
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月 生活・環境部会 健康・福祉部会 特色ある地域づくり部会 (参考 )主な公民館事業 

2020 

４月 

 

 

通年： 

〇しゃんしゃん体操の普及 

・健康づくり推進員との共催 

 (しゃんしゃん棒作り・ 

  講習会） 

〇お花ばたけ活動参加呼びかけ 

(通年：活動は毎月第 2,4 日曜朝 1 時間) 

11(土)敬老会:中止 

17(金)公民館運営委員会総会:中止 

5 月 

 

 

〇下旬：子ども田植え 

〇憩のサロン・喫茶コーナーの充実:通年 

 利用：月～金：9:00～16:30 

    土  ：9:00～12:00 

 利用料：無料 セルフサービス 

8(金)活性協総会:中止 

6 月 

 

〇20(土)水辺の楽校草刈整備 

 〇自主映画づくり:企画書ワークブック 

〇6(土)バス停プランター花苗植栽     

〇あいさつ標語呼びかけ(大茅・成器) 

7(日) 

グラウンドゴルフ大会：中止 

7 月 

〇11(土)魚のつかみ取り大会 

12(日)予備日 

〇19(日)中心：地区内一斉清掃

＆通学路の安全点検 

～子どもと共に～ 

〇しゃんしゃん体操講習会  

 9(木)19:00 棒作り 

    19:30 講習会 

 16(木)19:00 棒作り 

    19:30 講習会 

 30(木)19:30 講習会 

〇15(水)あいさつ運動「標語募集」 

  国府東小学校、各自治会、大茅、成器 

〇自主映画:監督、撮影、照明スタッフ確保 

                     

5(日) 

ターゲットバードゴルフ大会 

 

8 月 

 

 

〇22(土)水辺の楽校草刈整備 

 

〇1(土)しゃんしゃん体操の   

披露（納涼七夕まつり） 

〇健康講演会の開催 

（健康づくり推進員と共催） 

 22(土)or23(日) 

〇1(土)盆踊り（納涼七夕まつり） 

 事前に練習日を設定（国府音頭他） 

〇10(月)山の日 軽トラ朝市：盆用品等 

〇あいさつ標語の回収(月末) 

1(土)納涼七夕まつり 

 

 

9 月 

〇6(日)谷地区防災訓練 

 

 

〇下旬：子ども稲刈り 

〇しゃんしゃん体操講習会  

 10(木)19:00 棒作り 

    19:30 講習会 

 24(木)19:30 講習会 

〇20(日) 

 第 7 回響け!殿ダム野外音楽祭に参加 

〇あいさつ標語の選考 

 立看板作製設置・展示 

 

10 月 

 

〇17(土)水辺の楽校草刈整備 

〇11(日)しゃんしゃん体操の 

披露（谷地区大運動会） 

〇24(土)健康ウォーク 

「てくてく歩公開」岡益方面 

〇史跡めぐり 

 国府ガイドクラブと連携 

 

11(日)谷地区大運動会 

11 月 

  

 

〇28(土)食生活改善料理講習 

  鳥取市食育推進員と共催 

〇8(日)軽トラ市、フリーマーケット 

〇8(日)ものづくり教室：子ども対象 

〇8(日)あいさつ標語表彰 

〇14(土)バス停プランター花苗植栽  

1(日)グラウンドゴル

フ大会 

7(土)、8(日) 

公民館まつり 

12 月 
〇上旬：子ども餅つき   〇20(日)午前：門松作り 

    午後：歌の集い 

 

2021 

1 月 

〇通学路の除雪活動助成   
16(土)地域ふれあいの
集い 
17(日)東校区雪合戦 
（大茅、成器、谷合同） 

    

