
日 曜 行　　事　　名

1 金

2 土 芸能保存会

3 日 文化の日　東郷地区文化祭

4 月 振替休日

5 火 公民館休館日　小地域（中村西）　砂人

6 水 むつみ会旅行 生命の貯蓄体操 大正琴 しゃんしゃん体操

7 木

8 金 砂人

9 土 社交ダンス

10 日 面影山ウォーキング

11 月 和紙折り紙

12 火 ＭＬ　砂人

13 水 生命の貯蓄体操

14 木 歌王会

15 金 囲碁将棋同好会　砂人

16 土 芸能保存会

17 日

18 月 食育わくわく教室　着付け　絵手紙

19 火 砂人

20 水 食事サービス　生命の貯蓄体操

21 木

22 金 菜の花句会　砂人

23 土 鳥取市公民館祭り　社交ダンス

24 日 鳥取市公民館祭り

25 月 ソーイングカフェ　茶道

26 火 ＭＬ　砂人

27 水 生命の貯蓄体操　しゃんしゃん体操

28 木 歌王会　生け花

29 金 砂人

30 土 世界遺産をめぐる旅

31 日

区長さんたちと行く 世界遺産をめぐる旅
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鳥取市西今在家２０７
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ほっとホットコーナー
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東郷公民館だより

