


 



 発刊によせて 

 

鳥取市公民館連合会 会長 荒木俊近 

 

この度、鳥取市の６１館すべてが、自信をもっ

てそれぞれの特色を出し合い、紙面発表できまし

たことを喜びたいと思います。 

各公民館には、語り尽きないほどの『いちおし』

をお持ちのことと思います。ここに発表いただい

たものは、この一年間のほんの一断面にすぎませ

ん。 

これまでの公民館活動は、生涯学習課の委託事

業を中心に運営してきました。しかし、今日は「人と人が繋がり、豊かで

安全・安心なまちづくりの拠点」として、開かれた公民館の運営が求めら

れる時代になっております。そのため、これからますます公民館の運営や

活動も多岐にわたることでしょう。 

地区住民とのコミュニケーションを大切にし、繋がりを大切に集う人々

の笑顔が見られる生き生きとした公民館を目指し、職員の研修はもちろん、

それぞれの職員が自ら資質の向上に努めております。公民館に集う人々の

笑顔から、隠れて見えない職員の姿や顔が浮かんでまいります。 

 このように、鋭意努力して取り組んできました公民館活動の多くの成果

をまとめ、発表することができました。これを次へのステップとして、公

民館の運営・活動が大きく前進し、地区住民の厚い信頼が形成されていく

ものと確信いたします。今後は、各原稿の最後に提案いただいています課

題を解決するため、地区住民の声をくみとり、それぞれの地区の発展に取

り組んでまいりたいと思います。 

 終わりに、『わが地区のいちおし』の発刊に取り組んでいただきました

編集委員の皆様の努力と熱意に感謝するとともに、ご協力いただいた事務

局の皆様にもお礼申し上げます。 

 また、冊子の表紙を飾っております写真等は、今回で北・東・西・南と

鳥取市を一巡いたしました。次号からは、また北から巡ってまいります。

このように貴重な資料を提供いただきありがとうございました。 
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公民館トピックス  

第 65 回優良公民館の文部科学大臣表彰受賞【西郷地区公民館】 

 

 

 
 
 
 

 

 

西郷地区公民館は、昭和 37 年に開館以来 50 周年の節目に当たる今年度、栄えある優

良公民館表彰を受賞されました。 

三滝渓や湯谷温泉などの自然遺産に恵まれ、三つの窯元や俳人「田中寒楼」の生誕地

として知られる西郷地区は、3 年前の「いなば西郷むらづくり協議会」発足以来、「住

んでいる人が生き生きとした明るい西郷」を目指し、住民主体によって様々な活動を推

進しています。 

とりわけ、11 の集落からなる地域の自然、歴史、文

化のすばらしさを住民自身が再発見し、ふるさと西郷へ

の誇りと交流人口の拡大を目指した「西郷まるごと博物

館 ぎゃらりーあっちこっち」は、地元のスタッフを含

めて数百人が参加する地域イベントとなっています。 

 このほか、地区のシンボルである標高 1,053ｍの「高

山登山道整備事業」や「まちとむら交流事業」、「河川美

化活用事業」などを幅広い住民の参加協力を得て実施し、地区公民館を拠点にして、地

域の魅力と活力を高めている点が高く評価されました。 

 「いなば西郷むらづくり計画」の実現に向けた皆さんの取り組みが、ますます充実し

ていくことを祈念いたします。本当におめでとうございました。 

 

 

       坂本 浄館長 よろこびのことば 

 この度の文部科学大臣表彰は、「つくろう みんなで 元気な西郷」
をめざす公民館活動に協力し、地域づくりに自発的に参画して汗を流し
て下さる住民の皆さんにとって、大きな励みとなりました。 
西郷地区のよりよい未来を次世代に託せるよう、これからも互いの絆
を大切にして、みんなで進んでいきたいと思います。 

【第２回ギャラリーあっちこっちの様子】 
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鳥取市立地区公民館 生涯学習委託事業の概要 

 

【事業の目的】 
 公民館活動としての生涯学習事業を推進することにより、地域住民の生きがいにあふれた豊

かな心を育むとともに、地域コミュニティの強化を図ります。 

 

 

【事業の内容】 
 鳥取市内全ての地区公民館（分館含む）において、上記目標を達成するため次の事業を行い

ます。 

（１）子どもと大人のふれあい事業 

地域で子どもたちを育てる環境整備を図る等、鳥取市次世代育成行動計画の施策を積極的

に取り込むことを念頭に、週末や夏休み等における子どもたちの様々な体験活動やボランテ

ィア活動の機会を充実させ、地域住民がボランティアとなって支援する体制で実施します。 

また、公民館活動を将来担う人材の育成事業も含めることができます。 

 

（２）特色ある公民館活動事業 

地域の特性をふまえて地区公民館の特色を最大限活かしながら、公民館独自の発想と住民

希望に対応した事業を計画し、実施します。 

 

（３）人権啓発推進事業 

人権問題について、地域住民に対して正しい認識を持つように啓発するとともに人権教育

の推進を図ります。また、男女共同参画かがやきプランの実施施策（男女平等学習の充実、

広報、啓発など）に積極的に取り組むことを要請されていますので、これに沿った事業を実

施します。また、女性を対象とした様々なグループ活動や教室も含めることができます。 

 

 

【事業実績】 

事業名 
開催数（参加者数） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

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 

（45,540） 

特色ある公民館活動事業 
690 

（26,326） 

660 

（31,077） 

697 

（27,383） 

695 

（25,183） 

951 

（28,057） 

人権啓発推進事業 
444 

（12,562） 

487 

（13,127） 

506 

（15,540） 

528 

（14,748） 

538 

（13,961） 

計 
2,282 

（105,556） 

2,164 

（98,283） 

2,276 

（95,432） 

2,280 

（88,002） 

2,457 

（87,558） 
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わが久松山とともに 

久松地区公民館  

 
【事業の目的】 
鳥取市のシンボルであり、地区の名前の由来ともなっている久松山について学び、これ

を生かして生涯学習や地域づくりにつながる事業を展開しました。 
 
【事業の概要】  
久松山を次世代の子供たちにもっと身近に感じてもらおうと、植物や生き物と触れ合っ

たり学習したりする「久松山の自然観察会」。久松山に盆の期間に『大』文字をイルミネー
ションで点灯し、地域の方や市民等多くの方に久松山に目を向けていただくことで地域お
こしに役立て、一連の作業を協働で行うことで、地域の結束や異世代交流を行う活動をお
こないました。 
 
【実施状況】 
○７月２７日（金） 『久松山の自然観察会』  

参加者３５名  講師：鳥取生物友の会 会長 清末 忠人さん  

 

久松小学校の児童１４名と共に仁風閣～二ノ丸に向かい

ながら講師の先生から植物についての解説をして頂きまし

た。ネコジャラシの穂を使って飛行機のように飛ばしたり、

オオバコの茎を二本からませて引っ張り合う“草相撲”を

したり、昔は“ハガキの木”の葉に文字を書いて、手紙の

代わりに使っていた話とか、セミの名前の由来の仮説の一

つである“背中で見るからセミ”と言うお話を教えて頂き

ました。遊びを通して自然に触れ合う観察会でしたので、

児童からは、“楽しかった”“面白かった”との感想があるなど大変好評でした。  

 

○８月１３日（月）~１５日（水）  『久松山に大文字を点そう』  

   

以下、今回の事業を中心となって実施していただいた、久松山を考える会副会長の亀

屋至郎さんからご寄稿をいただきましたので、掲載いたします。  

『一昨年、３月１１日に起きた晴天の霹靂の東日本大震災は、国中に強烈な衝撃をも

たらした。鳥取市でも昭和の昔、大地震と大火災に遭遇した。時が経つにつれ、記憶が

風化してしまっており、多くの犠牲者の方々に鎮魂の願いを込めて何か出来ないかと考

えていた。そこで、久松山頂から明かりを点して発信してみたらどれだけ素晴らしいだ

ろうと考えてみた。旧盆の京都で大文字の送り火がある様に、鳥取で迎え火を点して見

ようと思ったのがきっかけである。今年は「大」文字の火を点すのが２回目になる。  

夏が近づいた６月下旬に、仲間と今年の「大」文字の点灯準備にかかった。昨年やっ

たとの思い（自信）もあってか、皆の顔には余裕が感じられた。今年は、より綺麗な光

にしようと懐中電灯でなく、イルミネーション（２５００個の光）を使用することに決

－３－ 



定した。又、点灯日も昨年は一日のみだったが、多くの人々が久松山頂から「大」文字

の明かりを盆の「迎え火」「送り火」として見られるように、せめて盆の１３日・１４日・

１５日の夜間に点灯してみようとの声があがった。  

 盆まで１カ月半の準備作業が始まった。  

６月２３日、夕方から天球丸にて、イルミネーション点灯実験をする（４名）。  

鳥取駅前からも鮮明に光が確認された。  

６月２４日、久松山頂で現地調査をする（８名）。  

６月３０日、 久松山頂下石垣で設置場所を白い紙を目印にして、西町から確認（５名）。 

７月 ８日、竹の伐採と草刈り作業（１２名）。  

７月２２日、夏場で草の伸び具合等、現地確認（５名）。  

８月 ５日、頂上付近で竹の追加伐採、「大」文字の設置ヶ所を確認する（７名）。  

８月１２日、点灯前日の準備で２０名が久松地区公民館に集合し、久松山頂に上がっ

た。夏の真っ昼間の作業開始だ。竹を大文字に組み、イルミネーションを這わせて

ゆく。園芸用針金で固定してゆく。又、光量安定の為、塗装用ビニールロールを被

せてゆく。このビニールの被いは二日目の夜には、強風のため無惨にも大方が破壊

されてしまい、バタバタと音をたてていた。見た目にも不思議な光景であった。あ

たかも、その昔、吉川経家軍の旗を彷彿させた。  

三日間、久松山に登って点灯・消灯の担当者が必要であった。  

８月１３日、Ｔ・N・Y・K の４氏が、初日の重要な任務を受け持った。「大」文字が

綺麗に浮かび上がった。バンザイ、乾杯だー。  

８月１４日、４人が受け持った。風が強く涼しくて蚊にも食われなかった。しゃんし

ゃん祭りの賑やかな音がよく聞こえてきた。皆も見ていてくれただろうか。  

８月１５日、受け持った５人がビールを片手に遠くで上がる花火を楽しんだ。１０時

に消灯し、野宿しながら朝を待った。早朝から後始末にかかっていたら下から１０

人くらいの助っ人が来てくれ作業がはかどった。そして、家路につき下山して行く

仲間たちのやり遂げたんだという達成感に満ち溢れた姿を見て、また来年以降も鳥

取のお盆に癒しの明かりを点灯しつづけようとの思いが募った。』  

 

【成果と課題、今後の方針等】 
このほかにも歴史や文化について学ぶため地域内外の歴史や文化施設、寺院等を訪れ

る「歴史探訪」を実施するなど身近にある久松山を通して、様々な学習の機会を提供し

ています。久松地区には、豊かな自然・歴史ある建物等研修できる場所が沢山あります。  

毎年、事業名は同じでも研修の中味を変え、様々な工夫を行っています。参加された

方からは、自分たちが住んでいるこんな近くにこんな所があったのかと、驚きと感心の

声があがります。  

また、久松山頂の「大」文字については久松地区ということのみならず、鳥取市の「迎

え火」「送り火」となるような気持ちで、今後いろいろ工夫して実施していきたいと思っ

ています。久松山の自然、建物、そして歴史等、身近にあるものを再確認するため、ま

た、久松山下を利用して、ここでないとできない事業を実施するよう心がけていきたい

と思っています。  
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遷喬っ子ひろば 

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】 
「遷喬っ子ひろば」は、鳥取市委託事業、子どもと大人のふれあい事業の一環として、青少年育

成遷喬地区協議会を中心に各種団体・PTA・ボランティアの方々に協力していただき、おおむね月

２回(第２・第４)の土曜日、年間約 20回の行事を開催しています。 

実施内容は、4月に「遷喬っ子ひろば」実行委員会を開催し年間事業計画を策定、各責任者及び

協力員・公民館職員で各事業を開催します。 

 

【実施状況】 
○５月２６日（土）ゴーヤグリーンカーテンづくり 

場所：遷喬公民館前 参加人数：１５名（子ども８名・大人７

名）  

講師：湖陵高校農場長 松森 強さん 

今年度初めて企画した事業で、湖陵高校農場長の松森さん（地

区内在住）に土づくりから苗植えまで指導していただき、ゴーヤ

１０株・ヘチマ２株・ワイルドキュウリ８株・四角豆２株、朝顔・

夕顔の種植えを行いました。 

参加人数は少なかったのですが、子ども達は植物の成長を毎日

見ることで、だんだんと興味が湧き、毎日の水やりなどの世話をしてくれていました。 

 

○７月１４日（土）「環境美化奉仕作業」と「ながしそうめん」 

場所：遷喬小学校周辺・遷喬公民館前 参加人数：６６名（子ども３１名・大人３５名） 

主管：遷喬地区高齢者連絡協議会 

小学校周辺の草取りを児童・高齢者のみなさんと行いました。例年よりはるかに多い参加人数で、

子ども達も最後まで集中して取り組み、普段は出来ない所まで協力して草取りが出来ました。 

美化奉仕作業の後はお待ちかねの「ながしそうめん」です。 

子ども達はそうめんが流れてくる度に大きな歓声を上げ、すくおうとするが中々上手くいかず悪

戦苦闘、それでも慣れてくると上手になって１００束程あったそうめんがあっという間に完食とな

りました。 

参加いただいたみなさんの笑顔と笑い声の絶えない楽しい「ひろば」でした。 

慣れない作業で悪戦苦闘
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○７月２８日（土）「やまめのつかみ取り」 

場所：安徳の里 姫路公園 参加人数：３２名（子ども１８名・大人１４名） 

主管：青少年育成遷喬地区協議会 

夏休みの恒例行事となりました「やまめのつかみ取り」、姫路公園内の小川をせき止め、放流した

やまめを一斉に子ども達がつかまえようと追いかけまわします。上手く捕える事が出来ない低学年

を高学年のお兄さんお姉さんがコツを教えながら放流した８０匹のやまめを全部捕える事が出来

ました。 

やまめは保護者の方々が炭火で串焼きにし、命の尊さ・感謝を学び、一緒に作った焼きそばと美

味しく残さず頂きました。 

食事の後はビンゴゲーム・すいか割りと深緑の姫路公園で自然を満喫しました。 

   

 

【成果と課題、今後の方針】 
「遷喬っ子ひろば」としての活動は地域に広く浸透しており、各種団体・児童クラブ・PTA等協

力して頂いておりますが、全体的に事業がマンネリ化していると思います。 

昨年度まで畑をお借りして実施してきました、「いも苗植え」「いも掘り」ですが、畑を準備・維

持管理して頂く方の高齢化と児童数の減少が重なって実施が困難となり、今年度より新たな取り組

み「グリーンカーテンづくり」に切り替えました。 

毎年実施している、環境美化奉仕作業に「そうめんながし」を加えて開催したところ、大幅に参

加者が増え大盛況でした。一方「やまめのつかみどり」は、非常に楽しい内容ではありましたが、

何をするのかが、事前にわかっているだけに人数集めには苦労しました。 

今後は新事業の企画・既存事業に変化を加えながら開催していきたいものと感じています。 

 

みんな最後まで頑張りました 地域の方と楽しくながしそうめん 

よ～～し 捕まえるぞ！！ すいかはどこかな！？ 
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『城北ふるさと塾』 

城北地区公民館 

【事業の目的】 
平成 16年 7 月 24 日に開塾された『城北ふるさと塾』は「○○からふるさと城北を！」との現地

学習等で城北の素晴らしさを理解し、城北へのふるさと意識を高める事を目的としています。 
 
 
【事業の概要】 
16 年 7 月開塾以来地域の方のニーズに応え、19 年末には地

域読本「ふるさと城北の宝」を発行し、それに沿い学んで来ま

したが、22 年度より地域のみならず山陰海岸ジオパーク学習

も加え幅広く学習してきました。24 年度は、山陰海岸ジオパ

ークの学習を２回含む７回の予定で行っています。 

 
                       
【実施状況】 
○ ４月１４日（土） 参加者 ６１人 晴天 

第３２回花見健康ウォークと『第５４回大森神社と桜土手からふるさと城北を・・・』と

して、健康づくり推進員の皆さんと花見ウォーキングを兼ね一緒に学びました。まず伺った

大森神社では神社の由来はもとより、神社とお寺の違いや、狛犬・鳥居そしてお参りの基礎

の柏手と二拝二拍手一拝について学びました。また桜土手では、その由来と鳥取大火で、殆

ど焼失してしまった、その事を残念に思われて、桜土手復興のために尽力された京都在住の

瀬川弥太郎さんの事を学び、感謝して満開の桜のトンネルをくぐり、真教寺公園では、健康

づくり推進員さんたちに教わりしゃんしゃん体操と、ハーモニカ教室講師の田中さんにあわ

せ懐かしい歌を大きな声で歌ったり盛りだくさんの内容に、地域の方は満足して帰って頂き

ました。           

○ ５月２９日（火） 参加者４３人  小雨 

 『第 55 回 コウノトリが舞う自然美あふれる豊岡市の

ジオパークへ』今回は山陰海岸ジオパーク研修４回目とし

て県外に出かけました。自然豊かな天然記念物『玄武洞』

の素晴らしさと、特別天然記念物コウノトリについて学び

ました。そして、関連して自然の脅威と人間の愚かさを考

えさせられました。道中豊岡までと長旅になるので、バス

の中も有意義に使い、行き先の内容見どころ等、講師の植

村さんに説明をききました。帰りのバスの中でもクイズや

歌で楽しく過ごしました。 

○ ７月１０日（火） 参加者３２人  晴れ 

 『第 56 回 城北保育園からふるさと城北を』今回は地域の施設、特に地域の未来を担う子

ども達のいる保育園で学習をしました。園児たちの活動を見学させて頂き、濵本園長先生に

保育園経営の現状を伺い、地域では何が出来るのかを考えながら聞かして頂いた、その後カ

－７－ 



ワイイ園児たちの出し物を見せて貰い、歌としゃんしゃん体操で交流しました。お孫さんが

通っている方もおられ、送りに行った足で参加された方も有り、目を細めている参加者が多

くおられました。 

○ ９月２５日（火） 参加者 32 人  曇り時々雨 

 『第 57 回 扇ノ山ジオエリアからふるさと城北を～』今回は、完成された殿ダムと雨滝や

上地の夫婦渕（普含寺泥岩層）を中心に学びました。上地では、谷口徳五郎さんを講師に上

地の奥まで案内して頂き、参加者の方は時間を忘れ聞き入っていたようでした。またジオパ

ークばかりでなく、国府町の荒舟の平家墓の学習では成器地区公民館 湯谷館長に詳しく丁

寧に説明頂き大変ありがたく思いました。公民館事業は、多くの方の協力により出来るもの

だと改めて感じました。そして梶山古墳・岡益石堂と移動し、ジオパークに止まらず意義の

ある歴史学習が出来ました。しかし、バスの定員の関係で学習意欲が有るにも関わらず、お

断りしなければいけない方もおられたので少し残念でした。   

○ 11 月 11 日（日） 参加者 37 人   小雨 

 第 33 回 城北秋の健康ウォークと『第 58 回 本圀寺事件の所縁の安長からふるさと城北

を～』小雨の降る中、今回も健康づくりの皆さんと進めて行いました。湖山長者の伝説と本

圀寺事件に賛同した山口謙之進正次について、墓・住居跡等めぐり学びました。茶屋や米子

往来を見学し当時に思いを馳せました。また、元文一揆の首謀者の松田勘右衛門さんの地蔵

で当時を偲び、そして街なかでは大変珍しい常緑樹と落葉樹が混ざった安長の土手を通り、

歴史・生物と多方面にわたり学習した一日でありました。雨と寒さのため参加者が 37 人と春

に比べ半分ほどの参加者でしたが、植村さんを始めとする健康づくり推進員さんのおかげで、

意義のある勉強会になりました。 

○ 12 月 7 日（金） 参加者 27 人   小雨 

 『第 59 回 さざなみ作業所からふるさと城北を～』何時も文化祭・納涼祭等でお世話にな

るさざなみ作業所さんの勉強をさせて頂きました、当日利用者の方は 3 人の方しかおられま

せんでしたが、藤田所長さんのお話を聴いて参加者の方と交流が出来ました。他の利用者の

方ともまた交流ができる様、息永く交流が出来ればと思いました。 

○  1 月 23 日（水） 予定 

 『第 60回 城北いこいの家からふるさと城北を～』城北地区の第２公民館と言われるくら

い地域に貢献していただいている施設『城北いこいの家』について学ぶ予定です。いこいの

家の概要そして利用団体を代表して社会福祉協議会の｢ふらっとサロン｣について学びます。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
多岐にわたって学習を進めているこのふるさと塾を通して、みんなで学習する喜びや楽しみを感

