
　

新年度の始まりに寄せて
河原地区公民館館長 美田 収一

例年になく豪雪に見舞われた厳しい冬が終わり、暖かい陽気と木々の新芽が眩しい季節となり

ました。

館長に着任してあっという間に一年が過ぎましたが、事業の度に大変多くの方にお目にかかる

機会を得ることができ、地区公民館が多くの地区住民の支えがあっての公民館だという事を実感

した一年でもありました。

さて、先日開催された公民館・まちづくり協議会・人権啓発推進協議会の総会を経て、いよ

いよ新年度がスタートしましたが、計画しております事業を実りあるものとするためには、役員

の方々のご協力と多くの地区住民の皆様のご参加が必要と考えています。

そのためにも皆様の代表であります部落長さん、推薦いただきました運営委員さん・人権推進

委員さんの方々と充分な協議を行いながら事業を計画・実施させていただきますので、皆様のご

理解とご協力をお願いいたします。

終わりになりましたが、本年度も私を含め同じ４人の職員が勤めることになりますので昨年度

同様よろしくお願いいたします。

《第85号》 平成２9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@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29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) 夢 ヶ 丘 野田 智子 北條 博之 藤森 真樹

(副会長) 上渡一木 西谷 義明 山根 正司 西谷美智子

下渡一木 西田 源良 山根 英雄 林 浩二

河 原 佐藤 敏夫 竹川 光雄 東 康人

谷 一 木 松本紘一郎 松本 美輝 小林 薫

長 瀬 荻原 誠 荻野扶美子 上田 誠

袋 河 原 大畑 英樹 平井 慎哉 熊谷 幸司

布 袋 川上 誠 田中 洋昌 小澤めぐみ

稲 常 西尾 昭司 西尾 洋 西尾 直子

旭 河 南 道保 掘 博美 青滝 忍

鮎 ヶ 丘 小山 昌行 山脇江身子 上田 弘幸

【地区まちづくり協議会】 【地区人権啓発推進協議会】
会 長 山田 延孝 会 長 坂口 昭彦

【地区老人クラブ】

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。



木くずで汚れてもいい

服装で来て下さい。

平成２9年度河原地区公民館主な事業予定

5月の事業案内 参加者募集

布袋のとある田園亭のオーナーシェフをお迎えし、

おいしいパスタとカプレーゼサラダに挑戦しましょう。

日 時：平成29年5月23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：とある田園亭 河田 美玄さん

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29年５月12日(金)

いつもいろいろとお世話をしてくれるお母さんに、

日頃の感謝の気持ちを込めて、優しい使い心地の木の

スプーンを作って、世界でたったひとつだけのプレゼ

ントを贈ってみませんか？

日 時：平成29年5月13日(土)

午後2時～4時頃

場 所：河原地区公民館 会議室

講 師：クラフト工房ローダンセ

鈴木 照美さん

参加費：500円(材料費一部負担)

定 員：20名(要申込・先着順)

対 象：河原地区在住の小学生

締切り：平成29年5月2日(火)

母の日プレゼントをつくろう 男の料理教室 俺のイタリアン

お申込みは直接河原地区公民館へ

Tel85-2959/Fax85-2970



日差しのまぶしい季節になってきました。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。

今回も豪華な賞品を目指して楽しく頑張ってください。

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29年5月17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) 詳しくは各部落配布の回覧をお読み下さい。

河原地区人権啓発推進協議会よりお知らせ

『お互いが助け合って』活気あるまちづくり

河原地区人権啓発推進協議会 会長 坂口 昭彦

開花が少し遅れた桜もすっかり葉桜になり、新緑の世界が広がってきました。

先日、私の住む部落の運動会が多目的広場で開催されました。天候も良く、子どもから大人まで

大勢の参加者で賑わいました。それぞれの担当(準備・出発・商品係など)は決められてはいるもの

の、競技がどんどん進みますと間に合わなくなる担当も出て来ますが、他の担当が手助けをする・

参加者の皆さんが手伝うなど「困った時にはお互いさま」の精神で、とても和やかに、スムーズに

進行されました。私はこの「小さな親切・小さな助け合い」を大切にしたいなと思いました。人は

独りでは生きられません。助け・助けられて生きているわけです。

河原地区人権啓発推進協議会も「お互いが寄り添い・助け合い」そして「人権が尊重され、活気

あるまちづくり」を目指して各種事業を展開して参ります。本年度の小地域懇談会は一人でも多く

の方に参加して頂くために、各部落の希望に応えられるように工夫して開催する予定にしておりま

す。皆様の積極的なご参加を切にお願いいたします。

平成29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月上旬～11月下旬
河原地区の11部落10会場で、あらゆる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27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23日(火)・1月21日(日)

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9日(金)・2月9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、差別のない河原地区を目指す。

世界の料理体験 2月9日(金)
料理体験を中心とした国際交流により、外国の文化・習慣の理解を深め多文化共生の

意識を高める。

人権講演会 8月下旬開催予定

外部より講師を招き、広く地区住民の人権意識を高める。

お待たせいたしました。春季河原地区親睦グラウンドゴルフ大会開を催します！

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回の連続講座ですが、そのうち最終回の10月21日(土)は河原地区公民館での開催を予定して

おりますので、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。



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

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。

『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


