
　

新元号の発表で新年度がスタートしましたが、私の地区公民館長としての務めも４年目となり、多くの

地区住民の皆様に接する機会があり、これが役得なのかと感じています。

本年度は発足から10年の長きにわたりまちづくり協議会の会長として、地区の活性化に大変ご尽力いた

だきました山田会長が退任されることとなりました。ここに心より感謝申し上げますとともに、今後の

益々のご活躍をご期待申し上げます。

さて、４年前より現在のメンバーとなり「明るく楽しく」をスローガンに公民館事業そしてまち協事業

・人推協事業を進めてまいりました。本年度の定期総会も去る4月13日に開催され、新年度の事業及び

予算をご承認いただき、変わらぬご協力をお願いしたところでございます。

特に用事はないけど「近くまで来たので寄ってみた」と気楽に立ち寄っていただける公民館となるよう

職員一同努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

《第１０９号》 平成３１年４月２５日

開館時間：午前９時～午後５時（休館日：年末年始） 電 話 85-2959 / FAX 85-2970

E-mail ： cc-kawahara@it.city.tottori.tottori.jp

みなさまの公民館です！

いつでも気軽にご利用ください。
（営業活動に関するご利用は

ご遠慮ください）

平成31年度 河原地区公民館役員

【地区部落長会】 【部落推薦公民館運営委員】

会 長 下渡一木 谷口 正博 河村 隆司 田渕 和喜

副会長 河 原 田中 久隆 岡田 弘 前村 康児

谷 一 木 池本 優 多賀 信三 荒田すみ子

長 瀬 松嶋 啓至 前田 浩正 荻野扶美子

袋 河 原 川戸 賢 小林 計太 植田 尚彦

布 袋 安養寺志宣 井村 弘実 田中千恵美

稲 常 銭亀 康 岸本 義幸 西尾 瑞恵

旭 河 長谷川智仁 川上 道江

鮎 ヶ 丘 田中 仁 加川 典子 草刈 隆広

夢 ヶ 丘 藤森 真樹 河村 旭 安道 毅文

上渡一木 前田 和典 山根 正司 西谷美智子

【地区まちづくり協議会】

会 長 谷口 吉左衛門

副会長 小谷 加代子 小林 隆明

部会長 大畑 英樹 川戸 洋次 小林 健治

【地区人権啓発推進協議会】 【地区老人クラブ】

会 長 小谷 加代子 会 長 平井 堅志

(敬称略)
１年間お世話になります。よろしくお願いいたします。

平成３１年度の始まりに寄せて 河原地区公民館 館長 美田 収一



ご遠慮ください）

参加者募集中

鳥取市南包括支援センターの指導で認知症予防体

操を教わります。楽しく身体を動かした後は、お

やつを食べながらの質問コーナーを設けます。

日 時：令和元年5月17日(金)
10:00～11:30頃

場 所：河原地区公民館 会議室

講 師：鳥取市南包括センター

対 象：河原地区在住の方

参加費：100円

定 員：20名(要申込・先着順)

締切り：令和元年５月10日(金)

日差しのまぶしい好季節!!

今年もグラウンドゴルフで楽しく身体を動かしましょう。

豪華な賞品を目指して頑張ってください。

たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

日 時 令和元年5月14日(火)
受付開始 8:30～

プレー開始 8:45～

会 場 かわはら芝公園

参加費 100円(当日集金)

締切り 令和元年5月8日(水)

詳しくは各部落配布の開催要綱をご覧下さい

河原地区春季親睦GG大会 シニアサロン“認知症予防体操”

鹿野町に出かけ本格的なそば打ちを体験しましょう。

美味しいおそばを堪能したら、午後は倉吉白壁土蔵

群を歩きながらお腹ごなし＾∇＾у

日 時：令和元年5月28日(火)
9:00(集合)～16:00頃

場 所：鹿野そば道場

対 象：河原地区在住の方

参加費：500円

定 員：20名(要申込・先着順)

締切り：令和元年５月21日(火)

そば打ち体験 女性教室 ハーバリウムボールペン作り

容器の中にドライフラワーを専用オイルで漬け込む

近年人気のハーバリウム。この技術を使ってオリ

ジナルボールペンを作ります。

日 時：令和元年6月4日(火)
14:00～16:00頃

場 所：河原地区公民館 会議室

対 象：河原地区在住の方

参加費：500円

定 員：15名(要申込・先着順)

締切り：令和元年５月27日(月)



河原地区人権啓発推進協議会よりお知らせ

「人権を尊重した差別のない明るいまちづくり」の実現を！

今年度も人権啓発推進協議会の会長をさせていただきます小谷加代子です。よろしくお願いいたします。

日々の生活の中で「人権」を意識して行動はしていませんが、「人権」は私たちの生活に欠かせない身近で

とても大切なものです。私たちは、周りの人から頼りにされたり大切にされると嬉しいですし、幸せだと感じ

ます。しかし何気ない一言が相手を傷つけたりしていないでしょうか？また差別と気付いていないことは無い

でしょうか？

差別は学習しなければ気付かないことが多くあります。各部落で行っている小地域懇談会に、一人でも多く

の人に参加し、人権についての学習の機会にしていただき、「差別をしない、させない」行動へと繋げていき

たいと思います。そして、人権啓発推進協議会の目的である「人権を尊重した差別のない明るいまちづくり」

実現に向け一緒に取組みましょう！

平成31年度 河原地区人権啓発推進協議会 事業予定

小地域懇談会 9月中旬～11月下旬
河原地区の各部落で、さまざまな人権課題の解決を目指して研修を深め、地域内の交流の輪を広げ、

人権尊重のまちづくり・人と人とのつながりを作る。

男の料理教室 1月25日(土)

