
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 号 2022 年 10 月 1 日 発行 
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ＨＰ 

インスタグラム 

応募方法・・・

１ あそこ 2一緒にすること 3弱る
4 手伝い 5 うたた寝  

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「いじょう」気になること⇒     気になること   
2 ⇒     
3宿題を「せんならん」⇒宿題を 
4お腹が「にがる」⇒お腹が             

５ ⇒       遅刻した 
の部分を解答してね(＾＾)♪ 

ヒントは「賀露誌」など。  

 

 

＜自治会＞ 賀露町一斉防災訓練 主催：自治会 10 月 23 日(日) 
区分 時間 場所 参加者 訓練内容 

一斉防災訓練

（各区毎） 

8:00 ～

9:00 

各区 

町内 

各区町民 地震避難訓練、または、土砂（洪水）

災害避難訓練 

一時集合場所等

での安否確認・

要支援者確認 

避難所開設訓

練 

10:00 ～

12:00 

地区 

体育館 

区長、避難所開

設担当者、防災

リーダー 

避難所開設マニュアル補足編説明、

市危機管理課説明（留意事項、ベッ

ド等組立設置訓練） 

段ボールベッ

ド、間仕切り、

簡易トイレ組立 

 

ぱしふぃっく号 賀露港へ寄港  

 日時 10 月 17 日(月)  
 入港 ７：３０～ 

７：５０～ 賀露元唄貝殻節披露 
出演：伝承芸能保存会の皆さん 

 ※三号岸壁からの見学となります。 

 

・自治会町内会から配布のプログラムにある大抽選会参加券を当日持参ください。(抽選会１４：１０～予定) 

・やむを得ず中止の場合、有線放送・SNS(ホームページ、Facebook、インスタグラム)にてお知らせします。 

＜社協＞配食サービス １０月１９日(水) 
ひとり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、お手紙を添えて手づくりの

お弁当をお配りします。（食事サービスボランティアの会） 

ミニデイサービス 
日時 10 月 26 日(水)10：00～   
場所 8 区公民館  参加費 ２００円 
内容 健康診断・健康体操・楽しいお話(昼食付き) 
対象 １区、7 区、8 区、上浜区、西浜区に 

お住いのひとり暮らし 75 歳以上の方など 

  

 
＜人推協＞   

小地域座談会開催のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊詳しくは各区回覧でおしらせします。 

 

区 日　時 テーマ

西浜 10月15日（土） 夕焼け

3 10月18日（火） 家庭からふりかえる人権

4 10月28日（金） 夕焼け

5 11月5日（土） 「やさしく」の意味

8 11月17日（木） 「やさしく」の意味

上浜 11月19日(土) 永遠の記憶

2 11月23日（水･祝） 夕焼け

7 11月28日（月） 「やさしく」の意味

6 2月11日（土） 「やさしく」の意味

1 2月12日（日） 「やさしく」の意味

＜公民館＞ 
かろ朝ヨガⅡ 朝食付 
 日 時 １０月１７日(月)７:２０～ 
 場 所 かろ緑地公園 

 内 容 ヨガ・クルーズ客船入港見学  

持ち物 ヨガマット・飲み物 

参加費 ５００円 

 詳しくは全戸配布のちらしをご覧ください  

親子教室 水曜日 10：00～ 
・合同 １０月 １２日  

１１月   ９日 

１１月 ３０日  

１２月 ２１日 

・幼児 １０月 ２６日  

・自由参加の日 
(１１月１２月分は次号でお知らせ) 

    １０月  ５日 

        １９日 

 

「かろこども庁」の願い 
願いは、「子育ち」「親育ち」そして「地域育ち」です。 

「こども庁」って何するの？ 
  ◎ こんなことをしたよ。楽しかったよ。またしたいから協力してね。 

  ◎ こんなことをするよ。お手伝いしてくれるところはないかな。 

  ◎ こんなことをしたいんだけどどうしたらいいの。 

  ◎ こんなことが気になるな。どこに相談したらいいの。 

  ◎ ほっこりすることがあったよ。みんなに知らせてほしいな。 
広報したり、関係団体などへ声掛けしたり、関係する者が集まって話し合ったりして、 

前向きに検討し行動化していきます。(1歩前に‥‥) 

