


 



発刊によせて 
 

鳥取市公民館連合会 会長 荒木俊近 
 

この『わが地区のいちおし』は、６１地区 

公民館各々が平成２５年度に実施した活動 

の中で、地区で誇れるものを本年度の『いち 

おし』としてご紹介するものです。ここに６ 

１地区全てが住民の活動を他に誇りを持って 

紹介し、地区コミュニティーが力溢れる姿を 

披露できたことに喜びを感じています。ここ 

に紹介できたのは一年間の活動の流れのほん 

の『ひとこま』に過ぎず、他にも優れた事業

が多く存在することも忘れてはなりません。各公民館職員は、日々の企

画・計画をする上で、いろいろな迷いを抱えながらも、集える地区住民

の皆さまと絆を強く広く結びながら、活動へと結実させ、『地域の活性と

活力』を生み出しているものと感じております。 

 今、公民館で問われている課題は山積しています。ここ３カ年程の間

に平素経験しない自然の驚異に晒されて参りました。その都度、自然に

対しての人間の脆さ、弱さを露呈しました。昨今の寒波の中２昼夜３昼

夜と自然の脅威に晒された不安の時間、当事者の方々の心情はいかほど

だっただろうかと想像しながらも、早速沿道の皆さまは支援活動に携わ

れ、その時その地区の公民館は支援の活動に力を発揮いたしました。 

 これは、常日頃の公民館を通した色々なボランティアの体験があれば

こそ発揮できた力ではないかと思います。我々公民館は地域のよりどこ

ろの拠点として大いに力を付け、頼りになる公民館として日々努めてい

かなければなりません。 

 『いちおし』の事例をご覧いただくことで、地域の皆さまに親しまれ

頼れる公民館を目指して努力している姿を、大いに知って頂く良い機会

だと思います。 

 『まちづくり』と公民館の活動は表裏一体とした中で、地区の皆さま

に安心して任せられる公民館を目指して、更なる公民館力を発揮してい

くため努力してまいりましょう。 
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平成２５年度 第３２回鳥取市公民館まつり 

 
３２回目の鳥取市公民館まつりを、１１月１６日（土）、１７日（日）の２日間にわたり、鳥取

市文化センター、文化ホールで開催しました。天候にも恵まれ、参加者総数は、２３３１人と、昨
年の１９９１人を上回りました。 
 
○力作ぞろいの作品展！！  
１６日、１７日の両日開催した作品展は、

文化センター展示ホール（１階）に新市域の
作品を１０５０点、大会議室（２階）に鳥取
地区１３１９点の作品を展示しました。絵画、
彫刻、民芸品など、日頃の学習の成果が発表
され、約１５００人の方が作品を鑑賞されま
した。 
 
○笑顔と熱気あふれる芸能発表会！！  
芸能発表会は、１７日に文化ホールで開催し、鳥取地域から各ブロック１団体、東地区、河原、

用瀬・佐治、気高の地域から各２団体ずつ、鹿野、青谷の地域から各１団体の計１７団体、２２９
人が出演しました。 
トップバッターは、“子どもと大人のふれあい

事業”が発端となって結成されたコール・アマ
ービレと鳥取第一幼稚園の団体の発表が行われ、
会場の皆が元気をもらいました。続いて、手笠
踊り、大正琴、カンフー体操・太極拳、太鼓な
ど、多種多様な演目が演じられ、笑顔と熱気あ
ふれた舞台が繰り広げられました。公民館が因
幡地方の文化の殿堂であることを実感した一日
でした。 
 
○長蛇の列！！感謝のきもち・特産品販売 

芸能発表会と同日、今年で三回目になる特産品
販売では、おこわをはじめコロッケ、かき餅、農
産物加工品など北地区２団体、西地区２団体、南
地区２団体、東地区１団体が地域の特産品を販売
しました。 
特に、日頃の感謝をこめ、杵、臼で、その場で

ついた約５００パックのきな粉餅、餡餅の無料配
布では、長蛇の列ができ、約１時間で配布が終了
してしまいました。 

 
平成２６年度は、１１月１５日（土）、１６日（日）に開催の予定です。 
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生涯学習委託事業の概要 
 
【事業の目的】 
地域の人が集い、学び合い、交流し合う活動を充実させ、個人の能力の向上を図ります。 
また、人と人の関わりの中で地域の連携を強化し、絆を深め、地域の教育力を高めていくこと
を目指します。 

【事業の内容】 
（１）子どもと大人のふれあい事業 
青少年の健全育成に資するため、主として子どもたちを対象とした事業。 
子どもたちに、様々な人との出会いの場を提供することで心の成長につなげる事業。 
子育て中の親やこれから親になる人が、地域と共に家庭教育の重要性を理解してもらうための
子育て事業。 
地域社会に貢献できる人材を育成する事業。 
＜主な事業例＞ ● 子どもと大人の交流事業 ● 子育て事業 ● 世代間交流事業 

● 人材育成事業 など 

（２）特色ある公民館活動事業 
地域の特性を活かした事業、独自の発想と住民の希望に対応するための事業。 
地域の歴史や伝統に誇りと愛着を持ち、次世代に引き継いでいく事業。 
各地域が抱えている問題を地域住民自身の課題としてとらえ、課題解決に向けた事業。 
＜主な事業例＞ ● 地域の伝統行事 ● 独自の発想と住民の希望に対応した事業 

● ふるさとの歴史や文化を学び、継承する事業 ● 地域課題の解決に向けた事業 など 

（３）地域の仲間づくり事業 
地域の実情に応じて、全ての住民が気軽に学べる事業。 
一人でも気軽に公民館に訪れて、地域の人たちと気軽に触れ合い、楽しめる事業。 
＜主な事業例＞ ● 高齢者の生きがいづくりをめざした学習事業 
● 健康づくり及びスポーツ・レクリエーション事業 ● ものづくり教室・料理教室 など 

（４）人権啓発推進事業 
地域の中で尊重し合い、共に生きるため人権尊重の意識を高める事業。 
地域コミュニティの拠点である公民館において「人権」に関する学習機会となる事業。 
個別の人権課題について、正しい認識を持つように啓発するとともに、人権教育の推進を図る
事業。 
＜主な事業例＞ ● 身近な地域の問題を通して人権を総合的に学ぶ事業 

● 人権行事への参加 ● 個別の人権課題 など 

【事業の実績】 

事業名 
開催数（参加者数） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 
子どもと大人の 
ふれあい事業 

1,148 
（66,668） 

1,017 
（54,079） 

1,073 
（52,509） 

1,057 
（48,071） 

968 
（45,650） 

937 
(40,404) 

特色ある公民館 
活動事業 

690 
（26,326） 

660 
（31,077） 

697 
（27,383） 

695 
（25,183） 

716 
（28,072） 

750 
(29,390) 

地域の仲間づくり 
事業（Ｈ２５～） 

－ － － － － － 

人権啓発推進事業 
444 

（12,562） 
487 

（13,127） 
506 

（15,540） 
528 

（14,748） 
543 

（13,937） 
511 

(13,849) 

計 
2,282 

（105,556） 
2,164 

（98,283） 
2,276 

（95,432） 
2,280 

（88,002） 
2,227 

（87,659） 
2,198 
(83,643) 

※Ｈ２３の集計に誤りがありました。ここに訂正します。 
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かま焼きの作り方講習中 

国際交流理解講座 

久松地区公民館  
 
【事業の目的】 
 地域の方の国際理解や教養を深めるため、料理や手工芸など参加者が実際に作ってみ

ることでより身近に海外の文化を感じることができるよう事業を行っています。  
 
【事業の概要】 
 年１回程度鳥取市の国際交流員の方を招いて、料理講習を開催してきましたが、２年

前、県国際交流員の方を講師にロシア料理講座を開催したところ地区の参加者に大変好

評でした。この講座がきっかけで、県のロシア講座は県内の様々な公民館で行われるよ

うになりました。また、昨年１月と７月にはロシアの民芸品マトリョーシカの絵付け体

験講座を開催し、それも県内各地で広がりを見せています。今年度はさらなる交流の形

として、上記のロシア講座に加え、県交流推進課と共催で韓国江原道からの短期研修生

を招き、【日韓お菓子交流】を開催しました。また１月には新たな視点からの食文化体験

講座を行います。  
 
【実施状況】 
 

①  お菓子で交流 かま焼きとタレカをつくろう 

日時 ７月１１日（木）１３：３０～１６：００  
場所 久松地区公民館  
参加者 韓国江原道研修生６名  
    久松地区住民 ２０名  
    鳥取県交流推進課職員３名  
 この夏、韓国江原道の市や郡の職員（女性６名）が

鳥取県に約６週間にわたり滞在し、日本語研修や企業

訪問、イベントの補助など様々な体験や学習を行いました。地域の住民との交流の機会

をと、県から公民館に依頼があり、内容を検討し、お菓子での交流会を開催することに

しました。  
韓国料理は日本の食卓でもすっかりおなじみとなりましたが、韓国の昔ながらのお菓

子にはなかなか触れる機会がありません。今回は、鳥取因幡地方のお菓子かま焼きと韓

国の伝統的なお菓子タレカを、参加者全員が講師と生徒というスタイルで作りあい、相

互理解や交流を深められるような会としました。  
 かま焼きは因幡地方に伝わる伝統的なお菓子です。餡を入れた餅をみょうがの葉でく

るみ鉄なべ（フライパン）で焼き目を付けたものです。みょうがの若い葉を使うため、

この季節しか楽しむことができません。タレカは日本のかりんとうに似た揚げ菓子です

が、うどんなどの麺をつくる際に使う中力粉を使用します。ゴマやナッツ類をまぶして

変化を付けたり、独自のひねりを入れた形が面白い韓国独自のお菓子です。どちらのお
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菓子もそれぞれの国の家庭でよく作られるものです。  
 当日は、３つのテーブルに韓国研修生２名と久松地区の住民５～６名ずつを配置し、

それぞれのテーブルで、協力し合いながらお菓子作りを行いました。  
若い研修生から見れば母親のような久松地区の参加者でしたが、各々のテーブルでは

時に身振り手振りも交えたコミュニケーションが行われ、笑い声が響き、楽しい調理と

交流が行われました。  
 試食の際には、有志の方にしゃんしゃん傘踊りの披露や、簡単な茶席を設け、韓国人

研修生には抹茶を楽しむとともにお点前も体験していただきました。日本のおもてなし

の心も伝わったことと思います。  
 
②   夏休みこども体験講座 マトリョーシカの絵付けをしよう 

 
日 時 ７月３０日（火）９：３０～１２：００  
場 所 久松地区公民館  
講 師 ジェルノワヤ ユーリア さん（ロシア）  
参加者 小学生２０名  
 夏休みの小学生を対象にロシアの民芸品マトリョー

シカの絵付けを体験してロシアについての理解を深め

てもらう講座を開催しました。  
 初めにロシアの生活や文化について写真や、資料を使って

簡単に紹介していただきました。その後アクリル絵の具を使

って一組３個の人形の絵付けを体験しました。ロシアの人形

らしく仕上げる子、家や動物、キャラクターなど自分の思い

通りに仕上げる子と、個性あふれるマトリョーシカが完成し

ました。  
 
③   餃子対決 モンゴル vs 台湾 アジアの包む食文化を体験しよう 

 
日 時 １月２８日（火）（実施予定）  
講 師 ツェレンドルゴル スガルジャヴ さん（モンゴル）  
   陳 (チェン ) 瀅如 (インルー ) さん（台湾）  
餃子や饅頭などアジアの国々には具材を生地で包んで調理する料理があります。今回

はこの包む食文化を体験しようと、これまで公民館では講座を開催したことのない国や

地域、モンゴルと台湾の交流員の方を招き料理講習と学習を行います。  
 
【今後の方針】 
今後も年に２～３回程度、様々な国の方を講師とした講座を開催して、地域の方の国

際理解や知識が深まるような講座の開催を行っていきたいと思います。現在のような調

理や手芸に限らず、様々な生活や文化の体験講座や講演会など幅を広げていければと思

います。  

個性さまざまな作品ができました 
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鯛だ！ハマチだ！大漁だ！ 

野外活動「地引網体験とバーベキュー」 

遷喬地区公民館 

 

【事業の目的】 

週末・長期休業中における子ども達の休日活動を支援するとともに、さまざまな地域の

人々（保護者を含む）とのふれあいを通して、心豊かでたくましい子どもの育成を目的と

しています。 

 

【事業の概要】 

市委託事業、子どもと大人のふれあい事業「遷

喬っ子ひろば」の一環として、更に青少年育成

遷喬地区協議会との共催事業として毎年夏に野

外活動を実施しています。 

ここ数年は「やまめのつかみ取り」を行って

きましたが、課題であるマンネリ化を解消する

ため、今年は PTA が中心となって企画・準備を

した「地引網体験とバーベキュー」に変更しま

した。 

 

【実施状況】 

日 時 ８月１８日(日) ７：３０～１３：００ 

場 所 岩美町「東浜海水浴場」 

参加者 子ども４３名（うち中学生 4 名） 

   大人 ３０名（地区住民、遷喬小保護者、公民館職員） 

  

 担当課にバスを 2 台依頼したにもかかわらず

1 台しか配車されないというトラブルからスタ

ートしました。急遽もう 1 台を手配し、自家用

車も活用して東浜海水浴場へ出発しました。予

定は遅れてしまいましたが、時間調整しつつ地

引網体験を始めることができました。前もって

漁師さんが仕掛けて下さった地引網を、みんな

で引っ張ります。想像以上に綱が長く、重いた

め引っ張る作業は大変です。その上、照りつけ

る太陽と猛暑により過酷な環境での活動となり

ました。 

重くて、すごく疲れたよ 
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新鮮な魚はおいしいな 

「前、前！」「左、左！」「そこだ」 

海水浴で暑さも吹き飛びました 

 

 

みんなが力を合わせて頑張ったおかげで、成果

は大漁。１０匹以上の鯛、エイ、アジ、ハマチ

を捕獲できました。子ども達は捕まえた魚に興

味深々で、魚に関する説明を熱心に聞いていま

した。その後は獲りたての魚でバーベキュー。

みんなで苦労して水揚げしただけに、とてもお

いしかったです。食後にはスイカ割りと海水浴。

ジオパークの中で真夏の楽しい思い出をつくる

ことができたと思います。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

マンネリ解消が昨年からの課題でしたが、今

年は遷喬小 PTA が主体的に企画運営をして下さ

り、内容を一新して実施することができました。

その成果として、参加者は昨年の３２名から７

３名へと大幅に増加しました。その要因は地引

網の魅力と、PTA の皆さんが積極的に参加して

下さったことにあります。企画内容をただ変え

るだけでなく、各種団体の協力の重要性を強く

感じることができました。このように成果があ

ったと評価できる一方、大きな問題もありまし

た。市側のバスの配車ミスと、参加者の猛暑に

よる体調不良です。配車ミスについては担当課

に対して再発防止を強く依頼しました。また、

体調不良については今年の夏は猛暑だったこと

もあり、1 名は救急搬送、2 名は途中帰宅になり

ました。炎天下での野外活動に対してはより慎

重に計画や準備、対策が必要であり、大きな教

訓となりました。 

今年度の成果と課題を踏まえ、毎年同じ内容

にならないよう変化を加え、各種団体と協力す

る体制を更に強めていきます。 
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ヨイショ！ヨイショ！地引網 

城北地区公民館 

 

【事業の目的】 
   子どもと大人がふれあいその体験をとおしてお互いに学び合うことにより、城北地区の 

モットーである「ともに生き、みんなで育つ」ことを目的としています。 

 

【事業の概要】 
   子どもと大人のふれあい事業では、親と子どもの料理教室・育児サークル・おしゃべり 
ねずみ・おはな塾等多くの事業をしていますが、「日頃体験できない自然とのふれあいをし 

よう」ということで地引網を企画しました。 

子どもと大人が一緒になって網を引き、自分達が獲った魚をその場で食べる。地元で古 

くから伝わる伝統の漁法を体験しチームワークの重要性を学び、みんなと一緒にバーベキ 

ューを楽しみ、その後海水浴をして夏の自然とふれあいました。 

 

【実施状況】 
日 時 7 月 28 日（日） 6：30～15：00 

場 所 岩美・東浜海岸 

参加者 子ども（小学生以下）43名、保護者 39名、ボランティア 8名、公民館職員 4名 

計 94 名 

共 催 青少年育成城北地区連絡協議会、城北地区社会福祉協議会 

     

  事前準備 
   参加者を 100 名とし、子どもは小学生が対       

象で保護者同伴での参加としました。申込み 

は町内回覧と小学校（家庭数）配布で呼びか 

け、同時に大人数の参加ということもありボ 

ランティアも募りました。 

そして事前準備が重要だということで何度 

も打合せを行い、また現地に 2回出向き漁協 

の方と打合せを行い、バーベキュー施設・ト 

イレ・シャワー等の確認もしました。 

   

 

   当日 

   5 時 30 分先発隊 7名が出発。参加者は、バス 2台に分乗し 6時 30 分出発。子どもは手 

首に目印のリングを付け参加者と判るようにし、ボランティアは緑のベストを着ました。 

さあ、地引網の体験です。漁師の方が事前に網を 200 メートル位の沖合に準備してくれ 

 

ヨイショ！ヨイショ！ 
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ており、引き手は 200 メートル位離れ左右二 

手に別れ引っ張ります。子どもと大人が一緒 

に綱を引き、少し引っ張れば後ろの人が前に 

でるということを繰り返し、離れた綱を少し 

ずつ近づけて行きます。網はずっしり重いた 

め「ヨイショ！ヨイショ！」と大きな掛け声 

を出しながら、約 1時間かけて引っ張りあげ 

ました。 

網の中にはキス・チヌ・タイ等そして大きな 

エイが入っており、子どもたちは歓声をあげ 

大興奮の様子です。特にエイには興味が集ま 

りましたが、漁師さんから尻尾に毒があると 

言われ驚いていました。獲れた魚は刺身とバ 

ーベキューにしておいしくいただきました。 

自分達で獲った魚は、格別の味だったようで 

す。その後、ボランティアの方に監視役をお 

願いし、海水浴を楽しみました。 

                                          14 時 30 分帰路に着きました。朝早くから 

の地引き網で大人は少し疲れたようですが、 

子どもはまだまだ元気一杯。楽しい一日でし 

た。 

 
【成果と課題、今後の方針】 
  初の試みの事業だったので不安もありましたが、多くの方に参加していただき、初期の 
目的であった子どもと大人のふれあいの実が充分に達成できたと思います。 

今回は特に念入りに準備を行ったこともあり無事に終了することができました。改めて、 

事前準備の重要性を再認識しました。 

しかし、多くの方の申込みを断ったことは残念であり、事業遂行のため多くのスタッフ 

をどう確保していくかが課題であると考えています。 

また、今後も今回の経験をもとに、「日頃体験できない自然とのふれあい」を念頭に事 

業を企画し推進して行く方針です。 

 

   

 

魚が見えた、あともう少しだ 

大きなエイに大興奮 

獲れたての魚はおいしぃー 砂遊びはたのしいな 
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防災マップづくりと防災研修会 

浜坂地区公民館 
 
【事業の目的】 
 地区の防災マップ作成を機会に、今回初めて全町区合同の防災研修会を実施しました。 
これは地域の皆さんに、防災意識を高めてもらい、住民同士の絆を深める中でより安心・安全

なまちづくりを目指すものです。 

 

【事業の概要】 
 多くの人に関わっていただく防災マップづくりを通して、避難手順や避難に要する情報、ある
いは防災設備を確認することが出来ました。また、研修会を実施することで非常持出品・備蓄品

整備に対しての意識向上を図ることが出来ました。 

 

【実施状況】 
○ 防災マップづくり 

今年度浜坂地区全体の防災マップづくりに取り組みました。マップを完成することも大事です

が、作成段階で１人でも多くの住民が関わることにより、自らの事として意識することが重要と

言われています。災害の種類により、避難の仕方は異なると思いますが、いざという時に慌てな

いためにも、避難場所はどこかどのルートで避難するか、家族はどうやって連絡を取り合うのか

等日頃から話し合ったり、確認しておくことが大切です。 

 

１．作成日程 

（１）町内ごとの原図作成  （８月中） 

(２) 危機管理課へ委託   （９月） 

（３）完成及び配布     （１１月） 

  

２．防災マップにはこんなことが記載されます 

 （１）自分たちの最寄りの一次避難集合場所 

 （２）消火栓や消火器保管庫の位置 

 （３）緊急連絡先 

（消防、警察、市役所、病院、学校等） 

 （４）災害に備えて話し合っておきたいこと 

 

３．日頃の備え 

 （１）身を守る（防煙マスク、ホイッスル、ヘルメット等） 

 （２）助ける（救出用工具セット、救急セット等） 

 （３）避難用品（肌着セット、おむつ、生理用品等） 

 （４）食料と水 ２～３日分（カンパン、クラッカー、チョコ等） 

   先ずは、｢自助｣自らを守る、次いで「共助」隣近所で助けあう 

   やがて「公助」の手が差し伸べられるので期待しましょう 

浜坂地区防災マップ 

防災グッズ 
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○ 防災研修会 

日 時 ９月８日（日）１０時～１２時 

場 所 浜坂地区公民館 

参加者 70 名 

      （各町内会長、自主防災担当役員、公民館） 

  

各町内会長、自主防災担当役員、公民館が参加して 

防災研修会が開催されました。 

最初に、｢鳥取大震災の記憶を語り継ぐ｣と題するＤ 

ＶＤを視聴、大地震に対する備えの大切さを学びまし 

た。その後で、公民館駐車場に設置されている防災倉 

庫の備品を１つ１つ確認しました。鳥取市消防団中ノ 

郷分団長の話や鳥取市防災コーディネーターの方の指 

導を頂いて散会しました。 

 

その折に実施したアンケートの一部、参加者の防災意識をまとめてみました。 

 

 Ｑ：非常時持ち出し袋の備え 

   備えている    ３７．５％ 

   備えていない   ６２．５％ 

 

  Ｑ：避難場所の家族共通理解 

   出来ている    ５４．５％ 

   出来ていない   ４５．５％ 

 

 評：非常持ち出し袋の未整備の家庭が６割超え、いざという時の避難場所の共通理解が５割

弱出来ていないのが気にかかります。 

 
【成果と課題・今後の方針等】 
 防災マップが出来上がり１１月には全世帯に配布する事が出来ました。 

各町内会長をはじめ、関係役員の方には防災マップが完成するまで大変お世話になりました。 

防災に対しての意識が足りないのが現状となっています。これからも、防災訓練等を行い地域住

民が協力して防災に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災備品の確認をしています 

     
    地震に備えよう！ 
○家具等の転倒・移動防止 

  ○ガラスなどの飛散防止 
  ○玄関や通路にものを置かない 
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「食と健康」料理教室 

中ノ郷地区公民館 

 

【事業の目的】 

 健康づくりに対する意識を高めてもらえるよう、“健康は良質な食から”を学習の目

標に色々な食材を通して、地区住民の方々の健康づくりを考えた料理教室をシリーズ

で開催。参加者同士が楽しくふれあいながら交流することで、地域づくりの輪を広げ

るとともに地区住民の健康増進につながることを目的としています。 

 

【事業の概要】 

 地区健康づくり推進員連絡協議会と共催し、「食と健康」をテーマに外部講師などを

迎えさまざまな食材を使って料理教室を開催。調理から試食、片付けまでを参加者同

士協力しながら行います。 

 

【実施状況】 

○７月２６日（金）１０:００～１３：００ 

「食と健康」料理教室①～お肉を食べよう～ 

講師 鳥取県畜産農業組合 漆原 恵子さん 

参加者 １２名 

暑い夏を元気に乗り切るお肉料理を教わりました。 

あまり火を使わずに、スタミナを付けるメニューを 

講師の指導を受けながら調理しました。 

また、鳥取県畜産での取り組みなども学習しました。 

参加者からは、「暑い時期の料理は大変だけど、今日のメニューなら簡単に出来てとて

もいい！」などの声が聞かれました。 

 

○１０月２２日（火）１０:００～１３：００ 

「食と健康」料理教室②～旬の魚を食べよう～ 

講師 網代漁協女性部 下根 鈴江さん  

参加者 １５名 

 鳥取ではおなじみの「白はた」と「カレイ」を 

使ったメニューで調理しました。 

地元で捕れた新鮮な魚を使った新しいレシピと言う事で、 

参加者からの期待の声が多く、１チーム５名で調 

理を行いました。参加者からは、『普段は「白はた」も「カレイ」も三枚におろすこと

【悪戦苦闘】

【暑い夏の調理は簡単に！】



‐12‐ 

 

がないので勉強になってとても良かった。』など喜びの声が聞かれました。 

 

○１１月２９日（金）１３：００～１６：００ 

「食と健康」料理教室③～パンをつくろう！～ 

講師 高力 千代子さん  参加者 １７名 

 小麦胚芽入りの健康パンや、おやつに最適な 

菓子パンを自宅でも簡単に作れるように、講師 

の指導のもと、パンづくり教室を行いました。 

手ごね作業では、力加減やコツを教わり、発酵では膨らむ様子を皆、興味津々に観察

しました。焼きあがったパンに参加者からは「美味しそう！！」や「家でまた子ども

と一緒に作ってみる。」など感想が聞かれました。 

 

○１２月２０日（金） 

「食と健康」料理教室④～年越し蕎麦を作ろう～ 

講師 食育アドバイザー 谷口 秀さん 参加者 ７名 

 年末に向けて、新蕎麦で蕎麦打ち体験を行いました。 

「気温や湿度によって、水の量を加減することが大切」 

と講師に指導して頂きながら、捏ね・延ばし・切りの 

作業を終えて、講師と共に「ざる」で試食しました。 

参加者からは、「美味しい！」「いい年越しが出来る」などと嬉しい声が聞かれ、参加

者同士が、楽しく蕎麦打ち体験を行うことが出来ました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 地区健康づくり推進員連絡協議会との共催事業は、過去にも行っていましたが、今

年度初めて「食と健康」のテーマで一年を通して４回開催し、継続的な学習を行いな

がら多くの住民の皆さんに参加していただくことが出来ました。 

 地産地消と健康に留意する料理教室は、食材選びから講師探しまで苦慮する点も

多々ありましたが、毎回、参加者から「次は○○を使って作ってみたい。」など要望の

声が多く寄せられ、講座開催にむけて参加者の学習意欲を育むなど、生涯学習の場と

して公民館の大きな役割を果たすことが出来ました。住民の学習を深めるとともに、

地域の仲間づくりをはかる機会を提供出来たことは大きな成果といえます。 

 また課題としては、講座の開催日時などを工夫して、参加者の固定化を防ぐなどの

対策も必要だと感じました。 

 今後も「健康」をテーマにした講座を色々と開催して、仲間づくりの輪を広げなが

ら地域住民の健康づくりへの関心を高めていきたいと思います。 

【愛情こめて捏ねました】

【水の量がポイントです】
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移動町民講座 

福部地区公民館 

 

【事業の目的】 

移動町民講座は、福部村時代に始まり今日まで継続されている事業です。地区公民館が

各地域での出前講座や交流会の開設を促し、要望に応じた講師、スタッフの手配、提言を

行うことにより、地域交流の新たな拠点として、また、絆がさらに深まるきっかけや充実

した生活をおくる地域学習の場となることを目的にしています。 

 

【事業の概要】 

定期的に開催される福部町内の区長会、集落公民館長・主事合同会、まちづくり協議会

など地域の代表者が集まる会議での席上資料（チラシ）や防災無線、公民館だよりで周知

をしています。チラシでは、１６項目の講座内容の例を掲げて案内をしていますが、健康

に関するもの、料理に関するものに人気が集まっています。演芸鑑賞などの文化的な講座

は、飲酒をともなう催しの余興として申込みすることが多く、ほとんどお断りしている状

況です。昼間に行われるものは地域の年間行事の１部に組み込まれることが多く、夜間に

行われるものは、女性のサークル仲間などがその都度、単独で開催する傾向にあります。 

 

【実施状況】 

 今回の「わが地区のいちおし！」は、過去４年間の主な講座をご紹介したいと思います。 

○平成２２年６月１２日（日） 防災講習「駅前地区」 

  講師：岩美消防署職員 

 ビデオにより身近な火災原因事例や家庭用火災報知機設置義務化についての説明をいた

だきました。火災防止に備える日常の心構えが再認識された講座となりました。 

○同年１０月２４日（日） 医療の話「岩戸地区」 

  講師：宮本佐知子 氏 （内科医師） 

 岩戸集落の公民館まつりの１コーナーで開設され、専門の糖尿病に関する症例を丁寧に

解説していただきました。普段の生活における衣食住の注意点に質問が集中しました。  

○同年１１月６日（日） アロマ教室「海士
あ も う

地区」 

  講師：田口幸代 氏（機能改善体育指導士）  
ハーブの香りと音楽の流れる中、心も体もリラックス

させながら肩こりや腰痛に効く機能改善体操と、足裏マ

ッサージの実技指導を受け、体操終了後にハーブティー

を楽しみました。  
○平成２３年３月１２日（土） 細川の集い「細川地区」 

  講師：鳥取市レクリエーション協会スタッフ 
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従来は、スポーツ競技による住民交流を行っていた地区

でしたが、近頃では団体戦のチーム編成もままならぬ状態

となり、全員参加を目指したレクリエーションやニュース

ポーツに内容を変え「ジャンケンゲーム、キャッチング・

ザ・スティック、ドッヂビー、バッゴー」などのゲームで

新しい体験を楽しんでいます。その後も引き続き同時期に

開催され、この地区の講座として定着しています。 

○同年６月２０日（月） 豆腐料理教室「上野地区」 

  講師：出井和江（食育アドバイザー） 

豆腐が主人公の「豆腐の忍者まき」「おからハンバー

グ」「豆腐ケーキ」の３点をつくりました。出来映えはさ

ておき、ボリューム満点の量と豆腐のやさしい味を堪能

した料理教室でした。 

○平成２４年１１月１８日（日） 歯の健康について「箭渓
や だ に

地区」 

  講師：稲垣彰重（歯科医師） 

箭渓地区の住民交流事業のひとつとして開設されました。歯の病気以外にも歯による体

への影響をレジュメやボードを使って、わかりやすく教えていただき、健康が１番をあら

ためて認識させられた感想が多く寄せられました。 

○平成２５年２月２４日（日） ステーキの焼き方教室「久志
く じ

羅
ら

地区」 

  講師：鳥取県畜産農業協同組合スタッフ 

乳牛の育成や餌さの穀物を題材に鳥取県の酪農の話を聞いた後、乳牛の肉をステーキと

しておいしく調理するコツやアドバイスを受けながら料理に取り組みました。その後の食

事会では、意見交換や昔話に花が咲き、冬場の地域交流の見本と言える講座となりました。 

○平成２５年１１月１８日（月） 講話「海士
あ も う

地区」 

  講師：吉田智晃（善光院副住職） 

福部町在住の和尚さんによる講和で、命を使う言葉

のうち運命・宿命・天命の３つを選び、それぞれの意

味を今までの自分の生き様や仏教の話を交えながら説

法をしていただきました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 地域コミュニティーの活発な地区、世話役の力量が優れている地区が恒常的に利用して