じていただき、仲間づくりの輪も広がり、地域のコミュニティの一役担ったと思われます。 

 毎回研修部員の方と相談の上、企画・運営しています。しかし研修部員および参加者の高齢化が

進み、サポートする方の人手不足で、企画・安全面等考慮すると、現地研修も厳しく魅力的な事業

を続ける上で、このままではかなり難しいと思われます。健康づくり推進員さん等の各種団体や学

識経験者の方から幅広く意見を頂戴し、協力を頂き地域の皆様にとって有意義な学習の場としたい

と思います。 
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育児サークル支援事業 

 
                               浜坂地区公民館  

 

【事業の目的】  

公民館事業の一つふれあい事業の一環として、育児サークルパート１、パート２と題し

て２回行事を行ない、幼児たちと育児にがんばる親御さんにふれあいを深めていただくこ

とを目的としています。  

 

【事業の概要】  

育児サークルの「ひよこクラブ」と連携をして今年は「親子でヨガリズム」と例年行っ

ている「クリスマス会」を開催しました。  

 

【実施状況】  

○１１月１３日（火）  １０時３０分～１１時３０分  親子ふれあいヨガリズム  

  場 所   浜坂地区公民館  

  参加者    子ども １５人  大人 １５人  

  講 師   澤 晶子先生  

 

 澤先生の指導の下で音楽のリズムに合わせていろいろなヨガ体操を親子一緒に行ないま

した。年齢は勿論、発育状況にもそれぞれ違いがあるので同じ様に動くことはなかなか難

しいですが、個々の状況に合わせて動けば良いとの先生のアドバイスを受けながら全員が

楽しく動いていました。ついついつられて体を動かすうちに、皆が心地良い汗をかいてい

ました。家でも手軽に出来る体操なので、早速取り組む決意をしたお母さんもいました。  

 

○１２月１１日（火）  １０時３０分～１２時  クリスマス会  

  場 所   浜坂地区公民館  

  参加者   子ども １２人  大人 １１人  

 

 最初は皆で歌を歌ったり、手遊びをして体を動かしました。体が温まった頃、いよいよ

サンタクロースの登場となりました。が、子どもたちの中には、初めて見るサンタクロー

スに何となく落ち着かない表情を見せる子どももいました。しばらくすると皆が慣れてき

て柔らかい表情になりプレゼントが配られる頃には嬉しそうな顔に変わっていました。や

がてサンタクロースは人気者に早がわり親子２ショットの写真に納まりご満悦でした。こ

の後、皆でクリスマスケーキを食べて、和気あいあいと楽しいひと時を過ごしました。  
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  【わーい！体操楽しいな】         【サンタと一緒にはいポーズ】  

 

【成果と課題、今後の方針等】  

 子どもと一緒に体を動かすことは家庭ではなかなか無いと思うので、運動後の心地良い

汗を体験ができたことは良かったと思います。  

家庭でのクリスマス会も良いですがお友達と大勢で楽しむのも良いものだと思います。又、

このようなサークルを通じて育児にがんばる親御さん同士が友達となり交流の輪が広がっ

ていくと思います。  

 今、ふれあい事業は小学生中心となっていますので、今後は幼児対象のものを増やした

り、中学生を含めた子ども支援事業を、地域の方や子どもたちの要望を取り入れながら考

えていきたいと思います。  

 

－１０－ 



中ノ郷ふるさとくらぶ 

中ノ郷地区公民館 

【事業の目的】 
   子どもたちが、地域の伝承芸能を体験することにより地域・ふるさとの歴史を学び、異年齢

の子ども同士の交流を図り、思いやりの心が育つこと。また、指導者や地域の人々とのふれ

あいを通して、ふるさと中ノ郷を愛し、未来の地域リーダーとして活躍できる子どもたちを育成

することを目的にしています。 

 

【事業の概要】 
中ノ郷ふるさとくらぶは、平成 15 年より地域の子どもたち（小・中学生）が地域の伝承芸能

である「麒麟獅子舞」「さいとりさし」を体験することを目的に、地区保存会の方々に指導を依

頼し、会員制で参加者を募集していました。その後、「銭太鼓」の体験希望者もあり、現在で

は、「ふるさとくらぶ」を特色ある公民館事業の一環として取り組み、「麒麟獅子舞とさいとりさ

し」「銭太鼓」の２つのグループに分かれて活動しています。指導者の協力により、週末や夏

休みに、学校や地域の活動と両立しながら練習を重ねています。 

練習の成果は、地区敬老会、中ノ郷まつりの時に芸能発表として、さらに近くの福祉施設を

訪問し、地区の皆さんや施設利用者と交流を深めています。また、地区外からも依頼があれ

ば、敬老会等に出演しています。 

 

【実 施 状 況】 
  ４月        体験希望者を募集。（学校を通してチラシの配布） 

             平成 24 年度会員登録  麒麟獅子舞・さいとりさし  ６名（小・中学生） 

                              銭太鼓            １７名（小学生） 

  ６月 ９日     麒麟獅子舞の練習開始。              

  ６月２０日     銭太鼓の練習打ち合わせ。 

             ・今年度は地区敬老会、老人介護施

設への訪問のとき喜んでもらえるよう

に、高齢者に聞きなじみのある曲目

「お富さん」での演技を行うことにしま

した。 

  ７月１８日     銭太鼓の練習が本格化。 

 （夏休み期間中 計６回） 

  ８月 １日     ウェルフェア北園渡辺病院の 

納涼祭に麒麟獅子舞が出演。 

             ・夕方開催のイベントですが、地区内の

施設であり、保護者の理解と協力により

参加。麒麟獅子舞を披露して、施設利

用者など観客から大きな拍手をいただ

きました。 

講師の熱心な指導を受け、  

銭太鼓を練習

夕日を浴びながらの麒麟獅子舞

－１１－ 



  ９月１７日     地区敬老会アトラクションに麒麟獅子舞・銭太鼓出演。 

 １０月２０日     鳥取県立鳥取養護学校  

学習発表会に銭太鼓が出演。 

             ・子ども同士の交流ができました。 

 

                 

 

 

 

 １０月２８日     中ノ郷まつりに麒麟獅子舞・銭太鼓出演。 

・地区住民に練習の成果を見てもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １月１９日     福祉施設訪問。 

             ・恒例の事業で、施設利用者が楽しみに待っておられます。 

  

【成果と課題、今後の方針等】 
 敬老会や福祉施設訪問の時など、観客や施設利用者から子どもたちに対して、「ありがとう」

「がんばって」と感謝や激励の声をかけてもらい、子どもたち自身が役立ち感･達成感を肌で

感じることができました。こうした温かい応援が子どもたちのふるさとを愛する心を育み、継続的

な活動につながっています。 

一方、「銭太鼓」の体験希望者は、３～４年生の児童を中心にまとまった人数の希望者があ

り、活発な活動を行うことができていますが、「麒麟獅子舞・さいとりさし」は今年度新規の体験

希望者がありませんでした。継続会員の中学３年生が今年度末で退会予定であることから、

来年度は、会員の人数不足により活動の幅が限られてくることが予想されます。また、地区の

イベントの際、大人の観客は多かったのですが、子どもの人数はあまり多くはありませんでした。

“ふるさとくらぶ”の活動をより多くの地域の子どもたちに見てもらうことで、「私もやってみたい」

と興味が持てるよう呼びかけにも工夫を重ね、新規体験希望者の増加をはかっていくことが課

題といえます。 

次世代を担う子どもたちに“ふるさと中ノ郷”の伝統のバトンが引き継がれるよう、さらに活動

の輪を広げながら学校・地域等とも連携を深め、未来を育む“ひとづくり”につなげて行くため

にも一層努力していきたいと思っています。 

中ノ郷まつりで芸能発表  

鳥取養護学校では児童生徒のほか  

保護者の方にも見ていただいた  
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【メダカをすくう参加者のみなさん】

みんなでメダカとり 

                             福部地区公民館 

 

【事業の目的】 

周りを山や海で囲まれている自然豊かな福部町の子どもたちでも人気の遊びは、テレビ

ゲームが１位のままです。友だち同士で遊ぶときもゲーム機は欠かせない必需品です。親

が「みんなで外に出て遊びなさい」と注意しても、ゲーム機を持って外から黙々とゲーム

をしている姿が日常の風景ですが、子どもの成長には、屋外で体を動かしての遊びや困っ

た時、みんなで知恵を出し合い協力することもとても大切です。福部町の豊かな自然のな

かで、バーチャルの世界では得られない、メダカの跳ねる感触や土のにおい、親子や友だ

ちとのふれあいを体験する機会になればとの思いで企画し、今年で３年目を迎えました。 

 

【事業の概要】 

 昔なつかしいタモを使って、田んぼの用水路でメダカをねらいますが、メダカのほかに

タモに入った生き物の名前や特徴も講師が解説します。メダカによく似たカダヤシや、背

びれに黒い模様のあるタナゴなど、よく観察しないとわからない違いや発見も楽しめます。 

すくったメダカやタニシ、ドジョウなどを、各自が持ち帰り水槽で飼育します。飼育の

ポイント説明もあるので、初心者でもメダカの卵の孵化に成功しており、２年前に持ち帰

ったメダカの子孫を現在も飼っている子どももいます。 

 

【実施状況】 

○平成２２年５月２２日（土） 講師： 林
はやし

 泰
ゆたか

 さん（元福部小学校校長） 
天候にも恵まれ、夏を思わせるような暑い日、参加者はタモとバケツを手に集まりまし

た。講師の林さんからメダカについてのお話があり、おさらいの簡単なテストのあと出発

しました。メダカがたくさんいる用水路まで公民館から徒歩で５分ほどです。早くメダカ

をとりたい子どもたちは会場まで待ちきれず、途中の用水路で目につくものを手当たり次

第にタモですくいながら会場へ辿り着きました。用水路近くの田んぼは、田植えを終えた

ばかりなので、絶対に入ってはいけないこと、勝手に他の場所へ行かないことなどの注意

事項を説明して、メダカとりが始まりました。 

初めてメダカとりをする子どもも多く、上級生に

教えてもらいながら楽しくすくいました。メダカは

人の影が近づくとサッとかくれてしまいます。１時

間がんばっても１匹もとれない子どもも、みんなに

コツを教えてもらいながら、慎重に近づいて草の陰

からタモを素早く水面にくぐらせ、上手にすくえる

ようになりました。保護者も泥だらけになって童心

に帰り、熱心にメダカを追いかけました。夢中になりすぎて、終了を告げても誰も

片付けようとしないので、困りました。 
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【メダカはどこにいるのかな？】 

最後に、林さんからメダカの飼い方の説明を受け、メダカのいっぱい入ったバケツを大

切に持ち帰りました。 

 

○平成２３年４月３０日（土） 講師：河原
かわはら

 清夫
き よ お

 さん（元小学校教諭、主任児童委員） 

 日程の都合で、ゴールデンウイークに開催しました。

開催までに、メダカとり会場周辺の草刈りを公民館職

員で行い、準備を整えました。また、時期的に水温が

低いので、１匹もつかまえられない場合を想定して、

前日に持ち帰り用のメダカを１００匹程度、大きなた

らいに用意しました。 

講師は、小学生のみんなも日頃からお世話になって

いる主任児童委員の河原さんです。前回参加してくれた子どもたちもこの１年で成長

が見られ、昨年は１匹つかまえるのに１時間以上かかっていましたが、今回は開始早々に

５匹もつかまえ、「とったー！」とバケツを見せに来てくれました。前もってメダカを準備

しましたが、そんな心配は要りませんでした。 

 

○平成２４年５月２６日（土） 講師：河原 清夫 さん 

 毎回参加している子どもが、初めて参加した子どもたちを先導して会場まで案内してく

れました。メダカ以外の生き物（アメンボやドジョウ、エビなど）ばかりをつかまえる子

どもや、兄弟でメダカの数や大きさを競ったりする子どもなど、楽しみ方も多様化して、

子どもたちの個性が感じられました。 

 大人たちも、じっとしてはいられません。鮮やかなタモさばきで次から次へとメダカを

取るつもりが、思うようにつかまえられず、子どもに

いいところを見せられなかった方もいたようです。ほ

とんどの大人がメダカとりは久しぶりで、いい運動に

なって楽しかったとの感想が聞かれました。 

今回は、今まででいちばん多くの参加者があり、こ

の事業が子どもたちに浸透してきたことを実感しまし

た。 

 

 【成果と課題、今後の方針等】 

 全体的に参加者数は安定して２０名以上あり、参加した親子からたいへん好評です。 

「こんどはいつするの？」と、次回の開催を心待ちにする子どもや、日程の都合で参加で

きなかった方からは、次回は必ず参加したいとの声も聞かれる人気の事業です。アンケー

ト結果も、全員から「来年も開催してほしい」「次回も参加したい」という企画者冥利に尽

きる回答をいただき、励みになっています。 

今後も多くの参加者に楽しく体験してもらいたいので、安全面の配慮や、メダカが住め

る環境の保全活動など、町民の皆さんと力を合わせて続けていきたいと思います。 

【メダカ、おたまじゃくしなど】 
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きにゅうどう

カエルおったーっ！！ 

鬼楽庵前にてカシャ！ 

鹿野・醇風交流イベント「鬼入道で田舎体験しませんか」 

                             醇風地区公民館 

 

【事業の目的】 

地域おこしに積極的に取り組んでいる鹿野町と交流することで、地域を大切にする気

持ちや取り組みを学習し、活力ある地域づくりにつなげます。 

また、田舎体験（グリーンツーリズム）を通して自然やそこで生活する人々にふれ合

い、地域、世代を越えた絆を深めていきます。 

 

【事業の概要】 

  交流を始めて３年目の今年度は、８月に１泊２日で、鹿野町鬼入道（きにゅうどう）

に出掛けました。毎年交流を続けている「シシボタンの会」の他、「鬼入道グリーンツー

リズム研究会」の協力により、自然の中でゆったりと過ごし、市街地では味わえない田

舎体験をしました。 

 

【実施状況】 

実施日：平成２４年８月１７日（金）・１８日（土） 

場 所：鳥取市鹿野町鬼入道（きにゅうどう） 

宿 泊：お試し定住施設「鬼楽庵（きらくあん）」 

      鬼入道グリーンツーリズム研究会運営 

 

「夏休みの思い出づくりに、鬼入道で田舎体験しませんか。自然の中でゆっくりくつ

ろいでください。親戚のうちに遊びに来た感覚で来てください。」の呼びかけに集まった

親子等１５名が、１泊２日の日程で鹿野町鬼入道を訪れ田舎体験を行いました。 

今回の目的地の鬼入道は、鳥取市鹿野町の山間にあり、清流が流れ、段々畑や棚田が

広がる静かな山村です。観光地ではなく、決められたプログラムもなく、あるがままの

自然、田舎暮らしを体験することを目的に、鬼入道グリーンツーリズム研究会（地元集

落が運営）が受け入れをしています。 

 

     ≪１日目≫ ８月１７日（金） 

１３：１５ 公民館出発         １８：３０ 夕食（交流会） 

１４：００ 鬼入道着 開会式後川遊び  ２２：００ 就寝 

 

 公民館を出発し、鬼入道に着いたのが午後２時頃。開会式 

を行い、いよいよ田舎体験が始まりました。早速、谷あいに 

ある冷たく澄んだ川へ行き、川遊びを行いました。子ども達 

も大人も皆びしょ濡れになり、大声を上げながら夢中になっ 

て遊んでいました。中には、蛙を何匹も捕まえ、大事そうに 

水槽に入れて家に持って帰ると言う兄弟もいました。 
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のこぎり、なたを使って竹の器と箸作り 流しソーメン中！ 

閉会式にて 

だるまさんが。。。 

初めての火吹きに挑戦 

ふー  
ふーっ  

慎
重
に
・
・
・ 

 川遊びの後は皆で夕食の準備を進めました。地元の人に教わ 

りながらかまどに火をくべ、ご飯が炊き上がるのを楽しみに待 

ちました。炊き上がったおこげのできたご飯はとてもおいしく、 

翌朝分までぺろりと平らげてしまうほどでした。 

     ≪二日目≫ ８月１８日（土） 

６：３０ 起床         １２：００ 昼食（流しソーメン） 

７：３０ 朝食         １４：００ 閉会式 

８：３０ 竹切り、竹細工    １５：００ 公民館着～解散 

 

 朝食後、玄関前の広い庭先でいつの間にか遊びが始まりました。 

「だるまさんがころんだ」をする姿は本当に楽しそうで、まるで 

田舎の親戚のうちに集まった子ども達が遊んでいるようでした。 

 

ひとしきり遊んだ後、裏山の竹を切り倒し、流しソーメンに使う器と箸を作りました。

子ども達は真剣に取り組み、鋸となたを使い見事に作り上げました。いよいよ流しソー

メンになると竹の器にソーメンをたくさん入れ、お腹一杯になるまで食べました。 

 

 

 

 

 

 閉会式では地元の方のお話を聞き、子ども達からは 2 日間 

の感想の発表がありました。「色々な体験がたくさんできてと 

ても楽しかった、また来たい。」と言う声が多くあり、楽しい 

夏休みの思い出になったように感じました。 

  

【成果と課題、今後の方針等】 

 今回の田舎体験では、市街地にはない自然やそこで生活する人々にふれ合うことで、

今までに体験したことのない驚きや感動に出逢うことができました。また、協力しなが

ら過ごす内に地域、世代を越えて深い絆ができ、まるで集まった親戚のような気持ちに

もなりました。自分達の育った土地を大切にし、次の世代に残すことが「鬼入道グリー

ンツーリズム研究会」の目標であると聞きましたが、それは人と人との絆がなくては成

し得ないことと交流を通して強く感じました。 

今後も鹿野町との交流を重ね、私達の住む地域が、土地と人を大切にした魅力ある地

域になるよう、事業を進めていきたいと思います。 
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大自然にとびだそう！宿泊体験 

                      修立地区公民館 
【事業の目的】 
大自然にとびだそう！宿泊体験は、地区在住の小学生を対象に、年齢の違う友だちと共に過ご

して協調性を身につけ、親元から離れて子どもたちだけで過ごすことによって、自立心や感謝の

気持ちを育てることを目的としています。 

また、学習内容として、工作をしたり自然環境などを学び、もの作りの楽しさや発見する喜び、

研究する心を養います。 

 

【事業の概要】 
今回で１３回目となる宿泊体験です。市街地では味わえない大自然の中でのびのびと過ごし、

ゆったりとした時間を有効に使い、いろいろな体験学習をします。 

 
【実施状況】 
  と き 平成２４年７月３１日（火）～８月１日（水） 参加者３０人 

  ところ 兵庫県美方郡豊岡市・養父市方面 

 
○７月３１日（火）  

「木の殿堂見学・組木作り」    

  於；木の殿堂    

多くの木を使った建物の中で森林や木について学習し、 

それぞれが選んだ干支の組木を作りました。電動糸鋸を 

使っての作業は緊張しながらでしたが、集中して一生懸 

命取り組み、出来上がった時は大満足の様子でした。 

 

 「植村直己を知ろう」      

於；植村直己冒険館 

世界を冒険して回った植村直己さんの一生を、展示物 

 を見ながら説明していただきました。クイズ形式で答え 

ながら、自然の素晴らしさや厳しさの中で植村さんのた 

どった足跡を感じることができました。また、夢や希望 

に向かって挑戦することの大切さを学びました。 

 

  「宿泊体験」                   

於；長寿の郷 

３棟のロッジに異年齢の子どもたちで宿泊し、自分たちで生活のルールや役割分担を決め、マ

ナーを守って生活できるようにしました。上級生が下級生のことに配慮したり、それぞれが役割

を果たして共同生活を楽しむことができました。 

食事づくりは楽しみの一つで、メニューのカレーライス、サラダ、デザートなどを自分たちの

糸鋸を使って組木作り 

ロッククライミングに挑戦
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オリジナルのものを作り美味しくいただきました。 

