
かろ子育て支援ネットワークの設立 
通称「かろこども庁」 2/5(土) 参加２５名 

立ち上げに関わった民生児童委員協議会の主任児童委員から、立ち

上げの経緯と目的について説明があり、全出席者の賛同を得てスタ

ートすることとなりました。 

このネットワークは賀露町のすべての団体が構成員となり、子育て

しやすいまちづくりを目指すものです。機会あるごとに、情報発信し

ますので、町民の皆さんのご支援ご協力をよろしくお願いします。 

( 事務局担当 主任児童委員・地域コーディネーター ) 

 

 

自治会活動・公民館活動等で撮影した写真をホームページ、SNS 掲載することがあります。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 号 2022 年 3 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 

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

インスタグラム https://www.instagram.com/karo_r4/ 

3月行事予定 変更になることがあります 

〈一般対象〉先着１５名 花見で元気を！ 

第１回 男の料理教室 
日 時 ４月 １日(金) １０:００～ 

場 所 地区公民館・ふれあい広場 

対象者 おおむね６０歳以上の男性 

内 容 魚料理、肉料理など 

会 費 ５００円(アルコール無し) 

持ち物 マスク・エプロン・三角巾 

申込み 賀露社協まで 

サロン説明会 
日 時 ４月 11 日(月) １３:３０～ 

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 

健康体操 主催 健推 

日 時 ３月 １０日(木) １０:００～ 

場 所 地区公民館 3 階大会議室 

対象者 賀露地区在住の方 

内 容 イスを使った体操 

参加費 無料 

持ち物 マスク・上靴・飲料 

申込み 健推または公民館まで 

＊定員になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

主催：健康づくり推進員会   

 

曜日 自治会・各団体 公民館・サークル

1 火 からだ元気塾・レッツダンス

2 水 民児協定例会 英会話・茶道・書道

3 木
自治会執行部
かろこども庁課題検討会

パソコン

4 金
湖東ブロック公民館総会
扇舞・民踊・真向法体操

5 土

6 日

7 月 湖東ブロック主任児童委員研修会 伝承芸能保存会

8 火
おりがみ・からだ元気塾
コーラス・レッツダンス

9 水 配食サービス
乳児幼児合同「閉講式」
やどかり・茶道・書道

10 木
自治会執行部会
健康体操

11 金 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

12 土 自治会理事会
中学生・高校生サークル
「ピザで交流会」

13 日

14 月 詩吟

15 火 からだ元気塾・レッツダンス

16 水 英会話・書道

17 木 自治会執行部会 パッチワーク

18 金
サロン・世界中のコーヒ―を飲む会
賀露小学校卒業式

扇舞・民踊・真向法体操

19 土 社協第4回理事会

20 日

21 月 春分の日 伝承芸能保存会

22 火 からだ元気塾・レッツダンス

23 水 パステル・お花・茶道・書道

24 木 自治会執行部会 ３B体操

25 金
扇舞
真向法体操・簡単ヨガ

26 土

27 日 鳥取市長選挙投票日(予定)

28 月 詩吟

29 火 からだ元気塾・レッツダンス

30 水 健推定例会 書道

31 木
自治会執行部会
食事サービス運営委員会

３B体操

公民館ＨＰ 

インスタグラム 

ｎｅｗ 温故知新 「ちょっこしかろ」クイズ 

このかろ弁の意味はなぁに？ 

1．だらずいも⇒○○○○ 

2・  

3・

※ヒントは 「賀露誌 335ページ～」 

答えはこの号の中にあります・・・探してみてくださいね！  

新中１年生と中学生・高校生サークル 
ピザで交流会  

日 時 3 月１２日(土)９：30～ 

場 所 賀露地区公民館  

内 容 ピザ作り(持ち帰り)ドッジボールなど 

参加費 100 円 

お問合せ・申込み 公民館 tel 28-1034 

※コロナ感染症の状況により中止する場合あります。 

 

折り紙あじさいの会作品展示会 
期間 3/10(木)～3/16(水)10:00∼ 

場所  コミュニティプラザ鳥取百花堂 

 

 

２月より会場変更 

公民館ロビーにて実施 

1杯 100円 

懐かしの BGMもいい感じ♪ 

親 子 教 室 延期のお知らせ 

「乳幼児合同 閉講式」  

３月２日(水)⇒ ３月９日(水) へ 

変更になりました 

   

2022 年度 親子教室 開講について 

乳児 Ｒ3. 4/2～Ｒ4. 4/1 生まれ 

   市・健康子育て推進課より案内 

幼児 未就園児 

*詳しくは公民館へお問い合わせください 

予告 賀露書道教室 作品展 
日時 3 月下旬 公民館開館時 

場所 地区公民館 1 階ロビー 

内容 児童対象の賀露書道教室 

作品を展示 

 

来月から先着 5 名 

正解者に賞品あるだって 

わったいすか 来月も 

みんといけんで～ 

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


＜公民館＞ 

◇親子教室 「 おたのしみ会 節分 」 

2/2(水) 参加 乳児 9 組 幼児 3 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 令和 4 年度 自治会役員の皆さん 
 

Figure 1 

 

