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 今年は台風の接近もあり、天候が心配されましたが、８月１４日に小畑納 

涼お盆大会が行われました。恒例のソーメン流しや屋台のバザー・キッズコ 

ーナーは今年も大盛況でした。今年の景品獲得ゲームは老若男女を問わず、 

たくさんの方に参加していただけました。 

 ステージ上では、つくし会による傘踊りや銭太鼓の他に、飛び入りコーナ 

ーなどの出し物が行われ、盛り上がりました。 

 開始前の準備中にはパラパラと雨が落ちていましたが、開会からは天気が 

崩れることもなく、閉会まで無事に行うことができました。 

 帰省中の方も大勢見ることができましたが、自分が子どもだった２０年く 

らい前のお盆大会と比べると、やはり人数が減ってしまったように思います。 

いつまで続けることができるのだろうかと心配しつつも、公民館の役員とし 

てできることはやっていこうと思いました。 

 今年の8月は猛暑日が多く、厳しい暑さが続きましたが、お盆の楽しいひと 

時を過ごすことができました。          小畑広報部 大西拓也 
 

８月１４日の日中にソフトバレーを行い、夜に盆会を行いま

した。 

 昨年までと違い、ボランティアで参加される方や飲み物や

食べ物を充実させ、着ぐるみを着て盆おどりに参加される方

もおられ、わきあいあいとした盆会となりました。 

 最後には、恒例となった抽選会も盛り上がり、楽しい盆会

となりました。        山根広報部  足利 大祐  

      

 河原の盆会は８月１５日に行われる予定でしたが、お盆にかけて中国地

方を縦断し、夏の野球大会の試合が順延、徳島市の阿波踊りの後半２日間

が中止になるなど、各地でもイベントに影響を与えた台風１０号の接近に

より、盆バレーおよび盆会は中止になってしまいました。河原の盆会はこ

こ２年、雨により、屋外での開催はなく、河原公民館内での屋台のみ実施

という状況が続いていました。昨年の盆会の時に「来年こそは外で盆会を

するぞ！！」とみんなで話していたのに…。自然には勝てませんね。来年

こそは盆会を外でできるように願っています。そしてここ数年、 

太鼓の練習はやっても本番で披露できなかった子ども達が、 

中学生になってしまいますが、来年、披露する場ができれ 

ばなと密かに思っています。              

             河原総務部 前田 修次 
  

 

              「英才教育」   小畑 広富利典 

 

 小畑では知る人ぞ知る無類のタイガースファンという

事になっているらしい。ここは、プロ野球に興味がある

人が少なく寂しい限りだ。そこで、もう何年も前の話にな

るが、３人の子供たちをタイガースファンにしてやろうと

企んだ思い出を書きたいと思う。 
 

 小学校低学年の頃は春休みや盆休みに姫路市の実

家にお泊りを兼ねて、球場へ家族で出かけた。この時

期は高校野球の関係で京セラドームでの観戦が多く

なってしまう。ドーム球場は涼しくて良いのだが、やっぱ

り甲子園球場の方が好きだ。 

 どちらの球場でも座る場所は当然ライトスタンド。若虎

会の旗がはためき、ラッパ隊のすぐ近く、スタンド一丸と

なって応援する場所だ。子供たちも全員の応援歌を覚

えている。「♪鍛えたその身体 あふれる気迫…かっとば

せー、かーねもと♪」野球の内容よりも、出店や売り子

も含めてこの雰囲気が気に入っているようだ。この調子

でゆけば、知らず知らずのうちにタイガースファンになっ

ているはずだ。 
 

  ただ、成長するにつれてここ数年は球場に足を運ぶ

機会がなかった。今などはテレビで野球を見ていると

チャンネルを変えられてしまう程に。ブランク作ったのが

まずかったのかなー。 
 

  だが、驚くことに関西で専門学校に通いだした娘が、

今年は何度も球場に足を運んでいるという。日ハムの

ファンになったらしい。目論んでいた球団とは違うが、一

応英才教育が実ったという事にしておこう。 
 

             
 ８月１４日、くそ暑い日でした。お盆といえば立秋も

過ぎ、そこそこ涼を感じていいのに。残暑どころかリア

ルに猛暑マジ炎暑の現実。が、愚痴らない。本来そこは

愉しい共感があるべきで、ポジティブに切換えて、ああ

楽しかった。 

 実は、途中所用で抜けたので盆会の全容は掴んでいま

せん。前日から準備し、いろいろやりくりしてがんばっ

た。気持は通じたと思いますが。こういう行事は何を

もって成功とするのか難しいです。催す側の工夫や段取、

参加者の人数、どれだけ喜んでもらえたのか、等々が要

点か。 
  

 ここ数年は、飲食などの出店とグランドゴルフを下敷に

したゲームをやっています。普段なかなか一堂に会せない

人たちや帰省客が交流する、そういう場が提供できればい

いかも。歓談や歓声の場。 

 ここで数や量的な減少を言っても仕方ないし、今出来る

ことをやっているので、この先もそうして行けばいい。盆

会は、熱気がちょっとでも暑気に勝れば成功。ついでに個

人的なことを言えば、私は来年もカルピスウォーターが飲

みたい。ゲームの参加賞です。    

              早牛広報部  橋本 健 

                           