いる半面、１地区、年１回の限定とし、早めの申し込みを優先しているので、地区代表者

への周知機会が多くても実行部隊への伝達が遅れ、人集めや時期的な折り合いがつかない

地区も多くあるのではないかと想われます。今後は、あらゆる機会を捕えて、世話役さん

へ直接に声を掛けるなど、きめ細い情報発信が目的達成への道のりと感じています。 
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うたごえカフェ＆手話で歌おう 

醇風地区公民館 

 

【事業の目的】 

障がい者問題の内、聴覚障がいの方とのコミュニケーションに必要な手話について地域

住民が身近に感じ、関心を持てるよう歌を通して楽しく学ぶ事と、公民館がもっと気軽に

集える場所になる事を目的にカフェと称して実施しています。 

 

【事業の概要】 

平成２３年に「あいサポート研修」を行い、だれもが地域で安心して暮らせるためには

公民館でも手話を学んでいく必要性を感じました。人権啓発推進事業として取組むにあた

り、親しみやすい内容で、広く関心を持ってもらえるように「うたわぁ会♪（介護職に従

事しながら昭和歌謡による回想療法を行うボランティア活動グループ）」の博田美路さん、

純子さんに指導・伴奏をお願いし、馴染みのある歌で手話を学びました。 

 

【実施状況】 

日 時 ９月２０日(金) １３：３０～１５：００ 

場 所 醇風地区公民館 1 階 

参加者 大人４０名 （男性５名、女性３５名）  

   （地区住民、近隣デイサービス利用者と職員、その他） 

 参加費 無料 

  これまで「うたわぁ会」を公民館事業として、 

数回実施してきました。これは昭和歌謡をギター伴奏で唄い認知症の予防効果を期待し

て行うものです。博田さん夫妻の軽妙な語りとギターの生伴奏で、６０代～８０代後半

の参加者は青春時代を懐かしみ、当時を振り返り語り合いながら、元気な声で歌います。

近隣の介護施設の利用者と職員の皆さんも毎回参加されるようになりました。 

明るく楽しい集いが定着してきた頃、純子さんの経験を活かして手話に親しむことが

できないかと考え「うたわぁ会♪＆手話でうたおう」と題して実施しはじめて、現在は

３部構成による「うたごえカフェ」に至っています。博田さんの人柄と地域の皆さんが

作り出す雰囲気に愛好者も増え次回の開催を楽しみにされている方も多く、今回も予想

以上にたくさん集まって頂きました。参加者には、温かい飲み物などで喉を潤して頂き

ました。 

 

 

 

 

秋晴れの午後、童謡もみじから始まり・・

館内ポスター 
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 第１部（昭和歌謡を歌おう） 

童謡や昭和歌謡を中心に全員で９曲歌いました。 

歌の合間の博田さんと参加者との掛け合いでは 

若い頃に思いを巡らし、共感し合いながら 

それぞれに楽しく話が弾みました。 

 

 第２部（手話で歌おう）  

  博田純子さんのリードで、『ふるさと』を 

２番までフルコーラスと、朝の連続ドラマ主題歌 

『ありがとう』、東北大震災復興ソング『花は咲く』 

のさびの部分を中心に、手話を教えてもらい 

歌いながら手を動かしました。 

 

 第３部（博田美路さんの歌とギター） 

  さだまさしのヒット曲や自作の曲などの 

心のこもった演奏をじっくり聴きました。 

 終わりに、第２部でならった『ふるさと』の手話を 

全員でおさらいしながら歌いました。 

 

 

    

【成果と課題、今後の方針等】 

  「うたわぁ会♪」→「うたわぁ会♪＆手話で歌おう」→「うたごえカフェ＆手話で歌

おう」と形を変えてきました。博田さんと出会い、公民館の思いをカフェという形で伝

え、歌や手話を通して新たな人の繋がりができました。地域の方、施設利用者のほか今

回は手話に関心のある地域外からの参加者もあり、人数も回を重ねる度徐々に増えてい

ます。参加者は歌によって人生を振り返り、楽しい思い出や懸命に生きてきた思い出を

語りあうことで心のふれあいが生まれ、笑顔が溢れます。また、歌によって手話を学ぶ

ことは気軽に取り組めるだけでなく、歌詞を手話にするとき、その言葉の意味の深さを

改めて感じます。メロディとギターの音色がその効果をより一層高めていると思います。

コミュニケーションの手段としての手話だけでない感動を参加者の様子から感じとれ

ました。 

 鳥取県手話条例も制定され、今後は実用的な手話を学んでいくと同時に、うたごえカ

フェの活動でも引き続き心を伝える手話に取り組みたいと思います。 

  

 

最期にもう一度“ふるさと”をみんなで・

“銀座カンカン娘”の賑やかな歌声 

皆さん楽しく、一所懸命です。 
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修立地区グラウンドゴルフ大会 

修立地区公民館 

 

【事業の目的】 

 「いつでも、だれでも、どこでもできる」ということで全国に広がりをみせた「グ

ラウンドゴルフ」をとおして、普段交流の少ない住民同士が顔見知りになったり、つ

ながりをもつことで、地域を活性化し、元気で楽しいまちづくりをめざしています。 

 

【事業の概要】 

 この大会は、修立地区でも愛好者が増える中、「地区全体での交流の場を持ってはど

うだろう」という声が上がったのをきっかけに始まりました。 

毎年５月に、公認のグラウンドゴルフ場を会場とし、４人づつ８グループに分かれ

日ごろの成果を発揮します。 

 

【実施状況】 

 ≪修立地区グラウンドゴルフ大会≫ 

・主 催 修立地区公民館 

・日 時 平成２５年５月１５日（水）９：００～１５：００ 

・場 所 レーク大樹グラウンドゴルフ場 

・参加者 ３３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場に到着後、開会挨拶、ルール説明を受け、８チームがそれぞれスタート位置に

つき、プレーボールの合図で試合開始となりました。 

（この時期には東中学校の「ワクワクひがし」という職場体験学習があり、公民館

にも２名の生徒さんが来ています。毎年、その２名もチームに加わります。） 

大会前にルール説明をうけます。 チームに分かれて 

試合開始です。
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職
場
体
験
学
習
で
、 

グ
ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル
フ
に

挑
戦
し
ま
し
た
。 

当日は、動くと汗ばむほどの良い天候に恵まれました。時より吹いてくる湖山池か

らの心地よい風が気持ちよく、好プレー・珍プレーがあちこちで出てきて、その度に

歓声が上がり、楽しい雰囲気で試合は進みました。参加者の皆さんがルールやマナー

を守り、進行もスムースでした。 

プレー後の親睦・交流会では、隣合ったかたと談話したり、成績や賞品の話で大い

に盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 平成１０年５月に第 1 回目が開催されて以来、地域に根付いた恒例事業として、こ

の大会を毎年多くの方が楽しみにされています。 

 そして、この大会は健康増進と参加者同士の交流の場となり、大いに親睦を深める

場ともなっています。 

 課題としては、回を重ねるごとに参加者の顔ぶれが固定化してしまうこと、会場へ

の交通手段の関係で人数制限があることなどがあげられ、企画の見直しなど検討が必

要と思われます。 

もっと広く、多くの方々に参加していただき、楽しめる大会を継続していくため、

地域住民の方々のご意見も参考にし、事業に反映させていきたいと思います。 

 

 

しっかりコースを見て… 

ホールインワンをねらうぞ！ 

む
ず
か
し
い
け
ど 

た
の
し
い
な
♪ 
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-地域とつながる公民館活動- 

日進地区公民館 

 

【事業の目的】 

 少しでも多くの人が参加したい、参加してよかったという事業を 

計画し、地域の各世代の人たちが「つながる」ことや、地域の活性 

化に結びつき、地域の「輪」が広がることをねらいとしました。 

 

【事業の概要】 

子どもと大人のふれあい事業では、地区の幼稚園児と公民館で活動するコーラ

スグループが音楽で交流します。また、民生児童委員の方たちと地区の子どもや

保護者を招いて、年中行事を一緒に楽しみます。 

地域の仲間づくり事業では、体育会やその他地区団体と協力して「ふれあいウォ

ーキング」に出かけます。また、健康づくり推進委員を中心に料理教室や講演会

を行い、「健康」について学習します。 

 

【実 施 状 況】 

(１) 『幼稚園交流会』 

実施月日:  6 月 25 日(火) 参加者：95 名 

     12 月 10 日(火)  参加者：80 名 

   日進地区にある鳥取第一幼稚園の園児と、公民館で活動する コーラスさくらん

ぼ”の素敵なおばあちゃんたちが、歌や発表会のダンスを披露しあい、懐かしい

ふれあい遊びも一緒に楽しみます。最後には手作りのプレゼント交換をします。

さくらんぼの皆さんは、冬に出会った子どもたちが春に少し成長して、また会え

るのを楽しみにしている様子です。そして、「生き生きと元気いっぱいの子どもた

ちにパワーがもらえる」という声が聞かれ、その歌声からは地域の子育てに参加

している喜びが伝わってきます。園児もやさしいおばあちゃんたちのぬくもりを

感じることができ、にこにこ顔で「またね！」とハイタッチをしてうれしそうに

帰る様子が印象的です。80 歳もの年齢差を感じない温かい時間が流れ、またひと

つつながりが生まれたことを実感します。 

（２）『日進子ども七夕まつり』 

   実施月日： ７月 ７日（日）参加者：25 名 

   『クリスマス子ども会』 

   実施月日：12 月 22 日（日） 参加者：44 名 

七夕、クリスマス、ひなまつりの年 3 回、地区の低学年 

  の子どもたちはワクワクしながら保護者と公民館にやって来ます。子どもたちが、

【サンタも来てくれたよ】  

【お名前教えてください♪】  
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七夕まつりでは七夕飾りを、クリスマス会ではツリーの飾りつけをして会が始ま

ります。民生児童委員さんによる紙芝居、参加者全員で歌を歌ったり、楽器を演

奏したりします。最初は恥ずかしがっていた子どもたちはそのパワーを発揮し始

め、会がより盛り上がっていきます。地域の民生児童委員、子ども、保護者が交

流を深める時間となり、保護者は地域がつながり、安心して子育てができる環境

であることを実感し、またその環境の大切さを学ぶ場となっています。 

（３）『ふれあいウォーキング』 

   実施月日：11 月 4 日（月） 参加者：49 名 

   小学生から高齢者までの参加者が、4 班に分かれて日進小 

学校をスタートし、久松公園に向かいます。若桜街道を通 

り、小学校に帰る約５㎞のコースを、紅葉を始めた久松山 

や日ごろじっくりと見ることのない鳥取市内の景観を楽しみながらウォーキング

します。今年はスタート直後に大雨になってしまいました。しかし、誰一人とし

てリタイアすることなく、励まし合いながら無事ゴールに到着。帰着後の温かい

うどんのもてなしと「完歩証」が達成感を生み、なにより「全員が一緒にがんば

って歩いた」という地区住民のつながりができた瞬間でした。 

 （４）『薬膳料理教室』 

    実施月日： 8 月 12 日（月） 参加者：9 名 

    『健康講演会』～健康な食事と健康な生活～ 

    実施月日：11 月 30 日（月） 参加者：16 名 

    講  師：田中 真奈美さん 

  多くの人が毎日を元気に、健康な体で生活したいと思い続けています。「健康」に

ついてはどの時代においても強い関心が寄せられています。自分で出来るちょっと

したストレッチや食事への配慮などを講師から学びました。料理教室では東洋医学

を基に、その季節に摂りたい食材や野菜のベストコンビネーション等を教えてもら

いました。健康講演会では、自分自身の体質チェックや食行動についても見直しま

した。健康な体であれば、明日もまた笑顔で会える。そして、人とつながっていれ

ば、体が不調であっても助け合える。健康というキーワードが人のつながりに影響

を与える大きさに気づく時間になりました。 

 

【成果と課題、今後の方針】 

  多くの子どもたちが公民館活動に参加してくれた成果が実って、本年度の鳥取市   

公民館まつりの芸能発表会では、地域のサークルと第一幼稚園の園児が一緒になっ

て出演することができました。しかし、まだまだ事業がみなさんに周知されていな

くて、大人の参加者が今一つなので、工夫を図りたいと思います。 

【体を横に倒してみましょう】

【元気に「いってきま～す」】  
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とっとりの学びどころ 

富桑地区公民館 

 

【事業の目的】 
近年、高齢化や少子化、若者の流出等によって地域が衰退していくという危機感の中、まちおこ

しや村おこしで元気を取り戻そうとあらたな魅力の発掘と情報の発信に工夫と努力を試みている

地域を訪問し、現地からその活性化への経緯とその苦労や活動を学ぶことを目的としています。 

 
【事業の概要】 
特色ある公民館活動事業として昨年度からの引き続きで今年度は４回実施しました。地区住民か

ら要望が多い場所や元気を発信する地域を訪問し、その魅力の再発見と地域の交流と仲間づくりの

輪を広げることも狙いとしています。 

 

【実施状況】 
◆第１回実施日 ６月２１日  （２８名参加） 

～琴浦町を訪ねて（旧中井旅館・花見潟墓地・光集落鏝絵・神崎神社）～ 

琴浦町は山陰自動車道が青谷から米子まで完成することにより単なる通過するだけの地域とな

ることに危惧をいだき、魅力あるまちづくりに取り組み、中部では今、最も元気を発信しているス

ポットといえます。地域に古くからある歴史的な財産の

見直しの中で修復保存された小泉八雲とその妻セツが

新婚旅行で泊まったとされる旧中井旅館をはじめ、光集

落の鏝絵、鳴り石の浜等に配置されたボランティアガイ

ド、さらにあらたな魅力の創造として琴浦町グルメスト

リート・「琴浦さん」というキャラクター等々、滞在観

光してもらおうと様々な試みを行っていました。参加者

の多くは以前にも訪れていた方もいましたがただ見学

するだけでなく、ボランティアガイドの丁寧な説明を受

けることでより深く理解ができ感動されたようでした。 

◆第２回実施日 ７月２９日 （参加者２７名） 

～国府町を訪ねて（天空のピラミッド「殿ダム」・扇の里「上地」・岡益古墳）～ 

鳥取の新しい魅力の発信スポットともいえる

中国地方では初のロックフィル型の「殿ダム」は、

今までの見慣れたコンクリートの巨大な化け物

のようなものでなく、その形状の素晴らしさは周

囲の自然にマッチしているようにみえました。当

日は残念なことに雨でしたが参加者の皆さんは

ダムの説明、内部の見学、ダム周囲の風景を楽し

みその後、水力発電にも活用されているところも

見学その巨大なモーターに圧倒されていました。

旧中井旅館で逸話を聞いています 

扇の里にてジオパークの説明を聞く 
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昼食は世界ジオパークに認定された山陰海岸ジオパークにある扇の里として村おこしで頑張って

いる上地グループの手作りの昼食を頂きました。その後、雨が上がったところでジオパークとして

認定されている太古の地層がみられる川沿いの地層の説明と案内を受けながらゆっくり散策しま

した。最後に岡益古墳を見学、その不思議かつミステリアスな造形に驚きを隠せない様子でした。 

◆第３回実施日 ８月９日（参加者１６名） 

～里仁農園ブルーベリー摘み・鳥取空港・賀露（大国亭）～ 

 当日は猛暑が続いていた時期ということで参加申し込みをさ

れていた人の中にも暑さを心配され、欠席を申し出る方が続出

し、少ない人数となりましたが午前中の涼しい時間に里仁に農

園と加工場を運営している富桑地区在住の方のご厚意によりブ

ルーベリー摘みを体験、加工品として作られている「ブルーベ

リー大福」を試食しました。その後鳥取空港では日頃は観るこ

とのできない空港消防隊の科学消防車両の性能の説明と様々な

装備を１つづつ見せていただき、猛暑なのでサービスにと放水

のデモンストレーションもあり、その後、耐火消防服を実際に

何人かの参加者が着装させてもらいました。貴重な体験に参加

者は歓声をあげたりして大喜びされていました。昼食は賀露に

2011 年オープンした「食のみやこ・わったいな」にある大国亭で 

地産地消の食材を使ったバイキング方式の料理を各々好きなものを選び、ゆっくり食事を楽しんだ

後「かろっこ館」も見学しました。 

◆第４回実施日 １０月４日（参加者３２名） 

～緑化フェアと中国庭園「燕趙園」～ 

 今年度鳥取で行われた最大のイベントである湖山池周辺で開催された「第３０回全国都市緑化フ

ェア」の見学を目玉として呼び掛けたところ、多くの申し込みがありましたがマイクロバスの乗車

人数の制限があり、お断りしなければなりませんでした。当日は幸いにも天候に恵まれ、湖山池を

活かしたナチュラルガーデン、アースガーデン、砂像

等の調和のとれた景色の美しさと素晴らしい趣向には

参加された皆さんからは感嘆の声が上がり、一様に大

変良かったとの感想がありました。またその後で訪問

した中国庭園「燕趙園」では雑技団によるアクロバテ

ィックなショーがあり、普段はあまり見る機会の少な

いその芸の見事さに感銘していました。庭園の魅力と

ともに満足の研修となりました。 

耐火消防服を着てみました 

緑化フェアでトリピーと一緒に集合写真 
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夏休みチャレンジ体験 
明徳地区公民館 

 
【事業の目的】 
 子どもたちが外に出て広大な自然に触れることで、鳥取の自然の素晴らしさやふるさと

を大切に思う気持ちを育成し、また、自分で考え作る楽しさ難しさを体験することによっ

て、喜びや達成感など感じ取り、『心豊かな子どもたち』を育てることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
 夏休み期間中、子どもを対象にものづくりや地域をとび出しての見学など日常生活とは

少し違った体験を実施しています。 

 

【実施状況】 

○怖～いお話とノコギリ演奏の会 
７月２５日（木）    参加者：７０名 

童なつの会のみなさんによる怖～いお話の読み聞かせにあわせてのノコギリ演奏でゲゲ

ゲの鬼太郎などを聞き、音階のつけ方や演奏方法を教えてもらい演奏を体験しました。大

工道具のノコギリが楽器になり音が出る不思議さに興味津々で、自分で演奏できとてもう

れしそうでした。 

その後「ドキッとする動く工作づくり」に挑戦、お化けが飛び出す仕組みに四苦八苦しな

がらも友達同士で助け合いながら完成させていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【ノコギリ演奏を体験】       【飛び出すおもちゃ作りに挑戦中】 

 

○山陰ジオパークバスツアー 
７月３０日（火）    参加者：２１名 

 「山陰ジオパーク」研修として海岸線にスポットをあて、リアス式海岸を城原海岸のか

ら眺めました。展望台からの眺めは見事なもので子どもたちからも「うゎーきれいだぁ」

と声があがっていました。 

山陰海岸学習館では学芸員の方から山陰ジオパークについての説明を聞き、3Ｄ映像「大

地と海の物語」はジオパークの地形や海中の生き物を臨場感あふれる圧倒的な世界を体感

することができました。 
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餘部鉄橋では、「空の駅」展望施設として生まれ変わった地上高４０ｍの浮遊感や日本海

の絶景を一望することができ、かつての鉄道の枕木やレールなども見ることができました。 

おもしろ昆虫化石館では国内でも有数の昆虫化石産地である「海上地区」で見つかった

昆虫化石や、世界で珍しい化石を見て学習しました。 

このバスツアーで山陰海岸の自然や魅力についてたくさんのこと学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【山陰学習館にて】          【餘部鉄橋・空の駅展望台】 

 

○県立博物館に行こう！ 
８月８日（木）    参加者：１４名 

１００円バスを利用し、県立博物館で「ランランライン」のギャラリートーク、「ひとふ

で描き de アート」を体験するワークショップでひとふで描きに挑戦、手元を見ないで被写

体だけを見ながら描くのはなかなか難しかったが、一枚二枚と描くごとにコツをつかみピ

カソのような抽象画的な作品ができあがり、描く概念みたいなものを刺激し、絵の中の【線】

を楽しむことが学べとても貴重な体験ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【ひと筆アート体験中】        【ギャラリートークで線を学ぶ】 

 

【成果と課題、今後の方針】 
今年で３年目になる「夏休みチャレンジ体験」、鳥取の自然や生物・地産地消・企業・芸

術などを足を運び目で見て体験することで、ふるさとのすばらしさや大切さ、ものづくり

の楽しさを育むことができ、これが地域力につながっていくのではと思います。今後も続

けていきたい事業のひとつです。 
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国際理解を深める「世界の料理づくり」 

美保地区公民館 
 
【事業の目的】 

  「世界の料理づくり」は、地区民に世界各国の普通の家庭料理づくりを楽しんでもら

うとともに、国際理解を深めてもらおうと「特色ある公民館活動事業」として実施して

います。 
 
【事業の概要】 

     「世界の料理づくり」は、地区民を対象として、平成２２年度より「特色ある公民館
活動事業」として実施しており、今年７月で延べ６回を数えました。 

  講師は、県、市の国際交流員、鳥取大学の留学生などにお願いして、それぞれの国の

代表的な料理づくりを楽しむとともに、その国の文化・歴史・言葉などを紹介してもら

い、国際理解を深めています。 

  今年度は、７月に鳥取大学留学生リアナ・ヌルリサさんと、テン・ホウレンさんを講

師に「マレーシアの料理づくり」を実施。平成２６年１月に「アメリカの料理づくり」

を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【実施状況】 

◆日 時：平成２５年７月６日（土） ９：３０～１３：００ 

◆会 場：美保地区公民館 

◆講 師：リアナ・ヌルリサさん、テン・ホウレンさん（鳥取大学留学生） 

マレーシア料理づくりの様子  

開会のあいさつ  料理づくりの様子  

マレーシアの紹介の様子  料理づくりの様子  
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◆メニュー：ポピア（春巻風野菜ロール） 

      ナシレマー（マレーシア風炊き込みご飯とトッピング） 

      メーチョメ（さつまいものドーナツ） 

◆参 加 者：３２名（ゲスト含む） 

◆参 加 費：２００円（材料費） 

◆日 程 

No. 内   容 時  間 
１ あいさつ、講師紹介  9:30～ 9:35 
２ 料理づくり  9:35～11:35 

３ 
交流会：パワーポイントを使用し、マレーシアの文化、歴史、

観光名所などを紹介していただいた。その後、講師
と参加者で交流会を実施。 

11:40～12:00 

４ 会食 12:00～12:55 
５ 閉会 12:55～13:00 

  
 ◆準備等 

   ・「特色ある公民館活動事業実行委員会」を年度当初の５月２９日に実施し、今年度
の事業計画を策定。「世界の料理づくり」を２回実施することを決定しました。 

   ・６月１４日、打合せのため特色ある公民館活動事業実行委員とともに鳥取大学へ

出向き、日程、当日のメニューなどを決定。 
   ・７月３日、食材の買い出し実施。 
 
【成果と課題、今後の方針等】 

  ○地区民の方に、世界の普通の家庭料理を楽しんでいただき、毎回大好評です。 

  ○料理づくりだけでなく、それぞれの国の様子がわかり、国際理解を深めることがで

きました。 

  ○今年度の７月で通算６回目となり、新しい方（あまり公民館に出入りされていない 

方）も回を重ねるごとに増えています。 

○メニューは基本的に講師に決めていただきますが、食材が日本（鳥取）で手に入ら 

ない場合があり、その代替え食材を何にするか苦慮しています。 

  ○調理室の調理台に限界があり、参加人数を増やすことができないので、実施方法の 

検討が必要です。 

 

 

 

    

 

 

 

平成２５年１月２６日に実施した「ハンガリー料理づくり」の様子  

料理づくりの様子  ハンガリーの紹介の様子  
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野菜づくり教室 

美保南地区公民館 

 

【事業の目的】 

  自分で野菜を作る楽しさと大変さを感じることで、地区の農業への理解と地産地消を

推奨するために計画しました。また、野菜づくりを通じ自然や地域の人同士のふれあい

と交流を図ります。 

 

【事業の概要】 

  今年で４年目を迎えた野菜づくり教室では、地域の遊休地をお借りして、地元で農業

をされている方に先生をお願いし、おいしい野菜の作り方を教えていただいています。 

５月から８月までは夏野菜を作る教室、９月から春までは秋野菜を作る教室を開催して

おり、今年は番外編としてお芋づくりも行いました。 

 

【実 施 状 況】 

○５月１１日（土） 夏野菜（第１回） 

   最初に資料を使い先生の説明を聞いた後、参加者ごとに畝を区分けし、トマト・ 

キュウリ・ナスの苗を植え、敷きわらをしました。また、それぞれに支柱を立てま 

した。 

 

○６月 ８日（土） 夏野菜（第２回） 

誘引やわき芽かきの仕方をおそわりました。 

また、追肥もしました。 

 

 ○６月１６日（日） お芋づくり（第１回） 

   お芋づくりは別枠で参加者を募ったところ、 

小さなお子さんとの参加者が多く集まりました。 

今回は、さつま芋の苗を植えるだけの予定でしたが、たくさんの子どもたちが来て 

くれましたので、特別にちょうどできていたじゃがいもほりをしました。 

 

○７月２０日（土） 夏野菜（第３回）、お芋づくり（第２回） 

   先生の負担を減らすため、野菜づくり教室とお芋づくりを時間をずらして同日開催 

  にしました。野菜づくり教室では、摘心と収穫の仕方を教わり、後は各自畝の手入れ 

  を行いました。お芋づくりでは、全員で草ぬきを行いました。 

 

○８月１７日（土） 夏野菜（第４回）、お芋づくり（第３回） 

   野菜づくり教室では、ナスの更新剪定を行いました。 

お芋づくりでは、つる返しを行ないました。 

 
<苗植えの様子> 
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○ ９月 ７日（土） 秋野菜（第１回） 

   秋野菜教室として新しく参加者を募集しました。資料を使い先生の説明を聞いた後、

畝を区分けし、大根の種と白菜の苗を植えました。 

 

○１０月１３日（日） 秋野菜（第２回）、お芋づくり（第４回） 

   野菜づくり教室では、大根の土寄せを行った後、全員共同でソラマメの種を植えま 

した。お芋づくりでは、待ちに待ったお芋ほりを行いました。 

   

○１１月１０日（日） 秋野菜（第３回） 

   新たに畝を区分けし、玉ねぎの苗とサヤエンドウの 

種を植えました。 

 

 ○１２月 ７日（土） 秋野菜（第４回） 

   大根と白菜の収穫と玉ねぎの追肥作業を行いました。 

 

＜今年度の予定：２月に玉ねぎの追肥と３月にじゃがいもの植えつけを計画中です＞ 

 

【 成 果 】  

  美保南地区は長い歴史のある町区と新しい町区が混在している地区です。遊休地は古

い町区の中に借りており、参加者は若い親子などが多く、熱心な方は毎日のように畑に

通っています。参加者と畑の近くに住んでいる方たちとがあいさつ等を交わすことで、

交流が深まっています。 

  ４年目を迎え、初年度からずっと参加されている方も数名おられ、大変知識も豊富に

なり、初参加の方にアドバイス等してくれることにより教室も進めやすく、とてもいい

雰囲気で行うことができています。 

  また個人に畝を貸すことにより参加者がより責任感と興味をもち、空いたスペースに

自分で勉強しながら様々な野菜を育てています。 

 

【課題、今後の方針等】 

  自然が相手の事業ですので、今年は開催日によく雨に降られ、時間を短縮して十分な

説明ができなかったり、日にちを変更することもありました。 

参加者も毎回、ご夫婦や親子など１５組程ありますし、継続してほしいという声も多々

ありますので、今後も続けていきたいと思います。ただ、これまで初心者向けに比較的

できやすい作物を選んできましたので、新しい作物に挑戦したりマルチングを取り入れ

るなどして、本格的なこともしていきたいと思います。 

  

 
<お芋ほりの様子> 
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人権野外研修 ～渋染一揆資料館～ 

稲葉山地区公民館 

 
【事業の目的】 
稲葉山地区では、年に１、２回「人権講演会」を開催しています。今年度は講演会に加えて「野

外研修」を行い、資料館見学・学習を通じて、さらに有意義な人権啓発事業を進め、地域住民の人

権意識の向上を目的としています。 

 
【事業の概要】 
現在、「部落差別」というものは高度経済成長による人口の大移動、それに伴う都市近郊の開発・

移転などにより、少しずつ無くなってきていると言われているが、未だ日本各地で「部落差別」が

行われているのが現状です。そのため、少しでも多くの方に「部落差別」、特に身分差別について

知っていただくために、岡山県の「岡山市人権啓発センター」にて説明を受け、「渋染一揆資料館」

の見学を行いました。 

 
【実施状況】 
日 時：平成２５年１０月２２日(火) 

場 所：「岡山市人権啓発センター」・「渋染一揆資料館」 

参加者：２３名 

 

  

 

 

 

 

 

 

まず、岡山市人権啓発センターの中で職員の方から渋染一揆の詳しい概要について説明をしてい

ただきました。渋染一揆とは、１８５６(安政３)年１月から６月までの半年間、岡山(備前)藩が出

した、身分差別政策「倹約令」の中の最後の５か条「別段御触書」に対して闘った、皮多百姓一揆

のことです。この一揆の一番大きな特徴としては、一揆の中でも武器を持たずに、話し合いのみで

解決しようとした民主主義的方法がとられたという点です。 

 

                  

 

 

 

 

 