  夜はお楽しみ会を企画し、おはなしを聞いたりクイズをしたり楽しいひとときを過ごしました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○８月１日（水）  

「コウノトリについて学習しよう」 

於；コウノトリ文化館 

施設の中でコウノトリのたどった歴史や現在の放鳥の様子を学びました。 

実際にコウノトリを見て、人と自然の共生できる地域環境を作られている 

ことの大変さを実感しました。 

 

 「ソーセージづくり体験」 

  於；但馬牧場公園 

  指導員の方から教えていただきながら、豚ミンチを腸詰めして 

タコ糸で結び、ボイルして作りました。子どもたちは、普段食べ 

ているソーセージの作り方を知ることができて驚いていました。 

そして、手作りの美味しさは格別でした。 

    

【成果と課題、今後の方針等】 
 毎年恒例となり、夏休みになると子どもたちはとても楽しみに応募してきます。自然の中での 

びのびと過ごし、異年齢の子どもどうしが関わり交流を持つことの大切さを実感しました。生活 

の中での役割分担、人を思いやる気持ちを養うことができました。友だちとの関わりの中でぶつ 

かることもありましたが、その都度子どもたちで解決する姿も見られ、お互いのことを理解しあ 

う喜びも感じたのではないでしょうか。   

  また、自然体験の中で、空気の美味しさはもちろん小さな昆虫や草花に触れ合い、大自然を満 

喫できました。環境問題として、自分たちのできることを考えさせるきっかけづくりができ、今

後の生活に活かしてくれるものと思います。 

次年度も子どもたちの学習の場として充実した内容を考えていきたいと思います。地域の方か

らの協力、支援をお願いして、子どもたちの育成に積極的に関わっていただけるよう力を注いで 

いきたいと思います。 

 

 

このカレー 自信作よ！ 楽しいひととき！ ラジオ体操！もっと元気に 1.2.1.2 

コウノトリ

長い長いソーセージだね 
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-日進こどもチャレンジ- 

日進地区公民館 

 

【事業の目的】 

様々な既製品があふれる現代において、子どもたちが自分で考え作る喜びや難し

さを味わうことにより、物を大切にする心や達成感、友だちと一緒に作る楽しさや

ルールを守る大切さなど、豊かな心を持つ子どもたちになることを目的とします。

また、親子で協力して作品を作ることで家庭でのコミュニケーションを深めます。 

 

【事業の概要】 

子どもと大人のふれあい事業において、伝統的なものや新しいもの等、今までに

挑戦したことのないものづくりをなるべく多く体験します。 

 

【実 施 状 況】 

(１) 『砂絵を描こう』 

実施月日: ５月１９日(土) 参加者：２１名 

講  師: こどもの国 横野 和紀さん 

   赤や青、黄色やピンクなど様々な色に着色された砂を 

魚や船、虹など砂絵用の糊付き台紙に自分で好きな絵を 

描き、カッティングし、色の配置を考えながら色砂を載 

せていきました。砂の量の調節が難しいようでしたが、子どもならではの斬新な

作品ができていました。保護者も夢中になっている姿があり、砂絵の奥深さを味

わうことができました。 

（２）『わらべ館出前おもちゃ教室』 

   実施月日：８月６日（月） 参加者：５０名 

   講  師：山本 千恵子さん 

和紙で万華鏡づくりに挑戦しました。プラスチックに 

彩色し、その部分が綺麗な色や模様を醸し出すものでし 

た。筒の周りに張った素敵な和紙で、温もりを感じる作 

品になっていました。子どもたちは手をマジックで汚しながら、彩色に集中して

いました。今回の工作体験では講師の話をよく聞く姿勢や、友だちと道具を共有

して使う大切さを学ぶことができました。参加者の中にはおばあちゃんと参加し

た子どももいて、温かい雰囲気を感じました。 

 

 

【わぁ！きれい】  

【いっぱい色の砂があって  

おもしろい】  
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（３）『ポーセラーツにチャレンジ』 

   実施月日：９月１５日（土） 参加者：１１名 

   講  師：日比 政子さん 

   白いマグカップに、専用の転写シールを貼り、焼 

  きつけました。転写シールはメルヘンやスィーツの 

  模様で、子どもたちは物語を作るような感じで楽し 

  そうに貼っていました。子どもは感性で貼っていくので、大人よりも早く作品を

仕上げていました。世界で一つだけのオリジナルマグカップができ、焼いた完成

品が届いた時はとてもうれしそうな表情でした。 

（４）『ジュエルデコレを楽しもう』 

    実施月日：１０月１４日（日） 参加者：２０名 

    講  師：瀧本 信子さん 

    ジュエルデコレのパテを好きな形にアレンジして、 

キラキラビーズやハートビーズをデコレーションし、 

オリジナルのストラップを作って楽しみました。 

パテを練るのに苦労しましたが、小さい子もがんばって作り、親子でおそろい

のストラップを持つ姿もありました。  

（５）『グラスアート教室』 

    実施月日：１２月２２日（土） 参加者：２０名 

    講  師：アトリエ Dollie 関 みどりさん 

    特殊フィルムとリード線を使う「グラスアート」 

に挑戦しました。リード線を貼る工程がむずかしそ 

うでしたが、子どもたちは講師の説明やポイントを 

よく聞いて、熱心に取り組んでいました。ハートがデザインされた可愛いいポケ 

ットティッシュケースの、素敵なクリスマスプレゼントができました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

   子どもたちにとって初チャレンジのものづくりは、自分なりに考え、工夫する

楽しさや難しさ、説明を聞く大切さや道具の使い方、作品ができた時の喜びを感

じるなど、多くのことを学んだり感じたりしたと思います。また、色々な作品を

作る中で、自分の得意なことを発見し、自信につなげるチャンスになりました。    

事業の最後には、一言感想を参加者に書いてもらいました。感想や振り返りを

参考に次の事業につなげたいと考えます。また親子参加が多く、家族のコミニュ

ケーションの場になったと思います。今後は、地域の大人の方にも参加を呼びか

け、ものづくりを通して交流を深めたいと考えます。 

【リード線をカーブさせるのが大変！】

【きらきらストラップ何につける？】

【かわいいカップ！大切にしよう・・・】
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「大文化祭と防災活動」                

                                 富桑地区公民館 

【事業の目的】 

事業① 第８回富桑地区大文化祭を開催し、地域の願いである「交流・共感・共生」のまちづ

くりを一層推進する。 

事業② 昨年来の防災・安全のまちづくり(防災マップづくり)から更に防災意識を高めるため

の取り組みとして「防災倉庫の設置と防災器具機材の整備」、活動の充実強化をはかる。 

 

【事業の概要】                    

事業① 第８回富桑地区大文化祭  

期日：平成 24年 10 月 27 日(土)～28 日(日)          

テーマ：2012 まなびピア富桑 

ひろげよう！交流 共感 共生のまちづくり       第 8 回富桑地区大文化祭風景 

～あなたが主役の大文化祭～ 

会場：富桑地区体育館・同駐車場・西デイサー 

 ビスセンター・同駐車場 

内容：第一日、27 日(土) こどもグラスアート、 

オカリーナ演奏、人権講演会、意見体験発表会、       

富桑こども太鼓演奏、学習発表会、大抽選会 

内容：第二日、28 日(日) 西中吹奏楽部演奏、バード・ベンチャーズ演奏、しゃんしゃん体操、

テント村イベント、健康ひろば、介護福祉機器見学・体験、カローリング大会 

事業② 防災倉庫の設置、防災機器・機材の整備、防災意識の高揚(小地域学習会と防災訓練) 

 

【実施状況】 

事業「第８回富桑地区大文化祭」について 

富桑地区人権宣言の理念を具現化すべく、従前の「公民館まつり」と「解放文化祭」を発展的

に統合させたものです。 

 開催までの取り組みとして、打ち合わせ会４、準備会２、実行委員会３、責任者会１、その他

に、西人権福祉センターとの連絡調整の会を頻繁に行いましたことは言うまでもありません。 

※ 事業費(決算)778,210 円、富桑まちづくり計画に基づいた事業、市の助成 30 万円 

※今後より良くするために（アンケートから） 

①予備費で用具・器材を少しずつ揃えるようにしては如何ですか。 

②相撲道場を活かしたイベントを是非実現されたい。（そのためには本年度中に企画を） 

③地域あげての大文化祭と言いながら、盛り上がりが少ないのではないか。もう一工夫を。 

④大抽選会の賞品（買い物券）のアイデアは良かった。当たりを多くすると人も多く残る。 

⑤第一日のイベントを小学校の体育館でする案は考えられないか（舞台設置が不要になる） 

⑥富桑音頭を公募して発表会と振り付け総踊りを実施してはどうか？ 

第 8回富桑地区大文化祭風景 
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⑦広報活動の活発化を！（パトロールカーでＰＲも） 

⑧カローリングは相撲大会やＧＧ大会等と合わせ、長いスパンの中で計画されたい。 

⑨近隣からの苦情が警察にあったというという件、温かい配慮を願いたい。 

⑩抹茶席（有料でも可）は設定できないものでしょうか？ 

   

事業「防災倉庫の設置、防災機器・機材の整備、防災意識の高揚」について    

安全で安心なまちづくりを目指した事業として実施。 

事業の実施にあたり、防災倉庫の設置申請に難航を極め、予想以上の時間と経費(設置申請書類

作成費、完了検査費)を要しました。 

事業費 55万円(富桑まちづくり計画  

に基づいた補助事業、40 万円の市助成)        

○設置許可申請 平成 24 年 6 月 25 日.             

○申請書類作成 平成 24 年 6 月 25 日～           避難訓練 

○設置工事発注 平成 24 年 9 月 6 日  

○設置完了   平成 24 年 10 月 9 日 

○完了検査   平成 24 年 10 月 17 日 

○「防災倉庫」表記 平成 24 年 11 月 20 日 

○機材の納入  平成 24 年 10 月 16 日～ 

小地域学習会（11月～12月）全町内で実施、防災訓練（12月 9日）実施   

                            

【成果と課題、今後の方針等】 

事業「第８回富桑地区大文化祭」について 

まちづくり協議会主催として協議を重ねた甲斐あって充実した文化の香り高い内容(特に、地

域に在住の画家・書家・写真家の出品)で、数多くの方から称賛をいただきました。 

第８回大文化祭を終え、地域住民の期待と情熱をひしひしと痛感した。第二日の強風にも動じ

ることなく、益々結束して手早い会場変更には驚きました。 

これは、一つに前夜祭の成果ではなかろうか？ 課題は一層の充実発展あるのみです。  

 

事業「防災倉庫の設置、防災機器・機材の整備、防災意識の高揚」について 

待望の「防災倉庫」が完成し、第一年次としての器具機材もそれなりに整備でき、あってはな 

らないが災害（防災・減災)に役立つものと確信しています。普段の防災訓練にも大いに活用し

ていただけるものです。 

 防災倉庫の設置、防災機器・機材の整備、防災意識の高揚にあっても、前年のマップづくりと 

 相まって、待望の設置である。今後は、“入れ物つくって魂入らず”にならぬよう、先陣を切っ

て安全安心のまちづくりの範を示したいと考えています。行政当局の更なるご支援ご指導を切望

して止みません。 
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健康づくり 
明徳地区公民館 

【事業の目的】 
 明徳地区では健康づくりに対する意識を高めるため、ふれあいウォーク大会など

様々な取組みが行われています。公民館でも、地域住民の方々の生活習慣病予防のた

め、食と運動の両方から気軽に楽しくふれあいながら健康増進を図るためのお手伝い

をすることが目的です。 

 

【事業の概要】 
（１）塩麹を使って美味しくクッキング 

（２）第１回体操教室 

（３）第２回体操教室（１月３１日実施予定） 

 

【実施状況】 
○１０月１１日（木） 塩麹を使って美味しくクッキング   参加者：１８名 

 講師 田中 真奈美先生 

  栄養士の田中真奈美さんを講師に迎え、話題の塩麹を使って薬膳料理を作りまし

た。塩麹は肉や魚を漬けると、うまみが増したり、スープなどに隠し味に利用さ

れることあります。薬膳の食材としてクコの実・きくらげ・ゴマ・アーモンド・山

芋や大根などを使ってご飯・スープ・魚の煮つけ・野菜の炒め物・ナムル・デザー

ト計６品を完成させました。 

塩麹を使っての講習ということで、「結構話題にはなっているけど、どんな料理に

使ったらいいかイマイチよくわからない」と皆さん興味津々で先生のアドバイスや

ワンポイントなどをメモしながら作業しました。漢方では、五味五行という考え方

があり、どの味、どの食べ物がどの臓器に良いか、季節やココロとのバランス、体

質や体調によって食材や調理法を考え病気の予防をしたり、病気の回復を早めたり、

健康なカラダを維持する話を聞きながら、出来上がった料理を美味しくいただきま

した。先生の熱心なお話に引き込まれ、皆さんの質問が相次ぎ、にぎやかな食事と

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 食材を切ってます 】           【  頂きます  】 
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○１１月２９日（木） 楽しく気軽にストレッチ体操   参加者：２８名 

 講師 田中 真奈美先生 

  前回と同じく健康運動指導士でもある田中真奈美先生に気軽に簡単に誰でも出来

るストレッチ体操を教えていただきました。普段、動かさない筋肉を伸ばすことに

より、血流を良くし、脂肪を燃焼したり、老廃物の代謝を促し、疲れも取れやすく

なるそうです。運動不足のせいか関節が固くて開きにくい方も多数いらっしゃいま

したが、いつも指導して下さる先生なので皆さん安心してカラダを動かし、分かり

やすく丁寧な解説に頷くばかりでした。無理をしない、リラックスして毎日行うな

ど、アンチエイジングにもいいと楽しくストレッチが出来ました。 

  休憩の間も先生に自分に合った体操を教えてもらい喜んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【 はい、足を広げて 】         【 肘を揃えて 】   

 

【成果と課題、今後の方針等】 
みんな楽しくカラダを動かすことができました。参加された方の関心は質問の多

さからも深いものがありました。息を止めない・筋肉が伸びて気持ちいいところで

止めるなど、ちょっとしたコツでストレッチすることで、気持ちよさと満足感があ

りました。日ごろから健康に心がけることに意識を高めることが大事だと思いまし

た。 

そして、男性の方の参加を増やすこと、健康増進に対する関心が高まっており、

地域の皆さんの健康づくりのために今後も事業を継続し、また、地域団体の方々と

も協力し合い、健康づくりを実施したいと思います。 
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美保地区住民に定着した 

「中秋の名月とジョイントコンサートの夕べ」 

                           

美保地区公民館 
 
【事業の目的】 

  「中秋の名月とジョイントコンサートの夕べ」は、地区民に古くから伝わる伝統行事

への関心を高めていただくとともに、日頃文化活動に親しむ機会が少ないことから、文

化に親しむとともに文化活動を通じて地域のふれあいの輪を広げようと、平成１５年よ

り「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】 

     「中秋の名月とジョイントコンサートの夕べ」は、地区民を対象として、秋の夜長、
名月を観賞しながら「いも煮」を食べ、箏

こと

やヴァイオリン、サックスなどの演奏を聴き、

楽しもうと実施しており、平成２４年度で第１０回目となりました。 

     当初、「中秋の名月を楽しむ会」としてスタートしましたが、その後、箏
こと

とヴァイオリ
ン、サックスのジョイントコンサートを加え、名称も「中秋の名月とジョイントコンサ

ートの夕べ」とし、年を追うごとに盛大になっています。 

     今年度は、鳥取市立南中学校吹奏楽部の演奏、公民館子ども箏教室、箏てまり会の演
奏に加え、大覚寺南団地に在住の永見 信久さん（島根大学教育学部教授）のヴァイオリ

ン演奏で楽しい一夜を過ごしました。 

     来場者数も約３００名と、大勢の方に来館していただき、今や地域の伝統行事のひと
つとなっております。 

  会の企画・運営はすべて「特色ある公民館活動事業実行委員会」が行い、「公民館を応

援する会」、「調理ボランティア」の方々に協力いただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南中吹奏楽部の演奏  箏てまり会による箏の演奏  

箏とヴァイオリンのジョイント  
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【実施状況】 

◆日 時：平成２４年９月２９日（土） １７：００～２０：００ 

◆会 場：美保地区公民館 

 ◆日 程 

No. 内   容 時  間 
１ いも煮提供 17:00～18:00 
２ 開会 18:00～18:05 

３ 
第一部  南中学校吹奏楽部演奏 
【曲目】見上げてごらん夜の星を ほか 

18:05～18:30 

４ 休憩   いも煮・お茶の提供、おはぎの販売 18:30～19:00 

５ 
第二部  箏、ヴァイオリンの演奏 

箏・ヴァイオリンのジョイント 
【曲目】日本名曲メドレー、秋風辞、菊花繚乱 ほか 

19:00～19:55 

６ 閉会 19:55～20:00 

  

 ◆準備等 
   ・「特色ある公民館活動実行委員会」を８月２９日に実施し、当日の日程・準備する

もの・役割分担などを決定しました。 

   ・当日の準備として、いも煮、おはぎの調理を午前９時３０分から、また、会場設
営を午後３時３０分から実施し、延べ２５人のボランティアの方々にご協力いた

だきました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  ○日頃音楽に親しむ機会の少ない大勢の地区民に箏・ヴァイオリン・吹奏楽の生演奏

を楽しんでいただけました。また、いも煮、おはぎも大変評判が良く、秋の味覚に

舌鼓を打っていただけました。 

  ○今年度は昨年度の反省を踏まえ、本番前のリハーサルの時間をよりきめ細かくする

とともに、演奏中に観客が席を立つことのないよう、第一部と第二部の演目を区分

するなどの改善をはかりました。 

○平成２４年度で１０回目を迎えたこの「中秋の名月とジョイントコンサートの夕べ」

は、地区大運動会、地区納涼祭、美保ふれあい文化祭と並んで美保地区の大きなイ

ベントのひとつとなっております。 

○地区の一大イベントとして定着させていくため、内容がマンネリ化しないよう、地

区住民の声を聞きながら、さらなる改善をはかっていきたいと考えています。 

○この事業を裏で支えていただいている、調理、会場設営などのボランティアの方々

の協力を今後もいかにして得るかが課題です。 

 

 

♪

 ♪
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子どもクッキング教室 
美保南地区公民館 

 

【事業の目的】 
 子どもクッキング教室は「クッキング」を通して食事の大切さや料理を作る喜びを
感じてもらい、食べ物に感謝する気持ち、みんなで協力しあう気持ちを育て、さらに

は衛生面や火傷などの危険性も学び、たくましく生きる力や積極的にチャレンジする

力をもつ子どもを育成することを目的として地区の小学生を対象に開催しています。 

 

【事業の概要】 
 地区の食生活改善推進員さんに協力していただき一年を通して６回開催します。（６

回目は３月に開催予定）各回の献立は食生活改善推進員さんと公民館職員が一緒にテ

ーマを決め、参加している子どもたちの希望も考慮しながら立てました。 

 

【実施状況】  
 ○４月２２日(日) テーマ：包丁の使い方・切り方、ご飯の炊き方 

  献立：鶏肉と野菜のデミソース煮込み・かんたんサラダ・ご飯 

  参加者：子ども１１名 食生活改善推進員３名 

  初めての教室の開催で子どもたちはみな緊張した

面持ちでしたが、食生活改善推進員さんとはご近所で

顔見しりだったり、小学校の調理実習で会ったことの

ある子どももいて、包丁の持ち方や切る時の姿勢など

を教わるうちに次第に打ち解けた様子でした。初めて

お米を研ぐ子、おそるおそる肉や野菜を切る子、次の

作業を次々と探す子など様々でしたが、調理が進行す

るにつれその流れに乗って、みな生き生きとした表情 

で取り組んでいました。試食では「わたしが切ったブロッコリーだ」と、野菜は苦

手と言っていたのにうれしそうに食べる子もいました。料理をつくる喜びを感じて

くれた事と思います。 

 

 ○５月１９日(土) テーマ：一人で作れる食事、みんなで作る食事 

  献立：おにぎり・餃子・かきたま汁 

  参加者：子ども１２名 食生活改善推進員３名 

  一人でも食事が作れるようにとおにぎりの作り方を教わりました。衛生面を配慮

してラップを使って握るおにぎりです。見事に不揃いなおにぎりが出来上がりまし

たが子どもたちは大満足の様子でした。餃子は子どもたちから一番希望の多かった

メニューです。全員で餃子の皮に種を包む作業をし、ホットプレートで焼きました。

自分で作ったおにぎりと、みんなで作った餃子は格別おいしかったようです。 

 

 

レタスはていねいにちぎって…と…
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○６月１６日（土） テーマ：暑さに負けない食事、切り方の工夫 

  献立：しゃんしゃん太巻き寿司・パワフルスープ 

  参加者：子ども１２名 食生活改善推進員３名 

  暑い季節に向かうので飾り寿司と栄養満点のスー

プを作りました。スープに入れるソーセージはタコの

形に、デザートのりんごはうさぎ切りにし、見た目に

も楽しい料理が出来上がりました。太巻き寿司を切っ

て模様が見えた時には歓声が上がりました。 

 

 ○１０月２０日（土） テーマ：計量の仕方、出汁の取り方 

  献立：じゃこおやき・具だくさんみそ汁・りんごパフェ 

  参加者：子ども７名 食生活改善推進員３名 

  今回は材料と調味料の計量の仕方を教わり、実際に計ったり調合をしました。子

どもたちはまるで理科の実験中かと思うほど真剣な表情でした。昆布とかつおから

出汁を取るのはほとんどの子どもが初めての経験で

した。 

 

 ○１２月１５日（土） テーマ：手軽に楽しく 

  献立：サンドイッチ・クリスマスケーキ 

  参加者：子ども１１名 食生活改善推進員３名 

クリスマスにふさわしい料理を作りたいとの希望

が多くあり、市販の物を利用して手軽にできるサン

ドイッチとクリスマスケーキを作りました。ろうそ 

くに見立てたケーキはクリスマスらしく飾り付けて

いました。「簡単だったから家でも作ってみたい」と

の声が聞かれました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
  回を重ねていくうちに積極的に調理に向きあう姿

や子ども同士で協力したり教えあったりする姿が見

られるようになりました。また、参加者の家族から家でも台所にたつことが増えた

と聞き、この事業が子どもたちの自信にも繋がっていると感じています。年間を通

していつも同じ参加者なので成長がよくわかり交流を図れますが、指導して下さる

方に対して慣れ合いになり易いので、導いてくださる方にはいつでも感謝する心を

育むことが大切だと思います。 

  この事業に参加した子どもたちはたくさんの事を教わり、おいしい料理を作った

という自信を持ちました。「クッキング」が心の成長の一助になっていると思います。 

 今後も地区の団体の方々にご協力をいただき、地区全体でいきいきとした子どもを

育てる食育の事業になればと思います。 

どんな模様ができるのかな？

飾り付けは楽しいな!! 