『私もほんの少しなら何か協力することができそうだけど』（これは大歓迎） 

年に 1回でも月に 1回でも、もちろん毎日でも、活動の選択肢は自分で決めます。 

子どもとかかわってみましょう。たまには腹立たしい事や、いじいじする事もあるかも 

しれませんが、おおむね、子どもから元気をもらうことができます。 

「地域の皆さん個々からの発信」「サークルからの発信」「地域団体からの発信」 

を待っています。よろしくお願いします。 

■子ども見守り隊からのお願い ～地域の子どもは地域で守ろう～ 
  最近、こどもを集団で誘拐するといったメールが鳥取市に届くなど、人を不安がらせる出来事が 

よく起こります。不審者情報もあちこちで聞かれます。多くの目は大きな力です。子どもの安 

全・安心につながります。子どもの登下校の時に、「おはよう」「おかえり」と声かけ 

するだけでいいです。 

 「出来る事を」「出来る時に」「出来る人が」、「ほんの少しでいい、暇な時に、思い 

ついた時でいい」ちょっと手伝ってみるかと思われる方は、公民館までお知らせください。 

喜びます。特に小学生のあるおじいちゃんやおばあちゃん。仲間になってください。 

結構いい体験ができます。お孫さんの意外な良さに気付かされますよ。 

かろ子育て支援ネットワーク（通称：かろこども庁）事務局 今嶋 三郎 

 

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


  

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

10月行事予定 変更になることがあります 

編集後記・・・今年は多くの台風が日本列島を通過していますね。町内でも、

被害にあわれた方がいらっしゃるとか… 賀露町一斉防災訓練を機にご家庭

の備えはいかがですか？ 我が家は全く準備不足(xx); 

 

『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！ 

エシカル消費って？ チョコレートや綿製品の原材料の多くを生産する発展

途上国には、安い賃金で働いていて貧困に苦しむ人たちがいます。 

その中には学校に通えない子供も多くいます。人や社会に配慮さ 

れた商品やフェアトレード商品を選んで購入してみませんか。 

また、地元の食材を選び、地元のお店で買うことは地元の応援に 

つながります。 

『ジェンダーを考える』 日々の言動を振り返ってみよう！① 

 - ９/６ ジェンダージェンダー研修 中尾和則さんの講演より - 

・洗濯物の出し入れをしていると母親から「あなたそんなことやってるの？ 

 みっともない」と言われた(４０代男性) 

・上司に「男だったら、家庭を持って一人前」と言われた(３０代男性) 

・当たり前のように彼に「結婚したら僕の名字になるからね」と言われた 

                           (２０代女性) 

                                     

 

＜賀露神社・上小路神社＞  

赤ちゃん泣き相撲、秋祭り神事 

賀露の氏神様である賀露神社と上小路神社の秋祭りが規模を縮小して開催された。 

「赤ちゃん泣き相撲」には５５名の乳児が参加。長寿金婚奉告祭には２組の金婚該当者が出席。 

 

 

 

＜かろこども庁＞ 通学路点検 8 月 23 日(火)  
小学校が通学路危険個所の改善要求している 

現場を鳥取市、鳥取県の担当者が現地確認。 

参加者：市、県、駐在、交通安全、学校、自治会ほか 

 

 

＜社協いきいきサロン＞世界中のコーヒーを飲む会 
９月１６日(金)  参加 19 人 次回 10/21(金)10時～ 

今月は…インドネシアスマトラ島・ブラジル・ミャンマー産でした。 

＜公民館＞ 親子教室 ９/７(水)

乳児・幼児合同「絵本と言葉のちから」 
読み聞かせの大切さやメディアとの付き合い方 

     県図書館協会 会長 山田 節子 さん 

9/14(水)幼児「いっしょにからだを動かそう」 

 

＜社協＞ 男の料理  ９月１３日(火) 参加１９人 
場所  網代「カフェなだばた」近くの網代女性会館 
内容  魚料理（イカめし、カレイハンバーグ、白はた南蛮漬） 

