
　

新年度の初めに
館長 美田 収一

例年より早かった桜の季節も終わり、霊石山の新緑がまぶしい季節とともに、新年度が始まり

ました。

地区公民館をはじめ各種の定期総会も開催され、いよいよ事業がスタートすることになります。

地区公民館が「学ぶ・集う・繋がる」の拠点施設として、またまちづくりの拠点として、地域

住民の皆様に親しんで頂けるように職員一同努力してまいりますのでご協力をお願いいたします。

最後になりましたが、長年にわたり河原地区のためにご尽力いただきました、人権啓発協議会

の坂口会長とまちづくり協議会の安養寺副会長が３月で退任されました。お二人の各協議会への

ご尽力に対して心より感謝申し上げますとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

いたします。

今年度も職員は同じメンバーで業務にあたりますので、気軽に公民館へ立ち寄って下さい。

《第９７号》 平成３０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30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 上渡一木 岸本 紀明 山根 正司 西谷美智子

副会長 下渡一木 田中 勝男 太田 勲 東田 憲人

河 原 森田 清澄 上田 浩志 井上 幸誠

谷 一 木 小林 隆明 小林 義清 小林 美子

長 瀬 前田 浩正 上田 誠 荻野扶美子

袋 河 原 川戸 洋次 山田 達也 藤縄 修正

布 袋 岡村 保明 平野 優作 小澤めぐみ

稲 常 西尾 均 岸本 敦 岸本 恵子

旭 河 青滝 忍 堀 博美 佐々木和美

鮎 ヶ 丘 村尾 恒俊 水本 直美 木下 厚志

夢 ヶ 丘 北條 博之 藤森 真樹 河村 旭

【地区まちづくり協議会】

会 長 山田 延孝

副会長 谷口 吉左衛門 小谷 加代子

部会長 大畑 英樹 小林 隆明 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。

健康づくり推進員さんより保温専用ポットと

包丁研ぎ器をご寄贈いただきました。

大切に利用させていただきます。

ありがとうございました。



ご遠慮ください）

平成30年度河原地区公民館主な事業予定

参加者募集中

鳥取市の食育アドバイザー加藤拓男先生のご指導で、

旬の魚を使った美味しい和食に挑戦しましょう。

日 時：平成30年5月29日(火)

午前10時～午後0時30分頃

場 所：河原地区公民館 調理室

講 師：鳥取市食育アドバイザー

加藤拓男先生

参加費：500円(材料費一部負担)

定 員：10名(要申込・先着順)

対 象：河原地区在住の方

持ち物：エプロン、三角巾、マスク、手拭タオル

締切り：平成30年５月22日(火)

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 平成30年5月16日(水)

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 平成３０年５月９日(水)

詳しくは各部落配布の回覧をお読み下さい

河原地区春季親睦GG大会 男の料理教室



河原地区人権啓発推進協議会よりお知らせ

人権は私たちの生活を支えるもの

河原地区人権啓発推進協議会 会長 小谷 加代子

今年度、会長をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

部落長さんをはじめ部落推進委員の皆さんの協力を得ながら、人権啓発推進協議会の目的である、

「同和問題をはじめとするさまざまな人権課題の解消を目指し、人権を尊重した差別のない明るい

まちづくりを推進する」ために取組んでいきたいと思います。

「人権」は難しいと考えがちですが、私たちの日々の生活を支える、身近でとても大切なもので

す。私の人権は守られている？ 他の人の人権を尊重しているだろうか？等々

小地域懇談会をはじめ各事業に積極的に参加していただき、「人権」について、考えていきたい

と思います。また、住民の皆さんのご意見等お待ちしていますので公民館までお寄せください。

平成30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 10月上旬～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。

人権視察研修 6月26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。

男の料理教室 5月29日(火)・1月26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13日(水)・2月8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8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10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。

皆様が多数ご参加いただき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
野田 博子 さん
松岡 一 さん

今年度より新たに松岡一さんを人権啓発推進員にお迎えし、新たな体制

でスタートしました。

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他、鳥取市連合会な

どが主催する各種研修に参加していただき「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。



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

平成2９年度の主な事業計画

平成2９年度

河原地区まちづくり協議会役員・委員

★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

★きれいなまちづくり事業

花いっぱい運動の実施

河原城緑化活動

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・県外視察研修会（北淡路震災記念公園）

★救命救急・AED訓練の実施

★防犯パトロールの実施（児童生徒の防犯対策）

・・・ など

★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（内容検討中）

★高齢者サロンの開催

★地区人権啓発推進協議会の事業支援

・・・ など

河原地区まちづくり協議会は、地区の皆様のご理解とご協力をいただき９年目を迎えようとしております。

この間、地区公民館や人推協をはじめ食生活改善推進員、地区老人クラブの皆様など、地区の多くの団体や

地区の皆様のご協力のもとに各種事業を実施してまいりました。

現在、鳥取市では若者をはじめとする雇用の場の確保や定住化対策の一環として、鳥取南インターチェンジ

布袋工業団地の造成と企業誘致が進められており、今後河原地区は鳥取市の南の玄関口として大きく発展しよ

うとしています。

時代の変化にしっかりと対応し、地区の皆様と力を合わせ安全で安心して暮らせる河原地区を目指してまち

づくりを進めてまいりたいと思っています。

これからも、河原地区まちづくり協議会に皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

会 長 山田 延孝

芝桜が見ごろとなりました

昨年、地域・環境部会の緑

化事業で河原城に植栽いた

しました芝桜が満開となっ

ております。

みなさん、ぜひ河原城へ足

をお運びいただいてご覧く

ださい。

河原地区防災訓練は、

平成２９年６月１0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。