みんなでそろって
いただきます♪

－２８－ 



いなばやま！ふれあいりんご狩り体験 

稲葉山地区公民館 

【事業の目的】 

  ふれあいりんご狩り体験は、上野（鳥取市滝山の一部地域を通称上野といいます）で 

行います。地産地消でもあり、地域の方々が参加して交流し、地域で子どもたちを育て、 

ふれあうことを目的としています。また、おいしいりんごが出来るまでの労力にも思い 

を馳せながらりんご狩りを楽しみます。 

 

【事業の概要】 

上野の農園へ出向き、大人と子どもたちが一緒に、親睦を深めながらりんご狩り体験 

をします。りんごも甘くておいしいと好評で毎年、皆さんがこの事業を楽しみにしてく 

れています。 

 

【実施状況】 

『ふれあいりんご狩り体験』 

○日 時：１０月２７日（土）  

午前９時３０分～１１時 

 ○場 所：鳥取市滝山 「橋本農園」   

○参加者：３４名 

 

 この事業は、例年好評で地域の方から「りんご狩りはいつするの？」と催促されるほ 

どです。まず実施するにあたり、公民館広報に募集記事を載せ、小学校にチラシを配布 

しました。 

 今年は、午前９時３０分に市のマイクロバスで公民館を出発しました。上野の橋本農 

園までは、車で１５分くらいで着きます。上野までの道中は、この時期紅葉も美しく、 

車窓から景色を眺めながらのドライブとなります。 

農園主の橋本さんは、地域活動に理解があり、何かと公民館に協力していただいてい 

ます。 

農園に着いて、まず、りんごの話、たべごろのりんごの見分け方、上手な採り方の説 

明を受けました。毎年のように参加している方は、慣れたもので、大きな袋やカゴにた 

くさん収穫していました。 

橋本さんのご好意で試食として皆さんにりんごを振舞ってくださり、甘くておいしい 

りんごを農園でも味わうことができました。 

 

おいしそうなりんご、みつけたぞ！

－２９－ 



【成果と課題、今後の方針等】 

橋本農園は、稲葉山地区のはずれの山間地にあります。この事業で、百人一首にも残る 

「在原行平」ゆかりの地、また自然豊かな大沢池という美しい場所がある上野を知っても 

らい、地域の大人と子どもがふれあい、交流を深めることができました。 

毎年、リピーターがあるのは、橋本農園のりんごは、とてもおいいしいと評判のうえ、

橋本さんの優しい人柄もあると思います。 

この事業で公民館から離れた上野へ出向き、世代間の交流を深めるとともに、りんご狩

りの体験もでき、参加者にもたいへん喜んでいただきました。 

 

 毎回、事業を計画しても子どもの参加率が低いのが現状です。地域、学校、家庭がとも 

に連携をとり、もっと公民館活動に興味、関心をもってもらいたいと思います。 

これからも、参加者に喜んでいただける、参加しやすい楽しい事業を計画していきた 

いです。 

 

 

 

 

 

 

りんごを選び、さあ！とりましょう！  

チラシ配布で募集

よし！このりんごにしよう！

－３０－ 



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３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。 

－３１－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

＜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  

－３２－ 



も ち つ き 大 会 

                                     
倉田地区公民館 

 

【事業の目的】 

  学校週５日制に伴う子どもと大人のふれあい事業として、夏はそうめん流し・ジャンボ

巻きずし作り、冬はもちつき大会を恒例事業として実施しています。 

もちつき大会は、地区在住の小学生・保護者・老人クラブの方々を対象とし、世代間交

流と地域の伝統行事を、未来を担う子どもたちに伝達して、明るく豊かな地域づくりを図

ることを目的とします。 

 

【事業の概要】 

  子ども会・老人クラブ・食生活改善推進委員会の協力をもとに、小学生を対象にもち 
つき大会を開催します。今年度は初めての試みとして「かきもち」作りもしました。 

 

【実施状況】 

○１１月２８日（水曜日） 

  子ども会のお母さんと一緒にかきもち作りをしました。ピンクのかきもち２臼、黄色の

かきもち２臼、よもぎのかきもち２臼、金柑の皮のかきもち１臼、とうがらしのかきも

ち１臼の計８臼をつきました。 

 

○１１月３０日（金曜日） 

  前々日に作ったかきもちを、子ども会のお母さんと一緒にかきもち切り機で切りました。 

  もちつき大会で子どもたちがつくもち米を洗いました。 

 

○１２月１日 (土曜日) もちつき大会当日 

  小学生６０人を含む合計１３０人が、もちつき大会に参加しました。あいにくの雨模様

でしたが、テントの中で子どもたちは、大人の指導を受けながら楽しそうにもちつきを

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈私たちも小突きを体験〉 〈順番にもちつきを体験〉 

－３３－ 



 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

もちつきを終えた後、子どもたちは公民館の中で、ワラを編んでかきもちを挟む作業に

挑戦しました。最初に、公民館長からかきもちの由来を学びました。次に、地元の方か

らワラの編み方を、模型を使って指導してもらいました。その後、子どもたちは老人ク

ラブの皆さんに教えてもらいながら、色とりどりの１０枚のかきもちをワラに挟んでい

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に参加者全員で、きな粉餅・ぜんざい・食生活改善推進委員さん特製の豚汁に舌鼓

をうちました。 

  
 【成果と課題、今後の方針等】 
   今回で１４回目を迎えたもちつき大会は、年末恒例の事業として住民の皆様に好評を

いただいています。事業に参加することで公民館活動へ関心・興味を持っていただき、

世代間の交流も深めることができました。 

   年々、子どもの人数が減少し、参加者の固定化・高齢化も進んでいるなかで、どのよ

うに新しく参加者を増やすかが今後の課題です。 

   多くの参加者から、「楽しかった。また来年もしてみたい。」と嬉しい声をききました。

これからも倉田地区公民館の伝統行事として、マンネリ化しないように楽しい企画をた

てながら、多くの地区住民の方々に喜んでいただけるように続けていきたいと思います。 

    

〈美味しいきな粉もちを作っています〉 

〈模型を使って編み方を指導中〉 〈かきもちをワラに挟む作業〉 

〈丸もちを作っています〉 

－３４－ 



昔遊び大会の様子（けん玉）

昔遊び大会の様子（ジャンボ面影かるた）

いきいきおもかげっ子ひろば 

面影地区公民館  

 

【事業の目的】 

 週休 2 日制が定着し、児童生徒が地域で過ごす時間・機会が増えることを、地域と

子ども達が豊かに繋がり合えるチャンスと捉えています。  

この事業では、地区の各種団体が連携して子ども達の健やかな成長を見守ること、

及び伝統文化や行事・遊びを伝えていくことを目的としています。  

 

【事業概要】 

 いきいきおもかげっ子ひろば推進委員会に協力をいただいている各種団体・面影小

学校 PTA・公民館が連携し、「昔遊び大会」、「ひな祭り」、「ちまきづくり」、「七夕」、

「子ども駅伝大会」、「ものづくり」、「おはなしの会」等の年間事業を計画します。  

これらの行事は、地域のボランティアの方々や保護者の協力を得て実施しています。 

 

【実施状況】 

○昔遊び大会  

 冬休み明け最初の事業です。「こま回し」、

「羽根つき」、「けん玉」、「ヨーヨー」、「だ

るま落とし」、「ジャンボ面影かるた」等を、

地区の名人に教えていただきながら昔遊び

を体験します。  

特に人気があるのは、“面影地区独自のか

るた”を大きくして体育館中を走り回る「ジ

ャンボ面影かるた」です。走る速さではか

なわない低学年の子ども達が先にかるたを

見つけ大歓声をあげたり、あせって探せな

い友達に声援を送ったり、大人も元気にな

れる事業です。昼食は、青少年育成協議会

の役員さんが作ってくださいます。  

 

○ひな祭り  

 公民館の２階研修室に二組の五段飾りを置き、「ひな人形づくり」、「おいりづくり」、

「琴の演奏」、「手品」等を楽しみます。  

－３５－ 



ちまきづくりの様子

「おいりづくり」の際、作るのも見るのも初めてという子が必ず数人はいます。「手

がべたべたしていやだ」「こんな汚いことしたことがありません」と困った顔をする子

もいますが、馴れれば「楽しい」「もっとしたい」と楽しむようになります。  

ひな祭りの日は、婦人会のみなさんが、ひな祭りにふさわしい散らし寿司とおすま

しを作ってくださいます。  

 

○ちまきづくり  

 13 キロのまきの粉と 3,000 枚の笹を用意するところから事業は始まります。  

2 日かけてボランティアの方々と山にい

き笹を採ります。前日にはボランティア

の方々に 13 キロのまきの粉をこねてい

ただき、8 キロ分を 480 個のちまきにし

ていただきます。  

当日は子ども達が、ボランティアの

方々に助けていただきながら、5 キロ分

300 個のちまきにします。こねる作業は子

ども達の得意分野なので、にぎやかに作業

がすすみます。時々ちまきの形とはほど遠いものができたりすることもあります。  

 ちまきづくりは年々参加者が増加している事業です。経験者も増えていて自分たち

で作業が進められる子も増えています。  

親子で参加している所では、お母さんが、ちまきづくりは初めてという方もいます。

お母さん達から「楽しい経験でした」「家でもやってみたいので、教えてください」と

感想をいただきました。  

 

【成果と課題、今後の方針等】 

『あっ！○○のときのおばちゃん』と以前参加した子どもに声をかけられ、ボラン

ティアの方が「子どもって覚えとるだがなぁ」と感じたとの声をいただきました。地

域のボランティアの方々と子ども達を繋ぐ良い機会になっていると実感しています。  

今後も子ども達には積極的に参加してもらい、もっとたくさんの「知っている地域

の大人」「繋がり」を増やしてほしいと思います。  

親子での参加がまだ少ないので、親子での参加を呼び掛けることで「おいりづくり」、

「ちまきづくり」等の昨今ではあまり見かけなくなった伝統行事を自宅でも実践して

もらえるよう努めていきます。  

－３６－ 



挑戦してみよう！つのいの子ども達 

津ノ井地区公民館 
【事業の目的】 
 子ども達に「伝統行事」「体験学習」などの活動をとおして、子ども達が互いに助け

合う気持ち、豊かな心を育てることを目的としました。  

 

【事業の概要】 
 小学生を対象に実施しました。  

 昔から伝わる伝統行事をとおして、子ども達にいろいろな風習を伝えていくと共に

「食」の大切さ、ものづくりの楽しさ、皆で協力し、達成した喜びを体験できるよう

に取り組みました。  

 

【実施状況】 
 ○６月２５日（月）ちまきづくり  参加者：４５名  講師：大橋真智子さん  

昔ながらの食べ物「ちまき」、伝えたい食文化のひとつです。  

講師からまきの粉のこね方、ささの葉３枚を使って作る簡単な巻き方を教わりま

した。  

今回は、自分の「ちまき」は最初から最後

まで責任もって作ることにしました。  

低学年の子ども達はじょうずにこねること

ができません。ささの葉もなかなか巻くこと

ができません。早くできた子ども達はまだで

きていない子ども達の作業を積極的に手伝っ

ていました。五個を束にまとめて完成です。  

  蒸しあがった「ちまき」は色々な形があり

ましたが、自分が作った「ちまき」が一番の様です。さっそく舌鼓「おいしい！」

の声があがりました。最後までやりとげた満足感で笑顔いっぱいでした。  

 

 ○１０月９日（火）キッズガーデニング 参加者：３０名  講師：坂本節子さん  

土にふれること、花を大切に扱うことをとお

しておもいやりの心を育てます。  

 講師から花の説明、管理方法、鉢に入れる時

の花のバランスを考えて植えましょうなどの

アドバイスがありました。  

鉢に鉢底ネット、石、土を鉢の３分の２ぐら

い入れ、背の高い花を後ろに置き、前に 2 種類

の花を配置し、残りの土を入れて完成しました。

低学年の子ども達は「３分の２ってどのくら

い？」と上級生に聞き、教えてもらっていました。あとかたづけも皆が協力してい
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る様子を見て感心しました。  

キッズガーデニングをとおして、子どもが毎日水やりをしてくれるとか、玄関に

花があると気持ちがいいなど保護者の方にも好評でした。  

 

○１１月２６日（月）キッズクッキング 参加者：３８名 講師：大橋真智子さん  

なが～い巻き寿司に初めて挑戦しました。まず寿司の中に入れる具の準備です。

子ども達はきゅうり、カニカマボコ、厚焼き卵を包丁で綺麗に切っていました。  

長机を並べサランラップを敷き、寿司海苔、

すし飯、そして具を置いていきました。  

掛け声と共に皆が同時に息を合わせて一気

に巻きました。ところどころ具が飛び出してい

る個所もありましたが、だいたい綺麗に巻けま

した。タオルで練習した成果が出た様です。６

ｍ５０㎝のなが～い巻き寿司が完成しました。 

 

 

○１２月９日（日）しめ飾りづくり  参加者：

２９名   講師：老人クラブ  

自分で作った「しめ飾り」で新年を迎えよう

と、老人クラブの方たちに伝統の技術を教わり

ました。子ども達は慣れない作業に苦労しなが

ら、老人クラブの方たちの指導を受け「めがね

飾り」を作りました。最後にウラジロ、ユズリ

ハなどを飾り付け完成しました。  

 

【成果と課題、今後の方針等】 
  いままでは多くの子ども達が参加できるよう、土曜日、夏休み等に実施してい  

 ましたが、週末の活動はクラブ活動などに忙しく、参加する人も限られていました。  

  そこで、２年ぐらい前から小学校の行事等の代休を活用したところ、たくさんの  

子ども達が来てくれました。指導者、協力者は地域の方々にお願いしました。  

成果としては、事業をとおして子ども同士のつながりが実感でき、協調性もでき  

ました。また、自分より年齢の低い子どもに対して、手伝ってあげる思いやりの心

やルール、マナーを守る気持ちが見えました。最近では家庭でもあまり行われなく

なった行事を、公民館事業で地域の方々と協力して子ども達に伝えていくことの大

切さを感じました。今後も継続していきたい事業だと思っています。  
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若・わか ときめきプロジェクト 第２弾 

若葉台地区公民館 

【事業の目的】 

  若葉台と若桜の住民の交流をすすめていくことで、お互いの住民意識を深め、若桜の歴史や文

化にふれながら、若葉台地区の文化をつくり出すとともに、住民のさらなるコミュニティを深め

ていくことを目的としています。 

 

【事業の概要】 
（１）若桜を知る 

（２）若桜鉄道を利用したウォーキング 

（３）若・わか 交流会 Ｎｏ.1（女性グループのウインナー作り） 

（４）文化祭での交流 

（５）若・わか 交流会 Ｎｏ.2（そば打ち体験） 

（６）公民館教室・サークルの相互交流（芸能発表会、作品展示会） 

 

【実施状況】 

 

６月１４日（木） 

「吉川のウィンナーづくりを体験」 

  若葉台地区住民が若桜吉川のウィンナーづくりを体験 

  講師：つくしん坊 平口正則氏 

  参加者：１９名 

若葉台地区住民にウィンナーづくりを体験し、若桜の味を満

喫しました。 

 ９月２１日（金） 

「若桜鉄道に乗って若桜の町をノルディックウオーキング 

  若葉台→ 東郡家→ 若桜鉄道→  若桜の町→ 

  →鬼ヶ城跡 →たくみの館 

  講師：ノルディックウォーキングインストラクター 

  参加者：２４名  

若葉台から東郡家の往復をウォーキング。若桜鉄道の車両 

から各駅に鎮座している「かかし」を眺めながら、快適な時を

過ごし若桜駅に到着。ガイドさんの案内で鬼ヶ城跡からたくみ

の館までの約８㎞。とても良い汗をかきました。       

 

１０月１１日（木） 

「若・わか 交流会 Ｎｏ．1」 

  女性達でウィンナーづくりの体験後、意見交換会 

  参加者：若桜１０名  若葉台１０名 

 女性同士の交流会を行った。若葉台の出席者はゆかりのある

人達で集まってもらい、若桜談義で懇親を深めました。 
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１０月２０日（土） 

「文化祭での交流 Ｎｏ．１」 

  若桜町の文化祭芸能発表会に出演 

    ハーモニカアンサンブル同好会・銭太鼓教室 

  参加者：１７名   

 ハーモニカの演奏のときには会場から歌声が自然に出て、と

ても和やかなムードでした。                

 

 

１０月２７日（土） 

「文化祭での交流 Ｎｏ．２」 

  若葉台地区文化祭 

   作品展示・板芝居の実演・農産物及び手づくり品の販売 

  参加者：１５名 

 彫刻作品は若桜らしい木材を使った若葉台にはない作品で、

好評を得ました。また、農産物等の販売も好調でした。 

 

 

１２月１０日（月） 

「若・わか 交流会 Ｎｏ.２」 

  そば打ち体験＆意見交換会 

   今後、継続的に事業を展開するための話し合い 

  参加者：若桜５名  若葉台１４名 

 初めてそば打ちを体験した若桜の参加者は、講師の都宮さん

が若桜出身なので、作業をしながら昔ばなしで盛り上がりまし

た。次いで、今後の事業について意見交換会を行いました。 

 

  平成２５年３月２日 「おひなまつりをしよう」 

・若桜の板芝居を体験しよう 

               ・おいりをつくって食べよう 

      ３月２日～２５日 「文化交流展示会 Ｎｏ.２」 

                 場所：若桜たくみの館 

                     若葉台 墨彩画作品を出展 

                 内容：若桜町住民と若葉台地区住民の作品展示 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
  他地域と交流することで自分自身の足もとを見つめ直すことができ、また、新たな感動が生ま
れました。行き来を重ねるごとに、信頼関係が深まってきているように感じられました。 