網代漁協女性部 4 名の講師の指導の下、和気あいあいとした雰囲気

の中で、参加者同士が話し合い、味付け等に熱心に取り組み、何とか

調理を終えることができみんなで出来立ての調理を味わいました。 

 

 

 

 

＜グリーンゾーン賀露支部＞  

第一回あいさつ運動 参加９４人 

小学生対象 8/ 25(木)～中学生対象 8/26(金)～ 

先生、保護者、各団体の皆様お世話になりました。 

＜体育会・老人クラブ＞  

９/ 18(日)22(木)公民館周辺清掃 参加５０人 

スッキリきれいになりました。 

体育会、老人クラブの皆さん 

大勢の方に作業いただき 

ありがとうございました。 

  

ジェンダー研修 ９月６日(火) 参加２０人 

「考えてみましょう ジェンダーについて」 

講師 県人権文化センター 中尾和則さん 

〈感想〉まずは、「家族の中で固定観念を変 

えていかないと」と思った。 

男性も女性も同じように活躍できる町に

なるといいですね♪ 

 

9/21(水)乳児 
「ベビービクス」 
お話と赤ちゃん 

マッサージ 

やわらかい風 

廳 和子 さん 

曜日 自治会・各団体 公民館・サークル

1 土

2 日

3 月 伝承芸能保存会

4 火 おたっしゃ教室・パソコン・レッツダンス

5 水 民児協定例会
親子教室自由参加の日
書道・茶道

6 木
自治会執行部会
第２回町内会運営勉強会

３B体操

7 金 健推定例会 民踊・扇舞・真向法体操

8 土
自治会理事会
環境部定例会

9 日

10 月 スポーツの日

11 火
各団体予算説明会
となり組福祉員・愛の訪問協力員
合同研修会(社協)

グリーンゾーンあいさつ運動10/11-17
おりがみ・コーラス・おたっしゃ教室
レッツダンス

12 水
親子教室合同「お散歩」・やどかりの会
茶道・書道

13 木 自治会執行部会 ３B体操

14 金 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

15 土 西浜区小地域座談会

16 日

17 月
朝ヨガⅡ
伝承芸能保存会

18 火 ３区小地域座談会 おたっしゃ教室・レッツダンス

19 水
親子教室自由参加の日
お花・茶道・書道

20 木 自治会執行部会 ３B体操・パッチワーク

21 金 世界中のコーヒーを飲む会(サロン) 民踊・扇舞・真向法体操

22 土
賀露小学校体育発表会
自治会参観日

23 日
賀露町一斉防災訓練
賀露小学校体育発表会(予備日)

24 月 詩吟

25 火 コーラス・おたっしゃ教室・レッツダンス

26 水
幼児学級「食事と生活」・やどかりの会
茶道・書道

27 木 自治会執行部会 ３B体操

28 金 ４区小地域座談会 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

29 土 キャンプファイヤー(予定)

30 日

31 月 詩吟

第2回賀露町民文化祭・湖東ブロック人権啓発研修会

第2回賀露町民文化祭

＜自治会＞町内会運営に係る問題点解消方策勉強会 ８月３０日(火) 

区エリアの設定が頓挫していることから 

区長及び副区長等による問題点の勉強 

会と問題点を確認しました。 

次回 10/6 予定 

 

文化祭実行委員会＆全体会議  
９月９日(金) 参加３３人 
出展（出店）、出演団体を含め関係者が 

出席して最終調整を図りました。 

感染防止対策に留意して開催する方向 

で了承されました。 

＜配食サービスボランティアの会＞ 

調理室清掃 ９/21(水) 参加１０人  
一つ一つ丁寧に清掃下さりありがとうございました。 

次回配食は１０/１９(水) お楽しみに♪ 

親子でスキン

シップ遊び 
 

Ja-んぐる  

岸田先生 

夏の終わりの海岸清掃 ８月２８日(日) 参加約１００人 

海岸清掃には、永福丸のインドネシア乗組員や一般の磯釣り客も加わ

り、また、「海と日本」プロジェクトからゴミ袋の提供もあったことから、

日本海ＴＶの取材もあり、にぎやかな 

活動となりました。 

・なお、当日取材された様子は 

9月 17 日（土）番組で紹介されました。 

 

 上小路神社長寿金婚奉告祭 


