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公民館ＨＰ 

インスタグラム 

応募方法・・・

１ いつも 2 動き回る 3 しなければならない 
4 いたい 5 しまったー  

『わたしからはじめる SDGs』地球で起きている様々な問題を自分 

事としてとらえ、できることからはじめよう！ 

10/16(日)は町内一斉清掃、10/23(日)は町内一斉防災訓練でした。 

 清掃活動に参加してまちをきれいにし、防災訓練に参加して日ごろ 

から自然災害に備え、住み続けられるまちづくりを実現しましょう。 

『ジェンダーを考える』 日々の言動を振り返ってみよう！② 
・子どもと病院へ。看護師さんから「お母さんは今日、

来ていますか？」と聞かれた。父だけでは不安？ 

・ある地域の話。自治会長の選出時、「男性が会長、 

女性が副会長」と議長が最初に言われた。 

女性に対する配慮？ 思い込み？                                     

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「ちいたあ」できたかな？⇒     できたかな？   
2 おおきな魚⇒      おおきな魚
3 くたびれて「ほおける」⇒くたびれて 
4「こうじく」に書く⇒         に書く             

５ ⇒       な言い方 
の部分を解答してね(＾＾)♪ 

ヒントは「賀露誌」など。  

 

 

＜社協＞ 

■配食サービス 11 月 16 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） 

■男の料理 12月５日(月) 

場  所 県福祉人材センター(市内伏野) 

内  容 肉料理 

対象・人数 男性 先着 １５名 

参 加 費 ５００円 

申 込 み 社協各区理事 または社協役員 

 

３区 参加 20人 

湖山消防署職員さんを講師に迎え 

訓練(消火器、消火栓の使い方など) 

西浜区 参加 25人 
賀露分団指導にて訓練 
(消防ホースによる放水手順など) 

■小地域座談会開催のお知らせ 

区 日 時 テーマ 

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」 

＊詳しくは各区回覧でおしらせします。 

＜公民館＞  
■親子教室 水曜日 10：00～ 
・合同 11月   ９日 リトミック 

11 月 ３０日 お楽しみ会 

12 月 ２１日 クリスマス 

・自由参加の日 11 月 ２日  16 日 
 

 

 

 

■ようこそ公民館へ②  体験的活動休業日 

「いっしょにあそぼう」１１月４日(金) 
※申し込みは終了しています。 

 詳しくは、お便りをご覧ください。  

【予告】ようこそ公民館へ③ 学習発表会振休 

「みんなで Xmas」 １１月２１日(月) 

「冒険きち②」   １２月 ４日(日) 

 ※学校よりお便りを配布します。 

＜健推＞出張☆  

公民館から飛び出し、町内２か所で開催！ 

日時 場所 １１月１０日(木) ６区公民館 10：００～

24 日(木) 上浜区公民館 10：００～ 

講 師  河村郁子先生

内 容  イスを使った体操、楽しいお話 

参加費  無料 

持ち物  上靴・お茶・タオル 

申込み  公民館へ tel 28-1034 

※動きやすい服装でおいでください。 

主催 賀露健康づくり推進員会 賀露地区公民館 

 

昨年の様子 

 

■現地研修 12月 ６日(火) 8：30～13：00 

 内 容 倉吉市関金町 地蔵院 

     差別戒名の見学と住職のお話 

 申込み 公民館へ 

 バスで出かけます。詳しくは回覧します。 

＜人推協＞ 
■第２回協力員研修 賀露小人権教育委員会共催 

11 月 25日(金) 19：00～20：30 

内容 「 子どものなかまでいる 」 
講師 伯耆町-大山町スクールソーシャルワーカー 

    堀江 愛 さん   ※申込み不要 

※詳しくは公民館へお問い合わせください。 

賀露町一斉防災訓練・避難所開設訓練 各区で開催 

西浜区 敬老会 10/19(水)参加 17 人  

和やかに昼食をともにし、長寿を 

お祝いしました。 

 10/23(日) 参加４６人 
午前 8時から各区で防災避難訓練が 
行われ、午前 10時から各区の自主 
防災会長(区長)避難所開設担当者及び 
防災リーダーを対象とした避難所開設 
訓練を実施。 
石黒防災指導員の避難所開設マニュアル補足編(案)の概要説
明の後、市危機管理課職員の指導による段ボールベッド、間仕
切り、簡易トイレ等の組立及び設置訓練を行った。 
初めての防災資機材の組立に取り組みました。 
 

10/16(日) 
シルバー人材 
センター皆さん 
草刈り等、大変 
お世話に 
なりました。 

 
簡易ベッド 
・段ボール(写真上) 
・折りたたみ式(写真下) 間仕切りの組み立て(写真上) 

簡易トイレのテント(写真下) 

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


  

 

  

 

   

   

  

 

  

 

 

 

 

  

  

11月行事予定 変更になることがあります 

編集後記・・・ 

 