男性の家事参画や食生活での自立を促進し、家庭における男女共同参画意識を高める。

映画鑑賞会 6月12日(水)・2月7日(金)
映画鑑賞を通して、人権問題について正しい知識を持ち、差別のない心豊かな河原地区を目指す。

世界の料理体験 2月7日(金)
料理体験を中心とした国際交流により、外国の文化・習慣の理解を深め、地域住民の多文化共生意識を

高める。

人権講演会 11月9日(土)

外部より講師を招き、広く地区住民の人権意識を高める。

本年度も河原町人権福祉センターとの共催で「人権と福祉のまちづくり講座」を開催します。

全6回の連続講座で、河原町人権福祉センターを中心とし各公民館を会場に開催を予定しております。

皆様が多数ご参加下さいますよう、よろしくお願いいたします。

荻原 剛 さん
森田 誠一 さん
松岡 一 さん

今年度は3人の方に人権推進員をお願いしています。

推進員の皆さんには、河原地区人権啓発推進協議会が主催する事業及び地区

公民館と共催する事業の運営に携わっていただくほか、鳥取市連合会等が主催

する各種研修などに参加し「人権を尊重した住み良い河原地区」を実現する為

に活動していただきます。よろしくお願いします。

人権視察研修 6月25日(火)

人権に係わる施設や史跡を視察研修し、人権問題の正しい理解と認識を深める。

平成31年度の新しい理事(部落長)、部落推進委員は次の方々に決まりました。一年間お世話になります。

河原地区人推協は、あらゆる差別を解消し、全ての人権が尊重され、皆が安全で安心して住みやすい地域にな

るように来年度も活動していきます。地区人推協の事業にご理解とご協力をお願いします。(敬称略)

平成31年度河原地区人権啓発推進協議会部落役員

河原地区人権啓発推進協議会 会長 小谷 加代子



会長 谷口 吉左衛門
このたびの役員改選により会長に就任しました谷口です。よろしくお願いします。

河原地区まちづくり協議会は平成21年11月に設立され10年を迎えようとしています。その間にいろいろ機

構改革を行いながら現在は、主に「地域・環境」、「安全・安心」、「福祉・健康」の3部会を中心に活動して

います。

昨年、一昨年と水害がありましたが、防災のまちづくりに特に力を入れております。一例としまして6月に防

災訓練を実施し、数年に一回県外視察研修を行っています。毎年同じことをやってマンネリとなっているのでは

ないかというご意見もあります。しかしながら、災害はいつどこにどのようにやって来るかわかりません。

毎年同じことをやって訓練に慣れていただき、いざという時に安全に避難が出来たらと思います。部落長会、

各役員さん等と協議しながら事業を進めていきたいと思いますので地区の皆様のご協力をお願いします。

終わりになりましたが、前山田会長におかれましては設立から10年の長きにわたり会長として地域の発展に

ご尽力いただき、ありがとうございました。

河原地区まちづくり協議会（河原地区公民館内）鳥取市河原町長瀬45-1 85-2959・fax85-2970

★かわはら芝公園のコミュニティ活動

地区親睦大運動会の開催支援

芝公園の維持管理（公民館共催）

地区住民の交流イベント支援

★きれいなまちづくり事業

花いっぱい運動の実施

公民館周辺景観保全活動 霊石山保全活動 ・・・など

『防災に取り組む河原』

災害時一時避難場所としてのかわはら芝公園

★防災訓練

★防犯パトロールの実施

★地区敬老会の開催支援

★地区親睦グラウンドゴルフ大会の開催支援

★健康ウォーキングの実施（霊石山御子岩）

★シニアサロンの開催

★地区人権啓発推進協議会の事業支援・・・ など

河原地区防災訓練は、

令和元年６月8日（土）に実施します。

関係者には、安全・安心部会の会議終了後に

詳細をご連絡致します。

就任の挨拶

山田 延孝
河原地区まちづくり協議会は、平成21年11月に設立され、地域の皆様のご理解と

ご協力をいただき、自助・共助・公助を基本理念に掲げ地区の皆様や地区公民館をはじめ地区内の多くの皆様の

支援のもとに各事業を実施して参りました。

結成以来10年の長きにわたり会長を務めさせていただきましたが、この間「まちづくり」を通じて多くの皆様

と接する機会があり、話し合いや事業の実施についてご支援とご指導を頂きましたことに深く感謝申し上げます。

今人口減少社会の中にあって、地域の活力や地域のコミュニティの低下による住民同士の繋がりが希薄になっ

ている状況が心配されている中で、いつまでも住み続けたい、安全で安心して暮らせる地域社会の構築は喫緊の

課題であります。

まちづくり協議会は、地区の皆様の交流の場であり、地区公民館や地区内の各種団体との協力や支援の輪をひ

ろげることにより、地域共生社会の実現にむけて、今後大きな期待が寄せられております。皆様のご支援をお願

いいたしますとともに、長い間お世話になりましたことをお礼申し上げまして、退任のご挨拶といたします。

退任の挨拶

平成31年度の主な事業計画
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