編集後記・・大雪の日、朝夕 

通学路・地域の歩道の雪か

きに汗をかいて下さった

方々がおられます。また、

日々の登下校見守り活動な

ど、陰徳善事、ありがたいこ

とです。 

公民館前の桜の木は、花芽

が少しずつふっくらしてき

ました。春はすぐそこ。 

　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 　影井　博行
　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 　林　美喜夫（１区） 　５区区長 　岸　　博道
　監　事 　岡村　吉彦（３区） 　６区区長 　網本　省悟
　監　事 　中島　康登（西浜） 　７区区長 　雁津　敏明
　顧　問 　島谷　龍司（県議） 　８区区長 　林　　勝美
　顧　問 　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）

『わたしからはじめるＳＤＧｓ』 
地球で起きているさまざまな問題を自分事と

してとらえ、できることからはじめよう！ 

お米のとぎ汁は、天然の入浴剤☆ 

ジャガイモの皮で、シンクの掃除！ 

ドリップコーヒーの粉は、消臭剤♪ 

 
＜自治会＞ 
・理事会 2/12(土) 次回 3/12(土)９:30～ 

・西日本ジェイエイ畜産の養鶏場跡地の売却 

 昨年、建物等が撤去され臭気もなくなっていた養鶏場

跡地については、1/28 付けで地元の建設資材会社に

売却した旨の報告がありました。 

・R4 年総有財産会・自治会定例代議員会 1/30(日)  

⇒コロナ感染症拡大の為中止。書面開催。 

2/9 までに各代議員から書面議決書提出。 

2/12 の定例理事会で確認され、いずれの議案も賛 

成多数で可決。(詳細は「代議員会のあらまし等」へ掲載)  

 

訃報(おくやみ) 

新川 とし子さん 93歳(5区) 12月 21日 

玉江 昭夫さん  68歳(２区) １月 26日 

岸下 範行さん  74歳(5区)  2月 1日 

※今月より掲載を始めました。(掲載依頼は区長から） 

◆子ども見守り隊 I さんより 

 登校してくる子ども達に「おはよう」「今日は寒いね」

などと声かけをしています。   

夏休みが終わった頃からでしょうか、登校してきた生活委員

会の子ども達が、児童玄関の前で後から登校してくる子ども達

に「おはようございます」と元気に声かけをしています。

とても微笑ましい風景です。 

雪の積もった翌日には、スコップを持って、慣れない雪かき

にも挑戦していました。中にはスコップ山盛りの雪を元気に運

んでいる子もいます。どの子の表情も輝いています。 

 「近頃の子どもは･･･」と否定的に表現する向きもあります

が、どうしてどうして、「近頃の賀露の子ども達は結構 

やってみせるな」と感嘆の思いでその風景を見ています。          
 

答え ①ながいも ②かじかむ ③おしゃれ 

 

2/3 は節分 

みんなで 

“オニのパンツ”を踊ったり♪ 

かわいいオニさんも作り、願いを込めて豆ま

きをしました。 

“健康で幸せな一年となりますように…” 

ふくは～うち 

ふくは～うち♪ 

幸せを 

呼び込もう 

＜社協＞「ふれあい・いきいきサロン」 

報告書作成説明会 ２/２(水) 参加 25 名 

令和3年度の事業実施報告書作成について説明

しました。来年度も有意義な活動が行われるこ

とと思います。 

「あいサポーター研修会」 

2/9(水) 参加 22 名 

 あいサポートメッセン 

ジャー・松田禎人さんを 

講師に様々な障がいについて研修。障がい者の

方が困っていること、また手助けや配慮の仕方

など学んだ。松田さんは「障がいを自分事とし

てとらえ、今日知ったことを家族や周りの人に

伝えてください」と言われた。 

「食事サービス」(食事サービスボランティアの会) 2/16(水) 

1 人暮らし高齢者などの方(障がい者・昼間 1 人

暮らしの方を含む)にお弁当等を配布。毎月賀露

小学校児童のお手紙が添えられます。 

次回 3/9(水) お楽しみに♪ 

「高齢者健康教室 イン 山紫苑」 

新型コロナウイルス感染症の特別警報の解除見

込みが無い為、開催中止。 

◆ボランティアの会  

 土日の積雪で通学路には足跡も無い状態の中、2/6(日)の夕刻

から、ボランティアの会の有志が賀露大橋～小学校～賀露橋の

通学路の除雪作業を行った。急遽のお願いにもかかわらず、約

10 人の方々が参集。３台の除雪機も持ち込んで頂き通学路の除

雪を行い、月曜日の登校に間に合わせることが出来た(^^)      
 

雪道歩くって 

疲れるなぁ 

◆サロン『世界中のコーヒーを飲む会』2/18(金) 参加１２名 

今月から、会場を地区公民館１階ロビーに変更し開催。昭和歌謡 

や懐かしの洋楽と共にモカとミャンマー産のコーヒーを味わった。 

参加費１００円。次回 3/18(金)１０時～。予約不要！ご参加お待ちしています。 

サロン活動の様子や

楽しい仲間の写真を 

掲載しませんか？ 

詳しくは社協まで 

 

〈民児協〉湖東ブロック民児協研修会  

2/7(月) 参加 ４０名 

           4 地区から集合。 

予定内容を一部 

変更し、実施し 

ました。  

 

〈婦人会〉町民対象  

味噌を手作り 
   2/12  参加９名 

味噌づくりに小学生、大人

が参加し交流。 

「好きな味噌汁は？出汁

の取り方は？」 

半年後、お味噌の完成！！ 

2 区は、玉江区長急逝の為、2 月より影井さんとなりました。 