 

 

＜社協いきいきサロン＞世界中のコーヒーを飲む会 
10/21(金)  参加  22 人   

今月はペルー・エチオピア・ホンジュラスなど有機栽培 

ブレンドでした。 次回 11/18(金)10 時～ 

＜公民館＞ 

親子教室 10/12(水)

乳児・幼児合同「お散歩に行こう」 
賀露神社の杜 宮司さんのお話・・・泣き相撲の紹介など 

賀露保育園の園庭で秋風を感じながらお散歩♪ 

朝ヨガⅡ 10/17(月) 

外でするヨガは、気持ち良かった。みんなで 

集い、クルーズ客船に手を振り歓迎しました。 

おにぎり弁当を食べて満足♬ 

＜社協＞ミニディサービス  
9/28(水) 参加４２人 

健康診断・体操・楽しいお話 等  

 
となりの組福祉員 
愛の訪問協力員 

合同研修会  
10/5(水) 参加３４人 

第２回町民文化祭について 

町民の皆様のご感想や忌憚のない 

ご意見をお寄せください。 

メールまたは FAX にて受付  

自治会メールアドレス QR コード→ 
karojichi@circus.ocn.ne.jp 

FAX  50-0460  

＜自治会＞クルーズ客船入港歓迎行事 10/17(月) 

鳥取港にクルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」が寄港。入港歓迎 

行事には、平井鳥取県知事、深澤鳥取市長のほか、賀露町伝承芸能保存

会が「賀露元唄貝殻節」でお出迎えした。賀露町自治会も入港時の歓

迎、出港時の見送りに参加。 

 

           

 

 

＜配食サービスボランティアの会＞ 

食事サービス １０/１９(水)   

次回 11/16(水)お楽しみに♪ 

曜日 自治会・各団体 公民館・サークル

1 火
保小公連絡会
おたっしゃ教室・レッツダンス

2 水 民児協定例会
親子教室自由参加の日
書道・茶道

3 木
文化の日
自治会執行部会

4 金
ようこそ公民館へ②いっしょにあそぼう
扇舞・民踊・真向法体操

5 土 ５区小地域座談会

6 日

7 月 伝承芸能保存会

8 火 自治会部会運営会議
おたっしゃ教室・おりがみ
コーラス・レッツダンス

9 水
親子教室合同リトミック
やどかり・茶道・書道

10 木
自治会執行部会
健康体操(健推)

パソコン・３B体操

11 金 扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

12 土
自治会理事会
環境部定例会

13 日

14 月 詩吟

15 火 おたっしゃ教室・レッツダンス

16 水 食事サービス
親子教室自由参加の日
お花・茶道・書道

17 木
自治会執行部会
８区小地域座談会

３B体操・パッチワーク

18 金
自治会企画調整会議
世界中のコーヒーを飲む会(サロン)

扇舞・民踊・真向法体操

19 土 上浜区小地域座談会

20 日

21 月
ようこそ公民館へ③みんなでXmas
伝承芸能保存会

22 火 おたっしゃ教室・コーラス・レッツダンス

23 水
勤労感謝の日
2区小地域座談会

24 木
自治会執行部会
健康体操(健推)

３B体操

25 金
第２回人推協協力員研修
扇舞・真向法体操・簡単ヨガ

26 土

27 日

28 月 7区小地域座談会 詩吟

29 火 おたっしゃ教室・レッツダンス

30 水 検診結果説明会・相談会(健推)
親子教室合同お楽しみ会
パステル・書道

健康広場 

 
＜健推＞集団検診 10/12(水) 参加５５人 

 ６区公民館、８区集会所で実施 

国保特定健康診査・高齢者健康診査 

健康診査、肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診 

11/30(水)健診結果説明会予定 

 

 

 

小学校・保育園作品 

 

町民作品・活動展示 

 

オープニング 

 

芸能発表会 

 

大抽選会 賞品 76本☆ 

 

【今月のメニュー】  

新米ご飯・お漬物・卵焼き  

生姜焼き・玉ねぎ・レタス  

煮物(人参・玉ねぎ天・サツマイモ) 

ブロッコリー・トマト・柿  

研修会の様子 

 

ミニディサービスの様子 

 

晴天にも恵まれ、昨年を 4 割近く上まわる入場（約 1,230 人）があり 

ました。これには、多数の町民の皆さまの協力があってのものと感謝。 

紙面をお借りして御礼申し上げます。  実行委員会 芥島、大黒 

 

 

 花の苗・フリーマーケット 

 

ここから海が 
見えるねー！ 

伝承芸能保存会の皆さん 

 

4 年ぶりの寄港 

 

編集後記…11 月といえば、カニ漁解禁！11/5 は小学生がカニ船団見送ります。 

寒くなると鍋には、大根、白菜、白ネギが欠かせませんね！はぁ～楽しみ(^^)♬ 


