
                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芸能発表 １３時半～１４時半 

☆詩吟（日本吟翔会賀露支部） 

☆破竹の会（8 区有志） 

☆二壮会 

☆書道パフォーマンス（公民館 書道教室） 

☆バルーンアートパフォーマンス 

      （鳥大バルーンアートークル） 

- 出演順不同 - 

合奏部の演奏と一緒に賀露健児を歌いましょう！ 

【 賀露健児のうた 】  

北に洋々 日本海 背には 中国山脈を 

眼下に清き 千代の 流れの育つ 賀露の友 

いざ ふるいたて 賀露健児～♪ 

  

 賀露小学校 合奏部演奏  
 ２６日 ９時 30分～ 体育館 

 

□公民館 
☆正面玄関 

約４０年の時を感じる… 

・今昔航空写真 自治会寄贈  

☆ロビー ＤＶＤ上映 

・賀露上小路神社お祭り映像 

・賀露神社ホーエンヤ祭り映像 

・鳥取市公民館祭芸能発表映像 

 

◆販売コーナー(玄関前・体育館)９時 30 分～ 

 ☆両日 
・やきたてパン ・ラスク ・リンゴ     
・花の苗    ・柿   ・おこわ 

☆２7日のみ 

  ・やさい(賀露実行組合) 

  ・おさかな など 

◆展望喫茶 ROOM（３階研修室２） 

  セルフコーヒー １杯 ５０円 

◆喫茶コーナー(１階) １０時～  
☆両日 

・ケーキ ・コーヒー ・ジュース 

☆２6日のみ 
・カレーライス 

☆２7日のみ 

・芋煮汁とおにぎり(上小路神社特製) 

◇ １０時～体育館横 ◇ 

・やきそば 

・フランクフルト(上小路神社獅子舞のみなさん) 

  

☆２階 談話室 郷土芸術展  

『 水墨画展 』 岸 彌太郎さん（５区） 
 

活動・作品展示 

  
☆2 階 中会議室 

・町民・婦人会作品展  

・公民館事業報告 

・公民館事業作品展 

・公民館教室作品展  

パステルアート 

生け花・大人の折り紙 他 

わくわくどきどき抽選会 １４時半スタート 

１位～３位 豪華景品 

☆ラッキー賞  ２０名  

☆ハッピー賞  ２０名    

抽選会場  公民館３階 大会議室  
 

※応募用紙は 公民館事務所・３階大会議室に設置 

抽選時会場におられる方のみが対象です。 

日時 ２6 日（土）９時～１６時 ２7日（日）９時～１５時 

会場 賀露地区公民館・体育館 

☆3 階 大会議室 

・ちぎり絵・書道 

・パッチワーク 

 

□体育館 
・まちづくり協議会団体活動報告  

販売・喫茶 

２７日（日） ― 3階大会議室 － 

 長年描きためた作品の集大成 
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（材料がなくなったら終わります） 

 

   

      

 

        

☆さなえさん 

うちわをデコろう！  

ハロウィンパーティーで使おう♪  

１０時～ 13時～ 体育館  

体験料 ５0 円   

☆鳥大バルーンアートサークル 

バルーーンアート パフォーマンス  

 ジャグリングサークルに皆さんのパフォーマンス♪ 

 10 時 15分～ 他 全 3 回 体育館  

☆まち協ボランティアの会 

わたがし☆ みんなで来てね♪ 
 １０時 ～ 体育館 無料 

☆賀露地区まちづくり協議会 

防災展示体験 終日 無料 体育館 

自治会・・・簡易ベッド・携帯トイレ・緊急避難セット 

婦人会・・・新聞紙スリッパづくり・防災食試食など 

 

 

  

 ☆スタジオづるり 雲坂 紘巳さん 

 きのこぼうし   

ハロウィンバージョン 体験料 ５０円  
 １０時 ～ 体育館    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ☆子ども会助成会 

みんなあつまれ～ 
１０時 ～ 体育館  無料 

◇ ポップコーーーーーン   

◇ プラパン工作 

  

☆体育会イケメン有志 

ニュースポーツに挑戦  

10 時 ～ 体育館  無料   
  ペタンク・カローリング・ボッチャ 

          

 ☆健康づくり推進員会 

健康ひろば～ 受けよう健診 守ろう健康 ～ 
  ９時～１２時 体育館  
・体組成 ・足指力測定 ・乳がん自己検診  

・握力測定・血圧測定 ・保健師さんの健康相談 
 

☆しゃんしゃん体操普及員 

しゃんしゃん体操 

10 時～ 他 全 3 回 体育館  

 

フリーマーケット ～出展者募集中～ 

１０時～ 体育館  

来て見てからのお楽しみ☆ 

☆お茶っ子クラブ 

お抹茶コーナー 公民館 ２階茶室  

１０時～  １服２００円 
小学生のかわいいお点前とおいしい和菓子をどうぞ 

         

イベント・体験 

  

☆食育推進員  

おすすめスイーツ    １階 ロビー 

超健康志向なおやつを食推さんが配布します 

遠慮なく試食下さい(^^)♪ 

 

主催 賀露地区公民館  共催 賀露地区まちづくり協議会 

 

* 両日とも都合により 内容等が変更に 

なる場合があります 

* 敷地内禁煙です。ご協力ください。 

* 駐車場は白浜グラウンドをご利用下さい。 

入口 ３区側  出口 上小路側 

☆地域のパティシエ  

おやつ作っちゃお☆ １階 ロビー 

９時 30分 ～ 体験料 無料 

☆やどかりの会 

おはなしの部屋 1階 和室 
12時 30分～  無料 

手あそび・紙芝居・エプロンシアターなど 

おうちの人と一緒に楽しみましょう 

お願い 

☆賀露地区人権啓発協議会 

人権啓発 DVD上映 和室 

26 日（土）13 時～・27 日(日)11 時～ 予定 

☆公民館ボランティア 

木工あそび  

10 時 ～ 体育館横  無料  

☆公民館ボランティア 

キャンディすくい  

1２時 ～ 体育館 １回 30 円   
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