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☆児童・中学生募集中！ 

自分だけのオリンピック新聞 
日時 ８月１７日(火) ９時 30 分～  

内容 オリンピックに関する新聞記事を 

    コラージュするなど画用紙で 

オリジナルの新聞を作る 

お問合せ 公民館まで TEL 28-1034 

 

海岸清掃 
◇中学生海岸清掃 

日時：８月３日(火) ７：４５～ 

場所：賀露みなと海水浴場 

主催 湖東グリーン賀露支部 共催 湖東中学校(キラッと湖東) 

中学生親子のご協力をお願いします。 

◇秋の海岸清掃 

 日時：8 月 29 日(日)８：００～ 

 場所：賀露みなと海水浴場 

「ふるさとの海岸を美しく」との願いから 

自治会傘下の各団体合同による活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

遊ぶ場所について 

- 賀露小学校教育振興会より - 

コロナ禍による行動範囲制限のため、思う 

ように体を動かせない環境となっています。 

幸いなことに校区内には、公共の場が複数 

あります。この機会にぜひお子様とともに 

ご活用ください。 

また、道路や施設の駐車場での活動は大変 

危険です。安全に配慮し、楽しい夏休みを 

お過ごしください。 

〇白浜グラウンド(賀露公民館となり) 

〇明神広場(賀露保育園となり) 

〇ふれあい広場(旧小学校跡地) 

〇賀露公園   〇賀露北公園 

〇上小路公園  〇賀露南公園 

〇賀露緑地公園 〇みなと公園 

〇晩稲公園   〇南隈公園 

※遊具を使用される場合は、周りに十分に 

注意して遊んでください。 

『ＳＤＧｓってなぁに？』～このままでは地球が危ない！～ 
「地球上に生きているすべてのものが幸せに暮らすことのできる世界」を 

みんなで協力して 2030 年までに解決したい１７の目標・１６９のターゲット。 

2015 年「国連持続可能な開発サミット」に 

おいて採択されました。 

 

 

ハラスメント研修 
「ハラスメント防止に理解を」 

―住みやすい地域をめざして― 

日時 ９月３日(金) 19：00～20：30 

場所 賀露地区公民館 

講師 ファザーリング･ジャパン中国 事務局長 

鳥取県人権教育アドバイザー 

     佐藤 淳子さん 

内容 セクハラ、モラハラ、ジェンダー、 

女性差別とは… 
主催：自治会 健康福祉ふれあい部会 

共催：賀露公民館・賀露人推協 

 

親子教室 8‐9 月の予定 
＜幼 児＞ 

８月６日(金) 七夕まつり 

＜乳児・幼児合同＞ 

８月２５日(水) お楽しみ会 

 水遊び⇒お楽しみ会に変更 

９月 ８日(水)  絵本に親しむ 

 ９月２９日(水) お楽しみ会 

・感染症予防対策を取って開催します。 

・検温、手指の消毒、マスク着用等ご協力を 

お願いします。 
＊お問い合わせは、公民館まで TEL 28－1034 

活動の様子は 

ホームページにてご覧頂けます。 

http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/karo-1/ 

ホームページはこちら↓ Facebook はこちら↓ 

         