  これからは、継続できる事業を少しでも多く実施し、若葉台の歴史づくり事業を一つでも実現

させていきたいと考えています。 
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季節行事で地域を元気に！ 
米里地区公民館 

【事業の目的】 
 稲作の盛んな農村部８地区と住宅が立ち並ぶ団地部３町内会からなる米里地区は、公民館が住民

の居住区域から遠く、農村部と団地部の生活サイクル等の違いから、公民館を活用した住民の交流

の機会があまり多くありません。今年度は、公民館に少しでも足を運んでいただき、地域活性化の

一助として、また公民館が住民の交流の場となることを願い、季節行事を取り入れた事業を通年で

企画しました。 

 

【事業の概要】 
 中秋の名月を愛でる「お月見会」とクリスマスを楽しむ「大人のクリスマス会」を計画しました。

宝くじ助成事業で購入した舞台と音響設備を活用して、生演奏と季節の料理を楽しんでいただきま

した。 

 

【実施状況】 
 ○「お月見会」 

日 時 ９月２８日（金）１８：００～２０：３０     

  場 所 米里地区公民館 広場・２階大広間 

  参加者 ６３名 

  出演者 「胡桃の会」（二胡の演奏） 

      「とっとり民話を語る会」（民話の語り） 

      「若葉台ハーモニカアンサンブル」（ハーモニカ演奏） 

 

  公民館横の広場を使って屋外で開催しました。当日は、幸い

天候に恵まれ、「お月見会」を開会するころには、少し早い名

月が顔を出しました。最初に「胡桃の会」の皆さんに「蘇州夜

曲」「昴」「千の風になって」「月亮代表我的心」「見上げてごら

ん夜の星を」の５曲を演奏していただきました。時折虫の音の

合奏も加わり、抒情的な曲調にうっとりと聞きほれてしまいま

した。続いて「とっとり民話を語る会」の方に「禅問答」「洗

足山の鬼」「若返りの水」の３つのお話をしていただきました。

地元の方言を生かした話しぶりに、時折笑いもこぼれる楽しい

ひと時でした。最後に「若葉台ハーモニカアンサンブル」の総

勢１２名のメンバーに「里の秋」「日が暮れて」「貝殻節」「月

の砂漠」「花は咲く」の５曲を演奏していただきました。色々

な種類のハーモニカを使って繰り広げられる幅広い音域のハ

ーモニーに感動しました。参加者は、なじみの曲を口ずさみな

がら一緒に楽しんでいました。その後、会場を公民館の大広間に移し、手作りのみたらし団子と

芋煮、おにぎりをみんなでいただきました。 

 

とっとり民話を語る会の 
みなさんの楽しいお話

胡桃の会の二胡演奏の様子
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○大人のクリスマス会 

  日 時 １２月１７日（月）１９：００～２１：３０ 

  場 所 米里地区公民館 ２階大広間 

  参加者 ２８名 

  講 師 井関雅一さん（ワインアドバイザー） 

  出 演 おやじバンド「アールファイブ」（バンド演奏） 

       

 

 少し早めの「大人のクリスマス会」を開催しました。「大人もクリスマスを楽しもう」をコン

セプトに、ワインの講習と生バンド演奏で楽しい時間を過ごしました。最初にワインアドバイザ

ーの井関さんから、ワインの開け方・選び方・飲み方等普段疑問に思っていることを解りやすく

説明していただきました。その後、迫力ある「アールファイブ」の生演奏と歌に参加者も手拍子

を打ちながら、楽しい時間を過ごしました。公民館で準備したおでん・サンドイッチ・ケーキ、

オードブルをいただきながら、心もお腹も満足していただくことができました。最後にみんなで

ビンゴゲームを楽しみ、「きよしこの夜」の大合唱で幕を閉じました。 

 

【成果と課題 今後の方針等】 
 事業に参加していただいた方には、大変喜んでいただくことができました。お料理も好評で、「今

まで食べた中で一番おいしかったわ！」と絶賛していただきました。年齢や地域が異なり普段交流

のない方同志も互いに親しく交流していただき、「来てよかった！」「また、来年もしてぇな」とい

う声をたくさん聴かせていただきました。 

 ただ、公民館と他の団体との協力体制がとれず、準備、実施等で公民館職員の負担がかなり大き

かったことが課題として挙げられます。参加者の中から、「お手伝いしますよ」という、ありがた

い声もいただきました。今後は、各種団体との連携やボランティアを募るなどして、地域全体で事

業に取り組んでいける体制づくりを進めていく必要があると考えています。 

 また、参加申し込みが当初の予定より少なかったことも課題として挙げられます。今後は、開催

の時間帯や曜日の設定等を考慮し、地域の方が参加しやすい事業となるよう工夫していくことが必

要であると感じています。 

また、チラシと「めーる米里」で広報し参加募集をしたのですが、「あ～、見たけどな・・」と

か「そんなんあったかいな」等、紙ベースでの広報の限界も感じます。今後は「継続は力なり」の

言葉のように、事業を続けていくことで米里地区公民館の定例行事として定着させ地域の方に周知

していただくとともに、参加者に喜んでいただける質の高い事業を続けていくことで参加者の口コ

ミで参加者が増えていくよう、創意工夫を重ねていくことが大切であると感じています。 

出演団体についても、公民館サークル・教室の低迷が続いており、新しい教室（ハンドベル・ゴ

スペル等）を育成し成果の発表の場として活用することも検討していけたらと考えています。 

アールファイブの生演奏 
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子どもと大人 ものづくり教室 

「ペーパーアート＆えとの粘土細工作り」 

                             神戸地区公民館 

  

【事業の目的】 

今ではテレビやパソコン・ゲームの普及に伴い、“自分自身の手で何かを作る”というこ

とをしなくなりました。少しでも子ども達に自由な発想の中、何かを作る喜びを味わって

ほしいと思い計画しました。 

 

【事業の概要】 

 ペーパーアートは、地区公民館まつりや市の公民館まつりに合わせて実施し、秋らしく

かわいいものを・・・と思い“りす”を選びました。 

 えとの粘土細工作りは、毎年陶芸クラブでお世話になっている先生を講師に迎え、来年

のえと“へび”を作りました。 

 

【実施状況】 

〇１０月９日（火）ペーパーアート～小さい秋見ぃつけた～ 

 場所 神戸地区公民館  参加者 １１名  講師 岩田廉太郎 氏 

 秋休み最終日の午後行いました。講師の先生が“りす”はかわいいけど、細かい部 

分が多くちょっと時間がかかるかも・・・と心配されましたが、みんな「ここはどう 

したらいい？」「次はどうする？」など積極的に質問をしていました。 

 まず、先生が書いてくれた型紙をカッターやはさみで切り抜いて、その紙を立体にし 

ながらボンドで貼り付けて・・・といった作業を繰り返しながら “りす”の形にしてい 

きます。“りす”ができたら色紙に貼り付けて最後の仕上げとして、ピンセットを使って 

目や耳をつけたり、周りに花を飾ったりとみんなそれぞれ工夫をしながら、一生懸命作 

ることができました。細かい作業が多く、低学年の子ども達にはちょっと大変かなと思 

いましたが、地域の大人と一緒になって、いい作品が出来上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな次々質問しています 真剣な表情で作っています 
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 〇１２月２日（日）えとの粘土細工作り～ねんどでえとの置物つくっちゃおう～ 

  場所 神戸地区公民館  参加者 １６名  講師 田村国雄 氏  

  来年のえとを作るということで、１２月に行いました。講師の先生が来年は“へび” 

 でとても作りやすいので、保育園児もさそったら・・・といわれ、隣の保育園にも声 

 掛けをしました。 

  まず、みんな集まって先生が見本を作る所を見せてもらいました。粘土を１かたまり 

 ずつもらってそれを２等分してから、“へび”を作っていきます。中には更にその粘土を 

 また２等分して、家族全員といいながら作っている子もいてびっくりしました。“へび” 

 に模様をつけたりおめめ『ぱっちり』のかわいい“へび”やマフラー・帽子をつけてい 

 る子もいて、楽しんでいました。 

  これまでは、大人の陶芸教室でしかおこなったことがなく、みんな集まってくれるか 

 な？と少し心配でしたが、多くの参加者があり、粘土が苦手な子も「これならできる！！」 

 と言ってくれたのでよかったと思いました。子ども達の自由で柔軟な発想にただ驚くば 

 かりで、何度も思わずカメラを向けてしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 神戸は子どもの数が少なく、事業を計画するうえで、まず参加者の人数の心配をしない

といけないのが現実です。今回 “ものづくり”ということで、正直、みんな来てくれるか

な？と思いましたが、多くの参加者があり、好評でしたので、毎年続けていきたいと思い

ました。地域の子どもと大人がふれあいながら、最近、忘れがちになっている季節感や伝

統を少しでも体感してもらえたら・・・と思っています。子ども達に「今度いつやる？」

「楽しみにしてるから」と言ってもらえるよう努力していきたいと思います。  

一生懸命作っています 力作！！ 
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因州和紙押し花ランプづくり体験 

大和地区公民館  

【事業の目的】 
 地域住民の皆さんにふれあいの場を提供し、またさらにその輪を広げるための拠点

となるようにさまざまな体験や講習会を計画しています。日常生活に役立つ情報を提

供するとともに、ものづくりを体験することによって、より心豊かな生活、そして良

い人間関係づくりに貢献できるように努めています。  

 

【事業の概要】 
今年度の特色ある公民館活動事業として、次の事業を計画、実施しました。  

○５月２２日（火）  山野草に親しむ会  

○６月１９日（火）  寄せ植え教室  

○７月３１日（火）  重曹・クエン酸・アロマを使ったお掃除講習会  

○１１月１２日（月） 館長杯ＧＧ大会  

○１２月１２日（水） 生け花教室  

 

【実施状況】 
○１０月１１日（木）大山乳業工場見学と押し花ランプづくり体験  

於；琴浦町、青谷   参加者；２０名  

大山乳業の牛乳製造ラインを見学しました。乳牛の餌を育てる土づくりのこだわり

や、鳥取県内の酪農家から集められた、安心安全な生乳を一本のおいしい牛乳に仕上

げていく工程を学びました。工場を見学することですべての製品に注がれた思い、こ

だわりが伝わってきました。  

午後からは、あおや和紙工房を訪れ、因州和紙に押し

花をあしらったランプづくりを体験しました。  

まずは土台の電器部分をドライバーでねじを回して

完成させました。  

次に和紙のシェードづくりをしました。紙皿の上に乗

った緑あざやかな草や、赤く色づいたもみじのはっぱ、

紫色や黄色、オレンジ色など、色とりどりの花をピンセ

ットでシェードの上にちりばめていきました。最初は慣  

れない手つきでしたが、作る楽しみがわかってくると発

想力がどんどんふくらみ、乗せる速度もあがっていきま

した。  

ちりばめる作業が終了後、シートをのせ、アイロンで

プレスしていきました。最後に土台の形に丸め、コード

の切れ込みをいれて土台にかぶせて完成。世界にひとつ

だけのオリジナルランプが出来上がりました。  

作品づくりのときには、協力し合い、また完成した際に

ランプの土台づくり 

個性豊かな 

シェードづくり 

－４５－ 



はお互いの作品を鑑賞して、個々の感性の違いに刺激を受けたりして、大変貴重な時

間を過ごすことができました。  

参加者の方々にとっても思い出深い一日となったようです。  

 完成した作品は文化祭や公民館まつりに出展し、見学者の目を楽しませていました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
 毎回好評の事業を継続していくことに加え、新しい事業を計

画することで、新たな発見や生活する上でのヒントを提供して

います。参加者の方々からの好評の声や要望が、また次の事業

を計画する上での糧になっています。  

気心の知れた仲間同士が集まって、一つの作品を作り上げて

いく過程はなんともいえない喜びでもあります。今回も和紙の

ぬくもりや、芸術性にふれた実りの多い体験になったように思

います。  

 一方で、参加者が固定化されつつあり、新規の参加者を増

やすような広報を工夫していかなければならないことを実

感しているところです。  

今後はさらに地域住民のニーズに対応した事業を計画実行していきたいと考えてい

ます。  

 

ランプをつくる皆さんの顔は真剣そのもの 

文化祭での展示風景 

－４６－ 



元気なおやじで元気な地域づくり 

「おやじ元気会の地区文化祭協力」 

                                                 美穂地区公民館 

 

【事業の目的】 

  おやじ元気会は、地区の有志を募り清掃ボランティアを中心に、料理教室、消火訓練、

文化祭協力、世代間スポーツ交流等を実施しています。 

ボランティア活動を通して、元気な仲間づくり、地域づくりを目的としています。 

 

【事業の概要】 

地区文化祭への協力は、おやじ元気会の活動のひとつであり、年々充実したものとな

っています。当初はもちつき大会が中心でしたが、花苗売りをはじめ、今年度は金魚・

スーパーボールすくい、ヨーヨーつりの「お楽しみコーナー」を設けました。 

さまざまなボランティア活動を通して交流を深め、仲間づくりの輪を広げ、地域の活

性化にも繋がっています。 

 

【実施状況】 

○１０月２７日（土） 公民館外回り清掃ボランティアと 

地区文化祭開催に際しての打合せ会 

於；美穂地区公民館外回り、スポーツ広場   参加者；１４名 

地区文化祭を控え、公民館外回りとスポーツ広場の草刈り・清掃活動、また公民館前

の花壇の整備を行い、チューリップの球根を植えました。 

その後、今年度の地区文化祭協力について打合せ会を行い、金魚・スーパーボールす

くいとヨーヨーつりの「お楽しみコーナー」を新たに設けることに決まり、協力内容、

役員要請・選出・分担等決め文化祭に向け活動していくこととなりました。 

   

 ○１１月 １日（木） 地区文化祭 前日準備  

於；美穂地区公民館   参加者；１３名 

 地区文化祭前日準備として集まり、展示会場の設営、 

作品展示等、前日準備に参加しました。 

 

○１１月 ２日（金） 地区文化祭 初日  

催し物会場設営 

於；美穂地区公民館   参加者；１５名  

 地区文化祭におやじ元気会としての催し物会場となる、 

もちつき大会会場、花苗売りコーナー、お楽しみコーナー 

の設営をしました。 

  その後、金魚すくい網「ポイ」やヨーヨー風船作り作業 お楽しみコーナー設営

花苗売り場設営

－４７－ 



を行いましたが、みな童心に返ったように昔話に花が咲き、なごやかな交流の輪が広が

ったようです。  

 

○１１月 ３日（土）  地区文化祭 ２日目  

催し物開催日 

於；美穂地区公民館   参加者；６０名     

 催し物開催日であるこの日は、それぞれの担当に分 

かれ活動しました。まち・むら交流事業の一環として、 

明徳地区の方々も訪れ、どのコーナーも大変賑やかな 

ものとなりました。 

もちつき大会では、両地区の子ども達も参加して、 

地区の皆さんの「ヨイショ！」の掛け声に合わせて、 

杵つきに挑戦しました。つきたてをその場できなこ餅 

にしていただき、皆とても満足そうでした。 

また、金魚すくい等の「お楽しみコーナー」も次々 

 と子どもたちが訪れ、人の輪が途絶えることなく賑や 

かく大盛況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

おやじ元気会として清掃作業を中心とするボランティア活動は、仲間づくりの輪・活

動内容、ともに充実したものとなっているようです。今回の地区文化祭協力に対しても、

みな意欲的で大変盛り上がったものとなりました。 

今後もますます元気な地域づくりを目指し継続して行けるよう、また幅広い活動が出

来るよう、会員の増員を図り、地域の活性化に繋げて行ければと願っています。 

地区文化祭  花苗コーナー 地区文化祭  お楽しみコーナー

－４８－ 

地区文化祭  もちつき大会



小さい村の大きなパワー 

     

東郷地区公民館 
 
【事業の目的】 
 鳥取市の中でも児童数が少ない東郷小学校を中心に、「子どもたちは地域の宝」として、
それぞれの団体が垣根を越えて知恵とパワーを出し合い「東郷」でしか出来ない活動をし

ようと努力しています。公民館もそんな地区の思いの後押しができたらと思っています。  

 
 
【事業の概要】 
子ども達を中心とし「大人も子どもも楽しもう！！小さいからこそできるパワー全開の

行事づくり」の言葉どおり、今年度も地区、子ども会、小学校、保育園が一体となり、た

くさんの事業を実施しました。その中でも特にみんなが知恵とパワーを出し合い実施した

４つの事業を紹介します。 

 
【実施状況】 
○第 1 回東郷どろんこ祭り 

日にち：８月２６日（日） 

場 所：東郷小学校前水田 

参加者数：子ども２７人 大人４３人  

合計７０人 

 

 東郷子ども会と連携をして、夏休み最後の日に小学校前の水田を利用して「第１回東郷

どろんこ祭り」を行いました。地元の方々、小学校、保育園の先生達も子ども達と一緒に

田んぼで泥だらけになりながら泥の感触を楽しみ、ドッチボール、ビーチフラッグス、２

人３脚、宝探しで大盛上り！顔を泥だらけにした友達、大人を見て大喜び！ 

のどかな田園に笑い声が響き渡りました。 

  

 

○ヤマメを捕まえ自然を満喫  日にち：９月３日（月） 

 鳥取市１０園の保育園児約３００人と東郷老人クラブと 

の交流を行いました。 

東郷を流れる清流有富川で浅瀬に追い込んだり囲い込む 

など協力してヤマメつかみに挑戦しました。ふれあい 

タイムには転がしドッチボールなどを行い、ヤマメの 

塩焼きとおにぎりなどの食事会など豊かな自然の中で 

楽しい時間を過ごしました。 

 

息を合わせて１．２！  

自分で捕ったヤマメの味は  

最高だね！  

－４９－ 



○親子で栗拾い 

日にち：９月２２日（土） 

場 所：西今在家栗園 

参加者数：子ども２５人 大人３２人 合計５７人 

 東郷地区民生児童委員協議会と連携して地域の栗畑を 

開放していただき、親子で栗拾いに挑戦しました。 

 初めて栗拾いを経験する子どもも大人もおり、 

栗のいがと格闘しながら大きな実を見つける度に 

大きな歓声が上がりました。 

  

 

 

○交流グラウンドゴルフホールインワン大会 

  日にち：１１月４日（日） 

  場 所：東郷地区公民館 

  参加者数：子ども２４人 大人２３人 合計４７人 

東郷地区公民館まつりの目玉コーナーとしてホールイン 

ワン大会を行いました。 

ゴールに向かって子どもも大人も真剣なまなざし、 

健闘を讃えながらの和やかな交流の場となりました。 

普段、ふれあうチャンスが少ない世代間の交流にぴったり 

の行事になりました。 

 

 

 

 
【成果と課題、今後の方針等】 
地域一体となって「子ども達は地域の宝」と捉え、むらづくり協議会の事業計画の中で

謳っている「保育園・小学校を中心としたむらづくり」を目指しています。 

人数の少ない東郷地区ですが、子ども会が元気な新しいアイデアを出して、地域が全力

で支えるという関係が小さい地域だからこその「良さ」「魅力」と考えます。 

世代を超えた交流は、普段顔を合わすことが少なくなった今、子どもを仲介として、地

域をつなげる絶好の機会です。 

地域の伝統文化の継承も、新しいパワー全開の行事もやはり、「連携」が大切です。 

東郷地区の皆さんが、たくさん顔を合わすことができる活動をこれからも公民館は 

心がけていきたいと思います。 

   

まっすぐに叩くだで～  

いがが痛いけど楽しいね  

－５０－ 



夏休みものづくりプロジェクト in TAISHO!! 

