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第 ２ 号 202１年 ５月 1 日 発行 
発行責任者 賀露町自治会  Tel ５０－０４５６ 

賀露地区公民館 Tel ２８―１０３４ 
住所 鳥取市賀露町南５丁目 1718-3 

e-mail 自治会 karojichi@circus.ocn.ne.jp  
公民館 cc-karo@it.city.tottori.tottori.jp 

 

５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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 空き家オーナーの皆さまへ 
空き家を所有されている方で、 

貸家として有効利用を検討され 

ている方はご連絡ください。 

連絡先：各区区長 

または自治会まで  

Tel 50-0456 

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 1,500 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 

〈小学生対象〉公民館教室 

・お茶っこクラブ 水曜日 15 時 45 分～ 

内 容 茶道(小堀遠州流)のおけいこ。 

    お点前をはじめ礼儀作法を学び、健やかなこころを育みます。 

指導代表 米澤 洋子先生  月 謝 1,000 円                                 

・書道教室 水曜日 1～3 年 15 時～  

4～６年 16 時～ 
内 容 書道(毛筆・硬筆)のおけいこ。 

    自分と向き合う心を育み、集中力を高めます。 

指導代表 山田 美鈴先生  

月 謝 3,000 円(誌代・昇段試験代含む)    

・囲碁キッズ 現在調整中です。 
体験・見学希望の方は公民館(tel28-1034)へ 

場所はいずれも賀露地区公民館 

令和３年度 鳥取市 市民後見人養成講座 受講者募集   

 開催日 ７月２４日(土)～９月１８日(土)毎週土曜日 

 会 場 さざんか会館 

 申込み 受付期間 6/1～7/2 

 詳しくは鳥取市社会福祉協議会（℡24－3320）へ 

曜日 自治会・各団体 公民館予定 サークル

1 土

2 日

3 月 憲法記念日 伝承芸能保存会

4 火 みどりの日

5 水 子どもの日

6 木 自治会執行部会 扇舞・3Ｂ体操

7 金 民児協定例会 民踊・真向法体操

8 土 社協理事会

9 日

10 月 詩吟

11 火 折り紙・パソコン・ダンス

12 水 自治会参観日（賀露小学校） 親子教室開講式
やどかり・英会話
茶道・書道

13 木 自治会執行部会 扇舞・3Ｂ体操

14 金 ヨガ・真向法体操

15 土
社協定例評議員会

16 日
環境部市道幹線歩道整備
男子バレーボール予選

17 月 伝承芸能保存会

18 火
ボランティアの会
町内及び賀露小奉仕作業

ダンス

19 水 配食サービス（社協） 幼児学級「からだを動かそう」
英会話・お花
茶道・書道

20 木
自治会執行部会
老人クラブ公民館周辺清掃

扇舞・3Ｂ体操・パッチワーク

21 金 真向法体操

22 土

23 日 冒険きち（主催：子ども会） 冒険きち（共催：公民館）

24 月

25 火 ダンス

26 水 乳児学級「子育てＱ＆Ａ」
やどかり・英会話・パステル
茶道・書道

27 木
自治会執行部会
金婚・ダイヤモンド今記念
祝賀会　市社協

扇舞・3Ｂ体操

28 金 人権啓発推進協議会総会・研修 民踊・ヨガ・真向法体操

29 土

30 日

31 月 詩吟

〈小学生対象〉おもいっきり遊ぼう 

冒険きち① ＊詳しくは小学校からのチラシを見てください 

日 時 ５月 ２３日(日)  

１０:００～１３:３０ 

場 所 賀露地区公民館 

 

主催：子ども会助成会・賀露地区公民館 

親子教室開講式 乳児幼児合同 
 ～はじめましてお友だち～ 

５月１２日（水）１０：００～ 

  お話 「子どもの成長」 

  講師 鳥大附属幼稚園副園長 志和智恵さん 

  お楽しみ会 手あそび・絵本など 

＜今後の予定＞ 

乳児 ５月２６日 子育て Q＆A 

    ６月 ９日 食育について 

    ６月２２日 ベビービクス 

 幼児 ５月１９日 いっしょに遊ぼう 

    ６月 ２日 ちまきづくり 

    6 月１６日 お散歩 

市民後見人とは…認知症、

知的障がい、精神障がい等

により判断能力が十分でな

い方の生活を支援し、後見

活動を行います。 

＊重要なお知らせ＊〈６５歳以上の方対象〉 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

接種券が届いたら…下記のどちらかで接種 

① 集団接種 

（県立福祉人材センター 予約制） 

② 個別接種 

（かかりつけ医・医療機関） 

※詳しくは 4 月鳥取市報 P6～7 をご覧ください 

ご不明な点が 

ある方は 

各区長までご

相談ください 

定員となり

受付終了 

しました 

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


男の料理 ４/1(木)主催：社協 

参加者 20 人 

ふれあい広場の晴れ渡った空の下で 

満開の桜と新鮮な肉・さかなに舌鼓 
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神社周辺清掃 ４/25(日)主催：  

地域奉仕活動と会員の交流を図りました。 

 

