は高台に位置しており、少し足を延ばすと日本海の水平線、夜は漁火を見渡す事が出来ます。自然豊かな

景色を眺めながらのウォーキングは最高です。さて、季節の移ろいを感じながら、今日はどの道を歩こうかな！

仙隠自治公民館館長 佐伯大輔

仙 隠 で す 。

令和３年５月２０日から災害時の避難行動を促す情報が新しくなっています。大雨や

台風の季節に備え、改めて確認しておきましょう。避難勧告は廃止されています。警戒

レベル４避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。また、避難に時間のかかる高

齢者や障害のある人は、警戒レベル３高齢者避難で危険な場所から避難しましょう。警

戒レベル２自らの避難行動を確認しましょう。警戒レベル１災害への心構えを高めま

しょう。

ところで「避難」って何をすればいいのでしょうか？小学校やｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに行くこと

だけが避難ではありません。「避難」とは「難」を「避」けることです。次の４つの行

動があります。①行政が指定した避難場所への立退き避難②安全な親戚・知人宅への立

退き避難③安全なホテル・旅館への立退き避難④屋内安全確保（土砂災害、浸水の危険

性がない場合） 普段からどう行動するか決めておきましょう。

上小鴨地域つくり協議会 防災部

＜仙隠公民館＞

＜改修された、ため池の道もウォーキングルートの一つ＞

【上小鴨地域つくり協議会 役員の紹介】

＜会 長＞多賀 正樹 ＜副会長＞米田 清隆 ＜監 事＞野儀 重憲、岸田 佳子

部長 副部長 副部長 副部長

自治部 米田 清隆 山本 公人 山田 有宏

防災部 米田 清隆 酒井 政彦 若林 史裕

安全安心部 宍戸 隆 菅原 修一 門木 隆一

人権教育部
（地区人権教育推進部）

募集中 山本 公人 菅原 久宗

保健福祉部
（地区社会福祉協議会）

森下 賢治 立光 睦彦 米田 清隆 市川多加子

青少年育成部 川﨑 英二 佐伯 大輔 米田 丈士 村本 桂子

文化芸術部 米田 美保 栗原 晴久 河田 強

ｽﾎﾟｰﾂ健康部 海地 道雄 杉原 広明 黒川さとみ

地域整備環境部 山本 正雄 岸田 昭二 小谷 義則

産業振興部 衣笠 義人 河西 延雄 佐々木敬宗

社会教育部 牧田 元一 山田 有宏 多賀 長顕

【各協議会について】
・上小鴨地区人権教育推進部、上小鴨地区社会福祉協議会の令和4年度総会は書面決議で行なわれます。
結果は７月号にて報告いたします。

＜会長＞野儀 重憲 ＜副会長＞太田 光紘、入澤 須賀雄 ＜監事＞谷本 武、竹田 孝行

（順不同・敬称略）

＜お知らせ＞

【水辺の楽校 草刈り】（５/１５）参加者4３人
早朝６時より、自治公の皆さんのご協力いただき草刈り作業を行いました。

ご協力ありがとうございました。

とても綺麗になり、安全に遊べるようになりました。

地区の皆さんもたくさん利用してくださいね！

自治部：令和４年度 ふれあい運動会につきまして、地区単独で9月開催予定としております。
詳細が決まりましたら、紙面等でご連絡いたします。

【上小鴨ゴルフ同好会 ゴルフコンペ参加者募集中】

5月15日（日）に総会を開催し、令和３年度事業報告・決算および令和４年度事業計画・予算について
承認されたことを報告いたします。

日時 ６月18日（土） 8：００集合、8：３０ ＩＮスタート
場所 奥津ゴルフ倶楽部
問合・申込 上小鴨コミュニティセンター（〆切 6/10）

詳細は５月号をご覧ください。

産業振興部：７月２４日（日）8時から、上小鴨コミュニティセンター駐車場にて「軽トラ市」を開催予定です。

出店者募集！お問い合わせはコミセンまで。

【老人クラブ協議会 役員の紹介】 （敬称略）

【上小鴨食生活改善推進員 役員の紹介】

＜理事＞馬西 祐貴子 ＜副理事＞宮本 愛子

次号からオススメレシピを掲載します

（敬称略）