岡山市人権啓発センター 渋染一揆資料館 

職員の方の説明が分かりやすく、丁寧だったこともあり、 

参加者の方々はとても熱心にお話しを聞いておられまし 

た。また渋染一揆という名前は聞いたことがあるという方 

がほとんどでしたが、武器をもたずに行われたということ 

や、その内容については知らなかったということだったの 

で、説明を受けながら、「へぇ～」「知らなかったな～」と 

いう声が多く聞かれました。 
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資料館の外には、１９８６年に渋染一揆１３０周年を記念して建立された記念碑があり、そこに

は「禁服訴歎難訴記」の一部が刻まれています。その内容は、老父、老母や妻子、親友との最後の

別れの情景や心情が非常によく表現されています。強訴とは嘆願書を直接家老に渡し、「別段御触

書」を撤回させる直接示威行動で、強訴に行くということは、当時の法律体系では反乱であり、違

法なことなので、殺されるかもしれないという行動でした。そのため強い覚悟をもって、部落差別・

身分差別に対し、命がけで行動したということがよく分かります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【成果と課題、今後の方針等】 
 「部落差別」「身分差別」に対して民主的な手段で闘った渋染一揆から学ぶことは多く、自分た

ちの命を賭して自らの尊厳・誇りを守るために粘り強く、嘆願を重ねることで成果をあげたことに

対して参加者の皆様も感心しており、「勉強になった」「参加してよかった」と言っていただきまし

た。また、渋染一揆は最終的に厳しい取り調べなどにより数名が獄中死しており、差別によって命

を失っています。そのことについて参加者の方も思うところがあったようで当初の目的である「人

権意識の向上」につなげることができたのではと思います。 

 課題としては、参加者の方々は年齢の高い世代が多く、壮年世代や若年世代の方の参加が少なく、

もっと広く地域の皆様に参加していただけるようにする必要があると思いました。 

説明を受ける様子 

資料館内で見学する参加者 

資料館の中には様々な展示品があり、一揆の直接

の原因となった、着用を強要されたという藍染・渋

染の着物や、くり下駄などがありました。また、「屑

者重宝記」という判頭豊吉の書いた一揆の記録があ

りました。それには、几帳面に淡々と事実の経過を

記しており、一揆に至るまでの一連の流れが書いて

あります。また、落首には、理不尽な身分差別を制

度化し、自分達を屑扱いにしてきた張本人である徳

川家とそれに連なる者の実態を、諷刺を以て痛烈に

批判してあります。 
 

資料館前で熱心に話を聞く参加者 渋染一揆記念碑 
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味噌づくり講習会 

岩倉地区公民館 

 
【事業の目的】 
地域住民の交流と仲間づくり、そして講習を通して親睦を図り楽しみながら受講に  
参加することが目的です。  

 
【事業の概要】 
今回の｢わが地区のいち押し｣に取り上げた事業は、家庭でも作れる無添加で独自の  
味を生かした味噌づくりに挑戦いたしました。  
毎年好評につき今年で４回目の開催になりました。岩倉地区で伝統的な家庭の味を

継承して行くことを目的として講師には地区内にお住まいの経験豊かな方をお願

いしました。  
 
【実施状況】 

＜当日までの準備＞ 

１、大豆を水できれいに洗って２晩水につけて寝かせます。大豆が水を吸う

ので大豆が水面から浮かび上がらないように様子を見ながら水を足して

行きます。 
２、材料（１名分）：大豆→１ｋｇ、塩→５００ｇ、こうじ→２枚を参加人数

分購入しておきます。 
３、開催当日は、早朝から大豆を圧力鍋でやわらかくなるまで煮込みます。

＜当日・スタート＞ 
 
 

岩倉地区の１５名のみなさんが参加され、エプロンと三角巾をつけて 
準備万端でスタンバイ。 
今回の参加者は、はじめての方が多くとても興味深く楽しみに集まって頂

いた様子がうかがえました。 

 
 
 
 
 
＜製造の過程＞ 

 
 
 
 
 

１、圧力鍋でやわらかくした大豆をミンチ機（手動）にかけてボールに移す。

２、板状のこうじをしっかりほぐして塩と混ぜ合わせる。ここで使用する塩

は、準備した分量の3／4を投入する。 
３、ミンチ機にかけてこした大豆と、上記のほぐしたこうじをさらにしっか

りと混ぜ合わせる。 
３、保管用の容器（５ｋｇ用）は、あらかじめアルコール消毒しておく。 
４、容器には、残った 1／4 の塩を内側に敷き詰めておき、上記で混ぜ合わ
せたこうじ・大豆をこぶし大の大きさに握って容器に敷き詰める。この

ときにこうじ・大豆を手のひらで押しつぶすようになめら 
かになるまで混ぜ合わせる。 
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＜製造の様子＞ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜仕上げ＞ 

１、敷き詰めたこうじ・大豆の荒熱をしっかり冷まして（３日位ふたをあけ

ておく）から酒かす（板状）を表面に空気が入らないように敷き詰めて

容器のふたをする。 
２、風通しのよい冷暗所に保管する。（冷蔵庫には入れないこと） 
３、おおむね半年後（秋頃）には熟成された味噌に完成します。 

 
【成果と課題、今後の方針等】 

     今年度の「わが地区のいち押し」は、地域の食生活・食文化に特化したテーマで  
掲載いたしました。  
岩倉地区で開催される数々の公民館事業の中で、とりわけ参加率、注目度の高い  
テーマは「食」に関するものです。今年で３回目となった味噌づくりも恒例とな  
り、参加されたみなさんはとても熱心に製造に取り組んでおられました。    
今回開催しました「家庭でつくる無添加で我が家の味を生かした味噌づくり」   
を含め、食生活・食文化の学びを通して地域の交流とふれあいを大切にしなが  

ら周囲の方々や次世代に伝えて行くことが、地域の活気と更なる交流の機会を生み

出すものと思われます。    
従って、今後も創作的活動の機会を提供できる公民館事業を計画して行きた  

いと思います。  

 参加者お一
人 お 一 人 が
こ う じ と 塩
を 丁 寧 に 混
ぜ 合 わ せ て
いる様子 

 大豆をミン
チ 機 に か け
て し ぼ り 出
す過程  
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夏休み子ども教室 

倉田地区公民館 
 

【事業の目的】 

  地区の子どもたちが、仲間と共に楽しい夏休みを体験することにより、仲間づくり、人

権意識、物づくりなど豊かな心を育てることを目的とします。 

 

【事業の概要】 

  毎年、夏休みに入ると、地区の食生活改善推進員、読み聞かせグループの会員さんなど 
 地区の方の協力のもとに料理教室と読み聞かせと工作教室、デイキャンプ、県内に出かけ 

ての野外学習の事業を行っています。 

 

【実施状況】 

○７月３１日（水曜日）10：00～15：00 夏休み子ども教室 

 １．“クッキング” 

   

 

 

 

 

 

               

２．“人権絵本の読み聞かせ”  

 

 

 

 

 

 

 

３．“和みアート” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

食生活改善推進員の会員さんと一緒に作りました。 

絵本で人間にとって大切なものを学びました。 

「子どもたちの感性はすごいなぁ」素晴らしい作品ができました。 
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○８月８日（木曜日）9：30～16：00 デイキャンプ 

   

 

 

 

 

 

 

 ○８月２２日（木曜日）夏休み子ども野外学習 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
  子どもたちは、事業に参加することで公民館活動に関心、興味をもってもらうことがで 

きました。また、異世代の人とのふれあい、物づくりの楽しさ、自然の中で水の大切さ恐 

ろしさを体験し、自然の雄大さを満喫できました。 

 事業終了後、子どもたちから、「楽しかった」「美味しかった」「家でも作ってみたい」 

「また行ってみたい」など、喜びと感謝の声が聞かれました。指導をお手伝いしていただ 

いた方からも、「子どもたちに教えるのは大変だったが子どもたちと触れ合えて楽しかっ 

た」「元気をもらった」「また参加したい」との嬉しい声が聞かれました。 

事業を行うことで、新たに人材を見つけることができ、地域活性化のためにボランティ 

アとして活躍していただく機会となりました。 

 少子化にともない、子どもの参加が少ない、部活動で参加できないなどの声が聞かれ、 

子どもたちの参加も年々減ってきています。しかしそのなかでも、子どもたちが積極的に 

参加できる計画と環境を学校、家庭、地域の各種団体等が連携、協力して取り組みたいと 

思います。また今後も、夏休みが子どもたちにとって楽しい思い出になるように、いろい 

ろな事業を考え、地域づくり、まちづくりの拠点として公民館活動への興味・関心をもっ 

てもらいたいと思います。 

  

  
佐治町に出かけ、川遊び、バーベキュー、アストロパークと楽しさ満開でした。

 
砂の美術館        県庁食堂でランチ       わらべ館 
盛りだくさんのメニューで子どもたちは大喜びの一日でした。 
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ニューエルダ 元気塾（高齢者の体力づくり支援事業） 

面影地区公民館  

 
【事業の目的】 
 ４人に１人が６５歳以上の超高齢化社会に突き進んでいる昨今、活力ある成熟社

会の実現が、求められています。コミュニケーション能力を高めながら、自分の元

気は自分で作る元気な高齢者を増やしていくことは今後の重要な課題です。今回の

講座では、スポーツやレクリエーションを通して高齢者の方々に、元気な体づくり

への関心と意欲を高めてもらうことを目的としています。  
 
【事業の概要】 
 全４回講座  毎回の血圧測定の後、  
第一回：健康づくりのお話・レク式体力チェック   
第二回：体力を高める方法・救急救命法を知ろう   
第三回：スマートなスポーツを体験・元気をつくるしゃべり場  
第四回：レク式体力チェック・元気をつくる食のお話  

を実施しました。  
 
【実施状況】 
第一回：９月２１日（土）  
肩こり・腰痛・膝痛・頻尿など、加齢によって少しず

つ感じるカラダの変調の理由とその対処法のお話を健康

運動指導士の澤晶子さんから聞きました。  
 また、タオル・ティッシュペーパー・ストロー等身近

なものを活用したレク式体力チェックを行いました。  
 
 
 
 

第二回：１０月１２日（土）  
前回のレク式体力チェックの結果から、自分た

ちの体力を確認しました。それらを向上させるた

めの家庭で一人でもできる運動を学びました。  
また、もしもの時に役立つ基礎的な応急措置法

と心肺蘇生法、ＡＥＤの扱い方等を学習しました。 
 

 
 
 

テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー と ス ト

ロ ー を 使 っ て 肺 活 量 を 測 り

ま す 。手 軽 に 出 来 ま す が こ れ

が な か な か 大 変 で す 。  

AED の 使 用 法 学 習 中 で す 。  

と っ さ の 時 に す ば や く 使 い こ な せ る

よ う 学 習 は 何 度 で も … 。  
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第三回：１１月９日 (土 )  
体力の向上に役立ち、コミュニケーショ

ンを深めるスポーツを体験しました。今回

はバウンスボール、スポーツ吹矢、ラダ―

ゲッター、バッコ―、スラックラインを行

いました。  
また、「元気をつくるしゃべり場」として

参加した感想、これまでの運動経験、これ

からやってみたい事等を小グループに分か

れて話しました。  
 
 
第四回：１１月３０日 (土 )  
 レク式体力チェックを再度実施し、この

講座で自分がどれだけ変化しているのかを

確認しました。  
最後に「元気をつくる食のお話」を管理栄

養士の林幸子さんにお願いしました。食生

活セルフチェックの仕方、一日に何をどれ

だけ食べたらいいのかを図にした食事バラ

ンスガイド等のお話を聞きました。  
 
 
 
 
【成果と課題、今後の方針等】 
 各回の講座で平均約３０人の方々に参加していただきました。参加者の方の中で、

毎日続けて体操をしていたという方は少なかったです。しかし、初回の体力チェッ

クより数字が上向いたという方も多くいました。前回より良い数字が出るたびに歓

声が上がり、みんなで喜び合いました。体力の向上とコミュニケーション能力の向

上に貢献できたと考えます。 

また、自分たちの日々の暮らしを振り返るいい機会になったという感想もいただ

きました。元気な体づくりへの関心と意欲を高めることにも貢献できたと考えます。 

 この講座は文部科学省の委託事業のため、来年度の継続がなかなかむずかしいで

す。しかし、鳥取市レクリエーション協会の方々にご協力をいただきながら、出来

る事から継続を考えていきたいと考えています。 

 

お な じ み の バ ウ ン ス ボ ー ル 。経 験 者 も あ り 、

親 し み や す い ス ポ ー ツ な の で み な さ ん 和 気

あ い あ い で 楽 し そ う で す 。  

毎 日 の 食 事 に 少 し 気 を つ け る だ け で 健 康 維

持 に つ な が り ま す 。 毎 日 続 け る こ と が 大

切 ！ （ ど ん な こ と も ？ ）  
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澄んだ水 霧井の名水 

津ノ井のなぞにせまれ！  

津ノ井地区公民館 

 

【事業の目的】 

地域の史跡や歴史を調べる事業。自分の住む集落がどういった歩みをしてきたのだろう

かということを講師の説明や地域の人の話などを通し、地域の人と交流していくことで郷

土への愛着を育んでいくことを目的として計画しました。 

 

【事業の概要】 

津ノ井地区は自然に恵まれた地域です。 

地域に残る自然や歴史的な遺産なども数多くあります。この津ノ井地域の良さをいかに

子供たちに伝えていくかを課題に青少年育成協議会などと協議しながら進めました。小学

校・中学校にチラシの配布をお願いし、地域の方と連携を取り開催しました。津ノ井たん

けんマップを作成し、スタンプラリーを取り入れたことで、地域の遺産と地域のよさをよ

り楽しく学ぶことが出来ました。 

 

【実施状況】 

日 時 １０月１２日(土) １３：００～１６：００ 

場 所 津ノ井地区（杉崎～広岡～紙子谷） 

参加者 子ども１８名 

（津ノ井小学校１８名） 

   大人１２名 

（地区民、津ノ井小保護者、公民館職員） 

 講 師 田中精夫氏（元津ノ井小学校校長） 

 

１．霧井の井戸と防空壕（杉崎）   

現在は使われていないけれど、澄み切って、まんまん

と水をたたえている井戸はたいそう美しく、皆思わず

覗き込んでしまいました。さっそく井戸の水温を計っ

たり、いなばの国に霧井の名水があったといわれたそ

の井戸の水を味わったりしました。また、近くに防空

壕があり、その中に何人の人が入れるかなど広さを確

かめたりもしました。驚いたことに防空壕の奥に、こ

うもりが数羽休んでおり、突然の訪問者にこうもりが驚

いて出てきて、近くの枯草の上に羽を休ませていました。そのこうもりを捕まえた子ども

が手をかまれてしまうハプニングもありました。 

防空壕 
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福田家住宅 

坊ヶ塚古墳の中 

２．坊ヶ塚古墳（広岡） 

古墳は周りを水田や畑に囲まれた丘陵地に残っ

ています。今から４,０００年前につくられた豪

族の墓で横穴式石室には壁に弓を引く人物が描

かれているのがよくわかります。中に入って見

学しましたが思ったより奥が広くたくさんの人

が入れました。そのため、皆の体温で汗をかく

ほどでした。地域の方が近くの山で、あけびを

みつけ子供たちに「食べてみんさい」と渡して

も、気持ち悪いと、ただ持っているだけで食べよう

とはしませんでしたが、大人がおいしそうに食べる

のを見て子供たちも食べ始めました。少し口にふくんでみると想像以上に甘くておいしい

のでびっくりしていました。大人にとってのなつかしい味は、しばし、子どもの頃の思い

出で盛り上がり楽しいひと時となりました。 

 

３．福田家住宅（紙子谷） 

福田家は国指定重要文化財で今年屋根の葺き

替えが行われ新しい茅葺の屋根になったばか

りです。普段は入ることの出来ない民家の中

に入ることが出来ました。裏に出てみると、

座敷庭を取り囲むように蔵が設けられていて

蔵の入口一つ一つには、ねずみよけの板が斜

めに置いてありました。 

土蔵には一部色鮮やかな浮彫の模様が施

してあり、歴史の重さを感じるひと時でした。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

数年ぶりの開催でしたが、当地区も新しく移り住んだ家族、児童も多くあり、地域のい

ろいろなことを知ることができたり、野外でなくては体験できないことも多くあり大変有

意義でした。子どもたちも行事やクラブ活動などで忙しく日程調整に苦労しました。今後

は、当地区を三回位にわけて探検していきたいと思います。 

これからも、津ノ井の文化や自然、地域住民とのふれあい等、事業を通してふるさとの

よさを伝える事が出来るようもっと充実を図っていきたいと思います。 
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畑 ク ラ ブ 

若葉台地区公民館 

 

【事業の目的】  

 この事業は、地域住民と協力して、若葉台のこども達に土いじりや野菜づくりを通して、ものを
育てることを体験し、そしておいしく食べる大切さを学んでもらうことを目的に実施しています。 

 

【事業の概要】  
  平成 18 年に、初めて公民館横の空き地に畑づくりを思いつき、土の調達から畑作りが始まり、
今年で 8年目になります。毎年必ず植えるのは、さつま芋と落花生です。収穫を体験した時のこど

も達の笑顔が見たくて毎年畑づくりに取り組んでいます。 

（１）地域住民に畑の準備（土づくり） 

 （２）子ども達とさつま芋の苗植えと落花生の種植え 

（３）環境大学生と草とり 

（４）収穫の喜びを体験…わかばキッズ、どんぐり児童クラブ 

 （５）ボランテイア活動…老人施設に出向いて、芋の苗植えと落花生の種まき、草取り 

 

【実施状況】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※わかばキッズ…未就園児の子育てサークル 

(1) 5 月 9 日（木） 養護老人ホームなごみ苑 
「さつま芋の苗植えと落花生の種まき」 

(2) 5 月 25 日（土）さつま芋の苗植え 
公民館の畑 環境大学生 6名、地域の方、公民館 

(3) 6 月 24 日（月）なごみ苑草取り 
地域の方、公民館 

(4) 10 月 17 日（木） さつま芋の収穫   わかばキッズ 
(5) 10 月 29 日（火）老人施設「なごみ苑」で 
さつま芋収穫・落花生収穫  地域の方、公民館 

(6) 11 月 21 日（木）落花生の収穫  わかばキッズ 
(7) 12 月 6 日（木）さつま芋で鬼まんじゅう わかばキッズ 

環境大学生とさつま芋の苗植え 落花生の種まき 落花生の収穫① 

とれたどー! 
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収穫したものを… 

◎ さつま芋…地区の文化祭にさつま芋のてんぷら 

       鬼まんじゅう・芋大福・芋ようかん・大学いも・いもかりんとう 

◎ 落花生…掘りたてを塩ゆでしていただくのが一番 

◎ ピーナッツ豆腐…今年初挑戦 

  ◎ その他…たまねぎ、じゃがいも、キャベツ、きゅうり 

 

収穫できたものは、わかばキッズ（未就園児）・学童児童クラブ・小学生・地域の皆さんに

機会あるごとに、手づくりのお菓子などで提供しています。 

 

【成果と課題、今後の方針】  
    こどもたちに土いじりを体験する機会を与えて、収穫の喜びを味わい、自家製の材料でおや

つ作りができたことは成果がありました。 

今は、収穫の喜びと食べる楽しみが最優先で、植物が育つ過程を体験できるプログラムをど

のように組み立てていくかが課題です。   

体験活動を通し、様々なことに興味、関心をもってもらい心豊かな子どもに育てたい思いが

ありますかが、親の世代も経験不足、未体験なのでこどもと一緒に感動を与えたいです。 

   先ず、親にもいろいろ体験してもらうことから始める必要があります。 

 

（１）収穫時には人が集まるが、途中の作業（水やり・草取り）の参加の声かけが困難 

（２）親子で植物の成長を見届け、収穫体験に繋げていきたい 

 （３）収穫した食材でつくる親子のお菓子教室の開催 

手作りのおやつを子どもたちの手で、作る楽しさや、おいしく食べる楽しさを体験して

ほしいです。    

  （４）地域の方を対象に野菜づくり教室の開催 

 

 

落花生の収穫② 
芋大福 

さつま芋の収穫 

ピーナッツ豆腐 

ピーナッツドーナッツ 

 ～収穫した食材で作ったお菓子～  
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我が地区の元気人に学ぶ 

米里地区公民館 

 

【事業の目的】 

我が地区で活躍されている元気人、または、我が地区に縁のある元気人を講師に迎え、

その活躍を知り、学び、パワーをもらうことで地域住民が絆を深め、地域の活性化につな

がることを目的としました。 

 

【事業の概要】 

薬膳カレーが人気メニューのカフェのオーナーに「薬膳カレー作り」を、地域の宝であ

る米里かるたの絵札の制作者に「切り絵体験」を、そして梨の木の枝・花を使って草木染

めを手がけておられる方に「草木染め」を教えていただきました。 

 

【実施状況】 

○「薬膳カレー作り」 

 日 時 ６月１８日（火）１０：００～１３：００ 

 場 所 米里地区公民館 調理室 

 参加者 １５人 

 暑い夏に向かい、健康を意識してお家でで

きる薬膳カレーを教わりました。最初に薬膳

カレーの効能、作る手順をお話いただき調理

にかかりました。玉ねぎをあめ色になるまで

炒め、家庭でもできるようにと市販のルーを

使いましたが、たくさんのハーブやスパイス

を入れてとても美味しいカレーができました。

なにより大切なのは、玉ねぎがあめ色になる 

まで炒めること、愛情を込めて作ることと教 

えていただきました。 

 

○ 「切り絵体験」 

日 時 ７月５日（金）１３：３０～１５：３０ 

場 所 米里地区公民館 

参加者 １０人 

絵を切り抜いて完成させる独特の手法の絵画を体験しようと計画しました。最初にデザ

インカッターの使い方を練習し、つぎに講師の方が用意された４枚の絵（芙蓉の花、朝顔、

玉ねぎは、よーく炒めてね



‐42‐ 

 

西瓜、茄子）の中から自分の好きなものを選び、切る部分と残す部分を確認しました。そ

して、丁寧に切り最後に額に入れて完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「草木染め教室」 

日 時 ９月９日（月）１３：３０～１５：３０ 

場 所 米里地区公民館 

参加者 １３人 

 最初に講師の方から、米里で梨の木の枝を

使った草木染めを始めた経緯や米里の特産品

にしようと努力されているお話を聞きました。 

そして、秋のファッションにとストールを

染める作業に取り掛かりました。ストールは、

絞り模様やグラデーションに染める事ができ、

紐やネットを使い模様をつけました。色は、

ベージュとグレーを選ぶことができ、染め上 

がりの濃さを考えながら染液と媒染液に浸け 

て染めました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  事業の講師が、地域の方、また地域に縁のある方ということでより一層親しみがわき、

アットホームな雰囲気の事業でした。また、地域の方の活躍を知り、学ぶ事で我が地区の

良さを再認識できたのではないかと思います。 

 ただ、チラシと公民館だよりで広報し参加募集しましたが、参加申込みが少なく、公民

館に来られた方を誘って参加者を集めるのが現状です。 

 一人でも多くの方に参加していただけるよう、参加しやすい曜日・時間を考えながら、

魅力ある公民館事業を計画したいと思います。 

集中して切り絵に挑戦 完成した切り絵 

染め上がったらお日様で乾燥 
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人権問題を学習して実践へ 

神戸地区公民館 

 

【事業の目的】 

人権学習をすることで人と人のつながりの大切さを改めて意識し、学習を実践へとつな

ぐことを目的とします。 

 

【事業の概要】 

最初は現地研修、次に疑似体験研修と体感できる事業を計画しました。さらに講演会を

開催し、人権学習の持つ意味を参加者一人一人が再認識することが明るい地域づくりへの

一歩となることを願って事業を進めました。 

                        

【実施状況】 

 現地研修 

日 時 ６月４日(火) ７：３０～１７：００    

場 所 岡山市人権啓発センター 

参加者 大人１９名 

  講 演「渋染一揆に学ぶ」 真玉 徹 氏 

      渋染一揆のあらまし 

（時代背景・一揆の原因・嘆願運動から強訴 

までの経緯・結果） 

渋染一揆の特徴から今の私たちが学ぶ。 

  資料館 当時の文献や資料について説明を聞く。 

臨場感あふれる話を聞き、封建制度の時代の中、武器を使わずに人間の尊厳を守り

抜いた当時の人々の熱意と団結力に本当に驚きました。「いじめも差別も根は一つ。な

くそうとしなければなくならない」との講師の言葉が心に残りました。 

 

高齢者疑似体験研修 

 日 時 １１月１４日（木） １０：００～１１：４５ 

 場 所 神戸地区公民館              

 参加者 大人１０名 

 講 師 鳥取県社会福祉協議会 インストラクター  

 内 容 耳栓や特殊眼鏡、手足の重りなどを装着して 

「読む、書く、歩く」など日常の動作をし、７５～８０歳位になった時の身

体的機能の低下や心理的変化を疑似体験しました。耳が聞こえにくい・目が

見えにくいことによって孤立感や不安が増すことを実感しました。家族はも

渋染一揆資料館にて  

書きにくいなあ・・
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ちろん、地域の中でも「相手の立場になって考えることができ、何でも相談

できる関係づくり」が大切だと感じました。 

 

 人権講演会 

  日 時 １２月３日（火） １９：００～２０：３０ 

 場 所 神戸地区公民館 

  参加者 大人２５名 

  講 演 「人権の輪・仲間の環」 山田 晋 氏 

人権問題について学習を重ね実践を行う意義に 

ついて気づくことができました。多くの人権問 

題の中でも違いを認めて共に生きていくのが共 

生ですが、差を認めてはならないのが同和問題と聞きました。また、講師の

豊富な海外体験話から、「自己主張する人を受け入れながら、新しい仲間づ

くり」を目指すことがこれからの社会に必要なことだと感じました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  3 回の事業実施後、「参加して良かった」との感想を多く聞きましたが、特に講演会前 

の声かけが足りず「もったいなかった。次回はもっと多くの参加が得られるようみんな

でＰＲに力をいれよう」との声は励みになりました。 

今後、地域の方々が「人権学習 = 難しい」と感じられないよう、実体験につながる

ような研修を進めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演にうなずく  
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大きく和やかな地域の仲間づくり事業 

大和地区公民館 
 
【事業の目的】 
 地域住民の皆さんに体験形の生涯学習の機会を設けることにより、豊かな生活や良い人間関係を
つくる為のきっかけを提供できるよう、心がけています。 
 
【事業の概要】 
 地域の仲間づくり事業の中で、植物を使ったものづくり体験(寄せ植え教室)や、スポーツを通じ
て地域住民の皆さんがふれあう機会となる「館長杯グラウンドゴルフ大会」は、大和地区公民館事

業の中でも、毎年好評で実施しています。 
 
【実施状況】 
 ○初夏の寄せ植え教室 
日にち：６月２０日(木)  
場所：大和地区公民館 参加者：１７名  
講師：フラワー工房HaRu 代表 米澤陽子さん 

 ６月初旬～中頃に毎年実施しています。今年度はハーブを 
使った寄せ植えに挑戦しました。今回は寄せ植えをする前に、 
講師さんが用意してくださった数種類のハーブを使ったお茶 
をいただきながら、ハーブの食用法講座を受講した後、皆さ 
んがそれぞれ好きな種類のハーブを選んで寄せ植えをしまし 
た。 
ハーブの種類によっては、ほっておくと増えすぎたりして 

手入れがとても大変になってしまう欠点や、正しい手入れを 
すれば長期にわたって食用として使うことのできる利点等を 
学び、参加者の皆さんはとても充実した時間を過ごすことが 
できました。そして参加者の方々から、例年に増して好評の 
お声をたくさんいただくことができました。 
 
  
○館長杯グラウンドゴルフ大会 
日にち：１１月２０日(水)  

  場所：河原総合運動場内グラウンドゴルフ場 
  参加者：４０名 
 地区内で日頃からグラウンドゴルフを楽しんでおられるたくさんの方々に参加していただいて

いる恒例事業です。ここ数年、大和地区住民の方でグラウンドゴルフを始められた人は増えていま

す。その傾向もあり、今年度の大会は過去最多の参加人数となり、非常に賑わいました。 
  

“さっきのお茶の素はこれでしょ？”

バランスや見栄えを調節中 
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皆さんがとても真剣なまなざしの中、和気あいあいとプレイ 
されていました。ホールインワンが出た時の驚きの大きな歓声 
も多く出ましたが、時折思ったようにボールがいかないことも 
あり、残念な声も上がる中、同じ組の方同士で健闘を讃える光 
景もあり、とても和やかな交流の場となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【成果と課題、今後の方針等】 
 地域の仲間づくり事業における、上記に挙げた二点の恒例事業の参加状況は、増加傾向あるいは

定員いっぱいとなり、好評のお声もたくさんいただいている点から、引き続き実施する必要性を感

じます。課題点は実施する時期です。大和地区は農耕地が大半をしめており、農作業が忙しく、参

加したくてもできなかった等のお声もたくさんありました。また、他団体の行事と重なってしまい、

事業参加者がとても少なかったことも以前あったため、公民館職員と団体関係者との情報交換を徹

底し、今後の事業計画を立てていくことの必要性を実感しています。 
 

“よし、いいコースだ！” 

 “止まれよ～！” 

最後に皆さんで記念撮影♪ 
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仲間づくり みんなの和と輪 

美穂地区公民館 

 
【事業の目的】 

少子高齢化が進むなか、人間関係が希薄になっている今、地域で暮らす人たちが集い・

交流することで、つながりの大切さを確認しつつ、ふれあうことの楽しさや、仲間づくり

の輪を広げることにより、地域の活性化を図ることを目的とします。 

 

【事業の概要】 

(１) 地産地消手作りおもてなし料理 

(２) 夏バテ予防の夏野菜を使った料理教室 

(３) 手芸教室 畳のへりで作るバッグ  

(４) 現地研修 湖山池公園・砂の美術館・鹿野の旅 

(５) 視察研修 荒金鉱山・雨滝・殿ダム見学会 

 

【実施状況】 

○５月１日（水）  地産地消手作りおもてなし料理 

於；美穂地区公民館  参加者；３４名 

 地元の山で採った、たけのこ・わらび・ふきなどの山菜を、地域の方に指導していただ

きながら料理しました。交流しているまち(明徳)の方をお招きし、出来上がった田舎料理

を楽しみながら、まち(明徳)とむら(美穂)の交流を深めました。         

   

