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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

※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。

3日（土） 19：30～ 上コ 小学校再編問題協議会

4日（日） 13：30～ 成徳地区 弓道体験

６日（火） 10：00～ 西郷コ 市公連館長会

19：30～ 上コ 自治公館長会

9日（金） 10：00～ 上コ なごもう会

16：00～ 上コ 地区社協連絡会

10日（土） 10：30～ 博物館 倉吉博物館見学ツアー

11日（日） 13：30～ 上コ 保健福祉部 研修会

13日（火） 19：30～ 上コ 民児協定例会

14日（水） 9：30～ 上コ 西鴨中校区主事会

15日（木） 9：30～ 社コ 主事研修会

16日（金） 19：30～ 上コ あたご文化祭第2回企画委員会

20日（火） 9：30～ 上コ 編集専門委員会

19：30～ 上コ 自治公社会文化部長会

25日（日） 8：30～ 上コ 軽トラ市

10：30～ 上コ 体幹トレーニング教室

９月 行事予定 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」

1日、8日、15日、22日、29日（木）
10：00～11：30

同 好 会

切り絵 ３日（土） 13：30～

筆もじ 13日（火） 10：00～

いけばな 22日（木） 13：30～

カラオケ 14日、21日、28日（水） 19：45～

絵手紙 12日（月）日にち変更 13：30～

ヨ ガ 27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９月予定

― 上小鴨地区の人口（自治公別） ―

世帯数：５９６世帯 （R４．７月末現在）

男性： ６９０人

女性： ７０７人

合計：１,３９７人（６５歳以上578人41％）

健康マージャン

倉吉市健康推進課

保健だより

LINE

９月号

※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。

９日（金）１３：３０～１６：４５

１６日（金） 人権教育参観日

９月はがん征圧月間です

日本対がん協会と日本医師会は、1960年より毎年９月を、がん征圧月間と定めています。
医療や食生活が進歩した現在でも、2人に1人ががんになり、3人に1人はがんで亡くなると言われています。
しかし、診断と治療の進歩によってがん全体では約6割、早期がんであれば約9割が治るようになってきまし
た。がんを早期に発見するためには、症状がなくても定期的に検診を受けることが重要です。
がん検診を受けても、「要精密検査」とされた方の中には精密検査を受けていない方がおられます。
検診で「要精密検査」と判定された場合、「がんではないのか」と怖く感じる方も
おられるかもしれませんが、がん検診で「要精密検査」と診断されても、
それがすべてがんに結びつくわけではありません。
年に1回はがん検診を受け、早期発見・早期治療につなげましょう！

スマホ教室～LINE操作編～ 5日（月） 13：00～

３B体操教室 1回目 1４日（水） 10：00～

３B体操教室 ２回目 ２８日（水） 10：00～

英会話講座 ２１日（水） 10：00～

【 藤原 浩 in 上小鴨コミュニティ 芸能発表会 】

日時 令和４年１０月８日（土） 開演１３：００～（開場12時）
第一部 発表会１３：００～ （カラオケや舞踊、ダンスなど）
第二部 藤原 浩オンステージ

場所 上小鴨コミュニティセンター
一般入場整理券 1名1枚1,700円 CD付 ※人数制限あり

ゲスト 演歌歌手 藤原 浩さん（キングレコード所属）

主催 カラオケ同好会

日 時 ９月１０日（土）１０：３０～１１：３０
場 所 倉吉博物館 玄関前現地集合１０：２０

講 師 倉吉博物館主任学芸員 関本明子さん
参加費（入館料）一般２２０円、高・大学生１１０円
※70歳以上と中学生以下、障害者手帳をお持ちの方と介助者１人は無料
申し込み 上小鴨コミュニティセンター（〆切 9/8）

