
   「 町民のための事業展開へ 」           

              会長  深澤 修一 
 

     協働のまちづくりに向けて「賀露地区地域コミュニティ計画」が作
成されて、３年がたちました。昨年度は協議会の各種団体を４グ
ループに分け、具体的な事業に取り組んできました。しかしながら
事業内容と支出を吟味してみるとそれぞれの事業に山谷があり、ま
た幅広く町民のための事業になっているのか検討が必要だと思って
います。今年度は課題をはっきりさせ、まちづくり協議会、自治会、
各種団体等に仕分けして、目標に近づけていきたいと思います。今
後なお、一層のご協力とご支援をお願いします。  
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Ｈ２９年度 役員紹介 （敬称略）   

健康講演会 ～大笑いして、健康に長生き～ 
 

     笑 い と 健 康      

        ９月２７日（水） １０時～ 

      講 師 辻村 肇  先生 
      鳥取市医療看護専門学校 教務部長 
        大阪電気通信大学 医療福祉工学部客員准教授 

 ・場所 賀露地区公民館 ・対象 町民一般 ・申込み不要 

     魚をさばいて、食べるぞ！ 
           ・日 時  １～２月 頃  
           ・場 所  賀露公民館 ・対 象 小学生親子   
           ・内 容  魚を調理して賀露の食文化を伝えます 
    

～申し込み等 詳しくは後日お便りします～ 

  予定は変更する場合があります 

古紙回収ボックス  公民館に設置します！ 

 自宅の古紙の置き場所に困っている方、賀露公民館までお持 

 ち下さい。古紙回収実施団体の活動資金になります。 
 秋頃、設置予定。詳しくは、またお知らせします。 

   その他  子ども応援事業 など・・・   
                 
 

今年もやります 

笑って 

楽しく 長生き 

しましょう  

みんなでまちづくり  参加しよう！ 

ニュースポーツ異世代交流 （仮称） 

  １１月１２日（日）  

  内 容 ニュースポーツ・レクレーション・軽食 
  場 所 賀露公民館・体育館 講師 未定 
  対 象 高齢者と子ども 



文化保存会 
この２０年の間に、わが賀露町の景観
も町並みも大変わりしてしまいました。
大型店舗の進出、賀露かにっこ館の開
設、ニュータウンの造成など、時代に
適応した施設等が、賀露を代表してお
りますが、高齢社会などにより空家が
増え、更に建築法により、急傾斜地を
背負った家の増改築に制約もあり、か
つての通りは寂しくなってきておりま
す。文化保存会では、かつての町並み
全体を、今のうちに写真で残そうと下
記の通り計画しています。 
           ９月  １，２，３区 
          １０月 ４，５，６区 
                             ＊写真「賀露八景｣を  
                                募集中です。 

小学校教育振興会 
５月の全校遠足では、１年生は6年生に
手を引いてもらい砂丘まで行きました。
町内体育会等のご協力を得て開催した運
動会では児童皆が大きな声を出し、きび
きびとした演技が光っていました。今後
も教育振興会の出来ることをやっていき
たいと考えております。 
      9月 修学旅行･市陸上大会･古紙回収 
    １０月 佐治宿泊学習 校内マラソン  
          １１月 学習発表会 カニ船団見送り 

環境部 
春の町内一斉清掃、夏の賀露海岸・湖
山川清掃にご協力頂き、ありがとうご
ざいました。今後とも町内の清掃や美
化に皆さまのご協力をお願いします。
これからの主な活動 
１０月秋の一斉清掃   

老人クラブ 
健康、友愛、奉仕の精神を 
もって取り組んでいます。 
５月 役員研修･公民館周辺清掃 
６月 グランドゴルフ大会 
７月３１日 海岸清掃 

体育会 
市民体育祭が５月～１０月まで行われ
ます。 
・バレーボール男子 １位 
・水泳       ２位 
・ゲートボール   ３位 
野球ベスト４で本戦で決定 
昨年総合６位を上回る成績で 
頑張っています。 

自治会 
防災研修会 ８月３日（木）19時～公民館 

賀露地区防災訓練 １０月２２日（日） 
賀露独自の計画で行います。（市計画の
防災訓練には参加しません。） 
森林教室 １０月１日（日）安蔵 
 
 