○７月６日（土）  夏バテ予防の夏野菜を使った料理教室 

   於；美穂地区公民館  参加者；１６名 

 焼き茄子煮びたしのおくらととろかけ 

 あじのポテトサラダづつみ トマトソース 

 豚ミンチと生姜の炊き込みご飯 

 トマトとベーコンの生姜スープ 

 ジンジャーバナナケーキ 

 

○１０月９日（水） 畳のへりで作るバッグ (手芸教室) 

   於；美穂地区公民館  参加者；１５名 

講師の指導のもと、軽くて丈夫な生地で、今話題の畳の 

へりを使い、オリジナルのバッグを作りました。 

「ちょっと難しかったけど、みんなでこれを持って出かけ 

たいね」と言う声が上がるほど、素敵なバッグができました。 【畳のへりは縫いやすいね】 

【見てみて！この手さばき】 
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○１０月２２日（火） 湖山池公園・砂の美術館・鹿野の旅 (現地研修) 

     参加者；３１名  

  公民館   砂の美術館   湖山池公園(主会場)   鹿野まちなみ散策   

公民館 

  山陰海岸ジオパークエリアの砂の美術館を視察し、次に湖山池公園で開催されていた

第３０回全国都市緑化とっとりフェアーに行き、鳥取の自然の魅力を再発見しました。

そして鹿野のまちを「ぷらっとしかのガイドの会」の方に案内していただきながら散策

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

○１１月１２日（火）  荒金鉱山・雨滝・殿ダム見学会 (視察研修) 

  参加者；２２名 

    公民館   荒金鉱山   雨滝   殿ダム見学   公民館 

  岩美町荒金鉱山を訪ね、採掘が盛んだった銅山が、鳥取大震災により鉱泥の沈殿池が

崩壊し、日本人と朝鮮人労働者が犠牲になった様子などを研修しました。またジオパー

クエリアの雨滝・殿ダムを見学しました。雨滝では壮大な水辺の景観と自然環境の魅力

を満喫し、殿ダムでは、私達の暮らしに必要な水について学習し、殿ダムの必要性を理

解しました。 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

今まで関わりのなかった人たちが、事業を通して知り合い、交流を深めることにより、

仲間づくりができ輪が広がりました。 

今後は美穂地区の自然環境・農村地域の特性を生かした継続的な事業を計画し、明るい

活力のある心豊かな地域づくりの一助となればと考えています。それには企画・準備・広

報に積極的に取り組んでいただける、地域の協力者の育成が必要と思われます。 

【殿ダムにて学習中】 【雨滝すごいしぶきだね！】【初めて見る銅山の中、

少し寒いね】

【砂像、細かい所まですごいね！】 【え～、鹿野のまちは・・・】
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俳 句 で あ そ ぼ う  ～ 秋をつかまえる ～ 

東郷地区公民館 

 

【事業の目的】  

公民館で学習している俳句のグループの会員が「地区で学習したことを地区にお返

ししよう」ということで、東郷小学校の子ども達に俳句作りを通して、自分の心をみ

つめる大切さ、自然の素晴らしさに気付くきっかけづくりになればとこの事業を計画

しました。 

  

【事業の概要】 

   公民館活動「地域の仲間づくり事業」で学んでいる俳句の仲間が講師とともに地区

内の東郷小学校にゲストティーチャ―として出向き、 

小学生と俳句教室を楽しみました。 

 

【実施状況】 

日 時 ９月１９日（木） １０：００～１２：１０ 

場 所 東郷小学校 

参加者 小学生 ３１名 

    大 人 ２１名（俳句サークル 小学校教職員） 

 当日の流れ 

時間 内容 

10:10 

10:20 

 

10:45 

 

11:20 

12:10 

俳句サークルの方の自己紹介 

授業開始 

「秋をつかまえる」…秋をみつけに校庭に出る 

俳句作り…投句用紙に書く 

     投句用紙を貼り出す 

俳句の授業と表彰式 

終了 

 

 最初の約束は「お友達と一緒に行動しないで、これだと思うものをみつけたら、じっと

みつめて俳句を作りましょう」と言うことになりました。澄みきった青空の下、虫カゴと

虫取り網を持って、刈られたばかりの稲田と隣り合う校庭でそれぞれが秋を探しました。

虫を追いかける子、秋の草花を虫籠に挿す子、空をじっと見上げる子、それぞれが最初の

約束通り一人で行動することが出来ました。 

俳句サークルの皆様です！
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教室に帰ってからは俳句作りです。鮮やかな発想で自然を詠んだいきいきとした俳句が

教室に貼られていきました。表彰式では、「俳句の会主宰賞」「小学校長賞」「公民館長

賞」「東郷っ子賞（お友達同士が選んだ俳句）」「ゲストティーチャ―賞」などが発表さ

れました。主宰の先生や、俳句サークルの方々からは子ども達の俳句についての感想や、

ここに季語をいれたらすばらしい俳句になりますなどの助言がありました。 

    
 

【成果と課題】 

繋がっているようで繋がっていない気がする現代の子ども達に、自分の心を見つめる大

切さ、自分の思いを大切にすることで、友達の思いを大切に出来るということを俳句を通

して知ってほしいとこの授業を計画しました。東郷小学校の先生方もお忙しい中、積極的

にこの試みに賛同し、ご協力頂くことが出来ました。小学校でも以前から子ども達が俳句

に親しんでいたことを初めて知りました。この事業を通して、地区と小学校がひとつにな

った気がしています。 

来年は親子で俳句を楽しむ会を開こうということになりました。 

公民館では様々なサークル活動が行われていますが、自分たちの満足感で終わってしま

うことが多のではないでしょうか。今回はサークルからの発案でこの活動につなげること

ができ充実した時間を過ごすことが出来たように思います。自分たちが習ったことを地区

に返すというということはなかなか実行しにくいものです。しかし、こうした活動をする

ことによって、公民館活動が地区とつながることが出来ると感じました。 

今後ともこの経験を生かし、様々な団体、サークルの方々の習われたものや経験を地区

や子ども達に返す機会をつくることも公民館の役割りのひとつではないかと考えています。 

                            

 
                            

 
秋を探しています！ 
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山陰海岸ジオパークツアー 
大正地区公民館 

 
【事業の目的】  
 平成２０年に山陰海岸が日本ジオパークの認定を受け、同２２年１０月に世界ジオ

パークに認定されました。山陰海岸とりわけ鳥取砂丘や山陰松島とよばれる浦富海岸

をはじめとした山陰海岸国立公園は、鳥取市民であれば観光地として馴染みのある場

所であります。しかし、多くの者にとって、その地は絶景による観光地としての対象

から域を出るものでなかったと思います。  
ジオパーク認定を機に、現地を実際に観察し、貴重な自然遺産としての意義を理解

することで、今後当該ジオエリア内に生活する者として心がけるべき事項、取り組む

べき事項などを広く住民に知ってもらうため、特色ある公民館活動事業として実施し

ています。  
 

【事業の概要】 
山陰海岸がジオパークに認定されたのを受け、ジオパークツアーを企画したもので、

地区の人材活用と併せて平成２２年度にはじめて行ったものです。 

ジオパークは、山陰海岸国立公園を中心として、東は京丹後市の経ヶ岬から西は鳥

取市の白兎海岸に至る東西約 110km、南北約 30km のエリアで、内陸深く雨滝や扇ノ山

なども含まれる広範なエリアであるため、２２年度には浦富海岸・浜坂エリアを、２

３年度に香住海岸エリア、２５年度には内陸部の神鍋エリアと継続してツアーを実施

しています。 

また、現地解説には講師として環境省自然環境指導員で世界ジオパークへの認定に

も尽力された当地区在住の依藤英徳氏の協力をいただいています。 

 
【実施状況】 

○浦富海岸・浜坂ジオエリアツアー 

  期 日 平成２２年１０月１３日（水 ) 
  場 所 浦富海岸（千貫松島）・菜種五島・山陰海岸学習館・穴見海岸  

・但馬海岸遊覧船（乗船）・山陰海岸ジオパーク館など  
   車中では、講師から予備知識として、４６億年前の地球の誕生から現代までの

地質年表について並びに浦富海岸は花崗岩で年代は古く、浜坂・香住海岸は玄武

岩で新しく、地質が異なっていること、そして様々な海食地形として海食窪（ノ  
    ッチ）、海食洞門、離れ岩などと、それらが形成され

る過程等について説明を受けました。  
                説明を受けた内容は、往・復路の途中そして船上

で実際に目にし、また、学習館等でも日本列島の誕

生など詳細な説明を受けて、さらに理解を深めるこ

とができました。  
    菜 種 五 島 （離 れ岩 ） 
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○香住海岸ジオエリアツアー 

  期 日 平成２３年４月１７日（日）  
  場 所 香美町香住、海の文化館  
   船上から、多くの価値ある地質景観が見られ  
  るのを期待していましたが、波が高く、湾内し  
  か航行できず残念でしたが、今子浦のカエル岩  

などが見られたのは幸いでした。  
   海の文化館では、世界の魚・甲殻類の剥製及  

び北前舟に関する資料を見学しました。  
 
○神鍋ジオエリアツアー 

  期 日 平成２５年１１月９日（土）  
  場 所 神鍋火山及び神鍋溶岩流  
   神鍋火山は中国・近畿地方で一番新しい単性火山で、  

標高は４７０ｍと比較的低く、頂上部には現在もまだ  
周囲７５０m、深さ５０ｍの噴火口がきれいに残って  
いて、容易に歩いて周回できます。  

   山の周辺では、至る所で赤褐色をした軽石状の穴の多い岩石（スコリア）を目

にします。スコリアは、噴火の際に飛び散ったマグマが冷えて固まったもので、  
     穴が多いのはマグマからガスが発泡したためです。

火口から飛び出したスコリアが周りに降り積もり

同火山をつくりました。  
                 また、神鍋火山は溶岩を多く噴出し、稲葉（い

なんば）川に沿って流れ出した溶岩の流れと川の

浸食が幾多の滝、淵、おう穴などのすばらしい景

観をつくりだしています。  
 
【成果と課題、今後の方針等】 
  山陰海岸は、約 2,000 万年前にさかのぼる日本列島がアジア大陸の一部であった
時代から今日に至るまでの経過が岩石などにより確認できるもので、日本海・日本

列島誕生以降の多種多様な地質、地形など地質遺産として貴重な価値を有している

ことを知りました。  
  地球の４６億年の歴史のうち人類の歴史はほんの一瞬の間で、現代に生きる我々

が、地球活動の足跡を肌で感じることができる当ジオサイトを大切に保存するとと

もに、教育、観光、産業などに活用することにより地域社会の活性化を目指すとい

うジオパークの意義を地域住民に十分に理解してもらえるための活動を進めていき

たいと考えています。  
 
 
 

カエル岩  

二 段 滝  

神 鍋 火 山  
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仲 間 づ く り 事 業 

豊実地区公民館 
 
【事業の目的】 

 鳥取の特産物である、ラッキョウの上手な漬け方を学ぶとともに、地域住民同士のふれ

合いを深める。 

オンリーワンの味つけを探求する。（個々のお好みの味付けをする。） 
 
【事業の概要】 

 福部町より、講師をお願いして、ラッキョウの本漬けを行った。畑から掘ったままのラ
ッキョウを使い、ラッキョウ切りから始めた。根と茎を切ったラッキョウを洗い、きれい

に水洗いし、薄皮を取り、約２週間塩水に漬ける。冷暗所に置き、途中、上下を混ぜる。 
２週間後、流水にさらし、少し塩分が残るくらいに 

塩ぬきをする。（２４時間以上） 

ザルに入れ、しっかり水切りをする。鍋にお湯を沸かし、 
沸騰したらラッキョウをザルごといれ１０秒間浸す。 

ザルをあげ、一気に湯切りをして冷ます。煮沸殺菌した 

容器にラッキョウ酢をラッキョウがよく浸るまでいれる。 
冷蔵庫もしくは、冷暗所で保存する。 

 

【実施状況】 開催場所：豊実地区公民館（調理室） 

○第１回目  ６月４日（火） 

【ラッキョウ切りと塩漬け】 

ラッキョウ１㎏に対し水７００ｍｌに塩１５０ｇをよくとかしラッキョウを２週間漬ける。 

   

   
 

～ 冷暗所に置き、途中、上下を混ぜる。 ～ 
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～ ２週間後、流水にさらし、少し塩分が残るくらいに塩ぬきをする。（約３日間） ～ 

（夜間はできなかった為、３日がかりで行った。 １８・１９・２０日 ）  

 

○第２回目  ６月２１日（金） 

【ラッキョウ漬け】 

１㎏漬け容器  ラッキョウ酢（酸度３％） ラッキョウが隠れるくらい 

  ラッキョウ８００ｇ 氷砂糖 ２０ｇ     鷹の爪  一爪の半分程度 

 

         

     

 

【成果と課題、今後の方針等】 

（成果） 

ラッキョウを漬ける前に熱湯に浸す～殺菌と漬けたあとのシャキシャキ感をよくする。 

使用する容器もフタも熱湯で殺菌する～雑菌が繁殖し漬けた液が濁らないようにする。 

純度の高い氷砂糖を使用する～漬けたラッキョウが茶色くならないようにする。 

使用する酢は酸度が３％のものが良い。 

 

（課題） 

 初めてだったので、塩漬け中に時々行うラッキョウの混ぜ合わせ作業の当番と塩抜き作

業の当番を決めていなかった。今後は当番を決めておく。 

 今回味付けは、みんな同じにしたので次回から、ラッキョウの容器詰めは各自で行い、 

自分が好む味に仕上げるようにする。（自分の味が出せるには３年はかかる。） 
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ちびっ子ファーマー大作戦 

明治地区公民館 

 

【事業の目的】 

地域の主な産業である農業、特に稲作りを体験し、またできた米を使って餅をつき、

食することによって、日本人の食を支える農業の大切さを知るとともに、そこに住む人

との交流をとおして、わが郷土を愛する心を育てることを目的としています。 

 

【事業の概要】 

 特色ある公民館活動として子どもたちが田植え、稲刈り、餅つきの農業体験をしてい

ます。この事業の実施に当たっては、地域の方々と協力・参加していただきながら進め

ています。大自然に恵まれた明治の郷の特色を生かし、自然と人とのつながり・思いや

りの心・感謝の気持ちを育て、地域住民と子どもたちとの横のつながり・世代間交流を

図り実施しました。 

 

【実施状況】 

《田植え》 

日 時 ５月１６日(木) ９：３０～１１：３０ 

場 所 鳥取市松上 明治小学校の近くの田んぼ 

参加者 子ども３９名と大人１９名 

（明治小学校４・５・６年生、遷喬小学校    

５年生）と（老人クラブ） 

  

「ひゃ～きもちいぃ！」水を張った田んぼに足を踏み入れ大はしゃぎ。明治小学校の

近くの田んぼに小学生（明治小学校と遷喬小学校児童）３９名と、老人クラブの方１９

名が一列に並んで田植えを行いました。「２、３本つまんで植えるだで」。子どもたちは

老人クラブの方に教わりながら、こわごわ、ゆっくり、そしておもしろく植えていきま

した。約１時間半、４アールの田んぼは一面緑の田んぼに変わっていきました。 

 

《稲刈り》 

日 時 ９月１１日(水) ９：３０～１１：３０ 

参加者 子ども４１名と大人２０名 

（明治小学校４・５・６年生、遷喬小学校５年生）と（老人クラブ）  

 

一面黄金色の田んぼが秋風に揺れています。「春に皆さんが植えた稲は、今この前に

頭を下げ重く実っています。さあ稲刈りをしましょう。」子どもたちは、鎌を手に持ち

苗が浮いちゃうよぉ～
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ザクザクと刈っていきます。「こうやって結ぶだが！」 

「なかなかうまくできません」それでも最後には 

何とか束ができました。刈った稲は「いなき」に 

かけていきます。長い長い１本のいなきが目の前に 

できました。 

 

 

 《餅つき》 

日 時 １１月４日（月） ９：３０～１２：００   

場 所 明治地区公民館 駐車場 

参加者 女性会 子ども 老人クラブ等地域の人 

今日は皆で採ったもち米を使って、

おじいちゃん、おばあちゃん、若い衆

と子どもたち、地域挙げての餅つきで

す。前日には、女性会がもち米を浸し

準備をしていました。火炊き、つき手、

こね手、もみ手、パック詰め等を各種

団体が分担して行いました。 

                       つきあがった餅は、文化農業祭参加者

に猪鍋や豚汁と合わせて無料で配布。

郷づくり協議会で購入した新しいテ

ントの下で、皆でいただきました。 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 田植え、稲刈り、餅つきとつながったちびっ子ファーマー事業は、明治の特色を生かした子ども

と大人のふれあい事業となりました。加えて、明治地区のつながりの輪が大きくなりました。 

事業を推進するに当たり、公民館がすべて行うのではなく、計画の段階から各種団体に協力

をいただいたことが、よりよいものを主体的に作っていただくことにつながりました。 

課題としては、小学校の近くに田んぼを確保し、管理をしていただく人を探すことです。 

「また来年もやりたい」参加した子どもたちの感想です。学校や各種団体と連携・協力し、今後

も事業を推進していきたいと考えています。 

 

もうつけたかなぁ？

くくるのがごっついむずか

しい！
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野外学習・大山乳業工場見学 

松保地区公民館 

 

【事業の目的】 

  大山乳業は、鳥取県内の酪農家が生産した生乳を処理し製品化して販売する、という

一貫した生産・処理活動を行っています。私たちにも馴染みのある製品のできる過程を

工場で見学することにより、地産地消についての理解を深めることを目的としています。

また、江戸時代から受け継がれてきた琴浦町光地区の建築様式「鏝絵」を見学し地域の

伝統文化を学びます。 

 

【事業の概要】 

  まず最初に、琴浦町光地区で鏝絵と呼ばれる伝統様式を見学しました。次に、東伯町

にある大山乳業農業協同組合で、牛乳をはじめヨーグルトなどの乳製品の出来上がる工

程を見学しました。最後に、緑化フェアのサテライト会場になっている湯梨浜町のあや

め池公園に立ち寄り、シェードガーデンを散策しました。これまで知らなかったことも

多く、改めて地元鳥取の良さを実感した野外学習でした。 

 

【実施状況】 

≪鏝絵見学・大山乳業工場見学・        

あやめ池公園散策≫（２４名参加） 

日 時：平成２５年１０月３０日（水） 

○『鏝絵見学』 

時 間：１０：３０～１１：３０ 

場 所：琴浦町光地区 

講 師：琴浦町観光ガイドの会 大本貞夫 氏 

鏝絵とは、江戸末期から昭和初期に庶民の建築文化として全国的に流行していました。

左官職人が鏝を使い、漆喰壁に福神や動物、植物などの浮き彫り模様を塗り、絵画的に装

飾したものです。 

琴浦町光地区では、昭和３０年代から地元出身の吉田貞一氏や吉田勝重氏などが、縁起

のよい「鶴・亀・松竹梅・打出の小槌・立浪」などを制作し今に至っています。これらの

鏝絵には、家内安全や無病息災等を願う家主の思いが込められています。 

ボランティアガイドの説明を聞きながら、全部で１８か所の鏝絵を見学しました。初め

て鏝絵を見る参加者も多く、その出来栄えの素晴らしさに感嘆の声が上がっていました。

また、鳥取のこの小さな集落にこのような伝統文化が今も息づいていることに感心してい

ました。 

○『大山乳業工場見学』 

時 間：１３：００～１４：１０ 

土蔵に施された鏝絵を見学  
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場 所：大山乳業本所工場（東伯町）        

 鳥取県内のすべての酪農家が搾った生乳が、大山                     

乳業農業協同組合に集められ処理されています。 

 最初に、生産から牛乳や乳製品の出来上がる過程 

をビデオ視聴し、その後係員の説明を聞きながら、 

工場２階のガラス張りになった見学専用通路から製 

造工程を見学しました。順路としては、        クリーンな製造環境での作業 

①ヨーグルト充填室（紙パック・ボトル・大小容器・瓶・各充填機） 

②牛乳・乳飲料充填室（大小紙パック・大小瓶・各充填機） 

③牛乳・乳飲料包装室（シュリンク包装機・印字機・キャップシール機） 

各工程とも最新設備を整え、クリーンな環境の中で高品質で安全安心の製品づくりを行っ

ていることがよくわかりました。 

○『あやめ池公園散策』 

時 間：１４：４０～１５：１０ 

場 所：あやめ池公園（湯梨浜町・東郷湖羽合臨海公園） 

                   第３０回全国都市緑化とっとりフェアのサテラ

イト会場になっているあやめ池公園（東郷湖羽合

臨海公園）を散策しました。 

                  緑化フェアに合わせて、現況樹林とタマノカンザ    

シ                 シを活用した四季を通じて楽しめるシェードガー 

                  デンの散策路が造ってあり、参加者は種々の花を    

                  愛でながら歩きました。少し肌寒い気候でしたが、 

                  参加者同士楽しそうに語らいながら散策していま

した。 

  シェードガーデンの小道 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 今回の事業目的としていた「地産地消についての理解を深める」ということと、「地域の

伝統文化を学ぶ」ということについては、「百聞は一見に如かず」といわれるように実際に

自分の目で現場を見たり講師の話を聞くことにより現状がよくわかり、学習が深まりまし

た。参加者からは「普段見ることができない工場内やめずらしい鏝絵を見学することがで

き、大変勉強になった。」などの声をいただきました。 

 課題としては、やはり男性の参加者が少ないということが挙げられます。今回も参加者

２４名中、男性の参加者は４名にとどまりました。 

 今後は、地域住民の学習要求と地域課題をしっかり把握し、それに対応した事業を実施

していきたいと思います。特に男性参加者が増えるような企画立案と広報を積極的に行な

っていきたいと考えています。 



‐59‐ 

 

木彫り教室 

湖南地区公民館・大郷分館  

 

【事業の目的】 

 現在は使用されていない旧校舎で、鳥取（智頭）の杉を使って木工作品を作ることによ

り、地元でできる生涯学習を広く地域住民に伝え、旧校舎の利活用につなげることを目的

に実施しています。  

 

【事業の概要】 

  旧湖南中学校校舎を、生涯学習の学びの場として活用するため、木彫り教室を開かれて

いる地元の方を講師にお願いしました。 

   地元の素材を使い、予め選んだ１文字を彫り込んで焼いて仕上げる作業を体験しました。

参加者のほとんどが木彫りは初めてでしたが、講師の方の丁寧な指導で一日で仕上りまし

た。 

 

【実施状況】 

 日 時：１０月１５日（火）１０：００～１６：００  
 場 所：旧湖南中学校  
 参加者：７名  

 講 師：山川 賀寿雄 さん  
まず「心・人・仁・天・生」の５文字から１文字を選び、文字の輪郭を、刃を加工した

ジグソーで切りこみます。 

次に、電動ノミで深さが１センチ以上になるまで彫り込みます。この時、誤って文字を

彫らないよう集中してノミを使いました。 

左手に水で濡らしたはけを持ち、文字を焼かないようにはけで湿らせながら、バーナー

で文字の周りを焼きます。この時、炭になるくらいまでしっかり焼くことが重要です。 

  その後、焼いた部分を擦って、木目を出します。 

 

  
 
 

 
 

 

 
選んだ文字の周りをどう彫るかイメージ とにかくひたすら彫ります。 
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【成果と課題、今後の方針等】 

・ここ数年、木彫り教室を公民館事業で計画したいと思っていましたが、今年度やっと

実現しました。  
・公民館事業に初めて参加される方もあり、少人数ではありましたが、地域の仲間づく

り事業の人材育成につながる内容であったと思います。  

・また、講師が地元在住であり、自分もしくは我が子が卒業した校舎で、木彫りが学べ

るということは、とても意味のあることだと感じました。  
・参加者からも、「できるかどうか不安でしたが、ていねいに指導してくださって、とて

も良い作品ができました。」と喜んでいただきました。  
・課題としては、旧校舎を活用した生涯学習事業を、広く地域住民に周知するために、

公民館として「公民館のお知らせ」に強い関心を持って読んでいただくこと等、発信者

側の工夫も必要であると感じました。  
・来年度は、湖南学園の児童生徒も対象にした木工教室も計画したいと思います。  

 

 
 
 

 
 

 

満足の仕上りです！ 立派な作品が出来ました。 
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銀行 郵便局 お店 

地域の人権意識を高めるために「人権標語の取り組み」 

末恒地区公民館 

 

【事業目的】 
  末恒地区公民館では平成２５年度の人権啓発推進事業計画として人権講演会が２回、大人の社

会科見学２回、人権標語、男の料理教室の６事業を

計画しました。人権啓発事業をとおして、子どもか

ら大人まで多くの方々に人権について関心を深め

ていただき、地域の人々が寄り添い安心して暮らせ

る末恒地区を目指しています。 

 
【事業の概要】 
  平成２３年度から、子どもたちや地域の方にもっ
と人権について意識を高めていただくために、人権

標語の募集を呼びかけています。特に末恒小学校の

協力もあり、児童からの人権標語は毎年すばらしい

作品がたくさん集まります。 

 
【実施状況】 
  ８月の公民館だよりで人権標語の募集を行い（締切り１０月上旬）地域の方や、校長先生を通
して末恒小学校の子どもたちに呼びかけてもらいました。その結果、児童から３９０作品。そし

て一般からは残念なことに数作品しか集まりませんでした。 

  集まった標語は末恒地区人権教育推進協議会会長・推進員・末恒小学校校長・末恒地区まちづ

くり協議会会長・末恒地区自治連合会会長に集まっていただき選考会を行いました。 

  選考内容については、「地域にあった標語」・「みんなが共感できる標語」などを基準として最

優秀賞・優秀賞・佳作などを学年に応じて決定していきました。これまで地区公民館まつりの開

会式の前にステージで表彰式を行っていましたが、今年は台風の影響もあり１０月２６日（土）

の公民館まつりでの表彰式はできませんでしたが、１１月９日（土）に小学校学習発表会があり

発表会の前に表彰式を行いました。 

  また最優秀賞などの標語作品については､地域の方々に関心を持っていただくためにも地区内

の銀行・郵便局・お店・集会所などに１年間展示していただいております。   

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

表 彰 式 

＜ 掲 示 場 所 ＞ 
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◆優秀賞◆ 
   「ありがとう」言えたら こころがポッカポカ      ２年生 武田 しおり 

    ゆうきある そのひとことが 支えの手        ６年生 中村 朱里 

 ◆優秀賞◆ 

  低学年の部 

    やめようね じぶんがされて いやなこと       １年 森川 せな 

    なりたいな 人のいたみが わかる人         ２年 福本 しょう 

    手をつなごう みんなでつくろう え顔のわ      ３年 永原 奏音 

    末恒を やさしい心で いっぱいに          ３年 大前 美琴 

高学年の部 

    ちょっかいは いじめにつながる 気をつけよう    ４年 西尾 里涼 

   「どうしたの？」 いつこえかける 今でしょ！     ５年 中原 大地 

    花が咲く あいさつをした まわりには        ５年 大島 未琉星  

    すえつねは 思いやりの町 やさしい町        ６年 清水 大希 

◆佳 作◆ 

 低学年の部 

いいことば やさしいことば つたえよう       １年 井上 いまり 

たのしいね なかまはずれが いないこと       ２年 佐藤 みず夏 

あいさつは あいてもぼくも うれしいね       ３年 中西 雪視 

 高学年の部 

ゆずり合い みんなの心の 花が咲く         ４年 横井 奎太 

ありがとう ともだちつくる あいことば       ５年 田中 翔也 

寄りそえば 救える心 きっとある          ５年 居川 怜生 

ありがとう その言葉が エネルギー         ６年 小谷 百合香 

◆スマイルの部◆ 佳作 

その言葉 わすれず言おう ありがとう        ５年 石井 大翔 

◆おひさまの部◆ 佳作 

みんながね なかよくしたら いいきもち       ４年 河崎 朱祐 

◆一 般 の 部◆ 佳作 

気遣ひは 心の言葉 爽やかに               加藤 幸子 

   

【効果と課題】 
   ・人権意識を磨き、末恒地区に暮らすすべての人々が絆を深め、安心・安全で 

心より添える､活力あふれる地域にしていきます。 

・標語を通じて、家族友人の会話が弾み、相手に対して思いやる気持ちが深まる。 

 

・大人の応募者が少なく、これをどう広げていくか、また標語を地域に周知し 

活用していただくかが今後の課題です。 

   



‐63‐ 

 

こやま農園 

湖山地区公民館 

 
【事業の目的】 
  今年度より初めての取り組みとして、作物の栽培を通じ子どもと大人のふれあいの中で、共に

作物の成長を観察しながら大地の恵みに期待し、地域の仲間づくりをしていく事を目的としてい

ます。 

 

【事業の概要】 
  昨年３月に農業知識の座学を実施。平成２５年度は、砂丘地を活かした〝湖山ブランドのさつ

まいもを育ててみよう〟と公民館より声掛けをし、老若男女及び可愛いテゴ人（幼児）の参加を

いただき、６月初旬に苗植え、７月下旬に除草及び蔓上げ、 

１０月中旬に収穫しました。 

  最初は、ぎこちない作業状況でしたが最後はワキアイアイの中、チームワークもできスムーズ

に作業が進みました。 

  公民館では、『作物を育てる＝愛情を注ぐことの大切さ』を体験していただきたいと思い、今

後も取り組んで行きます。 

 

【実施状況】 
○３月２３日（土）座学編  参加者：大人１５名 子ども５名 

  於：湖山地区公民館 研修室 

 JA 鳥取いなば湖東支店 営農課の方を講師に招き、安全で美味しい野菜をつくるための土や環

境づくりの講座を開きました。 

 

 

 

 

 

 

 

○５月１日（水） 現地説明会、区画引き渡し  参加者：大人１０名 子ども２名 
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○６月１日（日）土地整備   ○６月５日（水）畝づくり肥料散布 
於：こやま農園  参加者:大人１４名  子ども１名 

 

 

                   

 

 

 

○６月８日（土）さつまいも苗植え 

於：こやま農園  参加者:大人２０名  子ども１０名（内幼児３名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １０月１４日（日）さつまいも収穫 

