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発行責任者 賀露町自治会  Tel ５０－０４５６ 

  karojichi@circus.ocn.ne.jp   
編集担当者 賀露地区公民館 Tel ２８―１０３４ 

 cc-karo@it.city.tottori.tottori.jp 
住   所 鳥取市賀露町南５丁目 1718-3 

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/ 

＜公民館＞ 
◇R4 親子教室 水曜日 10：00～ 

〈乳児･幼児合同〉 

   ８月２４日 お楽しみ会② 

   9 月 ７日 言葉と絵本のちから 

 

 

 

 

公民館ＨＰ 

インスタグラム 

応募方法・・・  
① に、応募用紙と応募箱 設置 

用紙は、ホームページからもダウンロード可能 

②応募用紙に

 

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肩たたきは「やんばい」⇒肩たたきは   

2 ⇒

3「にたやま」な宝石⇒        な宝石 

4「じげ」の魚を食べよう⇒   の魚を食べよう  

５ ⇒            のお店 

の部分を解答してね(＾＾)♪ 

ヒントは「賀露誌」など。  

 

 

 

＜自治会＞ 

夏の終わりの「各種団体合同」海岸清掃  

主催：自治会 安心安全環境部会 

日時 ８月２8 日(日) ８：００～ 

場所 賀露海岸(海水浴場付近) 

ジェンダー研修  

主催：自治会  

日時 ９月 ６日(火) 1９：3０～ 

場所 地区公民館 ３階 

※詳しくは班回覧をご覧ください。 

＜健 推＞   

集団検診のお知らせ  
日 時 10 月 12 日(水) 

会 場 6 区公民館(8:30～10:00) 

8 区集会所(12:30～14:00) 

内 容 国保健診(尿･血液･血圧･診察ほか) 

    肺がん・大腸がん・胃がん 

※詳しくは回覧をご覧ください 

＜賀露小教育振興会＞  

サーフィンスクール@賀露ビーチ 
８/11(木) 山の日 9：30～ 

講師：Kealani Surf 太田賢司さん 

※申し込みは締め切っています 

 

＜賀露小教育振興会・子ども助成会＞  
キャンプファイヤー  

8/20(土) 17：00～  受付開始 

      17：３０～  点火式 

      19：30   終了予定 

スタッフ募集！  

公民館へ連絡ください TEL28-1034 

※新型コロナウイルス感染状況等により変更

になることがあります。 

・町民作品募集します。 ・中学生・高校生スタッフ募集(保護者の承諾必要)  

申し込み 随時受付 公民館または自治会まで 

＜賀露小学校＞ ～児童によるＤＶＤ作成～ 

健康で笑顔のあふれる学校にしよう 

私たち賀露小学校の保健委員会は、【全校が健康で笑顔のあふれる学

校にしよう】のめあてに向かって、手洗い場のハンドソープの補充な

ど、毎日の当番活動を欠かさず行っています。 

また、新型コロナウイルス感染症が広がらないように、自分たちでで

きることを考えて取り組んでいます。その中で、先日、委員会の４年生

が、校内のポスターをもとにして、「正しい手洗いの仕方」についての映

像を作成しました。小学校では、この映像を７月の全校集会で紹介し、

「正しく手洗いをして、笑顔で健康に過ごそう。」と呼びかけました。そ

してその後、みんなで学校での取組を広げるための話をしたところ、「健

康で笑顔のあふれる地域にしたい」という思いで、地域の方々にも見て

いただきたいという、強い気持ちが生まれました。 

そこで、賀露地区公民館にお願いし、    

地域への発信を実現させました。公民館におい

での際には、ぜひご覧いただけると、うれしい

です。 

賀露小学校・保健委員会 

 

 

 

            

            

                

 

     

＜子ども助成会＞ 

ヒラメの放流・魚のえさやり・ 

キンセンガニ釣り  

日 時：8/6(土) 9：30～ 

場 所：海水浴場 入口付近 

※申し込みは締め切っています 

 

 

 

 

 

スローガン 

 

◇小学生対象 「夏休みかろっこ塾」開催中 

◇かろ朝ヨガ 
日 時 ８月 30 日(火) 7：30～8：00 

場 所 かろ緑地公園 (にこにこ釣り具向かい) 

    雨天 賀露地区公民館 

 ※詳しくは全戸配布チラシをご覧ください 

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


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

８月行事予定 変更になることがあります 

編集後記・・・新型コロナウイルス第何波？県内でも猛威を振るってい

ます。親しい人同士でもｗｉｔｈコロナマナー大切ですね(M) 

 

『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！ 
資源ごみ分別の注意点 ～瓶缶編～ 

・水でしっかりとすすぎ、乾燥させましょう。 

・お菓子や海苔、お茶が入っていた缶も、空き缶として分類。 

・ガラス食器や化粧品の空き瓶は小型破砕ゴミへ。 

 

『ジェンダーを考える』 
よく言われること‥‥を考えてみる編 

・運動会で負けて泣いている男の子に「男のくせに泣くな」 
  一生懸命やったことをほめたいですよね 

・「女性の方がよく気が付くし、行き届いた家事ができるよね」 
  夫の逃げ口上。本人の意識の問題？ホントは僕の方が上手かも？ 

・疲れて帰った時に夫からの言葉「今日は素麺でいいよ～」 
  先に帰宅した方が準備するって あり？なし？ 

   