出前工作教室＆出前おもしろ実験室 

 
大正地区公民館 

【事業の目的】 
近年、社会が便利になるなかで、「自分で考えてやってみる手仕事の苦労、やりがい、

楽しさ、達成感」など実体験できる機会を提供し、「創造性を育むものづくり」を目的

としました。併せて異学年との活動を通じ、協力し合い学び合う中で対人関係の重要

さを体感させるものです。 

 

【事業の概要】 
 大正地区の小学生児童（大正小学校・世紀 

小学校）を対象とし、各学校を通じチラシを  

個人配布してもらい募集に努めました。 

わらべ館、鳥取大学などその道の達人に講 

師を依頼し、楽しみながら本格的な体験がで 

きるようにと夏休みを利用して３つの事業を開 

催しました。  

①  「わらべ館出張おもちゃ教室：万華鏡づくり」 
②  「ポーセラーツ教室」 
③  「出前おもしろ実験室 TORIDAI in TAISHO!!」 
 

 

 

【実施状況】 
〇「わらべ館出張おもちゃ教室：万華鏡づくり」 

・日 時：７月２５日（水）１３：３０～１５：３０ 

・場 所：大正地区公民館 

  ・参加者：２３名 

  「わらべ館のおもちゃ教室の工作指導事業」を 

利用し、わらべ館より講師を派遣していただいて 

開催しました。 

材料を配布した後で、講師から分かりやすい説 

明を受け作業にかかりました。 

 分からない所はその都度講師さんに聞いたり子 

ども同士で工夫し合いながら作りあげました。      

子どもたちは作業に没頭し、途中部屋がシーンと静まり返るほどの熱中ぶりでした。 

万華鏡が完成し、小さな丸い穴を覗いてみるとその幻想的な美しさに歓声が一斉に

沸き上がりました。子どもたちは、お互いの作品を交換しあって楽しみました。 

 

（みんな夢中です☆） 

（チラシ）

－５１－ 



〇「ポーセラーツ教室」 

・日 時：８月８日（水）１０：００～１２：００ 

・場 所：大正地区公民館 

 ・参加者：１２名 

  講師の指導のもと、世界に一つだけのマグカップ 

を作りました。 

 まず初めに白紙の紙と鉛筆、消しゴムを渡されそ 

れぞれが創造力をはたらかせデザインを考えました。 

白い紙を目の前にアイディアが出ずしばらくは用紙とにらめっこの苦しい時間があ

りましたが、イメージがまとまってくると創りあげる楽しさへと変化し一気に手が

進み出しました。 

黒・茶・緑・赤・黄・桃の６色の転写紙をデザインにそってハサミやカッターナ

イフで切り分け、それを水に浸しコップに貼り付けていきました。 

生み出す苦労を味わって作り上げただけに仕上がった時の笑顔は達成感で満ち溢

れていました。 

  

                         

 

 

  ○「出前おもしろ実験室 TORIDAI in TAISHO」 

・日 時：８月１１日（土）１０：００～１２：００ 

・場 所：大正地区公民館 

  ・参加者：２５名 

「鳥取市小・中学生ものづくり出前講座」を利用し 

「科学を楽しむものづくり」の講師として鳥取大学か    

ら森川准教授（工学博士）、鳥大の学生 2 名にもサポー 

ターとして来ていただき普段経験できないような科学    

の面白さ、不思議さを体験しました。 

空気砲・紙コップロケット・風船でんわ・浮沈子など工作と実験を合わせて６種

類を教えてもらい「おもしろかった！」の中に「わかった！」と発見が随所にあり

ました。ワクワク、ドキドキのあっという間の 2 時間の科学教室でした。 

 子どもたちは、順番や道具を譲り合い、上級生が下級生を思いやったりする場面

もよく見られました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
 夏休みということもあり興味を引く内容で定員を超えて沢山の参加がありました。 

子ども達の笑顔と元気は、公民館に明るい風を送り込んでくれます。 

事業を考える上で興味や関心、求められていることを把握しきれていない為に戸惑

う事も多いですが、未来を担う子ども達の健全な成長の為に公民館が出来ることを今

後も模索し追求しながら取り組んでいきたいと思います。 

（世界に一つだけのマイカップ） 

（転写紙の作業中） 

（実験：風船電話） 
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子どもと大人のふれあい事業 

夏の集い  

「あつまれ！いきいき豊実っ子 夏のキャンプ大会！！」 

                             豊実地区公民館 

 

【事業の目的】 

  キャンプ大会は、ふるさと豊実の自然と親しんだり、集団体験などを通して、地域住

民とあるいは子ども同士のふれあいを深めたり、また協力しあうことの大切さを感じた

りするなどして、自ら意欲的に活動する将来の豊実地区を担う心豊かな子どもたちを育

成することを目的としています。 

 

【事業の概要】 

  夏の恒例事業として毎年、公民館と地区育成会が協力、連携し、夏休み前半に豊実っ

子夏の集いである、キャンプ大会を実施しています。 

  

【実施状況】 

 開催場所：豊実地区公民館・豊実地区体育館・豊実地区グラウンド 

○第１日目 ７月２８日（土）       ○第２日目 ７月２９日（日） 

 ・公民館横の用水路に放流された      ・ラジオ体操 

ヤマメのつかみどり           ・テントかたづけ 

 ・うちわづくり              ・朝食 

  ・テント設営 

 ・夕食カレーづくり 

 ・各集落育成会のアトラクション披露 

 ・ファイヤーストーム＆花火大会 

 ・マジックショー 

 ・ビンゴゲーム 

 

        

 

 

 

 

 

 

豊実地区芝生グラウンドの

上にテントを張ったよ  

ヤマメの  

つかみどり  

いっぱい  

つかまえたよ  

－５３－ 



 

 【成果と課題、今後の方針等】 

  公民館横の用水路を利用したヤマメのつかみどりでは、身近な自然とふれあうことが

でき、またうちわづくりなどのものづくり体験をしたり、テント張りや夕食のカレーづ

くりなどの集団体験を通して、地域住民との交流あるいは、同じ地区の子ども同士で協

力しあうことの大切さを学んでくれたのではと思っています。このキャンプ大会が、子

どもたちの楽しい夏休みの思い出の一つになりました。 

  当地区では、各種行事への子どもの参加が少ない、あるいは部活等で参加できないな

どの声をよく聞きますし、事実参加する子どもたちの数は年々減ってきています。しか

しこの夏の集いのキャンプ大会に関しては、幸いにも多くの子どもたちが参加してくれ

ています。今後も夏の子どもたちの楽しい行事、思い出づくりの場として、新たな内容

も取り入れながら、子どもたちに喜んでもらえるような楽しい事業にしていきたいと思

っています。 

 

 

 

                                    中学生も 

                                    飛び入り 

                                    参加！！ 

 

カレーづくりに挑戦！！ 

 

 

                         

 

 

 

 

  マジックショー 

 めっちゃおもしろかった！！   

 

                                 

 

                           

                          みんなでつくって、みんなで 

                           たべたら…チョーうまい！！ 

 

 

            

ビンゴぉ～～！！  

 

－５４－ 



餅つき大会 
明治地区公民館 

【事業目的】 

 明治地区住民の方達やそれ以外の地区に別居して住んでいるお子さんやお孫さん達、更

に、普段なかなか会えない友人･知人の方達にも足を運んでいただいて、絆を深めると共に、

マキで火を起こして、餅米を蒸して、臼と杵で餅をつき、つき上がった餅を丸めるという、

昔ながらの日本の古き良き文化に触れる事を目的とします。 

 

【事業の概要】 

 “餅つき大会”は、明治地区公民館が行っている三大行事（運動会・夏祭り・地区公民

館まつり）の内、「地区公民館まつり」である“文化農業祭”の最大イベントとして行われ

ます。 

「薪」や「たきつけ(小枝など)」も地区住民のご協力により山から取って来て頂いてい

ます。もちろん餅米は地元産を用意します。 

出来上がった餅は、時間を決めて無料でお渡しして、今年の餅の出来栄えを十分味わっ

ていただきます。また、その時の待ち時間やお渡し後の時間に、“文化農業祭”に出展して

頂いた力作や丹精込めて作った自慢の農産物を見学していただきます。 

 

 

 

【実施状況】 

日 時 ： 平成２４年１１月４日（日） ８時３０分 ～ １１時３０分 

場 所 ： 明治地区公民館 

参加者 ： ８０名余り（小学生４１名、ボランティア４０名以上） 

 

＊ ８：３０ 蒸し器の火おこしスタート。 

       お湯を沸かし臼にお湯を入れ温め、更にお湯を沸かします。 

【ヨイショ！】  【蒸し上がったな～】  【ホイ！】  

－５５－ 



＊ ９：００ 餅米蒸しスタート。 

＊ ９：３０ 餅つきスタート（最初は大人、仕上げは小学生）。 

       同時に“餅つき機”もスタート。 

       つきあがった餅に「砂糖＋アオサ」か「砂糖＋紫芋」を入れ、更にもう一

度それらを混ぜるために餅つきをします。完成した餅は次々大人の女性達

が丸め、あら熱を取った後に２種類ずつ透明なパックに入れます。 

＊１１：３０ いよいよ皆さんに感謝を込めて明治のお餅をお渡しする時間です。 

 

“餅つき大会”には区長会をはじめ、各種団体の方、地区の女性の方、明治小学校のみ

なさん、総勢８０名余りの方々に協力して頂きました。 

今年の餅は“かき餅風”に２種類(紫芋とアオサ)作りました。餅がつき上がると、地元

の方々が興味津々に今か今かと列を作り、今年の餅を味わっておられました。地域の人々

の「美味しい」と言う言葉と笑顔が満ちあふれて、大盛会の内に終了しました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 沢山の人々が一つの目的に向かって、それぞれの役目を

果たし、手間隙を掛けて、物を作る楽しさ・苦労・喜びを

感じながら、郷土の良さを知ることができました。 

 また、地域のボランティアの方々が積極的に参加してく

ださり、地域のつながり、人の輪の広がりの大切さを実感

しました。人と人とが関わり合う事で、お互いの心の温も

りを感じ、共に感動を味わうことができたことはとても大

きな収穫でした。 

 今後は更に、この“餅つき大会”を充実させて、年配者

から子どもまで参加できる交流の場を広げていきたいと思

います。そして、地域の伝統文化や歴史を肌で感じていた

だき、地域一体となって明治の“郷づくり”を推進してい

きたいと考えています。 

 

【まだ、熱いね～】 【大きさは、ちょうどいいね！】

【せぇ～の！】  
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松保地区人権・福祉講演会 

                          松保地区公民館 

 

【事業の目的】 

  現在日本は、人口の２２％が６５歳以上という超高齢化社会に入っています。それに

伴い認知症を発症する人も増え、また高齢者への虐待などの人権侵害が多発しており、

社会問題となっています。今回この現代的課題について、松保地区人権啓発推進協議会・

松保地区社会福祉協議会等の団体と連携し「高齢者の人権」をテーマに、有識者による

講演会や意見交換を行い、地域住民の人権意識の向上と共に助け合う地域づくりの機運

醸成を図ります。 

 

【事業の概要】 

  人権啓発推進事業として、「みんなで考えよう人権問題」を活動趣旨に、毎年１回地域

課題に即したテーマで、講師を招き地域住民を対象に講演会を開催しています。 

 

【実施状況】 

日 時：平成２４年１１月２９日（木）              

１３：３０～１５：００ 

場 所：松保地区公民館 

参加者：５１名 

講 師：社会福祉法人あすなろ会 

高草あすなろ施設長 片山義継 氏 

演 題：「認知症と高齢者の人権」 

   ～高齢者の人権が尊重され、共に助け合う地域社会をめざして～ 

 

平成２３年度に松保地区人権啓発推進協議会が行ったアンケートで「今後取り上げてほ 

しい人権問題は何か」という問いに対して、最も多かったのが「高齢者の人権問題につい

て」という回答でした。これにより、地域の高齢者世帯の増加に伴い高齢者の人権に対す

る住民の関心が高くなってきていることがわかりました。 

 そこで、平成２４年度の松保地区の人権啓発活動のテーマを「高齢者の人権」とし、松

保人推協主催の小地域座談会でも取り組み、その活動の一環として今回の講演会でもテー

マとして取り上げました。 

講演会では、まず認知症についての話から始まりました。認知症について、 

①認知症は、後天的な脳の障害による記憶障害や見当識障害が現れ、症状は徐々に進行す

ること 

②原因疾患による認知症の分類としては、血管性認知症・変性性認知症（アルツハイマー

型認知症、レビー小体病）などがあること 

人権・福祉講演会の様子
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③妄想、徘徊、暴言や暴力などの問題行動を起こすことがあること 

④早期発見早期受診で薬を服用することにより進行を遅らせることはできるが、今のとこ

ろ完治薬はない 

という説明がありました。 

また、認知症高齢者への接し方としては、 

①物忘れや失敗を責めたり叱りつけたりせず、相手の主張を受け入れ自尊心を傷つけない

ようにする 

②認知症の人はものは忘れるが感情は強く残るので、相手の話をよく聞き穏やかな気持ち

になれるよう優しく愛情を持って接する 

③調理や掃除の一部などできることはしてもらい、誰かの役に立っているという気持ちを

持ってもらうようにする 

④日中は何かに興味を持って過ごし、夜は睡眠がとれるような環境を作り、生活のリズム

を整える 

などの話がありました。認知症の人の問題行動にも必ず意味があることを理解し、相手の

心に寄り添い人権に配慮しながらお互いの信頼関係を築いていくことが大切だということ

を学びました。 

最後に、認知症の人や高齢者の介護は、介護者が孤立してしまい余裕をなくしてしまっ

た結果、虐待やネグレクトなどの人権問題を引き起こしてしまうことがあります。そうな

らないためには、介護者は介護の悩みを抱え込まず、自治体や関係団体に相談して助言を

もらったり、ケア施設等を有効利用し介護の負担を軽減させていくことが重要です。また、

地域社会においては、日頃から周りに関心を持ち、となり近所同士で声を掛け合うなどし

てコミュニケーションを密にし、地域で見守っていく体制を作っていくことが必要だとい

うことを痛感しました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

認知症について、高齢者の虐待等の人権問題に 

ついて、地域の共助のあり方について、など講師 

には実際の介護の現場から見た非常に具体的でわ 

かりやすい話をしていただきました。参加者は身 

近な関心事だったこともあり「大変参考になり理 

解を深めることができた」という声が多く聞かれ    熱心に話を聞く参加者 

ました。     

開催日が平日の午後だったということもあり、参加者は年齢の高い世代の方が多く、壮

年若年世代の方の参加が少ないという課題が残りました。 

今後は、若い世代の方にも参加していただけるよう開催日や時間を見直し、少しでも地

域住民の方の人権意識向上に寄与できるよう、松保地区人権講演会を継続させていきたい

と思います。 
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湖南地区オリエンテーリング 

湖南地区公民館・大郷分館  

 

【事業の目的】 

 地域の歴史と文化を学ぶことにより、郷土を愛する心を育み、湖南を再発見するととも

に、心身ともに健全な健康づくりを行うことを目的とする。  

 

【事業の概要】 

 平成２３年度に湖南地区まちづくり協議会で作成した「こなん歴史ウォーク」を使って、

湖山池公園の防
つづ

己
ら

尾
お

城址から福井までの全行程約６キロのコースを散策しながら、地域の

要所要所の歴史をゲーム形式で楽しみながら学ぶ。 

   

【実施状況】 

  日 時：11 月４日(日)  

  場 所：防
つづ

己
ら

尾
お

城址
じょうし

、福井龍福寺、天
あめ

穂
のほ

日
ひの

命
みこと

神社  

  参加者：50 名  

 

 ・地区健康推進員や役員の方々の協力の下、朝早  

  くから当日受付を開始しました。参加者は、保  

育園児から高齢者まで、地域内外問わず、多数  

あり、対応と準備に追われました。  

・午前８時４５分に大郷会館を出発し、湖山池湖  

 畔の遊歩道を通り、防
つづ

己
ら

尾
お

城址公園で班に分かれ  

 て、二十箇所のチェックポイントを探すゲームを  

実施しました。  

 ・ゴールの防
つづ

己
ら

尾
お

城址では、戦国時代の武将吉岡将
よしおかしょう

 

  監
げん

と羽柴秀吉の防
つづ

己
ら

尾
お

合戦について地域の講師の  

  説明を受けたあと防
つづ

己
ら

尾
お

入り口にある角力
す も う

塚
づか

の  

いわれを学習しました。  

・福井の龍福寺（曹洞宗）では、住職の説明を受け  

 文化財等を拝観しました。  

・湖山池の水門を開放し、塩分濃度が上昇した影響で菱
ひし

やはすの姿が見られなくなりま  

 したが、水面が生き生きしてキラキラ輝いていたのが印象に残った反面、湖山池に流  

 れ込む川にふなや鯉が所せましと泳いでいて可哀そうに思いました。  

 

参加者の受付をする役員  

地域の方にお話しを聞く  
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・最後の目的地の天
あめ

穂
のほ

日
ひの

命
みこと

神社でも神社の歴史に  

 ついて、神社関係の方の説明を受け学習しました。  

・大郷会館に到着後、ゲームの入賞者の表彰式を行  

い、その後、健康づくり推進員と公民館職員手作  

りの、地域で採れた黒米のおにぎりを食べながら、  

交流を深めました。  

 

          

【成果と課題、今後の方針等】 

・今年で６回目となるオリエンテーリングですが、毎年事業を行う時期は天候に悩まさ  

 れます。しかし今回は、さわやかな秋晴れのもと、保育園児から高齢者の方まで幅広  

い年齢層の方の参加があり、「湖畔にこんな遊歩道ができているなんて知らなかった。」 

「また、来年も楽しみにしている。」等のうれしい感想をいただきました。  

・課題としては、少子化の影響もあり、年々、小中学生の参加率が低くなっているのが  

 現状です。  

・来年度は、今まで以上に湖南学園と連携し、保護者への呼びかけの方法も考えていく  

 ことが重要であると思います。  

・今後も「こなん歴史ウォーク」を活用し、歴史ある湖南地区の良さを再発見する機会  

 を提供していきたいと思います。  

 

 

 

 

 

 

チェックポイントで集合写真  
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末恒っ子リサイクル工作教室 

 

                                    末恒地区公民館 

【事業の目的】 
 末恒地区には、リサイクル施設として「リファーレンいなば」があります。 
この施設は資源回収をすることはもちろん、遊びやアートをとおして楽しくリサイクルの勉強でき

るようになっております。この施設を利用して子どもたちとふれあい、ゴミ問題を考えながら、身

近な物を使ってデザインする楽しさを体験することを目的として企画しました。 

  

【事業の概要】 
 年間を通して毎月「末恒っ子クラブ」を計画しています。その中で夏休みの工作教室の１つとし
て 8月に「万華鏡作り」、10 月に身近な廃材を使って作る「ペットボトルで貯金箱をつくろう」を

行ないました。                                       

                              
 

 

 まず《リファーレンいなば》内のゴミ処理の様子をスライドで見ながら職員の説明を聞いた後、

施設の中を見学しました。その後、工作室に移動して万華鏡づくりを始めました。 

 キットに入っているラップの筒を芯にして、筒先にミラーをセットしました。中に入れる飾りは

低学年と高学年に別れ、低学年は切り紙を、高学年はガラス玉を入れました。仕上げにフタをして、

本体に和紙を巻いたらできあがりです。 

 それぞれがいろんな色や形のものを中に入れたので、二つと同じ模様がなく、交換して覗きなが

ら、お互いを褒め合っている微笑ましい光景が見られました。 

 リサイクルについても勉強をしたので「家の人にもゴミの出し方について教えてあげたい」と言

っている子どももいました。                        

     

 

【実施状況】   

 
①「エコ工作 万華鏡を作ろう」 

 
○日  時：8 月 2 日(木) １０：００ ～ １２：００ 

○場  所：リファーレンいなば 

○参加者：12 名 

 【職員に施設内を案内していただきました】 

 ガラス玉 キレイだなぁ♪ さて、どんなのが出来るやら?! 