私にもできるＳＤＧｓ 

・運動習慣を身につけて病気を未然に防ごう。 

・マスクの着用、外出後の手洗い、うがいの徹底。 

・健診など定期的に受けよう。 

・新聞やニュースをチェックして日本や世界の現状を

知ろう 

・ジェンダーに関心を持ち、身の回りの問題を調べて

みよう。 

・家事を平等に分担しよう。 

賀露神社へお参りするよ♪ 

３ すべての人に 

健康と福祉を 
４ 質の高い 

教育をみんなに 

第 ５ 号 202１年 ８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 
 

８月行事予定 変更になることがあります 

曜日 自治会・各団体 公民館予定 サークル

1 日

2 月 かろっこ「ガーデンクロック①」 詩吟・伝承芸能保存会

3 火
中学生時海岸清掃
かろっこ「ガーデンクロック②」 ダンス

4 水
かろっこ「体育館で遊ぼう」

　　　　　　「おりがみで遊ぼう」
英会話・書道

5 木 自治会理事会 かろっこ「マグネットボード①」 扇舞・3Ｂ体操

6 金 民児協定例会
幼児学級「七夕まつり」

かろっこ「マグネットボード②」 民踊・真向法体操

7 土

8 日

9 月

10 火 かろっこ「映画を楽しもう①」 ダンス

11 水
かろっこ「体育館で遊ぼう」
       「ピアノをひいてみよう」

やどかり・お花・書道

12 木 自治会執行部会 かろっこ「映画を楽しもう②」

13 金 　　　　事務室閉室

14 土

15 日

16 月
かろっこ「エコバッグ

　　　　　　自由工作・自由木工」

17 火 かろっこ「オリンピック新聞」 折り紙・ダンス

18 水 かろっこ「アイロンビーズ」 英会話・書道

19 木 自治会執行部会 扇舞・3Ｂ体操

20 金 民踊・ヨガ・真向法体操

21 土

22 日

23 月 詩吟

24 火 ダンス

25 水 乳児幼児合同「お楽しみ会」 やどかり・書道

26 木 自治会執行部会 扇舞・3Ｂ体操

27 金 ヨガ・真向法体操

28 土

29 日

30 月 伝承芸能保存会

31 火 ダンス

５ ジェンダー  

平等を実現しよう 

http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/karo-1/
mailto:cc-karo@it.city.tottori.tottori.jp


親子教室 乳児・幼児合同 

 「 お口と歯の健康について 」 

７/14(水) 参加 幼児 4 組 乳児 10 組 

乳歯や唾液の役割を聴き、歯みがき指導を受

け、大人も気を引き締める機会となった。 

R３，4より リニューアルしています 

 

◇体育館の利用について 
児童が利用する際は、保護者責任の下 

ご利用ください。 

無料遊具の貸出しあります。 

・卓球 ラケット 

・ファミリーバドミントン  

・バドミントン  

利用希望の方は、公民館開館時間に 

公民館事務所まで申出ください。 

               ＜体育会＞ 

市民体育祭 6/13 卓 球      第 2 位 

     7/ 4 女子バレーボール 優 勝 
               

8/22 男子バレーボール 決勝トーナメント   ＜体育会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みかろっこ塾 

「茶道体験」 7/ 21(水) 参加 12 名 
児童はちょっぴり緊張した面持ちで、初めて 

の茶道室、お点前を体験。先生からお話を聞 

き、作法を教わりながら 

美味しい和菓子とお抹茶 

をいただいた。 

中学生も参加して和やかに 

静寂のひと時を味わった。 

 

 

◇ 各団体 今後の予定  
■交通安全 

・交通安全等講習会  8/7(土) 

共催：防犯協議会・老人クラブ 

■子ども会助成会 

・中止⇒ヨットクルージング 8/7(土) 

■ボランティアの会 

・賀露小学校奉仕作業  8/22(日) 

■健推 

・集団検診   10/12(火) 

 詳しくは、町内回覧(ピンクの用紙)を参照ください 

受診希望される方は 9/5(日)までに各区健推推進員まで 

■湖東グリーンゾーン賀露支部 

・海岸清掃   ８/３(火) 共催 湖東中学校 

・あいさつ運動 ８/25(水)～ 賀露小学校前 

         ８/26(木)～ 賀露陸橋周辺 

・通学路点検      ９/1９(日) 

共催：教育振興会・防犯協議会・交通安全協会 

■賀露みなと観光協会 

・賀露みなと海水浴場は本年度開設無し。 

■社協 

・配食サービス ※7 月～9 月の間お休み。 
 ※予定は変更になることがあります。 

 
＜自治会＞ 
・理事会 ８/21(土) 次回 9/11（土）9：30～ 

・賀露小学校・校内見守り隊・参観  

７/13 日(火)  

校内見守り隊に自治会(執行部・区長)も参加し、子ども

たちの様子を見守った。 

 