〇鶏からあげ 〇小松菜ともやしのおひたし

〇煮物（大根・厚揚げ・人参・しいたけ）

〇酢の物 〇漬物 〇果物（柿） 〇さつま芋ごはん

１１月２０日（水）食事サービスメニュー

１１/３

（日）

次回１２月１８日（水）です

日 時：１１月３日（日）1０：００～１４：３０

場 所：東郷地区公民館・とうごう保育園

今年は名称を「公民館祭り」から「文化祭」に変更しました！

東郷地区の皆さんが主役となって、東郷ならではの文化を

創りあげていきましょう！！今年は講演会を開催↓

テーマ「認知症になってもならなくても地域で幸せに」

その他、お茶席やビンゴ大会、屋台などがあります！

餅つき部隊募集集！！

当日餅つきをしてくれた方にはお餅プレゼント！

協力してくれる方は公民館までご連絡ください。

◍中村西 １１月 ５日（火）１９時～ 会場：中村西公民館

１１/１８

（月）

１１/３０

（土）

11月の小地域座談会開催日程

日 時：１1月１８日（月）10：００～12：00

場 所：東郷地区公民館

参加費：無料

持ち物：ｴﾌﾟﾛﾝ、三角巾、米０.５合、 ﾀｵﾙ、軍手

栄養士さんの方に、かつおから出汁をとる美味しい

味噌汁とおにぎりの作り方を教えてもらいます。

お申込みはお電話で、詳細は別途チラシへ。

〆切：１１月１３日（水）

面影山ウォーキング１１/１０

（日） 日 時：１1月１０日（日）9：2０～14：30

集 合：東郷地区公民館

面影公民館のイベントに、東郷も参加してみませんか？

東郷公民館から貸切バスで面影山へ行き、面影の方と交流しながら

ウォーキングします。帰りもバスで、１４時半に公民館に着きます。

イベント詳細、申込みは別途チラシへ。

１１/２３～２４（土・日）

日 時：１1月２３・２４日（土・日）9：００～16：00

場 所：鳥取市文化センター

オアシス東郷さんが特産品販売（24日10：30～）出店します！

鳥取市を出てみよう！倉吉ツアー

日 時：１1月３０日（土）６：２０～1９：00

集 合：東郷地区公民館

参加費：３，０００円（拝観料、昼食代含む）

定 員：40名（定員になり次第締め切り）

● 比叡山 延暦寺（根本中堂で説法も聞きます）

● 宇治平等院、宇治上神社

お申込みは別途チラシの申込用紙にご記入の上、

参加費を添えて公民館事務室まで！

日 時：１2月２日（月）8：1０～14：00

集 合：東郷地区公民館・子ども教室

参加費：子ども７00円 大人1,200円（昼食代）

定 員：20名（子ども優先で、定員になり次第締め切り）

●円形劇場くらよしフィギュアミュージアム（ミニジオラマ制作付）

●鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館 お申込み、詳細はチラシへ！

香典返しとしてご寄付を頂きました 西今在家 株本健治様（ご令室 敏子様）

ご厚志は東郷地区の社会福祉事業のために役立たせていただきます。

有難うございました。

東郷地区社会福祉協議会だより

１２/２

（月）

作品展示
東郷カレッジコーナー

成果発表コーナーあり

麒麟

獅子舞

血糖値

測定

大声

コンテスト
↑別途チラシあり
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ほっとホットコーナー

市立病院の薬剤師の方を講師にお招きして、

薬の正しい飲み方や薬との付き合い方について

教えていただきました。

普段薬にご縁のない方でも、知識として持って

いるといざというときに役にたつかもしれません。

常備薬のある方は、改めて自分の薬の飲み方について

確認ができたのではないでしょうか。

５月に植えたさつまいもを

みんなで力を合わせて

掘り出しました！！

次回１２月１８日（水）です

「東郷どうする?ミーティング」で話を進めていた、

東郷マップ作りがついに始動しました！

今回は、小学校の子ども達が、鳥取大学の先生や

学生さんたちと一緒に、東郷小学校から公民館

まで歩いて“地区のいいところ”を探しました。

子ども達はいろんなことに興味深々で、一か所で

４０分くらい粘っていたところもあり、なかなか先に

進めなかったそうです。それほど沢山の発見があった

ということですね。発見したことは各人メモ書きしてもらい、

後のマップづくりの材料にします！

１０／１９（土）

千代ブロック人権・同和教育研究集会

【体育会だより】

市民体育祭 総合 第５位入賞！
［１０月活動結果の報告］

１０月６日に市民体育祭陸上競技・総合閉会式が行われました。陸上競技には多くの方に参加いただき、

駅伝、短距離、砲丸投げ、幅跳び、男女リレー種目が行われ、それぞれに好成績を上げて頂き、陸上競技では

近年に無い、６位入賞をする事が出来ました。参加頂いた選手の皆さんおめでとうございます。

そして、総合成績の結果はCグループ第５位！大健闘です。賞状、トロフィーは東郷公民館に展示しています。

４月〜１０月までの長期間、地区から多くの皆さんに参加頂き本当に有難うございました。

〔１１月予定〕

地区事業として、部落対抗ペタンク大会 、部落対抗グランドゴルフ大会 を予定しております。

多数の参加お待ちしています。

10/５（土）ためになる薬のはなし

９／２６（木）
保育園のみんなと

むつみ会の方々で

１０／２（水）
小学校のみんなと

むつみ会の方々で

同時開催！

ご参加いただいた方、ありがとうございました！

１１／３（日）東郷地区文化祭で、今回

集めた材料をマップにしたものを展示します！

じっくり観察してみると、

普段何気なく歩いていると

気づかないことも沢山

あるんだね。

10/14（月）水引細工を作ってみよう！

身近なまちづくり先進地 鹿野町へ視察に行きました！

ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会小林様に

鹿野での町づくりの取り組みについてお話いただき、

その後実際に鹿野の町を案内してもらいました。

ゲストハウスとして活用している空き家なども中に入らせてもらい、

できるだけ自分たちでリフォームし、家具も空き家のものを再利用して

工夫していることを教えていただきました。

・関所破りの部 準優勝 ・ボールころがしの部 第三位

大変おつかれさまでした！

そしておめでとうございます!!

トロフィーは、公民館の

喫茶「くつろぎ」に飾っています

１１／３（日）

東郷地区文化祭で

展示します！

婦人会のみなさんで、講師の先生に

教えてもらいながら水引細工を作りました。

神戸小学校児童による砂見太鼓 テーマ「ハンセン病を通して人権を考える」