【 軽 ト ラ 市 】

記念すべき第1回も盛りあがった軽トラ市。第二弾を９月に開催します！
軽トラなど車の荷台をお店に見立て、地域の方が育てた農産物など販売します。

日 時 ９月２５日（日）8：３０～（無くなり次第終了）
場 所 上小鴨コミュニティセンター駐車場
問合せ 上小鴨コミュニティセンター

出店者も募集！

現在開催中の民俗資料館には、時代を象徴するたくさんの資料が展示してあります。
展示の中には、上古川の齋江家が所蔵していた貴重な鋳物も展示されています。

ぜひこの機会に、地元の職人技や先人たちが磨き育てた技術や文化をご覧くださいませ。

【 はこた人形作り ～干支 うさぎの絵付け～ 】

日 時 10月２日（日）１３：３０～
場 所 上小鴨コミュニティセンター
講 師 倉吉はこた人形保存会
募集人数 先着２０人 定員になり次第締め切ります
参加費 中学生以上 ①1,000円 ②500円

小学生 ①300円 ②100円
申し込み 上小鴨コミュニティセンター（〆切 9/22）

【 秋の健康ウォーキング～旧国鉄倉吉線廃線跡を歩く～ 】

日 時 10月15日（土）9：00スタート 小雨決行
集合場所 上小鴨コミュニティセンター 8：45集合
参加費 ５５０円 ※当日集金 参加者には記念グッズをお渡しします。
募集人数 ２０人程度
コース 【約4.6㎞】 1.5～２時間程度

関金駅跡→旧倉吉線ﾚｰﾙ敷設区間（松河原）→泰久寺駅跡→山守トンネル（折り返し）→泰久寺駅跡
持ち物 飲み物、雨具（傘は不可）、履きなれた靴（スニーカー等）
申込・問合せ 上小鴨コミュニティセンター（〆切 9/30 ※定員になり次第締め切ります）

②
顔・体全体
（8㎝程度）

①
顔だけ
（13～14㎝）

来年の干支である「うさぎ」の倉吉張子作りに挑戦！
オリジナルのうさぎの張子を作ってみませんか？親子での参加もお待ちしています😊

自然たっぷりの空気を吸いながら、
倉吉マイス協会観光ガイド森下さんによる案内ガイドで楽しく歩きましょう！

上古川の齋江家
寛永３年創業と伝えられる山陰
地方きっての鋳物師で、江戸時
代以来昭和10年代まで多種多様
な鋳物を製造してこられました。

✼第4金曜日は祝日のため、お休みです

（写真）倉吉観光MICE協会 HPから
https://www.kurayoshi-kankou.jp/haisen/



防災だより

～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～

耳自治公民館のご紹介

＜作り方＞
⑴玉ねぎをみじん切りにする。人参をすりおろす。
⑵にんにく、生姜もすりおろす。
⑶フライパンを温め、油を入れ、にんにく、生姜を炒め、ひき肉を
炒める。肉に火が通ったら、玉ねぎを加え、透き通るまで炒める。
⑷人参のすりおろし、水、Aを入れて蓋をしてコトコト煮る。
⑸Bの水溶き米粉を入れて温め、とろりとしたら出来上がり。

❀米粉は小麦粉より油を吸いにくいので低カロリー
❀米粉はアミノ酸のバランスが優れている

米粉を使って簡単ヘルシー料理を！

上小鴨地域つくり協議会 防災部

〈材料〉
ご飯 400g （米180g）
ひき肉 300g
玉ねぎ 1個（200g）
人参 1本（160ｇ）
にんにく 1かけ（7ｇ）
生姜 1かけ（8ｇ）
油 大さじ1（12ｇ）
しょうゆ 大さじ1（18g）
酒 大さじ1（15g）
ウスターソース 大さじ１（18g）
ケチャップ 大さじ1（15g）
カレー粉 大さじ1 （6g）

水 1カップ（200ml）
米粉 大さじ１（9g）
水 大さじ2（30g）

キーマカレー（4人分）
エネルギー 430kcal 塩分1.3g

耳自治公民館は、現在２３戸で組織されており、上小鴨地区の一番南西に位置し
関金町に隣接します。子供会、老人会などの活動がされています。白色の『耳』看板や
『みろくの里』記念碑が集落中央入り口にあり、訪れる方の目を楽しませてくれると思います。
「耳」看板の夜照明は、若者の恋成就祈願になるとかならないとか？（お試しあれ！）
また、集落を見渡す山間の中腹に「お堂」があります。