於：こやま農園  参加者:大人１９名  子ども１７名（内幼児３名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【成果と課題・今後の方針等】 
○６月の苗植えの時は、梅雨時にもかかわらず晴天の中作業ができました。１０月の収穫時も天候

に恵まれ和気藹々と作業も進み、思った以上の収穫量に参加者全員笑がこぼれました。その姿を

目の当たりにし、公民館職員一同バンザーイ！やって良かったと喜びを噛みしめました。 

○まだまだ農地などの条件が整っていない等の課題もありますが、これを機会に地区の皆さまの触

れ合いの場作りと、更なる公民館事業の発展に繋げていきたいです。 
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ウォーキング 

湖山西地区公民館 

 
【事業の目的】 

  『老いも若きも健康づくりでいきいきまちづくり』をスローガンに、地区の健康
づくり推進員協議会とまちづくり協議会に協力していただき、地域の方々が気楽に
参加できる健康づくり事業ということで、年に数回のウォーキングを企画しました。 

 

【事業の概要】 
  年３回、春には花を楽しむ『お花見ウォーキング』秋には、地域のことを学習す

る『地区めぐりウォーキング』冬には、ウォーキングの後に保健師さんの話を聞き

ながら豚汁を食べる『健康ウォーキング』と特徴ある内容で事業を実施しました。 

 

【実施状況】 
 ◆お花見ウォーキング ～出合いの森へ藤の花を見に行こう～ 

５月１１日（土）９:３０～１３:３０  参加者 大人２３名 

  公民館に集合し、出発のあいさつと軽くストレッチをして、布勢運動公園に隣接

する『出合いの森』までウォーキングの出発です。途中、湖山池の東側に位置する

新田地区で“瀬田んぼ”について、湖山池漁協の辺りで“湖山池の現状”について、

話を聞きミニ学習会を持ちました。９月２１日に開幕される『水と緑のオアシスと

っとり２０１３』の会場予定地を右手に見ながら、出合いの森を目指しました。 

  東桂見の集落を通り抜けると、出合いの森入口辺りに位置する藤棚が出迎えてく

れました。約１００ｍのとても見応えのある藤棚が満開で、疲れを癒してくれまし

た。藤棚の下で、出合いの森について簡単なクイズをしたり、お花見弁当を食べた

りと、お花見を満喫しました。帰りは、湖山漁協辺りまでは同じ道を通り、鳥取大

学のキャンパスの中を通り抜け公民館へと帰りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区めぐりウォーキング ～『水と緑のオアシスとっとり 2013』会場を散策しよう～ 

  １０月５日（土）９：３０～１４：００  参加者 大人３３名 小人１０名 

 『水と緑のオアシスとっとり 2013』は、湖山池公園を主会場として平成 25 年 9 月

21 日(土)から 11 月 10 日(日)までの５１日間にわたり、鳥取県で開催された『花と

緑の博覧会』です。地元で開催するイベントに参加し、地域のみんなで盛り上げよ

うと思い企画しました。 

いつものように公民館に集合し、会場内の説明・注意事項を伝え出発です。 

湖山池の説明を聞いて学習会  湖山池沿いを軽やかに…  100mの藤棚の下でお弁当
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鳥取大学のキャンパスの中を通り抜け会場に到着しました。小雨の中、傘をさし

ながらのウォーキングでしたが、子どもたちも大人に遅れることなく頑張りました。 
  会場内では、集合時間を伝え約２時間半の自由散策としました。事前に公民館事
業でこのイベントの『ハンキングのガーデニング教室』に参加し、会場で作品が展
示してあるコーナーを見たり、会場内の催事に参加したりと満喫しました。帰りは、
残って散策を希望する人は現地解散にし、同じ 
コースで公民館へと帰りました。 
 

 

 

 

 
 
 
 
◆健康ウォーク ～湖山池北西岸(龍ヶ崎：三津)周辺を散策しよう～ 
 １２月７日（土）９：３０～１３：００  参加者 大人３２名  
 公民館を出発し、湖山池の北岸にある『鳥取方式の芝』で有名なグリーンフィー
ルド横を通り、約２km の道のりを楽しくおしゃべりをしながら、湖山池の北西岸に
位置する龍ヶ崎(三津)へ到着しました。 
この辺りは、２年前に三津方面からの遊歩道が整備され東屋が設置されています。

湖山西地域の住民にとっては、北西岸から眺める景色が新鮮で、参加者の中からも
「こんなに気楽に足を運べる良いところがあるなんて知らなかった。」と声を頂きま
した。星見館長より、湖山池の説明を受け簡単な学習会を行いました。帰路では、
地区内にある『開拓記念碑』のところで、戦後この地区(砂丘:すなおか)に開拓団と
して入り開拓をした方々の話を聞き、公民館へ帰りました。 
 公民館では、健康づくり推進員の方が準備していた恒例の“豚汁とおにぎり”で
昼食をとりながら、地区担当 
の倉本保健師さんを交え、健 
康についての話をしました。 
昼食の前には、本日の復習を 
兼ねて『湖山池・周辺クイズ 
１６問』に挑戦していただき 
ました。 

 
【成果と課題、今後の方針等】  
 公民館では、ウォーキングをしながら湖山池やその周辺に関する学習をする事業
を企画・実施してきました。この事業はほぼ定着して、毎回多くの参加者がありま
す。そんな中でも｢ウォーキングに参加して、今まで知らなかった地域の事・湖山池
の事を学習する機会を持つことができ良かった。｣と感想を頂きます。 
しかし、中には｢参加したいけど足が痛くて、思うように参加できない。」という

声も聞きます。そんな方々の為に、何か工夫して事業を企画しなくてはいけない。
という課題もありますが、地区民全体の方に健康づくりをしながら、湖山池や周辺
の事を知ってもらい、この豊かな自然の中で健康に生活できる環境を、次の世代へ
と受け継いでいってもらえるよう、これからも公民館から啓発、学習する場・機会
を作っていかなくてはいけないと思います。 

鳥取大学内を通過中  展示中のﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ見学 ! ★来場記念にハイチーズ★  

ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ横通過中  湖山池北西岸で学習会
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親 子 教 室 

～子どもたちの健やかな成長を願って～ 

賀露地区公民館 

 

【事業の目的】 

私たちの生活は物も豊かで便利になった反面、非行・いじめの多発、メディアの氾濫な

ど子どもたちをめぐる問題は深刻化してきています。そこで子育ての基本となる乳幼児期

の子どもがいる家庭を対象に、健やかな子どもの成長と青少年健全育成を目的に行ってい

ます。 

 

【事業の概要】 

親子教室は昭和６３年に開講し、今年で２６年目を迎える地域に定着した継続事業です。

この教室は、賀露小校区在住の家庭を対象に、乳児教室（０歳児）、幼児教室（就園までの

幼児）に分かれて実施しています。職員は各事業毎に目的や伝えたいことを明確にし、親

子のふれあい・子育ての学習・親同士の交流の場を設けています。また、さまざまな体験

を通して親子の絆を育み、心豊かな子どもを育てられるよう心がけながら展開しています。 

 

【実施状況】 

親子教室 （乳児学級２０組 幼児学級１９組） 

活動場所 賀露地区公民館他   参加費 親子１組 年間 1,000 円  

親子教室だより 年６回発行    協力員 市保健センター・地域の方・親子教室ＯＢ 

◆ 乳 児 学 級 

対 象 Ｈ２４年４月２日生～Ｈ２５年４月１日生の乳児がいる家庭 

実施日 年２１回  ４月～１２月 木曜日  １月～３月 自主活動   

内 容 子育てＱ＆Ａ・虫歯予防・ベビービクス・手づくり離乳食・お散歩・水あそび

絵本に親しむ・手がたづくり・ストレッチ体操・リクエスト企画など 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈感想〉どんなことをするのか気になっ
ていましたが、やってみたら子どもはとて
も楽しそうに笑っていました。  

 
〈感想〉子どもの虫歯は親の責任。歯は大
切にしなくてはと改めて感じました。一緒
に楽しく歯磨きができるといいな♪  

ベビービクス  ～赤ちゃんとスキンシップ～ 
６月    運動指導員    

虫歯予防について   ～良い歯は財産～  
    7 月     歯科衛生士  
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◆ 幼 児 学 級 

対 象 就園するまでの幼児がいる家庭 

実施日 年２６回  ４月～１２月 月曜日  １月～３月 自主活動  

内 容 れんげ畑にいこう・ちまきづくり・七夕まつり・ミニ運動会・保育園探険 

虫歯予防・クッキング・おもちつき・豆まき・お母さん企画など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者感想＞ 

○毎日が同じ日々の繰り返しの中、親子教室は、私にとっても子どもにとっても楽しみの

ひとつでした。人見知りが激しいわが子に、プチ集団生活を体験させてあげられたり、新

しいお友だちができたことを大変ありがたく思っています。 

○知り合いのない土地に越してきて３年半、親子教室を通して親子ともに地元のお友だち

もでき、参加して本当に良かったと思っています。家ではなかなかできない経験をさせて

もらいました。ここでの出会いを大切にして今後もつながっていけたらと思っています。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

０歳からの参加により、親子は早期に公民館や地域との関わりができます。子どもたち

は、その後も公民館事業へ参加し、地域で見守られ育っていきます。保護者は、親子教室

のスタッフ、学校や地区の役員を受け、地域へ大きく貢献されています。また、開講当時

の乳児が現在親となり、子どもを連れて参加するなど世代継承のサイクルが確立してきて

います。課題としては、乳幼児がいる家庭の情報が少ないため、募集の案内が行き届かな

いことです。 

今後も子育ての基本の大切さを伝え、時代にあった内容を取り入れ、親子が楽しみなが

ら参加できる事業を展開し、健やかな子どもの成長と青少年健全育成をめざして親子教室

を継続していきたいと思います。 

飛行場へいこう  
～いっしょにあそぼう～  ７月  

七夕まつり ～伝統行事を楽しむ～  
  ８月   指導  先輩ママ  

 

＜感想＞  普段見学できない化学消防車
に乗ったり、放水見学など良い思い出に
なったと思います。お弁当もうれしかっ
たようでご機嫌な一日でした。  

＜感想＞  のりづけや絵を書くことが今
年はできるようになり、子どもの成長を
感じました。来年は、お願い事が書ける
かな？と楽しみです。  
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現地学習で知る差別の実態「今と昔」～倉吉を訪ねて～ 

千代水地区公民館 
 
【事業の目的】 
 千代水地区では、本年度も人権啓発推進事業に現地学習を組み込みました。それは、昨年度現地

学習をしてみてその効果を実感することができたからです。本年度は、倉吉市の「やまびこ人権文

化センター」を訪ね、過去の差別について学ぶとともに、現代社会には見えにくくなった状態で差

別が残っていることを認識することが大切と考えて、この事業を実施しました。 
 
【事業の概要】 
 小鴨川の堤防から中河原二集会所、小鴨児童センターにかけてフィールドワークし、過去の大洪

水との闘いの歴史、見えにくくなった現代の差別について学習しました。 
 
【実施状況】 
◆日時  平成２５年９月２７日(金) ９：００～１２：３０ 
◆場所  倉吉市やまびこ人権文化センター・小鴨川堤防・付近の集落 
◆講師  部落解放同盟倉吉市協議会副委員長   下吉真二さん   

 やまびこ人権文化センター所長     森 康雄さん 
◆参加者 １５名 
①１０：００～１１：００ 
やまびこ人権文化センター → 小鴨川の堤防 → 中河原二集会所 → 小鴨児童センター →   

中河原二集会所までをフィールドワークしました。 
                                   記録に残る大きな洪水    

は、明治２６年、大正７年    

昭和９年の大洪水だそうで

す。 
 このうち、詳しい記録 が    
 残っている昭和９年の洪水     

                               では、中河原二の全６３世帯 
 のうち、１３世帯があとかた 
 もなく流失し、流失を免     

れた家も浸水によって壁が

落ち、家は傾き 土砂で埋

まるなど村は一変したそ  

うです。 
 中河原二は、このような 

  災害を４０年に３回も受け 
小鴨児童センターで集落移転の説明を聞く様子       たのだそうです。 
 そのたびに村の人たちは、助け合ってこられたのですが、昭和９年の大洪水の災害復旧は、村の移 
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転事業に発展しました。そして、国・県の援助と指導、土地を提供した近隣住民の協力があり、 
中河原二の人々自身の手によってすすめられ、昭和１０年度内に完成しています。 
②１１：００～１２：００ 
その後、中河原老人憩いの 

家にて、洪水被害と村の移転 
事業の補足説明を聞き、現代 
に残る差別事象についても話 
を聞きました。 
パワーポイントで当時の写 

真を見ると、本当に凄い被害 
だったのだなあと思いました。 
続いて、現代の差別について 
話を聞きました。差別落書き 
が後を断たず、「ここは被差 
別地区ですよ。」と言わんば 
かりの落書きを、造成した宅 
地の看板にスプレーで大きく パワーポイントでの分かりやすい説明に聞き入る参加者 
書いたり、電柱に「ガイジ」（障害児のこと)と書いたりする事象が起こっているそうです。また、
インターネットの中での差別事象として、鳥取市や大阪市の被差別地区を地図上に表したり、被差

別地区の人の住所が一覧になっていたりするということを知り、そんな個人情報がネットで見られ

るのかと驚くとともに、「ぞっとするなあ。」という感想が聞かれました。また、このようなことを

しているのは 30 歳代の人だとわかっているらしく、ネットでの差別書き込みや落書きはそのよう
な年代の人に特徴的な差別行動なのだと知りました。 
都会の公園などで繰り広げられているヘイト・スピーチを伴うデモ行進なども若い人たちの行動

です。若者の心の中に溜まった社会に対する不満や憎悪が、こんな形で噴出しているのだろうとい

うことです。若者の生きにくい社会での不満はわかりますが、そのはけぐちを落書きやネット上で

の攻撃に見出すのは、不特定多数の人を貶める行為です。許されることではありません。 
 ところが、このような行動を取り締まる法律は無いそうです。道徳心を養うことだけでこのよう

なことが無くせるのであれば良いのですが、やはり取り締まる法律をつくるべきではないかと、下

吉さんは話しておられました。 
 
【成果と課題】 
 現地をフィールドワークしながら話を聞いたのに加え、当時の写真を見たことで、実際の被害の
重大さが実感できました。また、現代の差別事象の特徴について話を聞き、参加者は、「本当にそ

んなことがインターネットの中で行われ、取り締まることができないのか。」「恐ろしいことだ。」 

「個人情報の保護に厳しいこの時代に信じられない。」などの感想が聞かれました。そして、最後

には、「今まで何度も人権学習には参加してきたが、今回が一番よくわかった。」という感想も聞か

れました。人権の学習というだけで避けようとする人が多い中、参加してくださった方に満足して

いただける研修会を積み重ねていくことが、一番効果的な啓発になるだろうと考えます。 
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雪上運動会 

大茅地区公民館 

 

【事業の目的】 
 鳥取市の中でも、とりわけ豪雪地域である大茅地区では、以前から地元の小学校単

独で「雪上運動会」を実施していましたが、小学校統廃合以降から地元住民と小学校

児童ＰＴＡの合同で実施しており、地区住民と雪の少ない地区外の児童ＰＴＡの共催

事業として、自然の雪を通じての地域交流をすることを目的としました。 

 
【事業の概要】 
 毎年２月の第一日曜日に実施しているこの運動会も、今回で３７回目を迎えたが、

毎年の事ながら今年も当日の積雪量が気掛かりになっていた。昨年、一昨年の２年は

いずれも２ｍを越す大雪の為、止む無く中止した経緯があったからであるが、今回の

場合は逆に好天続きで残雪が減少傾向にあり、地元もやきもきしたが、１５㎝程度の

残雪という極端に少ない中でも何とか競技が出来る環境になり、地元としても安堵し

たところです。 

 前日には、地元、ＰＴＡの有志役員で、駐車場の除雪確保、会場周辺除雪などで数

時間の作業を行い、当日に備えました。 

 
 
 
 
 

      

 

 
 
             ｛ソリ競技など、走りも雪でままならず｝ 
【実施状況】 
○日時  平成２５年２月３日（日） 午前１０時開会 

○場所  旧大茅小学校グラウンド（大茅スポ－ツ広場） 

○天候  曇り時々晴れ 

○参加者 地元住民３０名、国府東小学校児童ＰＴＡ１４０名 合計１７０名 

 当日午前８時３０分より、地元住民とＰＴＡ役員で会場準備。小学校児童と保護者

は市のマイクロバス２台と個人車両に分乗して会場へ集合。雪の少ない地域の児童達

は早速雪遊びに興じて大はしゃぎ。 

 運動会競技自体はＰＴＡが主体で進行するが、共催する地元としては、競技に参加

すると共に、終了後の「もちつき」で皆につきたての「もち」を振舞うのが当日の主

な担当作業であるので、雪を掘って鍋・釜・餅米・せいろ・臼・杵などなど、保護者

が担当する「豚汁」に入れる為の「もち」の準備で大わらわ。 
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 １０時開会式の後、普段は出来ない雪上ならではの競技に児童・ＰＴＡ・地元住民

の歓声は周りの山々にこだまし、普段は静かで高齢化の進む大茅の山間地に、一時の

賑やかさと活気をかもしだし、思わず微笑むひとときでした。 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

   ｛雪で踏ん張れないぞ｝         ｛地元住民は餅つきで共催｝ 

 餅つきは地元が担当し、他に豚汁を児童保護者が担当して競技終了後に雪の上で会

食したところですが、小学生と一緒に幼児も参加しており、幼児のもちつき、小学生

のもちつき、お父さんのもちつきなど和気あいあいの内、２００食の豚汁と８升の餅

つきを終えたところです。 

 午後１時ごろから全員で後片付けにかかり、片付け終了後名残惜しい気持ちで帰途

につきました。 

午前中は曇り空と晴れ間が交互の天候だったのが午後からは晴れ間が続いたことも

あって、帰途につく子供達からすれば「もっと雪と遊びたい！！」の気持ちだったの

かも知れません。 

   ｛児童もヨイショ！｝  

       
 
【成果と課題、今後の方針等】 
 大茅の冬は雪との戦いです。しかし雪の無い地域から見ればある面からすると魅力
的に写るかも知れません。今回の雪上運動会はそういう意味では紛れも無く都市と山

間地域の交流事業の最たる内容だと思います。今後においても超高齢化社会となって

いる大茅地区に、ひとときであっても笑い声が響くような活気ある内容の行事を行っ

て行くべきだと考えます。 

 今回の事業は今年２月実施の内容でしたが、来年の２月にも今年と同様に地元共催

で、もっと充実した方法を検討しながら３８回目を実施したいと思います。 
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子ども達に伝統行事を伝えよう 

～みんなでつくる観月会～ 
成器地区公民館 

 
【事業の目的】 
 日本の伝統行事を通じて、子ども達に昔からの風習 

やお月見の料理を伝えて行くことと、参加者同士の交 

流を図ることを目的としました。 

 

【事業の概要】 
 「みんなでつくる観月会」と題するこの事業は、特色ある公民館活動事業の一環と

して毎年、９月か１０月に実施しています。以前はボランティアの方や、職員でいも

煮など作っていましたが、昨年から参加者全員が手分けをして、会場準備や料理を作

っています。子ども達は大人からおだんごの作り方を教えてもらうことで、世代を越

えた交流を図ることが出来ました。 

 また、「ムーンライトコンサート」では名月を愛で、ピアノの演奏を聴きながら酔い

しれた一夜となりました。 

 
【実施状況】 
 ○日 時：９月２１日（土） 

１６：００～１９：３０                         

 ○場 所：いきいき成器グランド 

 成器地区公民館 

 ○参加者：子ども２３名 大人３５名  合計５８名 

○講 師：熊谷紘子さん （アンサンブル・アフェット） 

 

             ○日 程    

              ・１６：００ 集合 

会場準備、焼肉の炭火おこし・・保護者、男性 

                 いも煮、焼肉、タンドリーチキン準備・・女性 

                お月見だんご・・・小学生、保護者 

     

               会場準備は主に男性が担当、火おこしも上手く出

来ました。いも煮は、エコクッキング教室に参加さ

れている方が手際良く調理され、焼肉、タンドリー

チキンは職員も加わり参加者で下ごしらえをしまし

た。お月見だんごは、小学生の子ども達が、保護者

に教えてもらいながら、だんごを丸めたり、上手に

串に刺しました。   

 

丸くならないよー 

いい具合に火がついた 

いも煮やおだんごの準備 

ムーンライトコンサート 
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・１７：３０ ～ピアノとフルートが奏でる夕べのひととき～ 

熊谷紘子先生とお仲間３人のアンサンブル・アフェットの皆さんによる演奏に 

参加者は酔いしれました。また、サプライズで、熊谷先生の教室に通う成器地区

の生徒と先生の連弾もあり、会場から大拍手と歓声が上がりました。 

・１８：００ お月見会食 

みんなで作っただんご、いも煮、焼肉、タンドリ 

ーチキンを会食しました。大人から子どもまで世代 

を越え、一緒に食べたり、笑ったりでとても良い交 

  流が出来ました。 

 ・２０：００ 

 来年も楽しい「観月会」をしましょうと、閉会の挨拶の最中に、東の空に待ち

に待った満月が現れ、参加者一同から大歓声が上がりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
【成果と課題、今後の方針等】 

○成 果＝雨天の場合を想定し、会場を公民館にすることも考えましたが、いき

いき成器グランドで実施する事が出来ました。成器の空高く響き渡る演奏に参

加者は大満足でした。また、大人から子どもまで幅広く、参加者も多くて良か

ったと思います。普段、地域の人たちが一堂に会する機会が少なくなった今、

お月見の風習や料理などを大人から子どもに教えることを通じて、世代を越え

た交流が出来て、とても良い観月会だったと思います。    

○課題と今後の方針＝多くの地域の方に参加を呼びかけましたが、小・中学生と

保護者が多く、もっと幅広い年代の参加があれば良かったと思います。来年度

は企画の段階で、一人でも多くの方が「公民館に出てみようか」と言われるよ

うな内容にしたいと思います。 

 

「このおだんごはお店で買ったみたいですね」 

皆さん、美味しい手料理を食べながら話もはず

み、とても良い交流ができました。  

一生懸命練習したよ 

夕暮れに聴く音楽は優雅だな 

焼肉できましたよ！ 
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はじめての体験を重ねて 

 お米（餅）ってこうしてできるんだ！  

谷地区公民館 

 

 【事業の目的】 

子どもたちが、昔ながらの手作業による米作りを体験することを通して、世代間の

交流や繋がりを深めながら伝統文化を学び、同時に作物を育てる事の大切さや収穫の

喜びを知ってもらうことを目的としています。 

 

【事業の概要】 

子どもと大人のふれあい事業の一環で、地区内にある保育園の園児が老人クラブの

皆さんの協力、指導のもと、春の田植え、秋の稲刈り、冬の餅つきという年間を通し

た体験に挑戦します。 

 

【実施状況】 

○田植え 

 日 時：５月２９日（水） 場 所：公民館近郊の水田 参加者：３８名 

 毎年恒例の事業で、地区内のさつき保育園の園児と老人クラブの皆さんで、地区内

の水田において、手作業による田植えを体験しました。子どもたちにとっては初めて

の体験で、冷たい水と泥の感触に歓声を上げながら、張った紐に沿って苗を一つひと

つ丁寧に植え込み、泥だらけになりながらも老人クラブの皆さんの指導で上手に植え

付けしました。園児は「ぬるっとして面白かった。楽しかった」と初めての田植えを

楽しんでいる様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○稲刈り 

 日 時：９月２４日（火） 場 所：公民館近郊の稲田 参加者：３５名 

    さつき保育園の年長組１９名は、老人クラブの皆さんの指導のもと黄金色に成長し、

たわわに実った稲の収穫に挑戦。爽やかな秋晴れの空の下、持ち慣れない鎌をおそ 

一列に並んでスタート  田んぼの中で記念写真  
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るおそる使いながらの刈り取り。台風の影響で稲が倒れ、稲に埋まりながらの作業でし

たが、園児たちは一生懸命刈り取っていました。最後に、刈り取った稲を藁で束ね、皆

で力を合わせ稲木に掛ける共同作業。汗だくになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○餅つき交流会 

 日 時：１２月１１日（水） 場 所：さつき保育園  参加者：８２名 

  春に植え、秋に収穫したもち米を利用して、餅つき交流会を実施しました。園児は、

昔ながらの杵と臼を使い、老人クラブの皆さんの手ほどきを受けながら、「ぺったんぺ

ったん」という掛け声とともに杵つきに挑戦。つき上がったお餅は、丸め方のコツを

聞きながら丁寧に丸めていきました。保育園の提案で紅白餅は食紅の代わりに紫芋を

使用し、きれいな薄紫のお餅が完成。つきたてのお餅は、熱々のぜんざいにして皆で

いただき、園児と老人クラブの皆さんの、和やかで楽しい交流のひと時となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  今では各家庭で体験することの少なくなった手作業による田植え、稲刈り、餅つきと

いう行事を通して、食育や伝統文化を学ぶ貴重な体験になったと思います。年間事業で

さつま芋の苗植えと芋掘りも行っていますが、子どもたちも、核家族化の中で、交流す

ることが少なくなった高齢者とふれあうことで、温かさに触れたり感謝の気持ちを持つ

ことができ、豊かな感情を育むことにも繋がっています。               

みんなで順番に杵つき  「こうして丸めるだで」  

「おじいさんお願いします！」  「慣れたら上手に切れるよ」
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いきがい教室「楽々園」 

宮下地区公民館 

 

【事業の目的】 

 地域の仲間づくり事業として中高齢者を対象に、楽しみながら、地区の住民同士が仲

良く集い学ぶことで、明るい活力のある心豊かな地域づくりを目指します。  
 

【事業の概要】 

  いきがい教室は、毎月第３木曜日に開催しています。内容は各種講座の聴講、童謡唱

歌の合唱、季節の「おやつ」作り、ビデオ視聴、館外学習など年間１０回実施しました。 

 

【実施状況】 

○５月１６日（木）≪開講式・ビデオ「落語で防ぐ悪徳商法」・童謡唱歌≫ 

参加者：２４名 

今年度最初の楽々園の開講式と鳥取大学落語研究会のＤＶＤ「詐欺等の悪徳商法に

遭わないために」を視聴しました。 

○６月２０日（木）≪笹巻作り・童謡唱歌≫ 

参加者：２７名 

季節のおやつ「笹巻」作りをしました。笹の葉を３枚使って簡単にできる笹巻をお

互い教え合いながら楽しく行ないました。 

○7 月１８日（木）≪かま焼き作り・童謡唱歌≫ 

参加者：３０名   

  前回に続き、季節のおやつ「かま焼き」作りをしました。皆さん「かま焼き」にま

つわる思い出話をしながら、お家へのおみやげにされていました。 

○８月２２日（木）≪新聞講座・童謡唱歌≫ 

  参加者：２３名 

日本海新聞出前講座として「中高齢者のための楽し

い新聞講座」を開きました。人気のパズルや古新聞を

利用したエコバック作りを行ないました。講座は、新

聞を活用して楽しく有意義な日々を過ごしてもらおう

と日本海新聞社が行なっている事業です。先ず新聞の

見方や人気の投稿欄で高齢者が元気に活躍されている

ことを紹介していただきました。そして、豊富な種類のパズルの魅力について説明さ

れ、実際に七つの間違いさがしに挑戦しました。また、古新聞を使ったエコバックは、

丈夫で「野菜や果物を入れてプレゼントしたいな。」と話されていました。 

○９月１９日（木）≪講演ビデオ視聴・童謡唱歌≫ 

参加者：２６名 

  南蔵院住職林覚乗氏の講演ビデオ「同行二人」を視聴しました。何度見ても心が洗

われ、すがすがしい気持ちになるビデオでした。 

エコバックに挑戦！ 
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○１０月１７日（木）≪館外学習「緑化フェアと砂の美術館」≫ 

参加者：２３名 

 「第３０回全国都市緑化フェア」と「砂の美術館」

を見学しました。全国緑化フェアの湖山池公園では、

自然を活かしたナチュラルガーデンを散策しながら、

珍しい草花に立ち止まって観賞したり、企業や自治体

などが出展しているショーガーデンの趣向を凝らした

個性的な作品に感動しました。また、砂の美術館では、 

第６期展示「砂で世界旅行・東南アジア編」の神秘的

な砂像を観賞しました。 

○１１月２１日（木）≪クリスマスリース作り・童謡唱歌≫ 

  参加者：１７名  

 さつま芋のツルを利用してリース作りを行ないまし

た。松ぼっくりや柊、夏のグリーンカーテンにしてい

た島ウリの実などを使って、赤や緑が映えるクリスマ

スリースを仕上げました。「どこに飾ろう！」「きれい

なのができてうれしい！」皆さん笑顔で嬉しそうに話

されていました。 

○１２月１４日（土）≪クリスマス交流会≫ 

参加者：３７名 

地区のクリスマス交流会を兼ねて開催しました。地元おやじバンド「アールファイ

ブ」のクリスマスソングメドレー他の演奏を聴いたあと、カラオケやビンゴゲームで

楽しみました。最後に、新井満さんの「祝い歌～新たしき年の始の～」を合唱して交

流会を締めくくりました。 

○１月１６日（木）≪明るい選挙の推進・紙芝居・童謡唱歌≫ 

参加者：２５名 

「ルールを守って明るい選挙の実現」をテーマに皆さんと話し合いを行ないました。

その後、今年も元気に過ごせるようにボランティアグループの楽しい踊りや歌、紙芝

居を見て初笑いしました。  
○２月２０日（木）≪おいり作り・閉講式≫ 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

参加される方たち同士が、横のつながりができ、声かけしながら「楽々園」だけでな

く他の公民館事業にも多く参加していただけるようになりました。しかし、男性の参加

者が少ないので、男性にも参加していただける広報の仕方や事業内容について検討して

いきたいと思います。今後も、地域の皆さんが健康でいきいきと自分らしく日々過ごし

ていただけるような、充実した教室にしていきたいと思います。 

湖山池公園砂像の前で 

クリスマスリース作り 
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住みよいわが町づくりをめざして 
あおば地区公民館  