   

 

健康講演会「糖尿病を予防しましょう」 

７/21(木) 参加 27 人 主催：健推 共催：老ク・食育     

講師 市 楠田看護師・米谷保健師・漆原管理栄養士 

 

 

 

 

 

ボランティアの会清掃作業  
６/２５（土）8:00～ 市道西浜 1 号線沿い 

７/１７（日）8:00～ 市道晩稲飛行場線沿い 

次回 ８/２１(日)午前７時～ 賀露小学校前庭 協力支援者募集中 

＜自治会＞ 

クイズ抽選会 7/20（水） 
当選者の皆さんおめでとうございます。 

来月も応募してね☆ 

 

 

 

 

 
 

 
＜社協・民児協＞ 区長と社協・民児協の懇談会 ７/13(水)  

＜社協いきいきサロン＞世界中のコーヒーを飲む会 
７/１5(金)  参加 18 人 次回 8/1２(金)10 時～ 

夏休み中の子ども達も参加 OK！ 

お菓子もあるよ～(^＾)♪ 

「おたのしみ会①」 ７/20(水) 

 はくとちゃんとあそぼう！！ 

         

遊園地ごっこをしたよ。 

子どもと一緒に身体を動 

かして楽しかった(^^♪ 

きれいになるっていいなぁ！ 

ボランティアさん感謝☆ 

 

＜子ども助成会＞   

 

〈公民館＞ R4 親子教室

■ 乳児・幼児合同

「お口と歯の健康」７/６(水) 

           乳歯の役割 

           ･かみ砕く 

           ･発語・ことば 

           ･あごの形をととのえる 

           ･永久歯を正しい位置に導く 

曜日 自治会・各団体 公民館・サークル

1 月
伝承芸能保存会
キラキラ万華鏡とキーホルダー

2 火
レッツダンス
和紙ってすてき

3 水 民児協定例会
書道
イスづくり・スマイル学習映画

4 木 自治会執行部会 ガラス絵具アート

5 金
扇舞・簡単ヨガ
ピアノをひいてみよう

6 土
ヒラメの放流・魚のえさやりなど
主催：子ども助成会・賀露みなとオアシス

7 日

8 月 詩吟

9 火
レッツダンス
ししゅうでお絵かき

10 水 自治会執行部会
書道・お花
体育館開放・ダンスダンスダンス

11 木
サーフィンスクール@賀露ビーチ
主催：教育振興会

12 金 世界中のコーヒーを飲む会(サロン)

13 土 自治会閉室日　8/13～8/16

14 日

15 月 公民館閉室日

16 火 レッツダンス

17 水
体育館であそぼう！カレーライスも食べよう

スマイル学習映画・書道

18 木 自治会執行部会 ３B体操

19 金 扇舞

20 土 自治会理事会

21 日
賀露小奉仕作業
キャンプファイヤー主催：教育振興会
　　　　　　　　　　　　　　子ども助成会

22 月 詩吟

23 火 レッツダンス

24 水
書道
親子教室「お楽しみ会②」

25 木 自治会執行部会
３B体操
あいさつ運動　小学生8/31

26 金
扇舞・簡単ヨガ
あいさつ運動　中学生9/1まで

27 土 社協理事会

28 日 各種団体合同海岸清掃

29 月

30 火
かろ朝ヨガ体験
レッツダンス

31 水 茶道・書道

＜体育会＞  

市民体育祭お疲れさまでした。 

バドミントン  ７/ ３(日)  

準優勝 

男子バレーボール７/17(日)  

優勝(二連覇) 

＜かろこども庁＞ 

水泳学習支援・見守り 6/10(金)～7/15(金) 
風雨等で何回か中止になりましたが、 

約 80 回（時間）の授業に、約 30 人の方々が 

交代で見守りボランティアとして協力していた 

だきました。子どもたちの成長を間近に見られ 

ます。来年もご協力をお待ちしています。 

＜賀露小教育振興会＞ 

親子で水泳教室 7/21(木) 参加 32 人 

非常勤特別講師伏野さんは水泳指導のほか、「夏休 

みには身体を使いいろんなあそびを体験してね！」 

と話された。曇天の下、元気いっぱいに泳ぎ楽しみ 

苦手を克服しようとする姿を見ることが出来た。 

スイカボールたたきを楽しんだ後、皆で 

スイカを食べて楽しい時間を過ごした。 

 

 

 
 

 

看護師、保健師さんの寸劇「糖尿病

の仕組み」で疑問を投げかけ、それ

に答える「糖尿病を予防する食事」

の講義があり、毎日の食事を考える

きっかけとなりました。 

仕上げ歯磨きは、 

小学 4 年生まで(^^)! 

＜環境部＞ 町民一斉清掃 
7/２4(日) ①賀露みなと海水浴場 参加 約 360 人 

      多くの町民の参加協力に感謝します。 

②湖山川河岸清掃(1 区・2 区担当) 

河岸道路沿い草刈り、ありがとうございました。 

 