このお堂は倉吉市関金町の曹洞宗法願寺の説教所として、本尊は弥勒菩薩で文久３年（１８６３年）法願寺の住職
の九世得量の時代に造像されました。
弥勒菩薩の「みろく」の音読から「みみろくさん」として親しまれ、耳の病におかげがあると伝えられます。
耳集落の名前は「みみろくさん」の「みみ」を取って名付けられたとも言われます。
毎年「春」「秋」の彼岸には近郷、近在から多くの方々がお参りされ、数珠回し等伝統的行事が開催されています。
風習として木椀、貝殻、平たく丸い石などに願いを書き、中央に穴をあけ、針金や紐を通してお堂に吊り下げ祈願
されています。現在のお堂は、昭和６３年（１９８８年）に全面改築されました。４班に分かれて毎月掃除管理し
ています。いつまでも、訪れる方々を暖かく迎えられるよう、そして後世に引継ぐべく守っていきたいと思います。
山間周囲は、２年前に住民全員で設置したイノシシ防御柵で覆われ、柿団地だった山間風景も変わりつつあります。
水田畦畔管理のきれいさは、田舎風景百景に選ばれてもいいのではないかという位の手入れの行届いた管理がされ
ている「耳」景観です。

９月１日は防災の日です。これは１９２３（大正１２）年９月１日、関東大震災が発生して１０万人以上の
人が死亡したことにより制定されたものです。
関東大震災では、犠牲者の約９割が火災により死亡しております。
地震発生時の避難する時に、コンロや石油ストーブなどの「火」の始末はよく言われますが、その際に忘れ
がちなのが、家の「ブレーカー」をそのままにして避難してしまうことです。
阪神淡路大震災で発生した火災の多くに、電気が復旧したことにより電気ストーブなどから
火災になった事例が多数報告されています。
避難所から帰宅したら家が燃えてなくなっていたという悲惨な事にならないためにも、

避難する際は「火」の始末を忘れない事とともに、電気の「ブレーカー」を
「断(ＯＦＦ)」にして避難しましょう。

防災の日に・・・

A

B

～ 報 告 ～

スマホ消費者トラブルと対処法 （8/3） 参加者6人

スマホを持つようになり、便利な世の中になった反面、SNSによる
トラブルも急増している現状について、例題や対処法の資料を見なが
ら説明を受けました。また、便利な機能もマンツーマンで優しく教え
ていただくことができて良かったです。

産業振興部 「軽トラ市」（7/24） 参加者３６人

晴天の下、第1回軽トラ市を開催しました。倉吉
小唄のBGMが流れる中、地元野菜や米等を販売しま
した。地産地消を目指した、この取り組みにたくさ
んの方に御協力いただきありがとうございました。
9月25日（日）第2回軽トラ市を行いますのでよろ
しくお願いします！（担当）

かみおがもシアター （8/8）

え？コミセンで映画？と思い観賞しました。お客さんが少なかった
ですが、本物の映画館の様に音響も良く、エアコンも効いていて快適
でした。「電車男」も懐かしく、あの俳優が若いだとか時代を感じな
がら楽しく観ることができました。次回はチャップリンだそうです。
楽しみにしています。（参加者）

〔 あたごふれあい文化祭 2022 〕

期日 11月 ５日（土）・６日（日） 作品展示ほか（予定）

テーマ「 We Love かみおがも 」

※飲食を伴う屋台等はおこないません。
※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状況により、中止する場合がございます。

出 展 作 品 の ご 準 備 を お 願 い し ま す ！

主催：あたごふれあい文化祭実行委員会

日時 9月7日、14日、２１日、28日（水）19：30～20：30

場 所 上小鴨小学校体育館 指導者 上小鴨地区スポーツ推進委員
持ち物 体育館シューズ、飲み物 対象者 どなたでも

汗拭きタオル 申込み 上小鴨コミュニティセンター

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

弥勒堂看板アップ弥勒堂（正面）弥勒堂看板（全景）みろくの里記念碑

特典に繋がる投げ方を考える
室内ペタンクは奥が深くて面白いよ

秋の全国交通安全運動 9月２１日（水）～3 0日（金）

年間運動スローガン 「 ゆとり持つ 時間に気持ちに 車間距離 」

スポーツ教室 「室内ペタンク」

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。
小原萬伎子 様（福山）金一封（故淨 様） 馬西秀徳 様（若土）金一封（故明德 様）

上小鴨地区社会福祉協議会