◇町民文化祭実行委員会 
昨年まで公民館が実施していた公民館祭を拡大 

したイベントにするため、今年から「町民文化祭」

に衣替えして実施することになりました。 

7/16 に実行委員会を立ち上げ、現在参加団体を募

集しています。町民が、「楽しめる」イベントを目指

します。ご期待ください。 

・町民文化祭 10/31(日)公民館・体育館など 

＊新型コロナウイルスワクチン接種について＊ 

  

専用電話・予約サイトで受付しています。                                

受付時間 8：30～17：15（土日祝含む）   

接種専用コールセンターＴＥＬ   0857-30-8535 

編集後記・・かろ便りも今月で 5 号目です。はじめ、紙面の大枠を決めてスタートしましたが、だん

だんとまとまってきた感じがします。今は経費の都合でカラー印刷ではありませんが、公民館等に掲

示用として、各区 1 部カラー印刷したものを配っています。またホームページや地区公民館にも掲示

していますので、ぜひ見てください。毎月、団体・各区からの情報をお待ちしています。 

 

子ども見守り隊・町内有志 

「水泳学習見守り」 

6/11～7/15 

小学校からの要請を受け、子ども見守り隊や町内

の有志が汗だくになりながら学習を見守った。 

雨の中では震える子どもたちの姿を、かんかん照

りの日は元気いっぱいの姿を見守り、子どもたち

からたくさんのエネルギーを分けてもらった。 

皆さんも孫の成長を一緒に見守りませんか？ 

※問合せは公民館へ 

 

鳥取 H P コロナワクチン情報 ⇒ 

最新情報をスマホ等でアクセス 

賀露社協主催 

ひとり暮らし高齢者の集い 

「とっとり花回廊へ行こう」 
6/28(月) 参加 24 名 

おおむね 75 歳以上のひとり暮らしの方を対象に

とっとり花回廊フラワーパークで初夏の花々との

出会いと香り豊かな風を満喫した。昼食はお弁当

を広げ、心を伸ばしゆっくりとした時間を過ごし

た。 
◇折り紙教室 あじさいの会 作品展示 

   ～あじさい折り紙編～ 
期間 8/1～8/31 9：00～17：00 

場所 鳥取市あおや和紙工房(月曜休) 

入館料 無料  TEL 86-6060 

公民館教室あじさいの会の作品を 

あおや和紙工房で展示します。 

＜教室代表 浜下＞ 

子ども会助成会主催 

「冒険きち①」  

7/ 4(日) 参加 71 名 

コロナ対策の為、時間短縮 

内容を縮小し実施。工作、体育館でのあそびだ

けでなく、普段できないチョークを使って道路

に絵を描く体験等も行った。 

次回は秋に予定。乞うご期待☆ 

 

＜公民館＞ 

ＲＤテストで 

口腔内の衛生状

態をチェック 

教育振興会主催 

「親子で水泳教室」7/ ２２(木) 参加 27 名  
賀露小学校 特別非常勤講師 伏野 久 先生 

場所 賀露小学校プール 

親子で一緒にプールに入り 

水遊びを楽しんだ。 

【感想】子どもの様子が 

見えた事、子どもと一緒に 

参加し、楽しさを共感でき、 

とても良い経験となった。（ K パパ ) 

  

 

「郵便局へ行こう」  

7/ 19(月) 参加 52 名 
因幡地区の郵便局手紙文化振興プロジェクト 

チームの皆さんからハガキの書き方を教わり 

児童は思い思いに暑中見舞いはがきを作った。 

 

 

「自由研究お助け隊参上！」7/ 26(月)参加 4 名 
鳥取気象台の河﨑浩志さんより「自由研究 

ってどんなこと？」素朴な疑問を探究する 

ポイントを教わった。 

「プチ箱庭づくり」7/ 26(月) 参加 14 名 
17×15×3 ㎝四角の木を 

庭や海に見立て松ぼっくり 

どんぐり、持参した飾り物 

で空想の世界を楽しんだ。 

講師 田中歯科衛生

士 

手作りのポストへ投函 

いろんな工作に挑戦！ 

初心者向け水泳教室 


