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編集担当者 賀露地区公民館 Tel ２８―１０３４ 
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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〉 

   7 月 ６日 お口と歯の健康 

   ７月２０日 お楽しみ会①(交流会) 

   ８月２４日 お楽しみ会② 

 

 

 

 

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 「まぶれる」⇒かわいい孫が   

2 ⇒

3「ように」くたびれた⇒        くたびれた 

4間に紙を「はさける」⇒間に紙を      

５ ⇒            来んさい 

の部分を解答してね(＾＾)♪ 

ヒントは「賀露誌」など。  

 

 

町民一斉清掃 

①海岸清掃(環境部、子ども助成会、グリーンゾーン賀露支部) 

日時 ７月２４日(日) ８：００～ 

場所 賀露海岸(海水浴場付近) 

・子ども助成会 

 ミニ非行防止教室・ラジオ体操 ７：３０～ 

 親子ふれあい海岸清掃 ８：００～ 

②湖山川河岸清掃(環境部)１区２区担当 

日時 7 月２４日(日) ７：００～ 

 

 

＜健 推＞ 共催 老ク・食育 

健康講演会 ７月２１日(木)10:00～ 

講演「糖尿病を予防しましょう」 

講師 市 楠田良子看護師・米谷典恵保健師 

     漆原加代子管理栄養士 

申し込み 地区公民館へ tel 28-1034 
・会場にて、減塩コーナーや参加記念品もあります。
詳しくは班回覧をご覧ください。 

集団検診のお知らせ 10 月 12 日(水) 

会場 6 区公民館・8 区集会所 

＊詳しくは班回覧のチラシをご覧ください。 

昨年、賀露地区で集団検診を受けられた 59 名中、「異常

なし」の人はごく僅かでした。自分では元気だから大丈

夫と過信せずに、検診を受けてみると、持病以外にも病

気が見つかることがあります。しかし、令和 2 年度の賀

露地区の特定健診受診率（国保）は 32.1％で、鳥取市の

平均受診率 32.9％より低い状況です。 

健康診断の目的は、まずは自分のからだのことを知るこ

とです。そして、生活習慣病、中でも自覚症状のないまま

動脈硬化を進行させる糖尿病、高血圧、脂質異常症やそ

の予備軍を早期に見つけ、生活習慣改善や医療機関の受

診に繋げることです。ピンピンと長生きして、こどもや

家族に迷惑をかけないためにも、一年に一度はぜひ検診

を受けましょう。 

 

 

＜主催：老人クラブ＞ 春季グランドゴルフ大会  

６月７日(火)参加 43 人 

 

 

＜賀露小教育振興会＞ 水泳教室  
7/21(木) 9：30～ 

講師：賀露小学校非常勤講師 伏野 久さん 

※詳しくは公民館からのチラシをご覧ください 

＜体育会＞ 市民体育祭 

予選大会お疲れさまでした。 

6/12 女子バレー・6/12 卓球 

決勝進出 男子バレー ７月   ３日(日) 

地区大会水泳大会     ７月 ２４日(日) 
場所 賀露小学校プール  時間 午前中 

＊詳しくは体育会までお問合せください。 

 

 

第 2回町民文化祭 10月 1日(土)～2日(日) 

・説明会  日 時 7月 15日(金)  ①１３：３０～ ②１９：３０～ 

場 所 地区公民館 3階大会議室 

 ※ご都合の合わない方は、事前に自治会まで必ずご連絡ください。Tel 50-0456 

参 照 昨年度模擬店…わたがし、かき氷、揚げたこ焼き、フライドポテト、カレーライス、コーヒーなど 

・中学生・高校生スタッフ募集(保護者の承諾必須) 申し込み 随時受付 公民館または自治会まで 

  

 

 

＜賀露みどり保育園＞ ～芋の苗植え～年長児と年長児祖父母の皆さん 

           おじいちゃんおばあちゃんと 

           一緒にサツマイモの苗植えを 

           しました。 

           おいしいおいもになあれ♪      

 

     

＜子ども助成会＞ 

①カヌー体験 7/30(土)   

 ６/１４小学校よりお便り配布 

②ヒラメの放流・魚のえさやり・キンセンガニ釣り 8/6(土) 

 ６/２０小学校よりお便り配布 

申し込み ①②ともに小学校の先生へ提出ください。 

 

 

 

 

 

 

◇小学生対象事業 「夏休みかろっこ塾」 

小学校よりお便りを配布します。申し込んでね 

①②どちらかに参加ください 

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


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

７月行事予定 変更になることがあります 

編集後記・・・10/1-2 開催予定の町民文化祭に向けて、実行委員会や 

説明会が開かれます。模擬店へ出店チャレンジして一緒に楽みませんか？(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 ～ペットボトル編～ 

 ・ラベルやキャップ等はかならず外す⇒外したものも分別を☆ 

 ・中をよくすすいで、つぶさないでだす 

 ・水ですすいでも、汚れやにおいの落ちないものは可燃ごみへ 

 ・洗剤・ドレッシング・油等の空容器はプラスチックごみへ 

 

『ジェンダーを考える』“なんちゃってイクメン”編 

妻「オムツ替えなきゃ…」  

夫「いいよ。オムツどこー？」 

「拭くもの持ってきてー」 

  「ゴミ袋取ってー」 

妻(心の声) 