2 月 
〇中旬：子ども椎茸栽培教室 〇21(日)室内グラウンドゴルフ大会  

14(日)ピンポン大会 

3 月    
 

備考 

  〇因幡の傘踊り・手笠踊り・麒麟獅子等の

保存と継承 

〇先人に学ぶ歴史講座（講義等） 

 野村愛正、山本嘉将、伊福部昭 他 

◎自主映画まちづくり 

 シナリオ作成、スタッフ確定他 

     2020年度役員  （敬称略） 

役 職 氏名    備 考 

会 長 山田 準二 自治会長会会長  

副会長 峯尾 仁司 自治会長会副会長 

副会長 秋田  斎 公民館運営委員会会長 

幹 事 西尾 克美 自治会長会副会長 

幹 事 福田 栄一 公民館運営委員会副会長 

幹 事 地西  守 会長委嘱 

幹 事 岡垣 宏治 老人クラブ代表 

幹 事 瀧村 義幸 会長委嘱 

幹 事 山本 喜臣 会長委嘱 

監 事 岡垣  稔 自治会長会監事 

監 事 大林 君雄 公民館運営委員会監事 

２０２０年度事業計画 

谷地区活性化協議会だより 
令和 2 年 5 月 №23 

      発行 谷地区活性化協議会  事務局 谷地区公民館 

           ℡ 0857-24-1636   0857-24-1646 

 

 5 月 8 日(金)、2020 年度

総会を予定していましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防

止のため今年度の研修会・総会

は中止としました。昨年度事業

報告及び決算報告、今年度の事

業計画及び収支予算は役員、部

会長・副部会長において書面審

議の上承認されました。 

 令和２年が明けてから以降、世の中は新型コロナウイルスの話題で持ち切りとなっています。活性

化協議会の活動も大きな制約を受け、総会をはじめ、各種会合もすべて中止となりました。事業計画、

役員の選出につきましては、書面議決をいただき、２０２０年度の活動ができる体制は何とか整いま

した。コロナの影響が下火となり次第、例年と同じような活動を始めていきたいと考えていますので、

よろしくお願いします。 

 ２０２０年の事業で新しく取り組むものに、自主映画づくりがあります。昨年まちづくりフォーラ

ム、視察研修、勉強会、ワークショップなどを開き、因幡の傘踊りを創作した高岡の『山本徳次郎氏』

を取り上げ、２ヶ年の計画で映画作りを行うことを決定しました。 

 全く初めてのことであり、経験も知識も乏しい中での取り組みとなりますが、地域の活性化に向け、

谷地区の住民はもちろんのこと、国府町内外の参加も得て立派に完成させたいと思っていますので、

ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

                          谷地区活性化協議会 会長 山田 準二 
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生活・環境部会 健康・福祉部会 特色ある地域づくり部会 

年３回水辺の楽校草刈谷広場の

草刈作業！ＪＡ国府の皆さんご

協力ありがとうございました。 

 

まてまて～ヤマメ～!! 

こども達に大人気。 

魚のつかみ取り大会 

 

田植え、稲刈り、お餅つき 

元気いっぱい！ 

さつき保育園の子ども達 

 

谷地区自主防災訓練。

いざという時、大切な

命を守ります。 

 

健康講演会 

年を重ねても自分のした

いことが出来るのはみん

なの願いです。 

 

寒い時期でもみんな

で親睦。室内グラウン

ドゴルフ大会。 

 

栄養バランスは大事です。 

甘い物の摂り過ぎに注意！ 

 

美歎水源地までてく

てく歩き、ちょっと疲

れたけどサックスで

癒されました。 

 

  いつまでも 

「しゃん」とした身体と気

持ちで生き生きくらしま

しょう。継続は力なり！ 

 

年 2 回自治会プラ

ンターの植替え作

業をしています。 

 

焼きそば、フランク

フルト、ヤマメな

ど、美味しい匂いが

漂います。 

 

谷地区お花ばたけ。 

地域を花で盛り上げ

ます。 

 

軽トラ市 

毎年、盆用品、加工品 

等で賑わいます。出店者

の皆様いつもご協力あ

りがとうございます。 

あいさつ運動 

263 遍のご応募ありが

とうございました。 

素晴らしい作品で 

選考も大変です！ 

「山本徳次郎」の映画

づくりに向け勉強会

ワークショップと動

き出しました。 
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