
日 曜 行　　事　　名

1 月 運営委員会　着付け　絵手紙

2 火 砂人

3 水 生命の貯蓄　しゃんしゃん体操同好会

4 木 民児協

5 金 砂人

6 土 芸能保存会

7 日

8 月 和紙折り紙　

9 火 砂人　ＭＬ

10 水 大正琴　生命の貯蓄

11 木 歌王会

12 金 婦人会　砂人

13 土 社交ダンス

14 日 とうごう田植えまつり

15 月 海の日　絵手紙　囲碁将棋同好会

16 火 砂人

17 水 一斉検診　生命の貯蓄

18 木

19 金 砂人　菜の花句会

20 土 芸能保存会

21 日 子ども料理教室

22 月 茶道　

23 火 砂人　ＭＬ

24 水 生命の貯蓄　しゃんしゃん体操同好会

25 木 歌王会　生け花

26 金 砂人

27 土 東郷地区夏祭り

28 日

29 月 ソーイングカフェ                                                     

30 　火　 砂人

31 水 生命の貯蓄

先月の公民館だよりに香典返しとしてご寄付をいただいた

河原 良治様ですが、「本高」であるところを誤って「有富」と

記載しておりました。

大変申し訳ありませんでした。
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（土）

第４回とうごう田植えまつり

令和元年７月１１日（木）～７月２０日（土）

【夏の交通安全県民運動】

交通事故防止、自転車の安全利用推進、飲酒運転根絶、

シートベル着用の徹底など交通安全運動週間です。
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（日）

東郷公民館だより

大会

第３３回 東郷地区夏祭り

日時：７月１４日（日）

１０：００～（受付9：00～）

場所：公民館の道路を挟んで向かい側の田

（別途チラシで地図を確認ください）

今年もやります！擬似田植えの、泥んこ障害物レース！！

真剣かつ笑いあり、ハプニングあり!？ 挑戦者募集中!!!

地域内の方大歓迎！入賞者には、豪華景品もあります☆

お申込み・詳細は、主催者

「ＮＰＯ法人とうごう未来応援隊」まで

チラシに申込みフォームＱＲコードあり

沢山の参加者お待ちしています♪

日時：７月２７日（土） １６：３０～（予定）

（雨天時 ７月２８日（日））

場所：東郷地区公民館・とうごう保育園口 駐車場

今年も夏祭りを盛大に行います！！逢鷺太鼓や手踊りなど、

催し物をご用意する予定です。また、沢山の出店や

遊びコーナーも設けますよ！

詳細が決まり次第、チラシを作成してお配りします。

夏祭りの成功には、地区の皆さまのご協力が不可欠です。

ご参加、お手伝いよろしくお願いいたします。
東郷最長記録に挑戦！！

日 時：８月４日（日）９：００～13：00

場 所：東郷地区公民館

持ち物：軍手 （あれば）小刀

消防車庫の入り口から公民館の入り口まで、

なが～い流しそうめんを行います！！

竹を割ってそうめん流しの装置を作るところからです！

同時開催でかき氷も作ります♪どなたでも参加可！

中高生大歓迎！詳細はチラシをご確認ください。

夏だ！白いかだ！！

７ /１４

（日）

日 時：７月２1日（日）１5：0０～17：00

場 所：東郷地区公民館

参加費：２００円

持ち物：エプロン、三角巾、タオル

（作った料理の）持ち帰り用入れ物

地区の方に講師になっていただき、いろいろな

「いか」を、大人の人も一緒にみんなで料理します！

少し食べて、あとは夕飯のおかずにしましょう♪

中高生大歓迎です！詳しくはチラシをご確認ください。
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社会福祉協議会からのお詫び
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ほっとホットコーナー

鳥取市社会福祉協議会主催

６月５日（水）さわやか会館

となり組福祉員・愛の訪問協力員

合同研修会

ＡＥＤの使い方と、救急法を学ぶ

農繁期を乗り切る

ストレッチ体操 ホタル観賞会

“⽥植え体験”に

参加してみませんか？

シンガポール訪問団との

国際交流会

保育園・公民館合同 避難訓練

今回も、

フィットネスの

先生をお呼びし、

ボールを使った

ストレッチ方法や

簡単にできる体操・

頭を使う動きを教えてもらいました。

終了後も皆さん先生に熱心に質問

されていました。

【体育会だより】

〔６月活動報告〕

◆市民体育祭が開催となりました。

６月９日 開会式が行われました。

【各競技試合結果】

６月１０日

・ゲートボール １回戦敗退

・女子バレーボール予選 １回戦 対修立 ０－２負け、

・卓球 ０勝２敗予選リーグ敗退

６月１６日

・グランドゴルフ ８位入賞（２６８点）

参加頂いた選手の皆さんお疲れさまでした。

また、ご協力有難う御座います。

今後も１０月まで、バドミントン、弓道、ソフトボール、

水泳、ペタンク、陸上が予定されています。

地区の皆さんのご協力宜しくお願いします。

高路と民生の方

が主催となって、

今年も鑑賞会を

行いました。

土曜日は生憎の

雨で日曜に延期

となりましたが、沢山の方が集まり、

多くのホタルを見ることができ

素敵な時間となりました。

保育園から火が出たという想定で、保育園・公民館

合同で行いました。消防署の方からは避難の心得を

教えてもらい、消火器の使い方も学びました。

地域の方々・保育園・公民館の皆さんで、消防署

の方に救急救命の手順を教えてもらいました。

ＡＥＤの使い方も勉強になりました。

休耕田を舞台

とした"稲作"

を通じた交流

体験事業を行

い、多くの方

が集まりました。

“笑顔おむすび米プロジェクト”として

今後年間を通して活動していきます。

訪問団の方に

実際に授業に

参加いただき、

遊び歌、書写

などを一緒に

行い、給食も

一緒に食べま

６月９日（日） （笑顔おむすびプロジェクト）
６月１７日（月） （小学校）

した。また、この日のために練習した

トーンチャイムを披露しました。

ご参加いただいた方、ありがとう

ございました！！

今後もよろしくお願いいたします。

６月１９日（水）

６月１６日（日） （共生の里事業）

里芋の植え付け

地域の方々と

山陰酸素

グループの

方々と一緒に、

休耕田を利用

して、里芋の

苗を植えまし

た。とても多くの方に集まっていただき、

賑やかに行いました。

６月１日（土）第２回目となるミーティングが行われました。

前回のふりかえりをしてから、東郷小学校エリアマップづくりプロジェクトの

概要の話を聞きました。このプロジェクトは、子ども達と東郷の現状を知る色々

な情報を地図で整理し、どうなっていきたいかを考え、問題を整理するための地

図を作ります。

講演のあとディスカッションを行い、地図づくりの有用性の感想や、急を要す

る清掃工場跡地・人口減少・空き家・公共交通問題の意見、地区の強みである高

速道路・中心市街地からのアクセスや自然・生活環境の良さの意見、災害時の対

策検討の意見など、多くの発言をいただきました。ありがとうございました。地

図づくりは地区住民の協力が必要です。地域内のまだ参加されていないあなた!!

是非参加して頂き、地区活性化を全力で進めましょう！

館長 山本育信


