
今月より リニューアルしています 
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４月行事予定 変更になることがあります 

ホームページ http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/karo-1/ 

新しい『かろ便り』で情報発信 

～ 新年度に寄せて ～ 

 春の気配もようやく濃くなり、花のたよりが相

次ぐ今日このごろとなりました。 

さて、このたび新自治会がスタートしたことに

伴い、新しい地域広報紙として「かろ便り」が発

刊されることになりました。 

これまで公民館は、長年「公民館だより」を発

行し広報活動を行ってまいりましたが、今後は本

紙にて広報を行うこととなりました。 

新自治会、公民館、各種団体等の最新情報や活

動など様々な情報を併載した身近な地域広報紙と

して発刊されますのでご高覧下されば幸いです。 

 また、公民館は本紙の編集を受け持つこととな

りますが、これからも皆様の期待と信頼に応えら

れるよう努力してまいりますので、町民の皆様の

ご協力とご支援を宜しくお願い申し上げます。 

公民館長 山根 一記 

職員 岸 多津・岸 睦・荒川 昌代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 令和３年度 自治会役員の皆さん 
 

Figure 1 

 

自治会長就任にあたって 

自治会長 小玉 健 
この度、賀露町自治会長の職務を受けることになり、

身の引き締まる思いです。 

我が賀露町は、全国に誇ることができる自然豊かな環

境に恵まれ、高台に登れば鳥取市全体を見渡せるロケー

ションも最高です。 

このような町を一つの公園のようにして、様々な世代

の人々が、安心・安全を感じられる場所にしたいと思い

を巡らせています。詳細はかろ広報（第５４号、３/３１発行）

をご覧ください。 

さて、この度新自治会が発足されました。これは、町

内で各種事業・活動を実施している諸団体に加入してい

ただき、各区と諸団体を包括した新組織です。 

新自治会では、今までの「賀露町の課題・問題を語る

会」での議論と、これからの様々な事業・活動を皆で議

論し、良い方向への解決策を考えたり、新しい運動など

を考える機関としています。 

あわせて、このような多様な事業活動を皆様にお知ら

せする新広報を出すことにいたしました。 

我々は、新広報（従来の「公民館だより」の内容も包

含）が、町内の皆様に多様な情報が共有され、あわせて

住みよい地域へ進んでいくことを念願いたします。 

曜日 自治会・各団体 公民館予定 サークル

1 木 男の料理（社協） 親子教室フリー 扇舞・3Ｂ体操

2 金 民児協定例会 民踊・真向法体操

3 土

4 日 古紙回収（婦人会）

5 月 伝承芸能保存会

6 火 ダンス

7 水
あいさつ運動～13日まで
（グリーンゾーン賀露支部）

英会話・囲碁・書道

8 木
賀露小学校・湖東中学校入学式
自治会執行部会

親子教室フリー 扇舞・3Ｂ体操

9 金
湖東ブロック総会
(人権・公民館)

ヨガ・真向法体操

10 土 自治会理事会

11 日

12 月 サロン説明会（社協） 詩吟

13 火 折り紙・ダンス

14 水 英会話・囲碁・茶道・書道

15 木 自治会執行部会 親子教室フリー 扇舞・3Ｂ体操・パッチワーク

16 金 民踊・真向法体操

17 土

18 日

19 月 伝承芸能保存会

20 火 ダンス

21 水 配食サービス（社協）
英会話・お花
囲碁・茶道・書道

22 木 自治会執行部会
公民館運営委員会
親子教室フリー

扇舞・3Ｂ体操

23 金 ヨガ・真向法体操

24 土

25 日

26 月 詩吟

27 火 ダンス

28 水 やどかり・書道

29 木 昭和の日

30 金 真向法体操

鳥取砂丘コナン空港展望所 完成 鳥取県設置 
かにっこロードに待望の展望台が完成しました。 
空港内における航空機の離発着がよく見えます。 

 ぜひお立ち寄りください。 

イチゴ狩り千円割引！完全予約制 ５月末まで 

大 人 2,500 円→1,500 円（中学生以上） 

こども 1500 円→500 円（3 歳以上～小学生） 

※賀露町民限定(免許証、保険証など提示) 

場 所：鳥取砂丘フルーツパーク～～（かにっこロード沿い）       

ＴＥＬ：0857-28-3870 リバードフィールド㈱        

賀露町自治会 

　会　長 　小玉　健　（８区） 　理　事
　副会長 　芥島　寿美（５区） 　１区区長 　小谷　拓　
　副会長 　大黒　進　（２区）　 　２区区長 　玉江　昭夫
　副会長 　石黒　智　（西浜） 　３区区長 　泡田　秀美