 

【最後の仕上げ！】 

 もうすぐ完成！！ 
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【成果と課題、今後の方針等】 
 参加した子ども同士・保護者同士、知らず知らずのうちにお互いに協力しながら楽しく作業を進
めていけるところにものづくりの良さを感じます。子どもの発想や想像力にはいつも驚かされ、保

護者の中にも意外な才能を発揮される方があり、毎回新しい発見があるのを喜びに思います。 

 課題としては参加者の固定化が挙げられます。開催日を固定するとスポーツクラブや習い事をし

ている子どもたちが参加しにくいことがありますので、長期休みや学校の代休日などにも事業を開

催したり、低学年向きや高学年向きの内容も展開していきたいです。 

 今後は「リファーレンいなば」をさらに利用して、子どもたちだけでなく地域の一人でも多くの

方に、リサイクルやゴミ問題などに興味を持ってもらえるような事業も増やしていきたいと思いま

す。  
  

②『ペットボトルで 

  キラキラ貯金箱を作ろう』 

○日  時：10 月 12 日(土) 

       10:00 ～ 12:00 

○場  所：末恒地区公民館 

○参加者：25 名 

 まず、ペットボトルにお金を入れる口をカッターナイフで切り出します。一番大きな５００円玉にサイズを合わせ

て切り取るのですが、ペットボトルが柔らかく安定しないので、ここは保護者やお手伝いの大学生の出番です。 

手を切らないように切り出し口をビニールテープで保護した後、ペットボトルに飾り付けを始めます。飾りはモー

ルを使って花や星、魚や車などを形作ったものや、スパンコールやビーズをボンドで貼り付けたりしました。ボン

ドの乾きが遅く、張り付け作業には苦労しましたが、材料を工夫して、それぞれ個性的な作品に仕上がりまし

た。男子の大胆なセンスと女子の繊細な作品との比較が面白かったです。 

 作品は地区の公民館まつりと鳥取市の公民館まつりで展示させていただきました。 

 

◆モールを使って 

好きな形を作ります 
 なかなかくっつかないよ～ 

細かい作業で大変です！ ◆モールで自分の 

名前を作っています 
 ☆完成品☆ 

おこずかいはこの中にね♪ 
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心ふれあいコンサート 

                        湖山地区公民館 

【事業の目的】 
  湖山地区で音楽活動をしているサークル等に日頃の活動の成果を発表する場を設けるととも

に、芸術活動を通じて心豊かなまちづくりを目指すこと、また、自治会とも連携を図り、地区文

化祭の一環とし、芸術文化意識の高揚を図ることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
  心ふれあいコンサートは、湖山地区で音楽活動をしているグループや、公民館教養講座の方々

を中心に呼びかけ、今年は８団体約８０名の出演者に参加いただき、湖山地区公民館２階特設ス

テージで実施しました。 

 

【実施状況】 
○ 11 月 10 日（土）湖山地区文化祭「心ふれあいコンサート」 

於：湖山地区公民館２階特設ステージ  

参加者:８団体８０名    観客人数:約８０名  合計約１６０名の参加 

毎年出演してくださる４団体 

・華の会（大正琴） ・しおさいコーラス（公民館コーラス教室） 

・レインボー湖山（公民館ウクレレ教室） ・ハーモニーこやま（ハーモニカ）と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボー湖山（ウクレレ） 

しおさいコーラス「花は咲く～♪」 

ハーモニーこやま（ハーモニカ） 

華の会（大正琴） 
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・詩吟教室（公民館詩吟教室） 

・合唱団<風の音> 

・鳥取大学混声合唱団フィルコール、 

・池ノ端合唱団（湖東中学校教師や保護者、 

地域の方々の集まりで結成された団体）、 

今年度初出演等、合計８団体が参加しました。 

出演した、どの団体も日頃の活動の成果を 

存分に発揮し、すばらしい内容でした。 

中でも、池ノ端合唱団に参加された、湖東中学校の花岡先生によるバイオリンのお楽しみ

ライブは、４歳からレッスンに励まれ磨かれた音色は観客を魅了し、客席からは、「臨場感

にあふれ、まるでＣＤを聴いている様だ」と感嘆の声があがるほどでした。最後に、会場の

全員で「ふるさと」を合唱して閉幕しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
   ○観客の皆様からは、「若い人の歌声はいいなあ」、「色々なジャンルの音楽に触れられて、

本当に良いコンサートだった」「感動した、来年は友達を連れて聴きに来る」等、地区の皆

様に大変反響があり、好評を博しました。 

   ○音響条件が整っていない等の課題もありますが、手作りコンサートを益々成熟させ、文教

地区湖山の更なる公民館事業の発展に繋げていきたいです。 

鳥取大学混声合唱団フィルコール 

ハカセジロウ？（花岡先生）お楽しみライブ詩吟…川中島、荒城の月等を熱唱！ 

初出演 池ノ端合唱団「栄光の架け橋♪」 

本格派！ 合唱団「風の音」 

－６４－ 



湖山池を知ろう 
              湖山西地区公民館 

【事業の目的】 
  昨年度に引き続き、湖山池を含む山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定さ
れたことを地元住民の方に昨年以上に知っていただくと同時に、この湖山西地区の
方には古くより慣れ親しんだ湖山池について、まだまだ関心のない方もおられるの
で、皆さんに関心を持っていただくこと・特に若い世代の方にはこれから守り伝え
ていただきたい思いから、写真教室や現地研修・数回の座学で学習します。 

 

【事業の概要】 
  昨年実施した『湖山池を知ろう①～③』に加え『スーパーカレッジ』と題した座

学を３回、７月･９月･１０月･１１月と季節毎に特徴ある内容の事業を実施しました。 

 

【実施状況】 
 ◆湖山池を知ろう① 写真教室Ⅰ 

７月２４日（火）９:３０～１２:３０  参加者 大人１０名 

  ミニ写真教室と撮影会～ふる里を写真に残そう～と題し、湖山池の北岸で地元の 

 方を講師に招き、写真の構図・撮り方等を学習テーマにして撮影会を行いました。

その後はそれぞれが自由に撮影しました。次回は今回撮影した写真をみての勉強会

を実施し、撮影会を主体とする写真教室Ⅱの展開をめざします。 

 

◆湖山池を知ろう② カヌー体験教室 

  ９月２日（日）  ９：３０～１２：００  参加者 大人１７名／小人１５名 

  昨年も計画したが、台風の為に中止になったカヌーの体験教室を今年も計画しま
した。湖山池からみる湖山西地区・石がまの見学・池の散策
と、少しちがった方法で湖山池の学習をしました。はじめは
カヌーの乗り方・漕ぎ方を教わり、いざカヌーで出航です。
乗る前には、ドキドキしてた子ども達も楽しそうに漕ぎ出し
たり、その場でクルクル回わってしまい戸惑ったりと様々で
した。天候にも恵まれ楽しく体験・学習ができました。その
後は皆で焼きそばパーティーを楽しみました。 

   

◆湖山池を知ろう③ 写真教室Ⅱ 

  １０月１１日（木）１４：００～１６：００  参加者 大人９名 
  前回の『写真教室Ⅰ』で撮影した写真を見ながら学習し先生の講評を頂きました。
その後、湖山池の写真撮影を行いました。先生と同じアング
ルで撮影してみたり、ベストショットを期待してシャッター
を押したり、四季折々様々な景色を見せてくれる湖山池の風
景を、皆で決まった時間に撮影するのは少し大変でしたが、
鳥取大学のヨットが良い脚色をしてくれたり、先生にアドバ

イスを頂きながら和やかに撮影会が終了しました。撮影後
の写真は１人１点を大きく現像し、地域の皆さまに湖山池
の姿を知って頂こうと、地域の文化祭『湖山西ワクワクまつり』に出展しました。 

いざカヌーで出航 !!

写真の構図について

－６５－ 



 

 

 

 

 

 
 
◆スーパーカレッジ 
 １０月３日（水）～１２月３日（月） 
１９：００～２０：３０(＊一部時間変更あり)   参加者 延べ 大人７８名  

 公民館で、平成５年から毎年全１０回シリーズで実施している学習会です。 
“地域の方を講師にお招きし、地域の方に学習する場を提供する”という趣旨の元
に実施されている学習会ですが、今年度はそこへ『湖山池について』の学習を全９
回のうち４回（現地研修１回を含む）を計画しました。  

月 日 
講 師 
(敬称略) 

テ ー マ    ／   内  容 

10 月 10 日 児島 良 
湖山池の 
現状について 

湖山池の水門の果たす役割や現
在の湖山池の現状について 

11 月 ５日 星見清晴 現地研修 
栖岸寺の干し猫見学～国府町・殿
ダム周辺の自然・遺跡等見学 

11 月 14 日 鶴崎展巨 
湖山池の 
環境と生き物たち 

塩分導入による環境変化が池の
生き物に及ぼす影響と湖山池に
生息した古来からの生き物たち
の保護の必要性について 

11 月 21 日 新名阿津子 
知られざる 

湖山池利用 

湖山池を利用して行われた各種
の施策・観光事業の紹介、今後の
湖山池活用について 

各専門の立場からお話しをして頂きましたが、過去の興味深い話や深刻な現状に
ついて、今地区民はどの様に対応すべきなのか…など、考えさせられるような問題
や課題について学ぶこと・知る事ができ、地元の宝湖山池について今後も考えて行
かなければならないと痛感させられました。 
 

【成果と課題、今後の方針等】  
 事業を実施して、｢今まで知らなかった湖山池の事を学習する機会を持つことがで
き良かった。｣と参加者の方から感想を頂いたのは良かったですが、特にスーパーカ
レッジでは、もっともっと多くの方に参加して頂き、せっかくの貴重な話を聞いて
欲しかったと思いました。特に、今の湖山池の現状は、大事な岐路にあると思いま
す。この状況をもっと地区の皆さんは知るべきだし、何か行動を起こす時ではない
かと思いますが、この大切な時期に公民館から何が発信できるか…？果たしてでき
るのか…？不安ではありますが、微力ながらでも発信しなければ何も始まりません。
という思いを持って事業を計画・実施しています。 
公民館では、湖山池やその周辺に関する学習はこの事業以外でも地区めぐりウォ

ーキング・クイズ等で学習・お知らせする機会を企画し実施して参りました。 
地区民全体の方に湖山池や周辺の事を知ってもらい、この豊かな自然環境を次の

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し、より多くの方に参加をして頂くためにも広
報の仕方・呼び掛けにもう少し工夫をしなければいけないと思います。 

撮影会の様子  
『ワクワクまつり』に出展した作品の一部

－６６－ 



森 林 教 室 

～美しい海は源流から～ 

                             賀露地区公民館 

 

【事業の目的】 

森林は地表に降った雨や雪を地下水に蓄え、その栄養豊かな水が川となり海へ流れてい

きます。河口に位置する賀露では美しく豊かな海を守るため、源流の森林を大切に育てよ

うと、毎年、氷ノ山「賀露みなと２１世紀の森」にでかけ、下草刈りを体験するとともに、

森林のはたらきや海と山との関係を学習することを目的に実施しています。 

 

【事業の概要】 

平成１２年、“豊かな森が豊かな海を育む”を合言葉に、千代川河口の賀露町婦人会が上

流の若桜町氷ノ山に、約８００本のミズナラ、ブナを植樹し、「賀露みなと２１世紀の森」

と名付けました。これを契機に森林教室は、公民館、自治会を中心に婦人会、みどりの少

年団（賀露小４年生・平成１３年結成）の協力を得て毎年、下草刈りと環境学習を行って

います。公民館では、特色ある公民館活動の“環境にやさしいまちづくり”に位置付けて

います。 

 

【実施状況】 

日 時 ７月１日(日) ８：３０～１５：３０ 

場 所 若桜町氷ノ山「賀露みなと２１世紀の森」 

参加者 子ども２７名 

（賀露小みどりの少年団２５名） 

   大人４０名 

（町民、賀露小保護者、賀露小職員） 

  

 あいにくの小雨模様の中、バス２台で出かけました。氷ノ山

に着くまでの車中で、森のはたらきや下草刈りの必要性につい

て学習しました。 

 

 

 

 

 

 氷ノ山に到着し、若桜町長、県農林振興局、市林務水産課の

方のあいさつで開会しました。次に県農林振興局の指導員の方に、ミズナラやブナの木と

 

木の回りは鎌で丁寧に 

① 空気をきれいにする  
② 水を蓄える  
③ 栄養豊富な土をつくる  
④  豊かな川や海をつくる  

これは私が植えたミズナラの木！ 

森のはたらき  

－６７－ 



雑木との見分け方や鎌の使い方などの諸注意を受け、

みんなで下草刈りを行いました。平成１２年に植樹さ

れた木は大人の背丈ほどに成長しています。しかしそ

の回りの雑草も、１年間で木と見分けがつかないほど

伸びています。その下草を雨が降り続く中、濡れた斜

面を転げ落ちないように斜めに上り下りしながら、大

人も子どももカッパ姿で鎌を手に、丁寧に草を刈って

いきました。途中、子どもたちはカマキリの卵を見 

つけて歓声をあげたり、野草や山菜を摘んだり、雨で湿った草むらの匂いを感じながら、

作業を進めていきました。 

 約１時間の作業で、成長したミズナラ、ブナが姿を現しました。全員で、きれいになっ

た山の斜面を下から眺め、泥で汚れたことも忘れて喜びを感じ、達成感を味わいました。 

 昼食後は、響きの森で小学生を対象に『枝の輪切りキーホルダー』を作りました。天気

が良いと例年、響きの森のスタッフの案内によるネイチャーゲームやウォークラリーを行

い、森林浴をしながら五感をしっかり使い、自然を満喫しています。 

 木々の成長と環境保全を願い、また来年、下草刈りに来ることを告げて氷ノ山をあとに

しました。 

＜参加者感想＞ 

 ・遠く離れた氷ノ山と、賀露の海の関係についてお話を伺い、親子で手入れのお手伝い

ができ良い経験になりました。 

 ・雨の中の作業は大変でしたが、終わった後、きれいになった木々を見た時はとても気

持ちよかったです 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

「賀露みなと２１世紀の森」が誕生し、「森林教

室」がはじまって１３年。成果としては、参加者

が山と海の関係を学習することは、町民の環境保

全への意識の高揚につながっています。“美しい海

は源流から”も定着し、「森林教室」をはじめ、夏

の海岸清掃の参加率も高くなっています。また、

実際に山で下草刈りをすることにより、草の匂い

や土の感触を通して自然の大切さを体感できたと思います。 

課題として、町内の自然環境保全にも着眼し、防風林や松くい虫の被害で少なくなった

松林の植樹など身近な問題へ取り組むことも必要と考えています。 

今後も「森林教室」を継続して行い、体験したことや学習したことを地域に生かし、賀

露の財産である美しい海を次世代に残していきたいと思っています。 

平成１２年に植樹 

大きく育ってくれました

2013 年全国植樹祭プレイベントに参加 

－６８－ 



荒金鉱山跡見学 

 

千代水地区公民館 

 

【事業の目的】  
  千代水地区では、今回初めて人権学習の取り組みとして見学研修を行いました。 

 昭和１８年に発生した鳥取地震に伴う鉱山崩落がなぜ起きてしまったのか、また戦時中に起

きた大惨事が、その後どのような弊害をもたらしたのかを知ることを目的としました。 

 

【事業の概要】 
  まず荒金公民館にて、地元のボランティアの方から当時のお話を聞いた後、現地視察と犠

牲者へのお参り、その後近くの公害防止協会の職員さんの案内で鉱山跡見学と鉱山崩壊後に

起きた公害の処理施設見学を行いました。 

 

【実施状況】 
   ■日 時  平成２４年１０月１日（月） ９時～１２時 

■参加者  １７名 

 

① ９：３０～１０：００ ・・・荒金公民館到着後館内の展示物を見学 

                   

災害前の活気ある様子や災害後の大変な状況を当時

の写真で知ることができました。        

「地震ってやっぱり一番怖いなぁ」「後始末が大変だわ」

と昨年の東日本大震災と重ねるように声が上がりまし

た。 

 

② １０：００～１１：００ ・・・現地の山本さんのお話を拝聴 

      

明治２２年岩美鉱山が開抗し、銅の採屈を開始しまし

たが、昭和１８年の鳥取地震により２基の捨石堆積場か

ん止堤が決壊し堆積物が土石流となって約４３，０００

 流出し、鉱山労働者・荒金集落住民３７名、朝鮮労働

者２８名、合わせて６５名の犠牲者を出す大惨事となり

ました。 

当時は危機管理や人権についての認識が不足しており、銅の需要に任せるまま掘り続け

安全対策を怠った結果であるため、これは天災ではなく人災と言われています。今のよう

に働く人が安全で健康に暮らしていけるありがたさを改めて知り、人権を尊重する心を深

く養わなければならないと感じました。 

 

－６９－ 



 

③ １１：００～１１：１５ ・・・供養塔お参り  

当時余震の中、地元住民の必死の救出作業は困難 

を極めたので、今なお２０余名の遺体が鉱泥の中に 

眠っています。 

                   毎年９月に慰霊祭を行ない供養をしています。 

慰霊碑に彫られた韓国名を見て、「気の毒なことだ 

ったなぁ」と感慨深そうな様子でした。 

 

 ④ １１：１５～１１：４５ ・・・鉱山跡見学 

    

   

 

                  公害防止協会の松本さん 

                         の説明で、鉱山と施設を 

                         見学です。 

 

鉱山崩壊と共に有害物質が川に流れ出し、現在でもその撤去作業が行われています。 

鉱山内は天井の低い箇所があるのでヘルメットを被って入りました。約５０ｍ行き着いた

場所から湧き出る水を試験紙による実験で重金属が含まれていることを確認しました。匂

いもなく透きとおったきれいに見える水なのに、かなり汚染されているのにビックリしま

した。  

 

⑤１１：１５～１２：００ ・・・鉱山抗廃水処理施設見学 

     

                   

                          

 

 

 

鉱山のそばにある抗廃水処理施設では石灰による中和と沈降分離を行っています。（左） 

残った脱水澱物には鉄とニッケルが含まれているため今ではリサイクルされています。 

よくできた機械に、皆さん興味津々です。（右） 

多くの行程と時間を経て行う作業を３人だけで行っていることにも驚きました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
   話だけではなく、現場で見たり聞いたりすることで深く理解することができました。人

権を軽視したために起こった被害を昔の不幸な出来事と捉えるのではなく、更に人権につ

いて学ぶことが大切だと思いました。今後も現地での学習を通して人権意識を深めていき

たいと思います。 

広い敷地で何工 

程もの作業を行

います。 

－７０－ 



自衛隊へ社会研修 

大茅地区公民館 

【事業の目的】 
 昨年の東日本大震災の災害復旧支援には、多くの一般人がボランティア活動に参加

されておりました。しかし、一方で災害復旧活動には全国各地の自衛隊員が懸命の救

済活動を展開されていた事もあり、支援活動に参加出来なかった我々として、活動さ

れた生々しい労苦を現場に赴いた隊員から聞き、僅かでも体験を共有する事を目的と

しました。 

 

【事業の概要】 
 毎年実施している社会研修の一環。我々の住む山間地域でも津波は無いが地震は起

こり得ると思います。昨年の大震災以降の被災地では、復旧支援活動と同時に、住民

の「助け合う」精神が随所に見られている中、我々が災害に直面した場合自身はどう

だろうと自問自答したくなります。現場で直面した話を聞き、少しでも参考にする為

に実施しました。 

 

【実施状況】 
○日時  平成２４年６月２２日（金）午前１０時から午後２時 

○場所  陸上自衛隊日本原駐屯地 

○参加者 ２５名 

 鳥取市のマイクロバスを利用。朝８時３０分公民館を

出発し一路岡山県奈義町の駐屯地へ向かう。出発時点で

は小雨だったが、県境を越えたあたりから青空が見え、

参加者一同バンザイの笑顔。事前に参加者名簿を提出し

ていたので、スム－ズにゲ－ト通過し、普段見ることが

無い駐屯地の広い敷地に全員驚きの表情。 

 まずは担当の方の案内で地内の屋外展示物を見学。時

代の違う幾つかの戦車、大砲などを見て、一同感嘆の声。

その後で駐屯地の概要と併せ東日本大震災への支援救済活動について写真等を交えて

具体的に説明を聞き、被災された方々の助け合う姿勢などの話を交えて、改めて震災

の凄まじさを知ったところです。 

 昼には駐屯地の隊員食堂で隊員食をいただきました。

カロリ－計算のされた大変おいしいカレ－ライスでお

腹一杯。最後に地内の厚生センターで土産を購入し、

隊員さん達の見送りをいただいて帰途へ。 

 帰りの途中に、近くの「山の駅」で休憩し、巨木で

有名な菩提寺「樹齢９００年、国の天然記念物の大イ

チョウ」を拝して一日を有意義な研修で終えました。 

 菩提寺 大イチョウ  

デッカイなあ  
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【成果と課題、今後の方針等】 
 普段はあまり関心の無かった自衛隊という組織について、改めて偉大さと重要性を