 
【事業の目的】 
 かつて田園地帯だったあおば地区は、急速な市街地化・人口増加とともに生活環境・

生活様式が大きく変わり、多くの地域課題が認められるようになりました。特に、働

き手が出かけた昼間の町、高齢者や認知症の人等の災害弱者、災害時における「共助」

の問題は緊急の課題です。これらは「子どもと大人のふれあい」「地域の仲間づくり」

「人権啓発推進」の各事業推進の総合的視野に立って取り組むことが大切だと考えて

います。 

地域の各種団体・組織の皆さんとともに「住みよいわが町」のあり方を探り、手作

りしていく地域住民の参画を創出していくお手伝いをしたいと考えています。 

 

【事業の概要】 
本年度は、「住みよいわが町づくり」をめざして、身近なところで何が出来るかを具

体的に考えることにしました。そのために、鳥取県西部地震から町を再生し、復興を

遂げた日野地区の取り組みの様子と「ひとりで悩まないで ひとりで抱え込まないで

～つながれば きっと希望が見えてくる」と活動している「認知症の人と家族の会」

の取り組みを視察し、その具体的な手法、成果、様々な課題に触れてきました。 

これには、自治会、楽友会（高齢者学級）、まちづくり会(防災防犯部会)等からもた

くさんの参加がありました。 

 

【実施状況】 
(1)鳥取県西部地震から再生を遂げた日野町の「災害にも強いまちづくり」の視察 
 日時 9 月 21 日(木) 

 場所 日野郡日野町  

鳥取県西部地震展示交流センター 

 参加者 24 名 

 日程 8:30～17:20 

①  講演 
講師 (事務局員) 森本智喜さん 

  被災した当時の地域・被災者の生々しい現状、 

被災者支援の視点と支援ボランティア活動との 

関わり、避難所の状況と運営の課題、災害に備える地 

域の力を育む取り組み等について具体的な事例を話し 

ていただきました。 

  まず、被災者のニーズを把握し、「共助」「再建・再 

生」の原動力の核となる地域資源のネットワークをつ 

くることが一番に求められたことのようです。 

 特に強調されたことは、「被災してからでは遅い日常的な地域のつながりづく
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[「笑い庵」の２Ｆにて] 

り」です。 

今、日野町は被災を縁にできたつながりを生かし、地域住民の「助け―助けら

れる」垣根の低い関係づくり、強固な地域の結束づくり、地域外との風通しのよ

い関係づくりを深めています。 

 ②復興への記録展示コーナーの見学 

(2)「認知症の人と家族の会」鳥取県支部の 
取り組みの視察 

日時 10 月 16 日（水）8：00～17：30 

場所 米子市 「笑い庵」 

（「認知症の人と家族の会」活動拠点） 

参加者 25 名 

 日程   

①  講演 講師（代表世話人）吉野 立さん 

 認知症になっても安心して暮らせる町づくりのためには、何よりも地域住民の

支援が必要と考え、空き家・空き店舗等を再利用して「まちなかカフェ」等の「ま

ちなかサービス」ボランティア活動と「まちなかグループリビング」活動の様子
を話していただきました。  

特に、住んでみたいと思える町（住み替えができ  
る町）づくり、誰もが安心して実りある日常生活が  
送れる社会を実現するために、その現状と展望、課  
題について具体的な事例とともに紹介してください  
ました。  

①              ②まちなかサービス活動の状況視察  
②              ・まちなかカフェの運営の様子  

・提供された空き家を「まちなかグループリビン  
グ」の家に改装している活動の様子  

【成果と課題、今後の方針等】 
日野町の「災害にも強いまちづくり」の取り組みは、町に「暮らしの安心感」を創

生する具体的な手法の一端を紹介していただきました。 

「認知症の人と家族の会」の取り組みは、認知症があっても安心して暮らせるため

に必要な地域づくりの視点や、地域に根ざし、その特性を生かした居場所づくりやサ

ービスの在り方などをモデル的に創り出している具体的な提案です。  
 あおば地区には豊富な地域資源があります。「さらに住みよいわが町」を具体的に思

い描き、町を手作りしていく一員としての喜びを広げたいと考えます。  
 大震災や大津波によりすべてが壊滅する甚大な被害を被った人たちが、生活を復興させ、

町を再生させていく営みは、私たちに大切なことを伝えてくれています。『つながって生き

ること』、『心を通わせて生きること』、そして、『力を集めて助け合って生きること』。それ

は住みやすい町を創生していくエネルギーの核となるものだと考えています。  
「さらに住みよいわが町」づくりを進めたいと思います。  

改装中の空き家を見学 
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かわはら芝公園でキャンプをしよう 

河原地区公民館 

 

【事業の目的】 

  夏休みの期間中の子どもと大人の交流事業として宿題応援隊事業を毎年実施してきま

した。本年度は集団生活や集団行動を通して、お互い協力しあうことの大切さを学んだ

り、老人クラブの方と一緒にそうめん流しを楽しんだり、ボランティアリーダー会の

方々・鳥取大学のお兄さん、お姉さんと触れ合う中で世代間の交流を図ることを目的と

して実施しました。 

 

 【事業の概要】 

  ８月１０日(土)・１１日(日)に鳥大生による宿題応援隊、かわはら芝公園で老人クラ

ブ・ボランティアリーダー会の方々と一緒にキャンプを行いました。 

 

【実施状況】 

○８月１０日（土） 参加者１５名 

  １０：００ 河原地区公民館集合 

        班分け・オリエンテーション 

        鳥取大学のお兄さん・お姉さんと交流 

  １２：００ 老人クラブ共催 そうめん流し 

  １３：００ みんなで宿題 

        夏休みの宿題でわからない所などを 

        鳥取大学のお兄さん・お姉さんに教えてもらいました。 

  １６：００ 夕食づくり 

        みんなでカレーライスを作りました。 

  １７：００ テント設営 

  １８：００ 自分たちで作ったカレーライスを食べました。 

  １９：００ ナイトシアター『あらしの夜に』 

  ２１：００ 就寝 

    

 

 

 

 

 

 

  お姉さんと一緒に宿題  テント設営の様子  

そうめん流しの様子  



‐82‐ 

 

 

○８月１１日(日) 

  ６：００  起床 

  ６：３０  ラジオ体操 

  ７：１５  朝食 

  ８：００  テントの片付け 

  ９：００  キャンプについての作文を書きました。 

  １０：３０ 昼食づくり 

        みんなでパン・スープ・サラダを作りました。 

  １２：００ 昼食 

        自分たちで作ったパン等を食べました。 

  １２：３０ 解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

   キャンプを通して、たくさんの人と交流ができました。今回班を５班作り、各班に

１名リーダーを指名し事業を行いましたが、低学年の子どもの参加が多く心配してい

ましたが、１日目の夕食・２日目の昼食づくりやテント設営から片付けなどみんなが

協力し、責任を持って行うことができました。今後も新たな内容を取り入れながら子

どもと大人の交流事業を展開していきたいと思います。 

パン作りの様子  作文発表の様子  

昼食の様子  
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高齢者と子どものふれあい 
国英地区公民館 

 

【事業の目的】 

超高齢化が進む中、国英地区では高齢者が住み慣れた地域や家庭で生きがいを持ち、

豊かな知識・経験等を生かしたまちづくりの活動に参加し、健康で安心できる自立した

生活を送ることができること、そして、子どもたちが地域社会の中で高齢者に対する優

しさや思いやりの心が、態度や行動に表れるような人間感覚を養うことが大切と考えま

す。そこで公民館事業「子ども会活動部」と、いきいき国英ふるさとづくり協議会「高

齢者つどいの会」は事業を共催しながら、高齢者と子どもたちの触れ合いを通して、伝

統文化や行事・遊びを伝えていくとともに、子どもたちに色々な人々との出会いの場を

提供し、心の成長につなげることを目的とします。 

 

【事業の概要】 

子ども会活動部は納涼祭で披露する「きなんせ節」の練習や「段ボールアート教室」、

「パウダーアート」、「ケーキづくり教室」などの事業を実施しました。高齢者つどいの

会ボランティアの皆さんには、食事のお世話をいただきながら、子ども会活動部との共

催事業を行い、高齢者も気軽に参加できる事業を実施しました。 

 

【実施状況】 

●第一回 笹巻きつくり ６月９日（日） 

   地域の子どもたちと触れ合いながら、親か 

  ら子へ子から孫へ伝えたい「笹巻きつくり」 

  をしました。高齢者つどいの会の方に作り方 

を教わりましたが、笹の巻き方が難しくて、 

何回もやり直しました。 

（高齢者つどいの会、子ども会活動部と共催） 

 

●第二回 釜焼きつくり、手芸・七夕飾りつくり、踊り練習 ７月１２日（金） 

   ボランティアの方に釜焼きと昼食を作って 

  いただき、高齢者はクラフトかごと思い思い 

の願いを込めた七夕飾りを作りました。 

昼食には孟宗竹でといを作っていただき、そ 

うめん流しを皆さんで楽しみました。 

（高齢者つどいの会） 

 

 

 

こねかたを教わったよ 

手芸には根気が必要です 
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●第三回 県知事公邸と全国都市緑化フェアの見学 １０月１１日（金） 

   午前中は知事公邸を見学し、職員の方から詳 

  しい説明を聞きました。事前に概要を学習して 

  いたので、理解がさらに深まりました。 

   午後は鳥取市が主催している緑化フェアの見 

  学をしましたが、広い庭園に草花が咲き乱れて 

  おり、出発時間を忘れるほど、楽しい一時を過 

  ごしました。 

（高齢者つどいの会） 

 

 

●第四回 ミニ門松つくりと健康体操 １２月１５日（日） 

   講師の方をお招きして、年末恒例のミニ門松 

  つくりと、健康体操を行いました。 

ミニ門松つくりでは事前に材料を準備してい 

  たこともあって、スムースに完成しました。 

子どもたちは講師の方や高齢者、保護者に教わ 

りながら、自分の門松を立派に仕上げました。 

 ぜんざいをいただいた後は、子どもたちで後 

かたづけをちゃんとやりました。 

午後は講師をお招きして、高齢者の方々を主 

に健康体操を行いました。 

（高齢者つどいの会、子ども会活動部と共催） 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

国英地区の公民館事業で注目度・参加率の高いものは「食」「健康」に関するものです。 

 高齢者と子どもの触れ合いでは、各事業を通じて、楽しく交流することが出来ましたが 

参加者の固定化、高齢化の進んでいることから、新たな子ども会活動部会員や高齢者に

声かけし、参加者の増加につなげる必要があります。 

 子ども会活動部では、小学校卒業後も公民館事業に参加してくれる機会を充実させる

ことを検討していきます。 

また、高齢者には健康増進と介護予防への関心が高まっており、男性会員の参加募集

も積極的に呼びかけます。参加者から、「楽しかった」「次回も参加したい」との笑顔を

見るたびにマンネリ化を避け、新規事業を企画するための大きな力をいただいています。 

地域で子どもたちを育てるような、大人と子どもの世代間交流をさらに発展させるた

めには、何がいいのか、検討したいと考えています。 

 
広い庭園は歩いて楽しい 

ねぇ、そこはどうするの？ 
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「八上姫健康ウォーク」 
八上地区公民館 

 

【事業の目的】 
八上地区の子どもから大人まで異世代の地区のみなさまを対象にして、多くの人達の

協力を得て住民相互の交流を深めながら、地域とのつながりを感じる“豊かな心”と“健

康増進”を計ることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
「八上姫健康ウォーク」は、地区健康づくり推進員のみなさまと地区体育会との共催

事業として今年で 8 回目となります。 

平成２３年度までは、地区公民館を起点として河原城・桜づつみ河川公園を経由し、

八上姫を祀る売沼神社横の「八上姫公園」を終点としたコース設定で行っていました。 

昨年は、売沼神社から八上姫の子（木俣神）が祀られている黒木神社（高津原）まで

の往復コースを実施し、今年度は、「かわはら“ふれあいウォーキングマップ”」の全 10

コースの中から「三谷しだれ桜コース」を選定しました。 

 

【実施状況】 
○４月１４日（日） 

第８回八上姫健康ウォーク  参加者；３４名 

今年は、国英地区公民館をスタート・ゴール地点とし、三谷神社の“大しだれ桜”を

楽しむコースで行い多くの方々に参加していただきました。 

例年、午前８時から八上地区健康づくり推進員さんのご協力をいただき、桜の下で食

べる“おにぎり弁当”の準備をしていただいています。 

準備運動後、風が少し強かったですが、汗ばむほどの陽気の中、国英地区公民館を出

発し、八上地区には無い踏切を渡り、“菜の花ロード”を一路“三谷大しだれ桜”に向か

って歩きました。途中の三谷公民館前で一休みし、地元の谷本静穂さんの説明・案内で

六体地蔵、薬師堂、三谷神社を巡り約一時間で“大しだれ桜”に到着しました。 

例年より桜の開花が早く葉桜になっていましたが、“大しだれ桜”の下で弁当を食べな

がらワイワイと会話を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      《風が少し強かった中“菜の花ロード”を三谷集落に向って歩いています。》 
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帰路も谷本さんに郷原の離縁石などを案内していただき、楽しい時間を満喫して、参

加された方から「他の地区のええ所に連れて来てもらって、良かった。」「桜の下で“の

んびり”できて良かった」とお声をいただき、来年はどのコースに設定するか楽しみで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《三谷公民館前にて一休み》         《三谷神社前の“大しだれ桜”に到着》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《美味しかった“おにぎり弁当”》            《笑顔がいっぱい！！！》 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
今年度８回目の開催となりますが、事業開催にあたっては地域の方に協力をしていた

だいています。また、役員の積極的参加もあり、参加されたみなさまと一緒に楽しく取

り組むことができ、より一層のふれあいを深めることができました。 

少子化の影響もあり、年々地域の子ども達が少なくなっており、習い事やスポーツな

どで週末も予定が入っている場合も多くあるため、参加しやすい子とそうでない子があ

り、特に小学校高学年層及び中学生の参加者を増やすために家庭・学校・各種団体など

との連携強化を図り、子ども達が自分で考え行動できる事業を計画していくことや、リ

ーダー的人材の育成も大切だと思います。 

また、参加者が固定化してきているため、新しく参加者を増やすためにも、公民館や

地区内３集落で知恵を出し合い進めていきたいと考えています。 

そして、この事業を通じて“地元の良さを再発見”していただきたいと思います。 
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味噌作り体験 

散岐地区公民館 

 

【事業の目的】 
味噌と言えば、以前は農家ならどこの家でも自家用の味噌を作っていたものですが、現代では 

そういう機会は珍しくなりました。散岐地区には大豆生産組合があります。地元で採れる大豆と公

民館内に設置されている大釜を活用して、若い世代の方にも味噌つくりを体験してもらおうと取組

みを始めました。同時に麹作りも体験しています。 

 

【事業の概要】 
当館には隣接して大豆生産組合の機械格納庫があり、秋には刈り取り作業をしておられますが、 

出荷できない大豆を公民館で活用できないかと三年程前に相談を受けたのが始まりです。公民館内

には豆腐の加工用の設備が整っており一度に一斗が煮える大型回転釜がありますが、現在では豆腐

加工に来られる方も少なくなりました、地産の大豆で、館内設備の活用して若い世代への継承とな

る事業をと 23 年度より実施しております。 

11 月末頃刈り取ったばかりの殻やゴミの

雑じった大豆をコンバイン袋のままで頂き

ます。公民館横の広い倉庫内にひと月ほど

拡げて自然乾燥したものを、地域の高齢の

婦人の方々の協力で一粒ずつ選別してくだ

さいます。合計 4 斗近い大豆です。年明け

には広報で参加者を募りますが、昨年、一

昨年と大変好評で、希望者が多く味噌作り

の経験が無い方を優先に募集しました。 

初めての年は、麹をよそに委託しましたが、

二年目となった昨年は同じ町内にある加工

施設をお借りし、参加者自ら米を蒸し麹発

酵器で麹作りも体験しました。ひと冬 2回 

実施し計約 240ｋの味噌ができました。 

事前に職員自らＪＡの指導員をしておられた方に細かな指導を受け麹の作り方、乾燥大豆の量、

煮大豆、麹、塩の割合や量などの基礎的な勉強をすることから始めました。 

 

【実施状況】 
・麹作りは味噌加工に先立ち 1月中旬に行いました。水に浸した米を蒸し麹菌の種付けです。 

麹完成まで一昼夜かかりますが、温度管理に何度か手を入れなければなりません。この作業にも 

都合の付く方には若い方にも関わって頂き、大量の大変良い麹が出来上がりました。 

・前々日大豆 2斗を洗って水に浸す。 

･ 前日  作業効率を考え一釜分 1斗を前日のうちに煮て冷ましておく。 

・作業当日 にはもう一釜分 計 2斗の大豆を使用。 

麹菌（もやし）の種付け作業 
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①朝一番再度火を入れ温め、公民館の用具（タ

ライ）で捏ね易いように、一釜４等分 煮

大豆、麹、塩も計量して混ぜ合わせる。 

同時に二釜目の大豆を煮、同じように材料

を計量し、小分けしておく。 

②混ぜ合わせた材料をミンチ機にかけて潰し

しっかり捏ね、ビニールを敷いた桶の中に

空気を含まないよう丸めて勢いよく投げつ

けて仕込む。上を平らにならし最後に口を

しっかり縛り重石を乗せる。 

③この桶を各家庭に持ち帰り半年間冷暗所               

で熟成して翌秋にやっと手づくり味噌の完成。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
最初の年、ミンチ機は年代物の手回し機を借りてきて手動で行いましたが、大豆に麹や塩を混ぜ

て機械にかけるとハンドルが重すぎ四苦八苦、とりあえず先に大豆のみを潰し、後から麹や塩を混

ぜて仕込みました。要領もうまくいかず、本当に大変でしたが味は上出来でした。 

昨年は公民館に新しくミンチ機を購入していただき、大変効率よく作業ができました。 

参加者の中には仕込んだらすぐ使えると思って小さなタッパー容器を持参された人もありました。

半年間の熟成期間を経るということを初めて知ったという若い方も大勢ありました。 

初回の年の分を昨秋に封切って食べた人からは本当においしいと喜んで頂きました。 

今年も昨冬の二年目の仕込みの味噌を封切りの時期となり、好評を頂いているようです。 

 先日、平成 25 年度この冬の味噌つ

くり事業用にと、出荷できない未選別

の大豆を頂きました。ただ今、倉庫内

に広げております。 

「今年も味噌の時期だなぁ、降り仕事

に大豆を選るでぇ、冬場に寄れる所が

あって、手作業をすることは年寄りの

ためになるだけぇ」とさっそく声をか

け合い暇を見て選別を始めて下さっ

ています。本当に有難いことです。 

麹作りも、みそ加工も大分要領がのみ

込めてきました。  

最終的には、公民館事業でなくても、

これをきっかけに先人の知識や味が次の世代に継承され地域の施設を利用した味噌つくりが定着

していくことを期待しています。麹作りを体験された方からは、今、流行の塩麹や、従来からある

豆腐の加工施設を利用しての豆腐作りにも挑戦してみたいと意欲的な声も出ますが、もう少し味噌

加工、麹つくりのコツがつかめるよう今年の冬も２月上旬の味噌作りを計画しております。 

塩・麹・煮大豆をまぜミンチ機にかけます。

今年も 賑やかに大豆の選別 
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西郷地区文化祭 

西郷地区公民館 

 

【事業の目的】 
地元で芸術活動をされている方の作品に触れる機会や、住民が取り組んできた趣味の作品・活動、

収穫した農産物など日頃の成果の発表の場を作り、住民が地域の良さを感じ、活性化や住民同士の

絆を強めることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
テーマ「つくろう 西郷の 手づくり文化祭」 

１１月３日（日）・４日（祝） 

 

【展示会 ２日間】 

 三窯元（やなせ窯、牛ノ戸焼、因州･中井窯）の作品展示 
 公民館事業の講座の作品展示（手芸・染物） 
 地域の活動グループ及び個人の活動の成果や作品の展示 
（盆栽・水墨画・日本画・絵画・写真・俳句・手芸・工芸・農作物・など） 

 西郷保育園・西郷小学校の児童生徒の作品展示 
（工作・書道・絵画・生け花） 

 

【１日目】 

 映画上映会 
 やなせ窯 前田昭博氏 人間国宝認定記念講演会・祝賀会 
【２日目】 

 河原町内活動グループ等による芸能発表 
 出店バザー（地域の食品加工グループの食品販売、住民による模擬店） 
 

【実施状況】 
文化祭を行うのは、今年で２回目です。 

昨年の開催では、中学校の文化祭の日程と重なり中学生やその保護者が参加できなかったので、

今年は中学校、小学校、保育園の行事と重ならないよう日程調整を行いました。 

日にち 内 容 

１０月 １日（火） 西郷地区公民館 文化部体育部合同部会 文化祭運営委員会を立ち上げる。 

１０月１８日（金） 第１回西郷地区文化祭運営委員会 日程・内容・予算・分担 他 

１０月２９日（火） 第２回西郷地区文化祭運営委員会 内容・予算・分担 他 

１１月 １日（金） パネル搬入 展示場準備  小学校・保育園作品搬入 

１１月 ２日（土） 芸能用ステージ搬入  一般作品搬入 

１１月 ３日（日） 【文化祭１日目】 

作品展示 

【人間国宝認定記念講演会】

【作品展示会場】
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映画上映会「東京家族」 

前田昭博 氏 人間国宝認定記念講演会・祝賀会 

１１月 ４日（祝） 

【文化祭２日目】 

作品展示 

出店バザー 

 やきそば・カレーライス・わたがし・コーヒー・おこわ・シフォンケーキ・

おもち・野菜・手作り豆腐・フリーマーケット 

芸能発表 

 鳥取市消費者団体連絡協議会「パロディ 赤ずきんちゃん」寸劇 

 アンサンブル鮎 （大正琴） 

 今在家銭太鼓グループ（踊り・銭太鼓・傘踊り） 

 佐貫西土居仲よし会（枕太鼓） 

お楽しみ抽選会 

作品 搬出 

ステージ返却 等 

１１月 ９日（土） 反省会 

実行委員 ３３名 / 中学生ボランティア ８名 

 

【成果と課題・今後の方針等】 
作品出品者数 ４９名 

作品展示来場者数 １日目 ８０名 

 ２日目 ９０名 

映画上映会 ６名 

人間国宝記念講演会 ８８名 

人間国宝祝賀会 ５８名 

バザー・芸能発表 ６０名 

文化祭を行うのが今年で２回目ということもあり、少しずつ地域の方にも浸透してきたようです。

展示会場には、地域にある三つの窯元の代表作品の展示や、地域住民の保育園児から大人まで多種

多様な作品が持ち寄られ、多くの方が作品を見に来館されました。また、今年人間国宝に認定され

た、やなせ窯の前田昭博氏をお迎えし行った講演会は、今しか行うことができない特別な会となり

ました。作品作りの難しさやその魅力など白磁の世界をあらゆる角度からお話をしていただき、そ

の後ささやかな記念祝賀会を行い、喜びを分かち合いました。 

２日目には雨が降ったため、外を予定していた芸能発表を１階調理室に変更して行いました。室

内はステージと客席が近く、観客の方からは迫力があってよかったと大変好評でした。また、バザ

ー会場では、今年は中学生がボランティアで参加し、成長につれ離れがちな若者が地域と繋がる良

い機会になったのではと感じています。 

反省点として、今回は地元芸能チームが他の発表会と日にちが重なってしまい、出演していただ

けませんでしたので、早めに出演依頼をする必要があると感じました。また今後のために、アンケ

ートを行う必要があると思います。 

今後も文化・芸術の素晴らしさを感じられる地域交流の場として開催していきたいと思います。 

【芸能発表】

【バザー会場と中学生ボランティア】
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ちりめん細工教室 
用瀬地区公民館 

 
【事業の目的】 
年１回の教室として行っているちりめん細工教室は、今年６年目を迎え、地域で大

変人気の教室です。生涯学習の場として、また、作品は用瀬の伝統行事“流し雛”を

盛り上げる飾りとしても喜ばれ、心待ちにしている方が多いことから、サークルとし

ての活動に発展していくことを目的として計画しました。 

 

【事業の概要】 
 サークルとしての活動を目指し、定員１０名で年６回の教室を開催し、２か月毎に

１作品を完成させます。１回の教室で一通りを習い自宅に持ち帰り仕上げます。次回

の教室に作品を持ち寄り、鑑賞し、先生の指導を受けます。 

 

【実施状況】 
○平成２５年４月～平成２６年２月 偶数月１回≪全６回≫  

於 ；用瀬地区公民館  参加者；１０名 

講師；前田 栄子さん  時 間；１３：００～１５：３０ 

 

＊ ４月１９日  梅の香袋           
 

＊ ６月２１日  つまみ細工で作るあじさい   
 

＊ ８月２３日  帯締めに酔芙蓉のつるし飾り  
 

＊１０月２５日  椿のお手玉          
 

＊１２月２０日  椿のつるし飾り１回目     

 

＊ ２月２１日  椿のつるし飾り２回目 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

◆“梅”の香袋 ◆ 
 大小５枚ずつの花弁を縫い合わせ、紅白の梅の花を１組
完成させました。花芯には綿を入れふっくらと仕上げ、雄

しべは黄色の糸で放射状に刺しました。放射状に刺すのが

思ったより難しかったようですが、丸みを帯びた梅の花が

愛らしく仕上がりました。 

【美しく仕上げるコツを聞きます】 

【手際よく作品作りが進みます】 
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【成果と課題、今後の方針等】 
・参加者の皆さんには、作品が出来上がる楽しみや、新しい出会いなど教室の開催

を喜んでいただき、ほとんどの方がサークルとして活動したいとの意向でした。 

・今回、定員を１０名としましたが、人気の教室のため、定員をオーバーし、お断

りしたことが課題となりました。今後サークルとしての活動になれば、定員の課

題は解消されると考えます。 

・今後は、サークル活動の支援と、より多くの方の公民館事業参加のきっかけづく

りとなるよう、サークル活動参加者以外の方を対象とした、年１回のちりめん細

工教室の開催も検討したいと考えています。 

◆つまみ細工で作る“あじさい”◆ 

 つまみ細工で作るあじさいは、一つの花の中に同

系色のちりめん布を３色使うことで、彩りも美しく

立体感のある仕上がりになりました。ピンク、紫、

水色の中から一色を選び、美しいあじさいの花が完

成しました。 

◆帯締めに“酔芙蓉”のつるし飾り◆ 

 酔芙蓉の花を帯び締めに飾りました。帯締めは、 

水色と、黄緑色の 2 種類から選び、花は、白と淡いピン

クのちりめんを使い、純白からピンクに変化する花を表

現しました。葉には吊り下げても型崩れしないよう針金

を入れ、花を結ぶひも先飾りも手の込んだ仕上げになっ

ています。 

 ◆“椿”のお手玉◆ 

お手玉に、つまみ細工で作った椿の花をのせた

作品です。赤、白、ピンク、オレンジ、黄色など

を組み合わせ、ちりめんの風合いが生き、ふんわ

りと可愛い出来上がりとなりました。緑の葉には、

金糸を付け椿の花を引き立てています。 

◆“椿”のつるし飾り◆ 

赤、白、絞りの布で椿の花１５個を作り、３連

の豪華なつるし飾りにします。絞りの布が入り、

より一層上品で華やいだ椿の花になりました。 

２月の教室で作品を完成させ、衣桁風のつるし台

に飾ります。 
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第 7 回 大村地区おう穴まつり 

大村地区公民館 

 

【事業の目的】 

今年、鳥取県文化財指定（天然記念物）を受けた「赤波川渓谷のおう穴群」を会場に開

催することにより、「地域の宝」であるおう穴群を通して自然の素晴らしさを体験学習する

ことを目的としています。  
また、「大村地区まちづくり協議会」と共催し、「まちとむら」の交流事業として、おう

穴群の魅力を地区内外に発信することにより、地域活性化やふるさと大村を誇れる地域づ

くりを目指しています。  
 

【事業の概要】 

平成 18 年に青少年健全育成事業として、「森と水に親しむ“おう穴こどもまつり”」  
「大村の子どもは大村のみんなが見守り育てよう」をスローガンに、公民館役員が中心と

なり、地区内の各団体の協力のもとにスタートした事業で、今年で第 7 回目を迎えました。
（平成 20 年は鳥取道開通前ウォーキングを開催したため、おう穴まつりは休止。）  
なお、「大村地区まちづくり協議会」が設立された年からは、共催事業として協議会役員

の方々に会場の整備作業や当日の役員協力をしていただいています。  
公民館では、「子どもと大人のふれあい事業」に位置付けています。  

 

【実施状況】 

〇『おう穴整備作業』 

開催日 平成 25 年 7 月 21 日（日）＜参加者：68 名＞ 

場 所 赤波川渓谷のおう穴群 

内 容 おう穴群の草刈り・河川内のゴミ拾い・倒木の伐採・湧水付近の草取り等 

 

〇『第 7 回 大村地区おう穴まつり』 

開催日 平成 25 年 8 月 4 日（日）＜参加者：136 名（子ども 41 名）＞ 

場 所 大村発電所・赤波川渓谷のおう穴群 

内 容  

  大村発電所のお話と見学 

    沢登りトレッキング  

    わくわくウォーキング 

「おう穴マップ」を利用し、各ポイントで 

それぞれのおう穴の特徴等について学習しながら歩く。 

    ヤマメのつかみどり 

わくわくウォーキング
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    バーベキュー     

ヤマメ、地元の野菜、おにぎり等、バーベキューでいただく。 

    水遊び       

おう穴の形状を利用したウォータースライダーや飛び込みなどを楽しむ。 

 

〇『おう穴シンポジウム』 

開催日 平成 25 年 11 月 2 日（土）＜参加者：46 名＞ 

場 所 大村地区公民館 

内 容 みんなで語ろう！地域の宝『赤波川渓谷のおう穴群』をテーマに星見清晴 

さん・徳永耕一さんをシンポジストにおう穴群について語り合う。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 今年は全参加者を対象としたアンケートを実施し、大人の方々からは「普段できない経