　４区区長 　宮本　清
　監　事 　上根　愛蔵（８区）　 　５区区長 　岸　　博道
　監　事 　林　美喜夫（１区） 　６区区長 　網本　省悟
　監　事 　岡村　吉彦（３区） 　７区区長 　未 定　
　顧　問 　島谷　龍司（県議） 　８区区長 　林　　勝美
　 　雲坂　衛　（市議） 　上浜区長 　藤田　聡

　西浜区長 　加藤　昭義
　事務局長 　美川　裕教（５区）

頑張る住民自治活動表彰 

鳥取県知事表彰 

深澤 修一 さん 

平成２７年～令和２年度自治会長 

良好な地域社会の維持及び 

形成を促進することを目的 

として平成１２年度より行 

われています。地域社会の 

活性化に貢献してきた住民 

自治活動団体の活動を支え 

てきた功労者として知事表 

彰されました。 

 

mailto:cc-karo@it.city.tottori.tottori.jp


Ｒ３年度公民館教室・サークル 

 

今月より リニューアルしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

公民館の利用について 
公民館は、地域の拠点として社会教育・生涯学習や 

地域づくり、まちづくりの活動の場として団体など 

の集会その他の行事などに利用出来ます。 

◆利用時間（年末年始他休館するも場合あります） 

平日・土曜日・日曜日・祝日 ８時３０分 ～２２時  

◆事務所開室時間 

平日      ８時 ３０分～１７時  

土曜日・日曜日・祝日  閉  館 

◆利用申込み 

 ・責任者が公民館へ来館又は電話で予約下さい。 

 ・公民館が閉館時間にご利用の場合、事前に玄関 

のカギを貸出します。 

◆使用記録簿の記入 

 ・開館時、玄関に記録簿を置いています。 

 ・室内清掃等、確認しご記入ください。 

◆鍵の返却 

 ・使用記録簿、鍵を一緒にカギポストへ返却。 

◆留意事項 

・備品等の破損故障があった場合必ず連絡下さい。 

 ・出されたゴミは 必ずお持ち帰りください。 

  

 

地域の子育支援を目的にさまざまな活動 

（計測・離乳食・お散歩等）とともに、 

子ども・お母さん・お父さん同士の交流 

の機会となるように開催します。 

お気軽に親子教室へご参加ください。 
 

 

対 象 (賀露・南隈・晩稲 在住) 

乳児学級 Ｒ2. 4/２～ 生まれの赤ちゃん 

幼児学級 Ｒ2. ４/1 までに生まれた未就園児 

＊お問い合わせは、公民館まで  

ＴＥＬ ２８－１０３４ 

 

地区体育館の利用について 
地区体育館は、鳥取市の公共スポーツ施設です。 

賀露町体育会が委託され管理しています。 

◆利用時間（年末年始他休館する場合もあります） 

平日・土曜日・日曜日・祝日  ９時 ～２２時    

◆利用申込み 

 ・責任者が公民館へ来館又は電話で予約下さい。  

 ・公民館閉館時間にご利用の場合、事前に 

体育館玄関のカギを貸出します。 

◆使用記録簿の記入 

 ・利用後、清掃確認・消灯など確認し記入。 

◆鍵の返却 

 ・使用記録簿、鍵を一緒に公民館事務室 

又はカギポストへ返却。  

◆留意事項 

 ・手指や器具の除菌にご協力ください。 

・備品等の破損・故障があった場合必ず 

公民館へ連絡下さい。 

 ・出されたゴミはお持ち帰りください。 

＊詳しくは「利用開始について」を確認ください。  

 ☆器具の無料貸出 始めました 

  体育館内 器具庫に常設し無料で貸出します。 

 種類…ファミリーバドミントン・バドミントン・卓球 

 責任者 賀露町体育会 

〈一般対象〉男性のみ参加可能です☆ 

 男の料理教室 
日 時 ４月 １日(木)  

１０:００～1２:００ 

場 所 公民館・ふれあい広場 

内 容 参加者で調理後お花見 

会 費 ５００円 

申込み 賀露社協まで 
＊詳しくは町内回覧 

サロン説明会 
日 時 ４月 １２日(月)  