社会福祉協議会  
規約改正に伴い、新組織結成。 
新理事会、新評議員会・・７月下旬開催 
＜事業＞ 
  敬老事業、食事サービス、他未定 

婦人会  
 

今年度も、会員同士の交流・親睦と、地域
に密着した活動を予定しています。 

４/２・８/６・１２/３ 古紙回収 
５/２０  貝殻節練習 
    （子供助成会・公民館共催） 

５/２８ 校区民運動会参加・協力 
６/１１ 役員研修会（但馬方面・公民館共催） 

６/２４ おやつ作り（公民館共催） 

８/５    海岸清掃   
 ９月  おはぎ配食サービス・体を動かそう 
    （会員研修）                                  
１０月  公民館祭協力・市民体育祭協力 
１０月  町内駅伝大会協力 
１１月  防災研修会（会員研修） 

 年  間  湖東グリーンゾーン巡回運動・ 
    あいさつ運動協力 
   石けん使用推進（赤ちゃん石けん贈呈）  

民生児童委員協議会  
平成２９年は、｢民生委員制度」は 

制度創設１００周年を迎えました。 
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から
委嘱された無報酬のボランティアで、地域
の身近な相談相手として、あなたの必要な
支援への「つなぎ役」になります。ひとり
で悩まずに気軽に相談してください。子ど

もたちの見守り活動として、定期的に朝の
登校時の「あいさつ運動」も行っています 

健康づくり推進員会 
みんなで心と身体の健康づくりに励み
ましょう。 
     ７/８  健康講演会 
     ９/１３ 健康づくり講座 
    １０/１５ 健康ひろば  
          （公民館祭） 
    １１/１６ 集団検診 

子ども会助成会 
６月の古紙回収をはじめ、 
7月に海岸清掃、９月に 
秋祭り奉納相撲大会な 
どの活動を計画しています。 
これらの活動を通じて、子どもたちの
健全育成ならびに健康で明るく魅力 
あふれる『まちづくり』に寄与してい
きたいと考えています。みなさまのご
協力よろしくお願いします。 

交通安全  
春の交通安全運動期間に、わったいなの
入り口前にて、チラシと反射材グッズを
配布し、啓発活動を行いました。 
 ７月 夏の全国交通安全運動 
  9月 秋の全国交通安全運動 
１２月 年末交通安全県民運動 

消防団賀露分団 
各地で火災が多発し尊い命が脅かされ貴
重な財産が失われています。賀露地区は
住宅が密集し道幅が狭いため消防車が近
づけない場所が存在し、火災が発生する
と大災害になる恐れがあります。 
火の元には十分ご注意ください。 
   6/4 市消防団ポンプ操法大会６位 
   8/5 市消防団夜間訓練 
   9/10 市総合防災訓練 
   11/9 秋季火災予防運動～１５日 
   12/25 年末特別警戒～３１日 

食育推進委員 
 家庭からはじまる食育の輪！！ 
健康的な食習慣を身につける 
ことで、元気で楽しく暮らせる 
よう食に関する伝達講習を行っ 
ています。今年は糖尿病予防、 
子どもメニュー、災害に備えたメニュー
を予定しています。一人でも多くの方に
伝えていきたいです。 

防犯協議会 
・湖東グリーンゾーン 
 あいさつ運動  巡回声かけ運動  
・ミニパトによる広報巡回パトロール 
・夏休み町内海岸夜警パトロール 
・各町内会にて夜警防犯パトロール 
 振込め詐欺、特殊詐欺に注意  
 不振な電話、メールを受けたら 
 電話番号♯９１１０  
  警察に相談しましょう  

みなと観光協会 
  ～思いやりのあるおもてなし～ 
地元大衆魚を活用した料理及び消費拡
大へのPRをし、地域貢献できる企画
の提案や実施を目標としています。 
・地元大衆魚を活用の講習会等 
・西宮市で鳥取港のＰＲ 
・サンセットクルージング運航 
・白いか祭り 
・地魚早朝ウォーキング 
・海水浴場の開設     
 冬期 かに祭り  

各 団 体 の 主 な 活 動 