 

サロン説明会 ４/12(月)主催：社協 

参加 33 サークル代表者 

今年度は 33 サークルが登録。多様な活動で

心身をリラックス☆ゆるぎない健康長寿を目

指そう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

公民館の貸し出し図書について 
公民館では、ロビーに図書コーナーを設置し児童向け・

成人向け・人権図書等の貸出しを利用いただけます。 

読書を通じて豊なこころや夢を育み人づくりや地域づ

くりを推進しています。 

◆利用時間（年末年始他休館する場合もあります） 

平日       ８時 ３０分～１７時  

土曜日・日曜日・祝日  閉  館 

◆申込み 

 ・図書コーナーにある貸出し簿に記入。 

 ・貸出し期間は、３週間までです。 

◆留意事項 

・本の破損があった場合、必ず連絡下さい。 

 ・公民館所蔵本と市立図書館所蔵本は別に返却 

憩いのサロンについて 
公民館 1 階ロビーでは、町民の皆様が集い楽しんで 

過ごせるコーヒーコーナー(無料)を利用 

いただけます。お気軽にご来館ください。 

       賀露地区公民館 
公民館運営委員会について 
 4 月２２日（木）公民館運営委員会が開催さ

れ、R2 年事業決算報告 R3 年事業予算計画が、

承認されました。ありがとうございました。 

本年度も地域のサロンとして、 

誰もがちょっと立ち寄って 

みたくなる 魅力ある公民館に 

なるよう努めます。 公民館 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

 町民一斉清掃 中止 

 ４月 １１日(日)  

※次回は 10 月を予定します 

町民の皆様、ご協力お願いします 

主催：賀露町環境部 

白浜グラウンド利用について 
 白浜グラウンド等で、ゴルフボールによる住

居破損被害が発生しています。グラウンドで

のゴルフ練習は禁止です。 

 利用があった場合、氏名・住所・連絡先など

をお聞きし鳥取署へ連絡します。 
 

賀露小学校 校内見守り参観について 
 自治会(執行部・区長)は、子どもたちの見守

りと校舎内の見守りを実施し、年間を通し

小学校・子どもたち・先生を支援し安心安

全を応援していきます。 
 

臭気調査実施計画について 
 町民による臭気調査について、今年度は5月

から 9 月に行います。6 区町内・西浜区周

辺の町民の皆様へご協力をお願いします。

(鳥取市による調査は 6～9 月調査計画有) 

賀露町自治会 ◇ 各団体 今後の予定 ◇ 
・市道幹線歩道草刈  

  ５月１６日(日) ８時～ 環境部 

・配食サービス  ５月１９日(水） 

・公民館周辺清掃 雨天中止 

５月２０日(木) 8 時～ 老ク 

・金婚、ダイヤモンド婚記念祝賀会 

  5 月 27 日(木) 10 時～ 
 賀露町内 金婚 11 組、ダイヤモンド婚 3 組 

・古紙回収 少雨決行 

６月１９日(土)  子ども会助成会 

・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) 

・町民文化祭(公民館祭) 10 月 30 日(土)31 日(日) 

※予定は変更になることがあります。 

～ 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 

 

「にっぽん丸」鳥取港寄港 

出港見送りセレモニー 

伝承芸能保存会出演決定！ 
 日時 ６月３日（木）１６：３０～ 

① 和太鼓演奏 逢鷲太鼓連 

② 元唄貝殻節 伝承芸能保存会 

③ 見送り   賀露町の皆さん 

多数のご参加をお待ちしています。 

寄港概略 

日 時 ６月 ３日（木） 

    入港  ８：００ 

    出港 １７：００ 

場 所 鳥取港１号岸壁 

クルーズ名 「門司/鳥取/金沢クルーズ」 
情報提供：鳥取港振興会 tel22-1836 

 

やっぱり 

ホルそばは 

うみぁ～な～♪ 

調理室で 

下ごしらえ 

手際抜群！ 

「賀露町の課題問題を語る会」全体会議 

「まちづくり全体会議」 

 3 月 20 日(土) 参加 32 人 

自治会,町内会,地区公民館,各団体により賀露町の重

要課題解決について討議。30 課題に集約した課題

の解決・未解決事案について幅広く検討。 

自治会 4 月理事会 

 ４月 10 日(土) 参加 20 人 

自治会活動・事業について審議。内容は、班回覧にて 

毎月広報しています。(１区は全戸配布) 

 

赤十字活動資金のご寄付 

ありがとうございました。 
各町内会よりご寄付いただきました。 

       賀露町自治会 

春の交通安全週間が 

行われました 
 ４月６日～１５日  

パレードは中止でした 

交通安全協会賀露支部 

あいさつ運動 

(令和２年度３回目)  

４月７日(火)～13 日(水)  

ご協力をありがとうございました 
グリーンゾーン賀露支部 

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。 

編集後記・・・５月１２日に公民館親子教室（乳

児・幼児）がスタートします。先日案内した乳児

の保護者さんから「参加します」のお返事がぼち

ぼち届いています。開講式で新しい出会いがあ

ることを楽しみにしています。 