盆 会 
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   楽しく、賑やかだった夏休みの子ども事業も終わり、通常定例の教室にもどりました。

　　

日付 曜日 行　事　名

1 火 集団健診・ひおき収穫祭準備委員会

2 水

3 木 まち協　環境部会・特産品部会

4 金 日置老連ＧＧ大会

5 土 （すくすく保育園運動会）

6 日

7 月 　

8 火 配食サービス

9 水 わしの子楽団

10 木

　　　 11 金  日置老連ＧＧ大会予備日・カラオケクラブ
西地区公民館主事会研修会

12 土 健康づくり講座

13 日 日置地区ソフトボール大会

14 月 (体育の日）わしの子教室　いもほり

15 火

16 水

17 木 なりすな介護の日イベント

18 金 パン作り教室・カラオケクラブ

19 土

20 日 わしの子　いもほり予備日

21 月 配食サービス

22 火 (即位礼正殿の儀)

23 水 棚田先生の楽書教室・体育館で遊ぼう！

24 木

25 金 そばサークル・河原出張公民館

26 土 　小地域懇談会・立体ちぎり絵教室・オカリナ教室

会場：日置体育館 27 日

　あおや和紙工房 28 月

29 火 ものづくり教室「干支の押し絵作り」

30 水

31 木

会場：鳥取市文化センター

　　　　　鳥取市文化ホール

 ９／２２（日）、当初予定されていた運動会前環境整備は雨

天延期となりましたが、地震研修会・避難訓練は予定通り行

いました。地震研修会では「鳥取県中部地震に伴う体験・教訓

に学ぶ」と題し、北栄町国坂浜自主防災本部長 山信幸朝氏

他２名を迎えて講演をしていただき、５５名が参加しました。 

テーマ～高齢者の人権～ 

講師：川口幸一さん 

  (鳥取市人権教育推進員) 

場所：日置地区公民館多目的室 

時間：午前9時30分～１1時 

    受付開始：9時 

スリッパをご

持参ください 

城北文化祭 
10/26（土）9:00～16:00 
10/27（日）9:00～12:00 

わしの子風景 

9／７（土）棚田先生の楽書教室 9／18（水）体育館で遊ぼう！ 

9／２１（土）わしの子楽団 

9／２１（土）運動会に向けて、保存会の

皆さんにはねそ音頭の踊りを習いました。 

小畑 河原 

早牛 山根 

ひおき収穫祭＆和紙フェスタ 

ひおき文化祭 

パン作り教室 

   ９日（水）16:00～17:00 

    わしの子楽団 

 １４日（月・体育の日）8:00～ 

            いもほり  

 ２３日（水）14:30～15:30 

            棚田先生の楽書教室 

      15:30～17:00 

            体育館で遊ぼう！ 

・開催日：１０月２７日(日) 

・栃餅・特産品の販売 

・餅つき 

・室内展示 

・開催日：１０月２７日（日）１０時～ 

・催しもの：有志による展示物 

       豚汁・もちのふるまい 

 ・日時・内容：未定 

  ※ご意見・ご要望受付中 

・開催日：１１月１０日(日) 

・今年の催し：詳細未定 

・例年の催し：カニ汁 

         壮年部による焼きそば 

         女性部による喫茶など 

[ 他力本願  」 
    区長としてどうすればいいかと考えた時、作家である

五木寛之さんの著書「他力」に「他力といえば他力本

願、努力しないで他人の援助をあてにすることと思う人

が多いと思うが、人の力を借りて、自分自身を向上さ

せて、人の役に立つ事である」と書かれています。 

    私も、公民館長をはじめ、部長や部員の方々。自警

団長をはじめ、団員の方々、そして山根の皆様のお力

をいただいて、その力を山根集落の役に立てることが

できるよう、精一杯努力させていただきたいと思ってお

ります。 

                    山根  秋山 節也 

鳥取市公民館まつり 

◆日時：１０月１８日（金）10:00～13:00 

◇場所：日置地区公民館調理室 

◆講師：大由利 芳枝 先生（パン教室おおゆり） 

◇参加費：200円◆持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル 

◆メニュー：あんパン、マヨネーズパン・お菓子（当日のお楽しみ） 

◇申し込み：先着15名・10月11日（金）〆切り  

１０月わしの子教室 

※別紙、詳細チラシあります。 

◆日時：①10月29日(火)9:30～12:00 

     ②11月  7日(木)13:00～15:30 

     ※①，②いづれかの日程 

◇場所：日置地区公民多目的室 

◆材料代：1,000円 

◇作品内容：別紙チラシをご覧ください。 

◆申し込み：１０月11日（金）〆切り 

場所：日置体育館  

時間：午前１０時～11時30分 

    受付開始：9時３０分  

講師：三朝温泉病院 

 リウマチ・膠原病内科診療部長 

    塩 孜 先生(山根出身)     

干支（子）の押し絵作り 

ものづくり教室 

※日置の特産品も販売します。 
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