１３:３０～１５:００ 

場 所 公民館 ３階大会議室 
＊詳しくは町内回覧チラシをご覧ください。 

主催：賀露地区社会福祉協議会  

担当 泡 田 

教室名 開催日時

卓　　　　球
　毎週　月・火・木・金曜日

 ９：３０～１１：３０

バウンスボール
　毎週　火・水・木曜日
１３：0０～１５：００

簡 単 ヨ ガ
ja-んぐる　遠藤けい

　第２・４  金曜日
13：30～14：30

真向法体操
鳥取流しびな真向会　西村　正枝

毎週　金曜日
 13：00～14：30

３　Ｂ　体　操
日本3Ｂ体操協会　松本　美和

毎週木曜日14：00～15：30

楽しい民踊
日本FD連盟公認指導者　油谷 都々江

　第１・３金曜日
10：00～11：30

　伝承芸能保存会
日本FD連盟公認指導者　油谷 都々江

　　　　　唄　　不　　定
踊り　毎月第1・3月曜日13:30～15:00

パ　ス　テ　ル
小林　真美

　奇数月　第４水曜日
 10：00～11：30

パッチワーク
音田　いづみ

　第３木曜日
 13：30～16：00

コ　ー　ラ　ス
近藤　映子

　第２・４火曜日(４～６月は毎週火曜日)
１3：30～15：00

生　け　花
華道遠州　綱田　律子

毎月　第３水曜日
 9：30～１1：30

楽しい英会話
下田　愛

水曜日 (月３回)
 10：00～1１：０0

詩　　吟
神心流上師範　浜部　照子

吟　毎月1・3月曜日   ９：30～11：30
舞　毎　週　木曜日  　９：30～12：00

パ　ソ　コ　ン
泡田　保

月　3回
詳しくはお問い合わせください

レッツ ダンス
全日本ダンス協会連合会　山本　幸江

毎週　火曜日
 １8：30～20：00

お　り　が　み
濵下　美子

毎月　第２火曜日
 9：00～12：00

ち　ぎ　り　絵
不　　　定

詳しくはお問い合わせください

やどかりの会
（絵本の読み聞かせ）

第２・４水曜日　9：30～
賀露保育園・賀露みどり保育園

〈小学生対象〉おもいっきり遊ぼう 

 冒険きち① 
日 時 ５月 ２３日(日)  

１０:００～１３:３０ 

場 所 賀露地区公民館 

内 容 アウトドア体験・工作  

当日のボランティアスタッフ 

募集しています☆ 

＊詳しくは小学校からのチラシを見てください  

主催：子ども会助成会・賀露地区公民館 

自治会事務室ついて  
◆開室時間 平日       ９時 30 分 ～１７時  

土曜日・日曜日・祝日  閉  室 

・電話番号 50-0456・fax 番号 50-0460 

・e-mai  karojichi@circus.ocn.ne.jp 

※所用で不在の場合があります。 

自治会事務局 美川裕教  

◇ 各団体 今後の予定 ◇ 

・古紙回収 少雨決行 
4 月 4 日(日)  婦人会 
６月１９日(土)  子ども会助成会 

※朝 8 時までに各区指定の場所へ 

・賀露町春の一斉清掃 4 月 11 日(日)   
雨天の場合 18 日(日)へ順延   

詳しくは班回覧をください。 環境部 
・春の交通安全運動 交通安全協会 賀露支部 

４月６日(火)～15 日(木) 
守ろう！交通ルール。笑顔と思いやりも一緒に。 

・令和３年度操法大会 中止  消防団賀露分団 

・校区民大運動会 ９月 20 日(月)祝日 

・賀露地区敬老会 10 月 3 日(日) 
・町内一斉防災訓練 10 月 24 日(日) 

※予定は変更になることがあります。 

〈小学生対象〉公民館教室＊小学校を通じておたよりします 

・囲碁キッズ 水曜日 15 時 30 分～ 

・お茶っこクラブ 水曜日 15 時 45 分～ 

・書道教室  水曜日 1・2 年 15 時～ 
3 年～ 16 時～ 

体験・見学希望の方は公民館へご連絡ください。 

 

編集後記・・町民の皆様へ少しでも多くの情報を分かりやすく

お伝えすることを目指して、自治会・各団体からのお知らせと

地区公民館だよりが１つになり『かろ便り』となりました。 

試行錯誤が続くかもしれませんが、地域の皆さまに愛読して

頂ける紙面づくりに心がけていきたいと思います。 

健康体操 ３月１１日(木)３１名 

寒くて硬くなった筋肉をほぐしてから、 

歩き始めたほうが膝にも腰にも良く 

戸外で歩いたり走ったりしなくても、 

膝周り、股関節回りの筋肉を鍛える 

事が出来るとのこと。 

大笑いしながら、楽 

しく体を伸ばすこと 

ができました。 

 

主催：健康づくり推進員会  体操の様子 

 

昆布等の注文販売   婦人会 

・昆布八方つゆ 750 円 ・昆布醤油 310 円 

・早煮昆布   850 円 ・細切昆布 450 円 

・ゆがふう昆布 580 円 ・味噌汁の具 580 円  

・やわらかひじき 580 円 

注文は公民館へご来館し記入ください 
※電話注文は 不可  

締め切り 4 月 9 日(金)  

・婦人会員は、班回覧にて申込み  

・北方領土返還要求運動を目的に 

歯舞商品を推奨しています。 

～ 子ども見守り隊からのお願い ～ 

安心安全で笑顔あふれる町を作り 

ませんか？黄色旗をお届けします。 

公民館までご一報ください。 

ボランティアの会  

担当 今嶋・大黒 

 