験ができた」「親子で自然を楽しむことができた」「自然の造りだしたおう穴に感動した」

「地域の方の温かさが嬉しかった」などの感想をいただき、子ども達からは、ヤマメを工

夫しながらつかんだ喜びや、おう穴の形状を利用した滑り台・飛び込みなどを楽しみ、自

然の中で満足した様子が伺えました。今後もこれらのアンケート結果をもとにさらに充実

した内容となるよう工夫していきたいと思います。 

 また、昔から伝わる鬼の伝説を紙芝居で紹介したところ、小さい子ども達も一生懸命聞

く姿が見られ、より参加者の方々の心に残ったのではないかと思います。 

毎年、限られた時間の中でおう穴群を満喫してほしいという主催者側の思いから「遊び」

の時間を十分にとり、役員の方の協力のもと、昼食等の準備は全て役員で進めてきました

が、役員の方から、実体験の少ない現代の子ども達には準備の段階からもっと参画できる

場を設けることも必要なのではないかというご意見をいただき、今後の検討課題としてい

きたいと思います。 

また今年は、地元の中学生数人が総合学習の中で、おう穴について調査を進める上で、

おう穴に関する行事に参加し、中学生の視点でおう穴の魅力、今後の課題等について意見

を聞くことができました。次世代を担う子ども達の貴重な意見も大切にしながら、大村が

誇る自然遺産を受け継いでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 沢登りトレッキングに挑戦 ! ヤマメがつかめたよ♪ おう穴にダイビング !! 
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洗足山整備活動と登山会 

社地区公民館 

 

【事業の目的】 

洗足山は、国土地理院が国土の測量を行うため、明治２０年全国１２２１ヶ所の基準

点を設け、日本地図を作成しました。基準点のうち、特に大切な所を「一等三角点」に定

め、鳥取県東部には４カ所の一等三角点があり、その内の１ヶ所が洗足山です。また、県

指定の自然環境保全林でもあり、この自然を生涯学習事業やコミュニティ事業に活かすた

め、平成２３年度より安全に登山をするための整備を行う事を目的としています。 

 

【事業の概要】 

 洗足山に、安全登山をしてもらうため、公民館といきいき社まちづくり協議会（以下洗

足山遊歩隊）では、毎年登山道の整備と樹木名札の取り付けを行っています。本年度は、

登山届の記入用紙の作成と登山届を入れる箱を設置し、登山者の動行を把握し今後の整備

に活かすよう実施しました。 

 

【実施状況】 

日 時 ９月２５日(水)  

於：洗足山 鳥居野登山口/金屋登山口附近 

 洗足山遊歩隊の隊員と金屋広場前・鳥居野登山入口 

に登山届を記載してもらう為、箱の設置作業を行いま 

した。箱は、ハンドメイドで設計から塗装を手掛け設 

置作業も支柱を埋め込みセメントで固定しました。 

設置後、１１月末までにグループ、個人で２５名の登 

山者が確認されました。 

   

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

鳥居野登山口設置 金屋広場前設置

登山届箱  



‐96‐ 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 １０月２７日（日）登山会実施 

   社まち協と公民館の共催事業で洗足山登山会を開催し 

 ４３名の参加者がありました。 

当日は、前日までの台風２７号の影響で受け開催が 

危ぶまれましたが、天候も回復し、最高齢は８４歳、最 

年少は５歳の参加者４３名で洗足山登山を楽しみました。 

公民館を出発し、樟原を通り金屋広場に到着しました。金屋登山

口に設置した、登山届箱も参加者に概ね好評でした。登山は各自の

ペースで登り、遊歩隊が設置した休憩所、展望台で休憩をとり、登

山道脇に設置した樹木札で洗足山自生の樹木を確認しながら、ゆっ

くり２時間程かけ一等三角点に到着しました。昼食はおにぎりやカ

ップ麺を食べるなど各自さまざまでした。休憩をしたのち、記念撮

影し鳥居野登山口へ下山しました。公民館では、千賊鍋（イノシシ

鍋）いただきました。とてもおいしく、おかわりをする登山者続出

でした。 

今後、登山整備は継続し、樹木名札の充実、三角点の整備を行い 

 これらを活用し、自然保全の大切さを学ぶ、生涯学習に活かしたい 

 と思います。 

   

 

  

一等三角点で記念撮影  

箱を確認  

台風の影響？  

おいしい千賊鍋
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長島愛生園を訪ねて 

佐治地区公民館 

 

【事業の目的】 

  「人権啓発推進事業」として岡山県の「長島愛生園」へ現地研修です。ハンセン病の

歴史や現状を拝聴し、より正しくハンセン病を理解し、ハンセン病はもとより、あらゆ

る偏見や差別解消に向けた取り組みへの第一歩とすることを目的としています。 

 

【事業の概要】 

鳥取市のマイクロバスにて、岡山県瀬戸内市邑久町虫明の「長島愛生園」へと向かい

ました。道中のバスの中ではハンセン病についての事前学習会を案内人にしていただき

参加者の皆さんに心構えとしてプチ知識を付けて頂き現地へと到着しました。その後、

歴史館にて学芸員のかたより館内の説明等伺いました。また、午後からは入所者のかた

に直接お話しを伺い、園内をぐるりと案内していただき、その建物の歴史的背景や入所

者の気持ちの変化など、沢山の貴重なお話を伺うことができました。 

  

【実施状況】 

日 時 １０月１６日（水） 

 場 所 岡山県瀬戸内邑久町虫明 6539 番地 

     国立療養所「長島愛生園」 

 参加者 １９人 

日 程 8：00  佐治町発 10：45 長島愛生園着 

    11：00～12：00 歴史館見学 

    12：00～13：00 昼食・休憩 

    13：00～13：50 入所者のかたのお話を伺う 

    14：00～15：10 園内見学   

    15：20 研修終了 長島愛生園出発  18：10 佐治町着 

  ●行きのバスの中で事前学習会 

事前学習会として参加者の一人で佐治町内の人権啓発推進員さんに旅先案内人になっ

ていただき、クイズ方式でハンセン病等について参加者全員が学習しました。 

～クイズの一部～ 

問①ハンセン病ってどんな病気？ 

    ・原因不明   ・遺伝病   ・細菌による感染 

問②感染したら隔離しなければならない病気だったのでしょうか？ 

問③ハンセン病は治る病気？ 

など、事前学習のお陰で現地での研修がより充実し理解を深めることが出来ました。 

 

【鳥取は台風でしたが、長島は青空で迎えてくれました】 
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  ●長島愛生園歴史館見学 

   ～歴史館の学芸員のかたに説明していただきました～ 

   ・医学展示室にて、ハンセン病とその後遺症について学びました。 

   ・常設展示場では、国のハンセン病政策の紹介と長島愛生園での 

歴史的出来事を島の模型を見ながら説明を受けました。 

   ・その他、ハンセン病を映像資料にて視聴することができました。 

 ●入所者（神谷さん）のお話を拝聴。 

  ～神谷さんの人生を一つ一つ丁寧にお話していただきました～ 

  ・19 歳で入所されて現在 65 年になる。 

  ・あまりに辛く悲しい人生で生きている価値を失ったような時期もあったが、長い生

活の中では嬉しいこともあった。と前向きな神谷さんのお話に感銘しました。 

 ●長島愛生園内見学 

  ～神谷さんの案内で園内一周し沢山の建物を見学できました～ 

 

 

 

 

 

                                       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

「ハンセン病は怖い病気」と、誤った認識が偏見と差別に繋がり、同じ人間なのにひ

どい扱いを受けられた現状を今回現地研修にて理解することが出来ました。公民館事業

として関われる人権問題にこれからも積極的に取り組み、微力でも一人でも多くの方に

人権意識の向上に繋がる事業が企画できればと思います。 

【邑久高等学校新良田教室】 【万霊山納骨堂】 
この納骨堂に職員、入所者あわ
せて 3300 人の遺骨が眠る。参
加者も献花をし、ご冥福を祈り
合掌させていただきました。  

昭和 28 年「らい予防法」が改
正され入所者に高校教育を行
う事が可能となり、卒業した
307 名は社会復帰し活躍して
います。  

【監 房】 
現在、建物は埋め立てられ、外
壁しか見ることができない。長
島愛生園を逃走する人達はこ
こに収監され、病気をしても治
療されることは無かった。  

【診療所（回春寮）】 
ハンセン病に感染したらまず、
ここに収容され裸にさせられ、
診断、消毒が行われた。診療所
とは名ばかりで、監禁室や火葬
場まであった。出口のない療養
所なのです。  

【神谷さんと一緒に】 

＊＊参加者の感想＊＊ 

ハンセン病で隔離され、家族や

親族に迷惑をかけまいと住所や

本名を名乗らず遺骨になっても

故卿に帰れないという無念さに

思いを寄せる時、地域社会にこ

の病気に対する正しい理解と思

いやりがあったなら・・・差別

のない世間であったなら、長島

愛生園の皆さんの人生がより心

穏やかに過ごすことができたの

ではないだろうか。と思いをは

せる時、人権意識の高騰と啓発

の重要性を思いしらされた気持

ちになりました。 

【長島の模型】 
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城跡公園清掃・整備活動 

鹿野地区公民館 
 

【事業の目的】 

鹿野城跡公園は天正９年亀井茲矩公が城主となり築城した歴史ある場所です。  

千代川西側から青谷までの西因幡の中心地として栄えた鹿野の中心にあり、近年は教育

の場として幼稚園・小学校・中学校が建設され、歴史と教育・文化の拠点、鹿野地区民の

「心のよりどころ」として護り伝えてきた一帯です。鹿野地区民を含め多くの方々におい

でいただく憩いの場を、いつも美しく・きれいに保つことを目的としています。 

 

【事業の概要】 

鹿野地区のまちづくり理念である、「四季薫るまち鹿野」の一つの薫りである「花の薫り」

漂う（４月の桜、６月のアジサイ、９月彼岸花、１１月紅葉）地域として、年３回全自治

会を３ブロックに分けての草刈・草取り清掃活動を実施しています。  

１１月には小学生・中学生・大学生と地区民が一緒になって、「鹿野城跡公園の自然と景

観を守るイベント」を実施し清掃活動と併せて、桜・ヤマブキ・アジサイ・芝桜の植栽を

行い、年間を通して「きれいなみんなの公園づくり」を目指して取り組んでいます。  

 

【実施状況】 

１回目 日  時 ５月１９日（日）７：００～８：００ 

場  所 鹿野城跡公園一帯 

参 加 者 ８自治会 ９８名 

作業内容 遊歩道周辺草刈・除草、 

コミュ二ティ広場除草 

 

２回目 日  時 ７月２８日（日）６：３０～８：００ 

    場  所 鹿野城跡公園一帯 

    参 加 者 ５自治会 大人１１４名、小人２２名 

    作業内容 遊歩道周辺草刈・除草、コミュ二ティ広

場除草、花壇花植え 

         子ども達が地域の美化・清掃の大切さを

知り、今後の取り組み継続を図るため除

草・ベゴニアの植え付け、水遣りを一緒

に行いました。 

城山・旧鹿小校庭の清掃 

城山・旧鹿小校庭の清掃 
子ども会ボランティア清掃

と花植え 
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３回目 日  時 ９月２２日（日） ７：００～８：００ 

    場  所 鹿野城跡公園一帯 

    参 加 者 ５自治会大人１０６名、 

    作業内容 遊歩道周辺草刈・除草、コミュ二ティ広場除草、地区民大運動会前の

広場清掃を兼ねての清掃活動を行いました。  

 

 ４回目 日  時 １１月３日（日）９：００～１１：３０  

     場  所 鹿野城跡公園一帯  

     参 加 者 小学生１３名、中学生２０名、鳥大生７名、ボランティア団体・地

域住民６５名 合計１０５名  

作業内容  桜２本、山吹５０本、アジサイ３０本植栽、芝桜除草・施肥、樹名

板取り付け１５枚、桜施肥１００本の作業を、鹿野地区公民館、鹿

野まち普請の会、城山まもりたい（ボランティア団体）と共催で全

町的に取り組み、小学生（５年生）、中学生（ボランティア希望者）、

鳥取大学農学部教授・学生にも加わっていただき、それぞれが体力

に合わせて「人に触れ、自然に触れ、額に汗し、行動しよう」の基

に、地域一帯の清掃・植栽活動を行いました。  

作業終了後には赤十字奉仕団の皆さんを中心に作っていただいた、

猪汁・豚汁とおにぎりを、作業終了の満足感と苦労話をしながらお

いしく頂き、和やかなうちに解散となりました。  

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 永年地区公民館と１８自治会の協力のもとに続けられ、すっかり定着したこの取り組み

を通して、地域住民皆さんのボランティア意識が高揚し、新しいボランティア組織も生ま

れ活発な活動がなされるなど、多くの地区住民が資金と労力を提供して地域の美化・清掃

に取り組む土壌が生まれたように感じています。今後もこの取り組みを継続実施し、地域

コミュニティ活動が活発になると同時に、子供たちが参加することにより将来的にも事業

が引き継がれていくものと確信をしています。 

鹿野城跡公園の自然と景観を守る  
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暑い中でのコスモスの種まきは大変 

地域環境を美しくする活動 

勝谷地区公民館 

 

【事業の目的】 
 私たちは自然豊かな美しい環境に暮らしていますが、さらに住みよいまちになるよう、さまざま

な美化活動を展開しています。地道であまり目立たない取り組みですが、住民から喜ばれ、生活に

潤いを与える大切な取り組みだと思っています。 
 
【事業の概要】 
例年、年間を通してさまざまな取り組みをしています。３月の資源ごみの収集に始まり、８月に

は地区内の県道沿い（約１.２㌔）にコスモスを植えます。台風シーズンの９月には地区内を流れ

る勝谷川と浜村川の清掃を行います。また、平成 25 年度は旧勝谷小学校グラウンドの芝生化に挑

戦しました。 

 

【実施状況】 
公民館長を会長とする「勝谷美化運動の会」を組織し、そこを中心に取り組んでいます。さらに

公民館の専門部の環境部、まちづくり協議会にも環境美化部会を組織しています。それぞれ独自性

を持ちながら、地域環境保全という点で連携しながら取り組んでいます。 

 資源ごみの収集行事は長年の恒例行事で、近年は行政でも積極的にやっており、「もうやめても」

というような声もありますが、「限りある資源を大切にしよう」という意識啓発の意味で続けてい

ます。 

コスモス街道の活動は、もともと小学校児童

と地区内にある福祉施設「かちみ園」が共同で

取り組んでいた花いっぱい運動です。学校の統

廃合で一時中断していましたが、数年前に復活

させ、今日に至っています。素人なので失敗も

ありますが、かちみ園生と一緒にやることが意

義ある取り組みだと思っています。 

  

かちみ園生と一緒にコスモスの種まき 

地区の皆さんも参加 



‐102‐ 

 

川の清掃については、特に台風に襲われた年はトタンやビニールなど雑多なごみが川にあふれ、

コンテナいっぱいになります。そういう地道な活動が評価され、平成 25 年度には美化運動の会が

県知事表彰を受けました。 

 芝生化事業も環境美化の一環として挑戦しました。まちづくり協議会が市の助成金 40 万円を受

けて取り組み、６月に苗を植付け、10 月には見事な芝の広場が完成しました。維持管理は地区内外

の有志で立ち上げた「勝谷グリーンひろばの会」（43 人）が行いました。水やり、芝刈り、施肥な

ど楽しみながら取り組んでもらっています。夏には芝の上でバーベキューもやり、親睦を深めまし

た。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
 コスモス街道については、種まきのタイミングをはじめ、天候などにより、美しく咲く年とそう
でない年があり、毎年大きな検討課題となっています。うまく咲かないと「こんなことならやった

甲斐がない。コスモス以外のものに変えたらどうか」という声もありますが、かちみ園の方々も楽

しみにしていることでもあり、今のところは長年続けたコスモスにこだわっていくことにしていま

す。ただ、そのやり方についてはさらに工夫が必要だと思います。芝生については息の長い活動に

なります。公民館活動としても環境美化の観点で積極的にかかわっていくことにしています。初年

度はグラウンドの３分の 2程度を芝生化しました。平成 26年度は全面芝生化を目指しています。 

芝の苗植え付け作業 芝の広場を裸足で走るこどもたち 

川の清掃作業 

川清掃で集めたゴミ 

川に入ってのゴミ収集 

芝の上でバーベキュー親睦 
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夏休み子ども塾 

小鷲河地区公民館 

 

【事業の目的】 

 少子高齢化に伴い、小鷲河地区でも児童の数は年々減少しています。小鷲河地区だけで

なく、鹿野町の全児童を対象として、自然とじかに触れ合える小鷲河地区の特性を生かし、

ふるさとのよさの再発見をしてもらえる事業を計画しました。  

                                         

【事業の概要】 

 鹿野町全児童を対象に、町内の３地区公民館がそれぞれ「夏休み子ども塾」の事業を企

画します。参加申込書を学校で児童に配布、回収して取りまとめをします。児童は自分の

好きな事業に参加します。 

 工作、調理実習、スポーツ、自然観察または環境学習など、長期の休みを利用してさま

ざまな体験をすることができます。 

 

【実施状況】 

○７月３０日（火）ミニペットボトルロケットを作ろう 

  場  所：小鷲河地区公民館  

参加人数：３３名（児童数２３名） 

 ５００ｍｌの炭酸用ペットボトルを

利用して、ペットボトルロケットを作り

ました。その後旧小鷲河小学校のグラウ

ンドへ移動し、発射台を使って飛ばしました。 

○８月２日（金）・１０日（金）河内川で遊ぼう  

  場  所：カジカの里公園（旧小鷲河小グラウンド

下の河川敷） 

  参加人数：８月２日 ２０名（児童数１４名）  

○８月２０日 ３１名（児童数２３名） 

 河内川で泳いだり、カニや魚などを捕

まえたりして、川に親しみ、ふるさとの

自然のよさを学びました。

ミニペットボトルロケッ

トを作ろう 

河内川で遊ぼう 
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○８月６日（火）２０日（火）お菓子を作ろう  

  場  所：小鷲河地区公民館 

  参加人数：８月６日 １２名（児童数９名） 

 地元の方を講師の招き、夏向けのさっ

ぱりとしたお菓子を作りました。 

○８月７日（水）ペットボトルロケットを飛ばそう  

  場  所：鹿野小学校グラウンド（鹿野町３館合同） 

  参加人数：５７名（児童数３４名） 

 ７月３０日に作ったペットボトルロケットを鹿野小学校グラウンドで

飛ばしました。 

○８月２１日（水）盲導犬を知ろう 

  場  所：小鷲河地区公民館 

  参加人数：１４名（児童数４名） 

 鳥取ハーネスの会の野沢実さんと盲導

犬ダインを講師に招いて、盲導犬に触れ

合う体験をしました。 

○８月２２日（木）丸シールで絵を描こう 

  場  所：小鷲河地区公民館 

  参加人数：３２名（児童数２５名） 

丸くカットしてあるマスキングテー

プを使って、画用紙に絵やモチーフを

描き、出来上がった作品は段ボールを

使って作った額に入れて飾りました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 児童数の少ない小鷲河地区ですが、地区外からの児童を招くことで、にぎやかに事業を

展開することができました。 

 今後の課題としては、招くばかりでなく、地区外に出向いて事業を行なうことができれ

ばと考えています。 

 平日は学校、部活動と公民館に来る時間のない子どもたちですが、長期の休みを利用し

て公民館に気軽に来やすいようにしています。幼少時から公民館に慣れ親しむことにより、

公民館の敷居が高くならないように努め、生涯にわたって公民館活動、生涯学習に参加し

やすい環境を整えておくことで、地域の活性化を担う若者が出てきてくれることを願って

います。 

お菓子を作ろう 

盲導犬を知ろう 

丸シールで絵を描こう 
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　原材料名　　もち米・干し椎茸・鶏肉・にんじん・ごぼう
　　　　　　　油あげ・こんにゃく・醤油・酒・砂糖
　内 容 量    ２８０ｇ
　消費期限　　平成25年11月10日
　製造場所　　鳥取県鳥取市気高町下坂本48-4
　製 造 者    瑞穂地区文化祭実行委員会
     　　 ※本日中にお召し上がりください。

 瑞 穂 お こ わ

瑞穂おこわの伝承（瑞穂地区文化祭） 

瑞穂地区公民館 

 

【事業の目的】 

 瑞穂地区文化祭は、名称を「公民館まつり」ではなく「地区文化祭」に拘り開催してい

るのは、瑞穂小学校学習発表会と連携し、普段の学習の成果の発表の機会づくりと住民が

集う場となることを目的にしています。 

 

【事業の概要】 

 瑞穂地区公民館設立以来続けている瑞穂地区文化祭は、現在特色ある公民館活動に位置

付けをし、住民の学習発表の場、集う場となるよう２日間開催されます。 

内容は、作品展示、学習発表会、芸能発表会、

屋外でのバザーです。 

バザーコーナーでは各種団体による焼きそば、

焼き菓子、野菜、手芸品の販売、まちづくり協議

会による生姜猪カレー、ポップコーン、綿菓子の

振る舞いを行っています。なかでも一番の売り物

は昭和の時代から３０年にも及び作り続けられて

いる「瑞穂おこわ」の販売です。 

以前に比べ数は減っていますが、毎年５５０食

を作っています。遠く婦人会のころから、女性会

と名を変え現在は、文化祭実行委員会の名のもと、

公民館女性部委員を中心に、各集落から多くの女

性の力を借りて作っています。 

また、「瑞穂おこわ」は予約販売となっており、 

公民館文化部の委員により引換券の販売がされて

います。作る人も住民、販売するのも住民、買っていただくのも住民、瑞穂地区住民一団

となって「瑞穂おこわ」は存続されています。毎年みなさんに心待ちにしていただいてい

ます。また「瑞穂おこわ」はとても、とてもおいしいのです！！当時からの味付けもしっ

かりと受け継がれています。70・80 歳代の先輩方々が今年も美味しかったよと言って下さ

る言葉に「瑞穂おこわ」が生きている証を感じます。「瑞穂おこわ」に多くの方の手が入り、

人のつながりができ、和ができています。 

  

 

 

 

 

 
【瑞穂おこわ製造風景】  

 



‐106‐ 

 

【実施状況】 

文化祭実施までには、４回の会議を開き、開催要項・業務分担(作品会場準備後始末班・

催事班・芸能発表班）と、細部まで話し合われます。また、開催後には必ず反省会を開き

来年へつなぎます。 

「瑞穂おこわ」の製造は催事班を中心に行います。早速実行委員会後、催事班の打ち合 

せ会を行います。と同時に引換券の販売を開始します。販売数の目安がついたら、材料の

準備に取りかかります。 

「瑞穂おこわ」は２日間で仕上げます。２５年度も１１月

９日（土）材料の仕込みに３時間、１１月１０日（日）に

は朝７時から１１時の完成まで蒸し上げ、パック詰め、販

売と総勢３２名でつくりあげました。 

また、催事班の顔ぶれが毎年変わることもあり、手順は

これでいいのか、味付けは、蒸し上げの時間は、販売予定 

            数はあるのか等々、班長の不安            

ははかり知れません。本番には引き継がれてきた、たった一枚

のレシピを傍らに、みんな一丸となって「瑞穂おこわ」を完成

させます。 

瑞穂地区文化祭では、芸能発表会終了後、お楽しみ抽選会を

行っています。抽選会への参加は各戸一枚の抽選券の投函のみ 

です。賞品は瑞穂おこわの収益の一部が充てられています。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

集落数も少なく、子どもが少なくなってきている瑞穂地区

を元気にしよう、なんとしても文化祭を盛り上げよう、そし

てたくさんの人に楽しんでもらおう、という気持ちひとつで

多くの方々の協力をいただき「瑞穂おこわ」という伝統の一

品を守り育ててきました。 

しかし、協力体制についてあらためて考える時、大きな力 

を発揮してきた瑞穂地区ですがリーダーの弱体化という現実は否めません。今後守られて

きた味と人のつながりをどう繋げられるのかが大きな課題となっています。今更ではあり

ますが新しいリーダーの育成が望まれます。それでも細々ながら続けてきた結果、だんだ

ん減っていた協力者数も戻ってきたように思います。最近

ではまちづくり協議会等、協力の手が増え多くの笑顔を呼

び起こしています。 

これからもより一層、瑞穂小学校、各集落、団体、まち

づくり協議会等と連携を取りながら、地区民でつくりあげ

る文化祭の名のもと「瑞穂おこわ」を作り続けたいもので 

す。 

【芸能発表会】 

【バザー風景】 

【作品展】 

【タッチパネル体験会風景】 
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わくわく子ども事業『はてなクラブ』 

宝木地区公民館 

 

【事業の目的】 

新しいもの、初めてのものに大いに興味を持ち、目覚めてゆく現代の子どもたちに様々

な体験の場を提供するとともに、サークル的な活動をすることにより、子どもたちの自主

性や、友だち・異年齢間での協調性を育てることを目的としています。 

 

【事業の概要】 

  当事業は、平成２４年７月より、子どもたちでサークル名を決めることから始まりま

した。今年度４月には年間の活動内容を子どもたちで話し合い、それを基に毎月第３土

曜日に（７月・８月は夏休み事業がある為お休み）体験活動をしています。時には地域

の方々の経験や知恵を教わりながら、“楽しみながら学ぶ”をモットーに取り組んでいま

す。 

  

【実施状況】 

○おやつ作り＆集会 実施月日：４月２０日（土）     

参加者： ８名 

  ホットケーキミックスを使った簡単なおやつを作った後、 

年間の活動について話し合いました。実質的な計画までは 

できませんでしたが、それぞれが体験してみたい事などを 

挙げ、それを基に事業を計画していきました。 

 

○いちご摘み＆デザート作り 実施月日：５月１８月（土）  

 参加者：１１名  地域ボランティア：２名 

  地域の方が子どもたちの為にと毎年栽培していただいてい 

るいちご畑へ、いちご摘みに出掛けました。子どもたちは摘 

み方を教わりながら、真っ赤に実った美味しそうないちごを 

嬉しそうに摘んでいました。持ち帰ったいちごでデザートを 

作り、みんなで美味しくいただきました。 

 

○ちまき作り    実施月日：６月２２日（土）   

参加者：１５名  講師：河内照子さん  地域ボランティア：２名 

 地域の方に教わりながら、ちまき作りを体験しました。 

まずは異年齢で班に分かれ、年長の子がリードしながら団子 

作り。次はいよいよ教えていただいた簡単な巻き方で笹に巻 

いていく作業です。なかなかできない下学年の子は上学年の 

子が助けてやりながら、たくさんのちまきを作ることができ 

ました。笹の香りを楽しみながらみんなでいただきました。 

〔笹２枚で上手に巻きました〕 

〔おいしそうな 

いちごがたくさん♪〕 

〔こんなことやってみたい！〕 
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○流木ねんどアート  実施月日：９月２１日（土）   
 参加者：１０名  

紙ねんどに色を混ぜながらねんど細工を作り、流木に飾り付  
けをする“流木ねんどアート”に挑戦です。何を作るか悩んで  
いた子たちも、いざテーマが決まると黙々と作業に打ち込み、  
思い思いの作品が完成。紙ねんどに絵の具を混ぜるだけで好き  
な色のねんどに変わることに驚いていた子どもたちでした。  

 
○タイルに貼るガラス絵作り 実施月日：１０月１９日（土）   

  参加者： ９名    講師：リファーレンいなば 

リファーレンいなばさんへ出向き、ガラス絵作りを体験させ 

ていただきました。使用した材料は、廃材のガラス瓶やステン 

ドグラスなどを砕き、焼いて角を加工処理したもの。様々な色 

や形のガラス片を１０cm 角のタイルに並べ貼り付けます。個性 

的な作品が出来上がり、子どもたちの想像力の豊かさに感心させられました。 

 

○汽車遠足～わらべ館へ行こう～ 実施月日：１１月１６日（土）   

参加者：１６名  

お弁当を持ってわらべ館へ汽車遠足に行きました。 

鳥取駅までＪＲを利用し、駅からわらべ館までは徒歩での移動。 

わらべ館内では、イベントやおもちゃコーナーなどで遊んだ後、 

わらべ館横の夢広場でシートを広げ、お弁当を食べました。 

列車内やわらべ館への道中、また館内においても上学年が下学 

年の子をみてやったりと、規律正しく行動することできました。 

これも日々の活動によるものではないかと思います。 

 

○クリスマス会    実施月日：１２月１４日（土）   

参加者：１５名   地域ボランティア：３名 

松ぼっくりを使ったクリスマス飾りを作った後、クリスマス 

ケーキ作りを行ないました。でき上がったケーキをみんなでい 

ただきながら、地域ボランティアさんの読み聞かせや手遊びを 

楽しみました。はてなクラブらしく体験を交えながらのクリス 

マス会となり、みんなで楽しい時間を過ごしました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  事業開始から約１年半。なかなか思うように動けなかった子たちも、異年齢での班行

動により、指示しなくてもそれぞれが協力し合えるようになりました。また、地域の方

との繋がりも深まりました。今後は上学年の子たちが中心となってリードし、自分たち

で考え、行動できるような事業の進め方、また体験内容を計画していけたらと思います。 

〔細かい作業が大変…〕 

〔この色と形で何を作ろう？〕 

〔Ｘmas ケーキをデコレーション〕 

〔ミニツリーも 
完成！！〕 

〔自分たちで切符も購入〕 

〔お弁当おいし～い♪〕
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逢坂かるた健康ウォーク大会 

逢坂地区公民館  

 

【事業の目的】 
 平成２２年度に、地区内の資源、伝統行事等を子どもたちに伝え残していくため、
名所・史跡・風物を題材に手づくりの「逢坂かるた」を作成しました。 

 この逢坂かるたに詠まれた地区内の名所・史跡を巡り、地元の魅力再発見、交流と

健康増進を図ることを目的に、平成２３年から始まったのが「逢坂かるた健康ウォー

ク大会」です。 

 

【事業の概要】 
 公民館と逢坂むらづくり協議会、健康づくり推進委員と共催で地区内を三つのコー
ス「大堤コース」、「あみだの森 亀井公コース」、「木喰と名水コース」に分け、毎年

１コース、３年で逢坂かるたに詠まれた箇所を一巡しようとするもので、今年は３年

目となります。 

公民館では、「逢坂かるた 健康ウォーク大会」を特色ある公民館活動の「ふるさと

再発見・交流」事業として位置付けています。 

 

【実施状況】 
日 時 １１月３日（日）  

場 所 逢坂地区公民館を起点に、７．２キロ 

のウォーキング大会を開催。 

 参加者 ４７名（大人３８名、子ども９名） 

   