「…自分でやった方が早い！」 
 

 

 

 

 

 

手伝っている感、やらされている感がまだまだ強いようですね(～～:) 

 

＜食事サービス＞  

６月１５日(水)  

ゆかりご飯.さば煮つけ 
かぼちゃコロッケ 
レタス.ゆで卵.プチトマト 
きゅうりちくわ 
煮もの 4 種 
(人参・新じゃが・椎茸・高野豆腐) 
いんげんお浸し.香物 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

賀露地区人権啓発推進協議会 協力員研修会・総会 

５月 30 日(月) 参加 34 人 

 研修 「私たちは部落差別とどう向き合っていくのか」 

    講師 市人権情報センター 衣笠尚貴さん 

我が国初の人権宣言である「水平社宣言」から 100 年。衣笠さんは、今

なお「インターネット上では差別は拡散している。この状況を変えるのは

私たち一人ひとりが差別はある、見えてないだけと考え、(差別問題につい

て)周りの人と語り合うことが安心できる地域になる」と話された。 

ボランティアの会総会 6月 3日(金) 参加 15人  

今年度の活動(草刈り活動等)が協議された。 

湖東グリーンゾーン賀露支部総会  

６月１５日(水)参加 ３６人 

・研修「鳥取県の子どもの姿からインターネットとのより良い付き合い方を考える」  

講師 鳥取県教育委員会 社会教育課 戸板 正哉さん 

 感想・大人の行動がポイントであることがよく分かった。(30 歳代以下保護者) 

・子どもだけでなく親自身にも責任があると実感した。(40 歳代保護者) 

・とても分かりやすく勉強になった。今日から、息子と話し合いルールを決め

たいと思った。(50 歳代保護者) 

 ・協議事項 令和 4 年度の活動・予算等承認された。 

 

 

＜自治会＞ 

クイズ抽選会  
６月 22 日（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☆ 

 

 

 

 

 
 

 

＜環境部＞ 道路アダプト活動  
５月２２日(日) 市道賀露幹線 
多くの町民の参加協力に感謝します。 

＜社 協＞ 高齢者の集い  

6 月 14 日(火)参加３４名 

上寺地遺跡展示館、あやめ池公園、白壁土蔵群、なしっこ館見学  

梅雨入りの日１日楽しみました。 

世界中のコーヒーを飲む会 (いきいきサロン)  
６月１０日(金)２月より会場を地区公民館に変更。 

              次回 7/15(金) 

               10 時～ 

 

 

 ■ 乳 児 学 級 
「子育て Q＆A」 ６月８日 

保健師より赤ちゃんの事故防止、対処の 

仕方など聞いた後、体重、身長を計測 

 

夫「買い物、行ってきたよ」  

妻「ありがとう」 

夫「あ～疲れた」(ゴロンと横に⁉) 

妻(心の声) 

「冷蔵庫にしまうのは自分の 

仕事じゃないと思ってる？」   

 

 

7～9 月 
お休み。 
次回は 

10 月です 

曜日 自治会・各団体 公民館・サークル

1 金 文化祭実行委員会 民踊・扇舞・真向法体操

2 土 婦人会定例会

3 日

4 月 伝承芸能保存会

5 火 レッツダンス

6 水 民児協定例会
親子教室「お口と歯の健康」
茶道・書道

7 木 自治会執行部会 ３B体操

8 金 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

9 土 自治会理事会・環境部

10 日

11 月 詩吟

12 火 自治会参観日 おりがみ・レッツダンス

13 水 区長・社協・民児協懇談会
無料スマホ教室②・やどかりの会
茶道・書道

14 木 自治会執行部会 ３B体操

15 金
世界中のコーヒーを飲む会(サロン)
文化祭説明会①１３：３０～②１９：３０～

扇舞・民踊・真向法体操

16 土

17 日 ボランティアの会(晩稲・飛行場線)

18 月 海の日 伝承芸能保存会

19 火 レッツダンス

20 水
親子教室「お楽しみ会①」
お花・茶道・書道

21 木
自治会執行部会・健康講演会
水泳教室（主催：教育振興会）

３B体操・パッチワーク

22 金 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

23 土

24 日 町民一斉清掃

25 月 詩吟

26 火 レッツダンス

27 水
やどかりの会・書道体験・天体観測
パステル・書道

28 木 自治会執行部会 ３B体操

29 金
暑中見舞いハガキを書こう
扇舞・真向法体操

30 土 カヌー体験(主催：子ども助成会)

31 日

町内の環境美化へ 

参加者大募集！ 

 

〈伝承芸能保存会＞全国日本民踊講習会 in 新潟
6/13～15 参加 ８名 

賀露元唄貝殻節が講習曲に採用さ 

れ、日本民踊の普及に尽力した功 

績と讃えられ感謝状を授与された。 

会場で、保存会有志による講習と 

踊りを披露し大きな拍手を受けた。 

〈公民館＞ R4 親子教室

■ 幼 児 学 級
「ちまきづくり」６月１日  「おさんぽに行こう」６月１５日 

  兜をかぶってにっこり♪     上小路神社でお参りしたよ♪ 

 

親子でちまきの手作り体験 

楽しくできてうれしかった～♪ 

「食事を楽しく」 

６月 22 日 

栄養士より 

楽(らく)して調理 

家族で楽しく食事♪ 

どなたでも参加 

参加 OK! 