  今年の特色は次のとおりです。 

① ノルディックウォークの取り入れ 

② 出発前に Jr 逢鷲太鼓の演奏を披露 

③ 中間地点の「布勢の清水」でコーヒー 

・お茶のサービス 

④ 終了後、お楽しみ抽選会の実施 

⑤ 近隣他地区へも参加を呼びかけ 

  

   ウォークは、途中からあいにくの雨となりま 

したが、途中の延命庵では、地区民でも普段目 

にすることのない、約４００年前に京都から移 

設されたといわれている木喰上人作の微笑みの 

仏像を見学しました。 

また、中間地点では、平成の名水に指定されている「布勢の清水」で、地元婦人

会により名水コーヒーやお茶のサービスがあり、ウォーク参加者から大好評でした。 

木喰と名水コース図 
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そして、７．２キロを約２時間３０分でウォークを終えた後は、お楽しみ抽選会

で大いに盛り上がり、無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針】 
  逢坂かるた健康ウォークは、今年３回目で地区内を一巡したことになり、地区の
行事として定着しつつあります。 

  ウォークを通して、地区内に住んでいても、普段行ったことのない場所を巡りふ

るさとを再発見したり、参加者同士の交流が図られていると思います。 

  ３回目の今年は、他地区へ参加を呼びかけ８名に参加していただきましたが、同

日に近隣でウォーク大会が開催された影響も受けたかなと考えられます。 

秋は、各地でウォーキング大会が開催されますが、できるだけ同日開催を避ける

ためには、一定のエリア内で日程調整ができないものか考えています。 

来年は、地区内外からより多くの参加者があるよう、魅力あるコース設定や内容

の充実に加え、春の花のシーズンでの開催についても検討したいと思います。 

 

延命庵から次のポイント“殿”まで。 “布勢の清水”でちょっと一息。 

ウォークの参加者と Jr 逢鷲太鼓の 

メンバー全員で記念撮影。 

～逢坂地区公民館前にて

～
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浜っ子 Big Family 

浜村地区公民館 

 

【事業の目的】 

  浜っ子 Big Family(通学合宿)は、子どもたちが日常の家庭生活から離れ、地域施設か

ら学校に通学する集団宿泊体験をするもので、異年齢と集団活動や生活体験をすること

により、子どもたちの自立心の向上を図り、協調性・社会性を高め、感謝する心や自ら

実践する力を身につけることを目的とします。 

 

【事業の概要】 

  今回で 10 回目となった共同生活をしながら学校へ通う「通学合宿」は、小学校４年生

から６年生までを対象とし、参加児童の保護者・まちづくり協議会と公民館で実行委員

会を構成し実施しています。 

 

【実施状況】 

  日 時：平成２５年６月２６日（水）～６月２９日（土）３泊４日 

  場 所：浜村地区公民館  参加者：男子１２名 女子６名 計１８名   

  日 程 

1 日目 ６月２６日（水）  ２日目・３日目  4 日目 ２９日（土） 

時刻 活動内容  時刻 活動内容  時刻 活動内容 

16：30 

17：00 

18：30 

 

 

21：00 

21：15 

21：30 

開校式 

夕食準備  

夕食・片付け 

勉強・お風呂等 

 

ミーティング 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

6：45 

7：30 

15：15 

 

17：30 

18：30 

 

21：00 

21：15 

21：30 

起床 

朝食準備 

朝食・片付け 

登校 

下校 

宿題・自主活動 

夕食準備 

夕食・片付け 

お風呂等 

ミーティング 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

7：00 

 

 

 

9：00 

 

 

11：00 

起床 

朝食準備 

朝食・片付け 

掃除 

荷物の整理 

感想文 

ニュースポー

ツ体験(ペタン

ク) 

閉校式 

   初日は、参加の子どもたちは公民館に直接 

下校します。午後４時半より開校式、合宿中は食事、洗濯、 

  掃除等すべて子どもたちでします。 

  お風呂は、公民館の前の総合福祉センター内にある 

お風呂をお借りします。 

 総合福祉センターの所長さんにごあいさつ 
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 ○最終日、公民館長さんの指導でペタンク体験を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

【感想文から  ６年生 女子】 

  私は、この通学合宿を通して学んだことは、1 つ目は 

 仲間の大切さです。2 つ目は、当たり前ですが、保護者 

の言うことを聞くことです。自分勝手に行動して失敗 

するよりも、保護者に正しいことを教えてもらって成 

功する方が良いからです。でも、できるだけ自分でよ 

く考えて行動することも大切だと思います。3 つ目は、 

自分の物はしっかりと整頓することです。整頓せずに 

バラバラにしていると、どこに何があるか自分でもわからなくなってしまうからです。 

この 3 泊 4 日で楽しく、苦しく、明るい思い出がたくさんできました。通学合宿に 3 年 

連続来ることができて良かったです。最後の合宿楽しかったです。本当にお世話になり 

ました、ありがとうございました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  この合宿で、友達を大切にする、みんなと協力をする、そして感謝の心を身につけた 

 と思います。 

  今回 6 年生が、中学になっても参加したいと要望があり、中学生をどのように関わら 

すか、受け入れるかどうかが課題です。 

 

《夕飯準備中！》 《まち協さんの協力でバーベキュー》

最終日 6 年生が碁石で作った通学合宿

の文字を囲んでハイ・ポーズ。 

《一生懸命感想文書いてます。》 《暑かったけどみんな初めてのペタンクに夢中でした！》 
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わが地区の名人探し！ 

酒津地区公民館 

 

【事業の目的】 

  酒津地区の名人探しを目的に、それぞれ特技をお持ちの方を講師にお迎えし、親睦を

はかりながら、その極意を誰でも簡単にできる方法で、ご指導をお願いしました。 

 

【事業の概要】 

  地域の仲間づくり事業として計画しました。どこの地区にも人知れず隠れた名人がた

くさんいらっしゃるのでは…隠れた人材を発掘して、公民館事業でその腕前を発揮して

いただけたらいいなあと思いました。狭い地区のため人材発掘が大変でしたが、お願い

したら快く引き受けていただきました。 

 

【実施状況】 

5/11 

（土） 

【いちご大福づくり】 

指導者：樋片 美代子さん 

参加者：９名 

 

電子レンジで簡単に作れる“いちご大

福”に挑戦しました。作業が偏らない

ように手分けして作りました。 

 

6/1 

（土） 

【ちまきづくり】 

指導者：加納 晴代さん 

参加者：１０名（子ども２名） 

 

ちまきづくり名人に昔からの笹の巻き

方を教わりました。写真右から“三味

線巻き”“ほーかー”“しーちー”です。 

 

9/27 

（金） 

【フラワーアレンジメント】 

指導者：山下 陽子さん 

参加者：８名 

 

地区作品展出品用の教室でした。指導

者が花の購入から準備、飾りつけまで

すべてやってくださいました。 
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10/30 

（水） 

【サバのさばき方】 

指導者：加納 和子さん 

参加者：２０名 

 

神戸地区との交流会でサバのさばき方

を神戸の方に指導して頂きました。思

ったより、難しいみたいでした。 

 

11/27

（水） 

【編み物教室】 

指導者：港 弘子さん 

参加者：１７名 

 

毛糸 1 玉で簡単に編めるマフラーを２

時間ほどで完成する事ができました。

和気あいあいと楽しそうでした。 

 

 

  平成２６年２月【バレンタインお菓子づくり】を計画しています。 

 

【課題、今後の方針等】 

  今年度の指導者は女性ばかりでしたが、男性で隠れた才能の持ち主を探したいと思っ

ています。 

  酒津の風土を生かし、若い方に「赤いかのさばき方」、「魚のさばき方」教室を計画し

ていましたが、自然が相手で思うような時に漁がなく、実行できなかったのがとても残

念でした。 

  若い方の参加がまったくなく、大変残念でした。「ちまきの巻き方」とかは、ぜひ覚え

ていただいて、子どもさんと触れ合いながら、食文化を受け継いでもらえたらと思いま

す。 

  今後は日本の四季の行事、旬の食材等風土と歴史を大切にした行事を体験できればと

思います。 
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ひおきサマーキッズ 

日置地区公民館 

 

【事業の目的】 
 少子高齢化で地域の子どもたちの数が毎年減少し、今年度小学生の数は３１名になりました。地

域の宝である子どもたちを地域全体で見守り育てていく、子どもたちに地域に対する愛着を持って

もらう、地域住民の一員としてコミュニケーションを深めることを目的として計画しました。 

 

【事業の概要】 
 公民館育成部が中心となり検討を重ねました。 

地域の小学生が対象ですが、兄弟姉妹も保護者同伴で参加ＯＫにしました。早牛川での魚のつかみ

取りも計画していましたので、事前の下見、川のせき止め等準備の段階から地域の方にボランティ

アで参加してもらいました。夏休みエコ工作体験では、試作品を作りましたが、保護者の方地域の

方と共に思考錯誤しながら決めていきました。 

                               全員で記念写真 

【実施状況】 
 日 時 ８月１８日（日）９：００～１３：３０ 
 場 所 日置地区公民館及び早牛川 

 参加者 子ども３４名 

     大人３９名 

      （保護者、地区民、公民館職員、支所職員）     

 内 容 午前９時 公民館に集合 開会式 

１時間エコ工作の体験をしました。 

① 牛乳パックフォトフレーム ② 走れ！牛乳パックカー 
③ 進め！牛乳パック船    ④ 牛乳パック小物入れ 

     午前１０時３０分 早牛集落公民館に移動 

       早牛川にてますのつかみ取り 

     午前１１時３０分 公民館へ移動記念写真撮影 

     午後１２時 みんなでバーベキュー 

     午後１時３０分 閉会式  解散 

 

   ますのつかみどり、ドキドキ初めての体験です                 幼児の魚釣りゲーム 
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 世界に１つだけのエコ工作体験は大人も子どももみんな夢中です 

 
     バーベキューはおいしくて楽しかったです。みんなで育てた野菜も食べました 

 
【成果と課題、今後の方針等】 
 参加した子どもたちの笑顔がこの事業の成功を物語っていると思いました。「楽しかった、面白

かった、捕まえるのが大変だった、初めてだった」のことばが参加者の間から沢山聞かれました。 

日置の豊かな自然の中で、思いっきり遊んで食べて、年代を超えた友達を作って、あれこれ考え

て思い出に残る夏の一日になりました。 

 公民館でのエコ作品作りはもちろん、早牛集落でのますのつかみ取りが好評で、「早牛には来た

ことがなかった」「こんないいところが早牛にもあるんだ」などの声が聞こえました。 

 今後は、地域参加者はもとより中学生・高校生も巻き込んで、人を知り地域を知る（ひおきのい

いとこ捜し）ことを続けていき、日置地区を活性化することにつなげていきたいと思います。 

地域の宝子どもたちを中心に、子育て、自分育て、仲間づくりに頑張ります。 
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出張！女性教室 
日置谷地区公民館 

 
【事業の目的】 
 地域の仲間づくり事業として、女性を対象にしたものづくり教室を実施しています。

様々な技術の習得や生きがいづくり、そして住民のふれあいの場となることを大きな

目標としていますが、その作品を年に一度の「地区文化祭」へ出展していただくこと

も目的としています。年間６～８回程度の事業の内、今年度は４回、出張しての女性

教室を計画しました。 

 

【事業の概要】 
 高齢化、核家族化の為、地区公民館まで足を運べない方や、仕事や農業で土日も休

みがない方が多いという現状を踏まえ、各集落の公民館を会場に各集落の役員の方と

開催日、教室の内容を決め、公民館職員が出張して教室を実施しています。 

 出来上がった作品は役員の方が責任を持って文化祭の展示コーナーへ出展されます。 

 

【実施状況】 
  『リースづくり』 

日 時 ６月２９日（土）１９：３０～２１：３０ 

場 所 養郷公民館 

講 師 中田祥子さん（養郷） 

参加者 ９名 

  くずのつるを丸めたものに、野山で収集した木の

実(松ぼっくり、どんぐり、椿の実など)をグルーガ

ンで接着していきました。かわいい木の実が身近な

ところで収集できることに驚く方も多くいらっしゃ

いました。隣の人とアドバイスしあいながら、和気

あいあいと作品づくりを楽しみました。 

 
  『エコクラフト』 

日 時 ７月１９日（金）・８月９日（金）１９：００～２２：００ 

場 所 大坪公民館 

講 師 塩とみ子さん（日置地区公民館職員） 

参加者 ９名 

  エコクラフトテープを使い、四つだたみという編

み方でＡ４ファイルも入る、ちょっと大きめのかご

を作りました。 

  １日目で底と立ち上がりまで進み、次回までに編

み終わることを各自宿題として持ち帰りました。２

日目で縁と持ち手をつけて完成させました。 

【リースづくり】 
 レイアウトを思案中・・・

【エコクラフト】 
 素敵なかごが出来ました。
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 『グラスアート』 

 日 時 １０月２０日（日）１３：３０～１７：３０ 

 場 所 蔵内公民館 

 講 師 野間紀子さん 

     （日本グラスアート協会認定インストラクター） 

 参加者 １０名 

  素材となるガラス板に鉛でできたリード線と特殊な

カラーフィルムを貼って制作します。ステンドグラス

の雰囲気をそのままに、より簡単に素敵な作品を作る

ことが出来ました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
各集落公民館へ出張して女性教室を開催するようになって７年経ちます。始めたきっ

かけは、集落の女性部の役員さんから、「地区文化祭に出展するためにみんなで何か作り

たいけど、車が無いから地区公民館まで行けない人がいるし、知らない人の中に入るの

は苦手で」と相談を受けたからです。そこで、各集落にある公民館で開催すれば歩いて

来ることが出来、顔なじみの方たちばかりで気軽に参加していただけるのではないかと

考えました。 

なるべく参加される皆さんの希望にそった教室が実施できるよう、役員さんを中心に

企画し、ものづくりの体験と住民の交流の場として定着してきました。普段、地区公民

館でお顔を拝見することのなかった方にもたくさん参加していただきました。 

また、出来上がった作品は地区文化祭に飾られ、訪れた人は他集落の作品を見て興味

をもったり、次年度の参考にされたりするようです。 

集落公民館へ出張しての女性教室はある程度定着してきたようですが、今年度は少し

参加人数が少ないような気がします。マンネリ化せず、少しでも参加してみたいと思っ

てもらえるよう、新しい魅力のある教室を企画していかなければいけないと思います。 

より多くの方が公民館活動に参加していただけるよう、地域の皆さんの知恵も借りな

がら事業を検討していきたいと考えます。 

 

 

【グラスアート】 
 細かい作業に真剣です。 

【地区文化祭 作品展示コーナー】 
 あれもいいね。これも素敵。と賑やかに大盛況でした。 
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伝統芸能「勝部岩力踊り」の伝承 

勝部地区公民館 

 
【事業の目的】 
 「勝部岩力踊り」は、江戸時代初期、鳥取藩主池田光政が３２万石にふさわしい城下町づくりを

目指して、城や町の建設・改修を進めた際、必要な材料を、青谷町勝部地区の農民が勝部川の流れ

を利用して運び出したときの苦労を慰めるため、歌い踊ったことが始まりとされ、盆踊り唄として

伝えられてきました。その踊りを伝統芸能として保存するため、昭和４９年、地域の診療所の医師

の提唱で保存会ができ、その後の活動で昭和６１年青谷町（現鳥取市）から無形文化財の指定を受

けました。また、地域に小学校があったころには、学校の地域交流学習として、学校と保存会が連

携し、運動会の総踊りに全員参加など、子どもたちへの伝承活動もありましたが、平成１９年３月

に小学校が閉校してからは、子どもたちが岩力踊りを踊る機会が無くなり、伝承があやぶまれまし

た。そこで、公民館が保存会に関わり、地域の宝として子どもたちが岩力踊りを受けついでいって

くれることを目的に、様々な事業で子どもたちが踊る機会を作っています。 

 

【事業の概要】 
 保存会や地域の青少年健全育成に関わるボランティア「やまびこくらぶ」の方々に協力していた

だき、公民館活動「子どもと大人のふれあい事業」の中で子どもたちが踊る時間を設定しました。

また、地区外で発表できるステージ場面をとらえ、子どもたちを引率して地区外での公演活動にで

かけました。 

 

【実施状況】 
「子どもと大人のふれあい事業」  ※平成２５年度の地域の中学生９人・小学生１３人 

日にち 事業名 
小中学生の 

参加人数 

６月２２日（土） 地域子ども教室「勝部ちるど連」「ちまきづくり＆岩力踊り」 ７人 

８月 ３日（土） 宿泊体験交流事業「やまびこ学校」岩力踊り練習会 ２３人（地区外含む） 

９月２９日（日） 地区運動会「ふるさと勝部 岩力踊り」 １７人 

１１月１０日（日） 地区文化祭「芸能発表会」 ８人 

 

地区外の公演活動 

◎全国都市緑化フェア 水と緑のオアシスとっとり 

「県民おもてなしステージ」 

１回目 １０月１４日（月・体育の日）  小中学生４人 

２回目 １１月４日（月・振替休日）  小中学生７人 

◎第３１回鳥取市公民館まつり（平成２４年度）芸能発表会 

１１月２５日（日）  小中学生８人 

 

 

文化祭では、3年連続 1番のプログ
ラムでステージ発表し、地区内の方
にアピールしています。 
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【成果と課題、今後の方針等】 
 地域の小学校が閉校して、日中に子どもの声も 

姿も地域の中で見ることが無くなり、実際少子化 

でこの２年新入学生もなく、小中学生の人数も減 

るばかりです。そんな中、平成２０年ごろから２・ 

３年間途絶えていた地域子ども教室事業を復活さ 

せ、子どもたちに自分の暮らす地域に目を向けさせ 

「ふるさと勝部」を誇りに思う活動の一つとして、 

公民館が保存会や地域の方と連携し「勝部岩力踊り」 

を踊る場を設定してきました。 

 この度、緑化フェアの「県民おもてなしステージ」で踊った女子中学生の感想文を館報かちべに

掲載しました。「今年も勝部のおどり、岩力おどりをいろんな場所でおどりました。昨年は、公民

館まつりでおどったけど、今年は緑化フェアで２回もおどりました。１回目はおどる人の人数が少

なかったけど、２回目はいろんな人が集まり、人数が多かったです。舞台を見ていた人に、少しで

も岩力おどりのことをしってもらえたらいいなと思いながらおどりました。私は、まあ、ちゃんと

踊れたと思います。緑化フェアは屋台や花などがあって自由時間は楽しめました。２回ともいろん

な人に岩力おどりが披露できたし、楽しめたので良かったです。」 

 この子は、小学生のときから公民館の子ども事業に参加し、岩力踊りもずっと踊ってきた子です。 

「芸は身を助く」ではありませんが、将来きっと何かで役に立つこともあるでしょうし、ふるさと

勝部を思い出す「よすが」になることでしょう。 

 昨年度から、まちづくり協議会ふれあい部会の活動のひとつとして「伝統文化の継承」をいれて

いただき、足袋やハッピなど衣装の購入資金を補助していただきました。子どもたちの衣装は、小

学校時代にそろえられた「岩力おどり 勝部小学校」と名入れしてあるハッピを使っていましたが、

サイズの小さいものばかりだったので、今年度、保存会以外の大人、小学校高学年や中学生用に「勝

部地域まちづくり協議会」と名入れした大人用（Ｍ・Ｌサイズ）１０枚を新調していただきました。

保存会の方々の池田家の「アゲハチョウ」のご紋をあしらった衣装に交じり、青いハッピの子ども

たちが踊ります。 

 地区内６つの集落でそれぞれ踊りつがれてきたためか、「一見、ちぐはぐにも思える踊り手のお

どりが、かえって面白さを醸し出している。」と感想が聞かれるように、お手本とする人によって

子どもたちの踊りも形作られているようです。見よう見まねで覚えていくしかないような踊りの練

習方法を、これからの子どもたちのために、練習方法をきちんとマニュアル化していかなくてはい

けないのかもしれません。 

 また、地区内にわずか１３人しかいない小学生でさえ、全員がステージ発表の場に参加するわけ

ではないので、なぜ岩力踊りを踊るのか親の世代からその意義を理解してもらい、子どもたちを送

り出してもらえるような体制づくりをしていかなくてはならないと思っています。 

これから、勝部地域が山陰海岸ジオパークの拡大エリアに認定されれば、そこで行われている伝

承文化として勝部岩力踊りにスポットがあたっていくことも考えられます。地域活性化やまちづく

りの一助として、大切に守り伝えていけるよう、公民館としてできるだけのことをしていきたいも

のです。 

緑化フェアで、鳥取県内外の多くの方に観
ていただきました。 
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中 郷 ま つ り 
中郷地区公民館 

 
【事業の目的】 
  「中郷まつり」は、地域の皆さんの一年間の活動成果発表の場として開催され、地域活

動の推進を目指すものです。また、人との出会い、ふれあいを大切に地域の交流と親睦を

深め地域力の向上を図り、活力ある「中郷づくり」を目的としています。 

 

【事業の概要】 
  平成５年から小学校の学習発表会との共催で始まった「中郷地区文化祭」は、小学校閉
校とともに名称が「中郷まつり」と改められました。平成２０年からは、まちづくり協議

会の設立にともないまちづくり協議会との共催事業となりました。 

展示・演芸・バザーの３部門で構成され、中郷体育館をメイン会場に地域の多くの方々

のご尽力を得て運営されます。毎年地区内外から多数の来場者を迎え盛大に開催され一大

イベントとなっています。 

 

【実施状況】 
◇前日準備 １１月２日（土） ８：３０～２１：００ 

     会場準備・設営、作品展示作業、演芸リハーサル 

  ◇当日運営 １１月３日（日） ８：３０～１７：３０ 

     屋外会場設営、後片付け、反省会 

 

 中郷ステージ 

  午前の部は、ディズニーアニメの上映。午後の部は、

リズム体操・ピアノ演奏・新舞踊・詩吟・コーラス・

ソーラン踊りの発表が行われました。地域の保育園児

や小学生の元気な姿、また、各団体の歌唱や演奏、演

舞により活気と迫力のあるステージとなりました。 

   締めのお楽しみ抽選会では、ステージ出演の小学生

が引く抽選くじに、場内は一喜一憂しながら最後まで

熱気に満ちたステージになりました。 

 

 おたのしみバザー 

  地区有志団体等による各種バザー、コーナー、中郷

名物の豚汁無料サービス・びわの葉茶無料サービス、

花苗プレゼントなどで毎年賑わっています。子ども向

けにはキッズコーナーやポン菓子無料サービスを設

け、幅広い年齢層に楽しんでいただきました。今年も

あいにくの雨天にもかかわらず、沢山の人出で賑わっ

ていました。 

【保育園児のリズム体操】 

【家族連れで賑わうバザー】
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 展示コーナー 

  出展された地区有志個人・グループ作品、公民館事業

作品、小学校児童作品は、どれも作者の想いが伝わる味

のある温かみの感じられるものばかりでした。来場者は、

出展者の力作に足を止め見入っていました。 

 そのほかに、恒例となっている敬老会出席者の写真展

示、「懐かしの写真掘り出し市」として、公民館活動の

写真プレゼントコーナー、人権啓発推進事業として「マ

ンガで考える人権」パネルの展示を行いました。 

 

 中郷手づくり工房 

   手軽にものづくり体験ができる手づくり工房では、和

紙折り紙・バルーンアート・和紙ちぎり絵・キャンドル

アート・エコクラフト手芸・押し花の体験コーナーを設

置しました。どのコーナーも大盛況でした。ものづくり

をとおして手づくりの魅力や楽しさを体験していただ

きました。小さな子たちも頑張ってつくりあげ、とても

嬉しそうにしていました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
小学校校舎が解体されてから２回目の開催となりました。屋外バザーでは、広い土地を

利用しゆったりとした休憩所を設置しました。バザーテントも動線を考慮して配置し流れ

を良くしました。展示会場では、作品に興味を持っていただけるよう展示方法を工夫しま

した。中郷ステージでは、今までは午前の部として環境音楽を流しているだけでしたが、

ＤＶＤの上映をするという新しい試みを行いました。 

 地域人口が減少し少子高齢化が進むなか、演芸参加者の確保や出展作品数が多くなるよ

う公民館と地域との連携を

密にしていくよう心掛けた

いと思います。 

「中郷まつり」は、地域

の皆さんの力で成り立って

いる地域力の結集の場です。

その中郷力を活かし「また

来年も来たい」と思ってい

ただける「中郷まつり」に

なるよう企画運営を行って

いきたいと思います。 

 

【子ども、大人ともに人気】

【力作揃いの展示コーナー】 

【子どもと大人に大人気】 

【心を一つにして頑張った元唄青谷っ子魂】 
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「コスモス展」 

青谷地区公民館 

 

【事業の目的】 

「コスモス展」は、青谷地区公民館で活動しているサークルの作品の展示会です。サー

クルに日頃の成果を発表してもらうことと、地区の住民の交流を図ることを目的として開

催しています。併せて地域の方がどんなサークルに興味・関心を持っておられるかを探り、

次の公民館事業を企画する参考にしています。 

 

【事業の概要】 

平成 22 年に公民館が改修されてから毎年１０月に開催しています。７日間の開催期間中、

パッチワーク・ちぎり絵・書道教室・シャドーボックス・グラスアート・ポーセラーツ、

立体ちぎり絵の各サークルの作品を展示し公民館事業の DVD も放映します。マンネリにな

らないために、展示だけでなく毎年新しい企画を行うようにしていますが、今年は青谷地

区在住の似顔絵画家である宮本栄一さんの似顔絵の展示と、似顔絵を描いてもらうイベン

トを開催しました。 

 

【実施状況】 

 １０月１５日（火）から２０日（日）の６日間 

開催し、延べ１７０人の来場者でにぎわいました。 

展示はほとんど出品者がされました。毎年のこと 

で慣れてきて大変きれいに展示されており、来場者 

から「きれいな展示ですね」とお褒めの言葉をいた 

だきました。 

また、来場者にゆっくりと過ごしていただけるよう喫茶コーナーを設置しました。コー

ヒーを飲みながら談笑して過ごされる方が多く見受けられ、地域の皆さんにとって忙しい

日常を忘れるひとときになったのではないでしょうか。 

１５、１６日と天候が悪く来場者の出足が心配されまし 

たが、コスモス展後半は天候にも恵まれ、土日は小学生の 

ポーセラーツ作品を見に来られる保護者でにぎわいました。 

 

 

 

 

 

 

【和紙の立体ちぎり絵の展示】

【作品の感想で盛り上がりました】

【力作を鑑賞】  
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特に、1 日限定の似顔絵画家宮本栄一さんの似顔絵描きイベントは楽しみにされていた

方が多く、希望者の順番待ちが出来るほどでした。 

宮本さんが鳥取県内のイベントで大活躍されているのを 

地区の皆さんがよくご存じだったようです。 

一人で描いてもらわれる方もおられましたが、親子・夫婦 

一緒に書いてもらわれる方が多く見受けられました。 

年配のご夫婦が「描いてもらえてよかったです。大事に飾 

ります。」と言われ、地区の方に喜んでもらえて開催して良 

かったと思いました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 青谷地区はこの時期、旧青谷町時代から「ようこそまつり」が地区内で開催されている

ため、展示と芸能発表を行う「地区文化祭」の開催が難しく、長年懸案事項のまま今日に

至っている経緯があります。 

近年は演芸鑑賞会やのど自慢大会を開催していましたが、平成 22 年に公民館が改修・移

転したのをきっかけに、「コスモス展」を開催するようになり「青谷地区公民館の秋の展示

会」として地区の方に認知されてきています。コスモス展は、サークルの作品作りの励み

になるだけでなく、展示を見に来てその後サークルに入ったり、同じ趣味を持つ人と交流

が出来たりするいい機会になっていると思います。 

しかし、展示だけでは地区の方を引き付ける魅力に欠けるので、同時開催のイベントをど

う仕掛けていくかが今後の課題です。コスモス展が、地区運動会と並んで地区の要となる

活動となるよう工夫しながら継続実施することが大切だと思います。同時に、主催者側と

地区の方が一緒に、地区を挙げてのコスモス展にするためにはどうすればよいかを考えて

いかなければならないと思っています。 

 

 

  

【大好評！似顔絵描きイベント】  
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冊子編集委員 
《順不同、敬称略》 

職 名 氏 名 所 属 等 選 出 区 分 

委員長 荒木 俊近 豊実地区公民館長 鳥取市公民館連合会会長 

副委員長 懸樋  勉 東郷地区公民館長 鳥取市公民館連合会副会長 

委 員 

平尾りつ子 富桑地区公民館主任 鳥取北地区主任会 

瀬村 順司 松保地区公民館主事 鳥取北地区主事会 

松川 京子 成器地区公民館主事 鳥取東地区主任会、主事会 

桂 はな子 小鷲河地区公民館主任 鳥取西地区主任会 

大隅 大輔 西郷地区公民館主事 鳥取南地区主任・主事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「わが地区のいちおし！」 
～平成２５年度公民館事業～ 

発行年月  平成２６年３月１４日 

発  行  鳥取市公民館連合会 

発  行  鳥取市教育委員会 

編  集  冊子編集委員会 

《委員のひとこと、つぶやき、想い、etc》 

○「わが地区のいちおし！」は、各館の取り組み状況を記録として残すものであり、お

互いの情報交換としても活用していただき、更なる公民館の発展のために頑張ってい

ただきますようお願いします。（懸樋） 

○各館の取組から新たな熱をいただきました。課題を明確にし、事業の更なる充実と発

展を図りたいと思います。ありがとうございました。（平尾） 

○地域社会の地縁・血縁が希薄化している今、生涯学習を通じた学習縁の構築が重要だ

と感じます。人々が集い学び学習縁を結んで元気に暮らすことが、地域活性化に繋が

ると信じます。（瀬村） 

○公民館事業は、地域の方の交流の場でもあります。各地区の取組みも参考にしながら、

「わが公民館」は、是非参加してみたいと思われる魅力ある新しいことにも、どんど

んチャレンジしたいと思います。（松川） 

○「わが地区のいちおし！」は、事業に困ったときの手掛かりとして活用しています。

沢山のヒントの詰まったこの一冊を読み返しては、やる気・元気をもらいます。（桂）

○この度、冊子の編集に係らせていただき良い経験が出来たと感謝しております。この

冊子が今後の各地区公民館活動の一助となることになれば幸いです。（大隅） 



 