見聞きし、大震災の際に対処する人間の行動内容を見聞する時、助け合う心の大切さ

をしみじみと感じさせられた。 

日頃の公民館事業にも重要性を確認し合い、協力し合う心を大切にしながら、地域

住民との強調を進めて行きたいと改めて感じたところです。 

 

※建物内撮影禁止の為、研修状況写真はありません。 

隊員の方の説明より、戦車にビックリ  

青空の下、全員で記念写真  
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親も子も地域もわくわく体験で交流 

成器地区公民館 

 
【事業の目的】 
 成器地区の小・中学生と保護者が、公民館に 

宿泊する体験を通じて集団生活のルールを学び 

ながら、親と子や地域の方とのふれあいを深め、 

逞しい心と体を育むことを目的とします。 

 

【事業の概要】 
 「成器わくわく体験 2012・公民館に泊まろう！」と題するこの事業は、子どもと大

人のふれあい事業の一環として夏休み期間中に実施。宿泊体験とものづくりや交流行

事などで構成し、事業内容は毎年保護者の希望を取り入れ、子どもも大人もわくわく

するような体験を計画すると共に、地域の行事とも関連付けて、沢山の人との交流が

図れるよう工夫しています。 

 

【実施状況】 
                    ○日 時 ８月１８日（土）15:00～      

８月１９日（日）9：00  

                    ○場 所 成器地区公民館 

旧成器小学校グラウンド周辺 

旧成器小学校校舎 

                    ○参加者 子ども２２名 大人１９名  

合計４１名 

 ○講 師 谷口寿栄さん（地域の方） 

 ○日 程 

８月１８日（土） 

14：30 ・そうめん流しの竹取隊出動＝元気なお父さんたちにお願いしました。 

   15：00 ・開会式＝班編成・「みんなの約束」などを確認しました。 

       ・そうめん流し・夕食準備＝保護者の男性がそうめん流しの樋を作って

いる間、子どもたちは谷口寿栄さんの指導で、ヤマメのハラワタを出し

て竹串に刺す作業にチャレンジ。また、母親たちとそうめんを茹でたり、

季節の野菜を切るなどをしました。 

17：30 ・夕食＝子どもたちは、ヤマメの串焼 

きを恐る恐る口を付けていましたが、 

そのうち美味しそうにパクパク食べて 

いました。そうめん流しでは、我先に 

樋の両脇に場所を取り、思い思いに箸で 

すくいおなかいっぱい食べました。 

スケジュール表で役割を確認 

え～っ！ 
無理～！ 

なれたら 
へっちゃらだで 

おい！まてぇー！ 
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19：00 ・わくわく体験「学校の怪談」・花火＝旧成器小学校を利用した肝試し

では、グループごとにクイズを解きながら競い合い、11 年振りに子ど

もたちの歓声が校舎にこだましました。興奮が冷めやらぬ中、みんなが

グランドで花火を楽しみました。 

21：00 ・消灯＝親子で公民館に宿泊。 

８月１９日（日） 

5：45 ・起床＝いつもよりぐんと早い時間で、 

すぐには目が覚めませんでした。 

6：00 ・ラジオ体操＝体を動かしシャキッ！ 

  6：15 ・旧成器小学校グランドクリーン作戦 
＝9 月に開催する地区運動会に備え、まちづくり・いきいき成器の会が

主催する事業に参加しました。 

  7：15 ・防災訓練＝まちづくり・いきいき成器の会主催で、大人に交じって、

消火器やバケツリレーによる消火訓練を体験しました。 

  8：00 ・朝食＝続いて実施された炊出し訓練で、非常食ご飯の作り方を見学、

みんなで試食したあと、地域の方にお礼のあいさつをしました。 

8：30 ・片付け=公民館やグランドなどの片付。 

9：00 ・解散＝夏休みの楽しい思い出をお土産に解散。 

  

【成果と課題、今後の方針等】 
○成 果＝青竹のそうめん流しの樋は、とても良いものが出来ました。さすが、成

器地区のお父さん。その様子を見ていた子どもたちは、なるほど、こうやって作

るんだと興味深く学び、父親の偉大さに感心したことでしょう。 

・ヤマメのハラワタを出す作業は、嫌がりながらも谷口さんに上手に教えられる

うちに出来るようになりました。子どもの力はすごい！と感心しました。 

・若いお父さんお母さんのアイデアで企画した学校の怪談や、地域との連携事業

も、ふるさと成器の夏の思い出として、子どもたちの心に残ることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

○課題と今後の方針＝準備作業中に遊んでいる子どももいました。皆がそれぞれに

手分けして出来る作業を工夫すべきでした。 

・集団生活のルールやさわやかなあいさつなど、「みんなの約束」を守れない子供

たちをどのようにリードするか、保護者や地域の課題だと思います。 

・今後も、みんなのわくわく感を誘う楽しい体験を企画すると共に、ふるさとの

良さを見直せるような事業として継続していきたいものです。 

くら～い校舎はドキドキ 

みんなでバケツリレー 非常食、みんなで試食 運動会のためにがんばろー！ 
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ふれあいで育む地域の子ども達 

                          谷地区公民館 

 

 【事業の目的】 

地域の住民が主体となって子ども達と一緒に活動する「地域の子ども達を育てる」環

境作りのために、様々な人との出会い、交流の場を提供し心の成長に繋げていく事を目

的としています。 

 

【事業の概要】 

親子参加の体験事業として、谷地区活性化協議会（まちづくり協議会）と共催で実施

した新規事業「魚のつかみ取り大会」と、地域の食生活改善推進員さんの指導による恒

例事業の「親子料理教室」です。  

 

【実施状況】 

○魚つかみ取り大会 

 日 時 ７月１４日（土）  場 所 谷地区水辺の楽校 参加者 ７０名 

 今年初めて実施した事業で、谷地区を流れる袋川の河川敷に設置された水辺の楽校を

利用して、「ニジマスのつかみ取り大会」を実施しました 

川から引き込んだ池を堰き止め、ニジマスを放流する計画で、大会当日まで役員や地

域の人々による水深、水量調整の確認や池のゴミ除去、金網の設置などの整備も行われ、

安全面での入念なチェックも行うなど準備が進んでいましたが、数日間続いた大雨によ

り水量が大幅に増したため、当日は水路を利用しての大会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加した親子は、歓声を上げながら慣れない手つきでニジマスを追いかけ、役員手作

りの「魚測定器」を使って、捕まえたニジマスの大きさを競いました。 

急きょ場所を水路に変更

水の冷たさも気持ちいい
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当初は魚の素早い動きと感触に悪戦苦闘し

ていた参加者も次第にコツをつかみ、１０匹

以上捕まえた子どももいました。 

最後に表彰式を行った後、役員や老人クラ

ブなど地域の人々により、捕まえたニジマス

を塩焼にし、温かいおにぎりと共に谷地区の

大自然の中で会食。参加親子は地域の人々と

交流し、ふれあいや親睦を深め、子ども達の

夏休みのとても貴重な体験となりました。 

 

○親子料理教室 

 日時：7 月 28 日  場所：国府地区保健センター  参加者：15 名 

  子どもの食育の大切さを学ぶため、食生活改善推進員さんを講師に、野菜をふんだん

に使った料理講習を行いました。子育て中の母親と、その子ども達を対象に、朝食の大

切さやバランス良く食べる事の大切さを学ぶと共に、野菜を沢山取れる献立を指導して

頂きました。 

身近な野菜を使った料理で、家庭でも簡単に出来るため、参加した母親も「家庭でも

是非作りたい」と話していました。子ども達も積極的に包丁を握り、楽しみながらの共

同作業。普段は接する事の少ない推進員さんに、料理のコツを学ぶ機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

  今年初めての魚のつかみ取り大会でしたが、幼児から年配の方まで多数の参加者があ

り、地域の人々のふれあい、交流の場となりました。学校と連携し呼び掛けを行い、事

業のアピールが出来たことも良かったと思います。親子で地域の行事に参加することが

少なくなっていますが、活力あるまちづくり、人づくりを目指し公民館活動が、子育て

の一助となるよう事業を展開できればと考えます。 

               

魚測定器で大きさを測ってもらおう！

野菜たっぷりのハンバーグづくり  オレンジの実をほぐし、ゼリー作りに挑戦
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健康ウォーク（文化史跡再発見） 

                             宮下地区公民館 

 

【事業の目的】 

 地域に点在する史跡や文化財をめぐり、地区の良いところ、誇れるところを再認識し

て地域の活性化につなげることを目的としています。  

 

【事業の概要】 

  年間２回実施。宮下地区には史跡や文化財が多く点在しています。それらを活用して

健康ウォークと文化や史跡の再発見講座を行っています。講師はいなばガイドクラブの

会員に説明していただいています。また、まちづくり協議会の文化健康部会の委員や地

区健康づくり推進員の方にも声かけをして、健康づくりと合わせて行う事業です。 

 

【実施状況】 

○ 「殿ダム健康ウォーク」 

６月９日（土）   参加者：２４名  

昨年完成した殿ダムをウォーキングしました。殿ダムは地区内ではないですが、完成

して間もない殿ダムの見学を兼ねて健康ウォークを計画しました。 

殿ダムは中国地方最大の高さを誇るロックフィルダムです。千代川水系袋川の上流殿

地先に造られました。袋川の洪水を防ぐ他に鳥取市の飲み水、工業用水、水力発電など

として利用されます。 

当日は時折雨もようでしたが、ストレッチ体操で身体をほぐした後、周囲約６.３キロ

を自分の体力に合わせて歩く「うさぎさんコース」とダム湖の中央にかかる殿ダム大橋

を渡って、周囲の半分約３キロを歩く「かめさんコース」に分かれてスタートしました。 

ダム湖は因幡万葉湖と名付けられ、高さ７５ｍにある管理用道路からダム湖に沿って

元気よく歩いていきました。周辺の景色を眺めながらのウォーキングはとても気持ちが

よく、途中、山裾に生えている植物に立ち止まって観察したり、手に触れてみたりとマ

イナスイオンを感じながらリフレッシュすることができました。 

順々に到着された参加者は心地よい汗をかいたと満足そうでした。その後、殿ダム管

理支所の中を見学し、ダムの概要、歴史など改めて知るいい機会となりました。 

  

 

 

 

 

    

 

 

 堤頂長 294ｍからスタート 因幡万葉湖の碑の前で記念写真  
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○「宮下地区健康ウォーク（文化史跡再発見）」 

１１月１１日（日）  ボランティアガイド：森田哲朗さん 参加者：２０名 

《コース》宇倍神社→池田家墓所→因幡国庁跡→大伴家持歌碑→水辺の楽校→立浪文次

郎の碑 

因幡ガイドクラブの森田哲朗さんの解説で、地区の主な史跡、文化財等をウォーキン

グで巡りました。あいにくの雨もようで少し寒い日でしたが、約５キロのコースを時折

傘をさしながら元気よく歩きました。 

最初に訪れたのは因幡一の宮として知られている宇倍神社です。１３０段の石段を息

を切らしながら登りました。明治時代の紙幣に宇倍神社の拝殿と祭神の武内宿禰の図柄

が載ったことから、金運の神様として商売繁盛を願って全国から参拝に来られます。 

池田家墓所では紅葉が始まりかけ、紅葉シーズンには多くの観光客や写真愛好家が訪

れています。また、１１月下旬から１２月上旬かけてライトアップもされ、昼間とはま

た違った幽玄な面持ちがあります。池田家墓所は初代光仲公から１１代慶栄公までの歴

代藩主とその夫人や分家の人々の墓が７０数基と２７０余基の燈籠と共に整然と立ち並

んでいます。四季折々に楽しめ、何度も足を運びたくなる地区の誇れる観光名所です。 

因幡国庁跡は奈良・平安時代から鎌倉時代にかけて、因幡国を治めていた役所があっ

たところです。国指定の史跡公園として整備され、地域の憩いの場としてグランドゴル

フ大会やお月見会などで活用されています。国庁跡の東屋から因幡三山（面影山、甑山、

今木山）を眺ながら万葉ロマンに浸れるとてもいい場所です。 

大伴家持歌碑は庁集落にあり、家持が因幡国の国守として赴任した翌年の正月に「新

たしき年の始の初春の今日降る雪のいや重吉事」と詠んだ万葉集４５１６首最後の歌と

して親しまれ、こうしたことから因幡の国府は「万葉のふるさと」と呼ばれています。 

袋川桜づつみ公園水辺の楽校を通り、美歎口の甑山の山裾に相撲の立浪文次郎の碑が

あります。文次郎は美歎集落の村田家に生まれた明治初め頃の大関です。「因幡の大関」

といわれ、その頃は大関が最高位だったので因幡地方で一番強かったそうです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

宮下地区には誇れる文化財が数多くありますが、参加された方は「近くに住んでいて

もなかなか行けないので、再発見するいい機会となった。」と話されていました。今後の

課題として文化財を活用して行うボランティアガイドの育成にも発展させていきたいと

思います。ふるさとを愛する心を育み、住んでいて良かったと思えるような「明るい活

力のある心豊かなまちづくり」を目指して今後も事業を進めていきたいと思います。 

宇
倍
神
社
に
て

池
田
家
墓
所
を
目
指
し
て 
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伴
とも

に歩む! 超高齢
ちょうこうれい

社会
しゃかい

  

あおば地区公民館 

【事業の目的】 
日本は２０１０年には既に高齢化率２１％を超えてしまい、世界に先駆けて遂に『超高

齢社会』に突入してしまいました。我があおば地区の高齢者人口も増加の一途をたどって

おり、このような状況がこれからも持続していくことは明白です。 

そんな中「家に閉じこもりがちな高齢者が事業に参加することで外に目を向けるきっか

け作りになれば。」「地域の高齢者が安心・安全で心豊かな老後生活を送って頂けるように

公民館がお手伝いしたい。」という思いで高齢者のための生涯学習事業に取り組んでいます。 

 

【事業の概要】 
企画から実施にいたるまで、公民館職員が中心となり地域の『楽友ボランティア』１５

名が相互協力しながら、地域の高齢者を対象に月に一度の割合で長期継続的な事業展開を

しています。参加者からは「毎月楽しみにしているよ。」という嬉しい声が聞こえ、大変励

みとなっています。 

 

【実 施 状 況】 
 

◆ ４月２４日（火） 見学研修～鳴り石の浜近郊めぐり～ 

◆ ５月２４日（木） 楽しい会～室内ゲーム、しゃんしゃん体操、唱歌～ 

◆ ６月１４日（木） 砂の美術館見学 

◆ ７月１２日（木） ゆったりレクリエーション・ダンス  [写真１] 

◆ ８月２３日（木） はじめてのスポーツ吹矢   [写真２] 

◆ ９月１４日（金） ぶどう狩りで秋を満喫 

◆１０月１５日（月） きらきらグラスアート制作体験 

◆１１月２９日（木） 楽しい会～ボウリング、輪投げ、棒投げ～ [写真３] 

◆１２月１７日（月） クリスマス会      [写真４・５] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[写真１] 『ゆったりレクリエーション・ダンス』

・講  師: 本田 貴子さん 

・参加人数: ２４名 
 
ゆったりした気持ちで、無理なく楽しく身体を動

かすことができるようにと「レクリエーション・ダ
ンス」を開催しました。軽やかなリズムに乗って自
然に身体が動いていました。”踊りの輪”と”心の和”
という二つの「わ」が出来あがりました。 
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【成果と課題、今後の方針等】 
高齢者が自らボランティアとなり、地域を支える担い手としての役割を果たしながら、

元気な毎日を過ごせていることが最大の成果だと思います。 

高齢者を対象とした生涯学習事業の継続に欠かせないものは、寄り添い支え合う人材グ

ループの協力とその育成です。そのためにも２０１５年以降高齢者となる団塊の世代の協

力を得ることが大きな課題だと言えます。 

今後は、生活習慣病や認知症の予防に焦点をあてた生涯学習をより深めることで、心身

ともに「健康長寿」を目指し、”楽しい会事業”の継続で高齢者どうしの絆を強化し、ま

た公民館離れが進む若い世代との交流事業を積極的に計画実施したりしながら、心豊かな

地域生活をおくれるよう、更なる生涯学習事業の発展と充実を図っていきます。 

[写真３]  『楽しい会』    ・参加人数: ２６名 
 
４チームに分かれてボウリング・輪投げゲーム・棒

入れゲーム等をしました。とにかく「楽しく楽しく!」
をモットーに楽友会ボランティアさん中心でアイデア
を出してもらっています。参加者に人気のある定番事
業で、いつも笑顔と笑い声が絶えません。 

『はじめてのスポーツ吹矢』       [写真２] 

・講  師: 森原 典子さん 
・参加人数: ２９名 

 
まず最初に基本の呼吸法と姿勢を教わり６チーム

に分かれての団体戦をしました。矢を入れ忘れたま
まで吹いたりする場面もありましたが、和気あいあ
いの雰囲気で健康づくりを楽しめました。

『クリスマス会』    ・参加人数: ３３名 
 
なぞなぞゲームから始まり、寸劇「因幡の白うさぎ」まで趣向をこらしたプログラ

ムで実施。次々に飛び出すボランティアさん達の軽妙なアドリブや、身振り手振りを
交えながら一所懸命に演じる姿は参加者に大好評でした。 

[写真４] 

[写真５] 
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健康ウォーキングと防災訓練 

                          河原地区公民館 

 

 

【事業の目的】 

  河原地区に埋もれている史跡や新しい見どころを発見し、日頃訪れることの少ない河

原地区内を元気に探訪する目的で第一回河原地区健康ウォーキングを開催した。また、

河原地区では千代川の氾濫・土砂災害などが想定されるため実地に避難訓練を行い、｢避

難指示｣が出された時点から、地区住民が避難を完了するまでの各部落の避難対応や、新

たな課題を見出し、実態に即した改善策を検証する目的で防災訓練を行いました。 

 

 【事業の概要】 

  河原地区まちづくり協議会と共催で健康ウォーキングと防災訓練を行った。健康ウォ

ーキングでは、｢のんびり田舎道コース｣と題し長瀬～谷一木の史跡などを巡りました。    

また、防災訓練では、水害を想定し、地区内１１部落が防災無線による「防災指示」に

より一斉に一時避難所の「かわはら芝公園」に避難しました。ハイゼックスの炊き出し

訓練や日本赤十字鳥取支部の方を講師に救命救急講習会を行いました。 

 

【実施状況】 

○地区健康ウォーキング 

６月１７日（日）  

  参加者：２９名   

 

   ９：３０にかわはら芝公園で受付を行いまし 

た。１０：００にかわはら芝公園を出発し、長 

瀬のシダレザクラ・長瀬神社・谷一木の久多美 

神社・大日堂の史跡を巡りながら、各ポイント 

の文字を記入しスタンプラリーを完成させウォ 

ーキングを楽しんでいました。また、ゴールす 

るとまちづくり協議会の女性部の方々が作られ 

た豚汁と老人クラブの方々が作られた笹巻きが 

振舞われました。 

 

 ○河原地区防災訓練 

  １１月３日(土) 

  参加者：２６９名 

 

ウォーキングの様子  

－８１－ 



   ８：３０に災害本部より｢避難指示｣が出された 

  という設定で各部落がかわはら芝公園に向かって 

  避難を開始しました。芝公園に到着したら避難隊 

は、到着刻・部落名・リーダー名・避難者数・避 

難者の状態などを報告しました。次に日赤奉仕団 

の協力により、ハイゼックスの炊き出し訓練を行 

いました。そして、日本赤十字鳥取支部の方によ 

る、救命救急講習会を行い、負傷や骨折などの応 

急処置の仕方や担架の持ち方・毛布による簡易な 

担架の作り方などを教えていただきました。最後 

に、ハイゼックスの試食とまちづくり協議会女性 

部による豚汁が振舞われました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

   健康ウォーキングでは、河原地区の知られざる史跡を知ることができて良かったと

思います。今後４回にわたって、全部落をウォーキングするように予定しており、多

くの人の参加によって地区内を歩き地区を知ることで更に地域の交流が図られるも

のと思います。また、防災訓練では、各部落からかわはら芝公園に避難することによ

り災害の時にどうするかを話し合う良い機会となりました。実地に避難誘導してみて

各部落では要介護者・要支援者対策など避難体制づくりに課題が多く発見されたよう

です。今後も防災訓練を予定しているが、今回の訓練での課題を踏まえ避難場所の設

定等実態に近い訓練を計画していきたいと思います。 

   

避難をしている様子  

ハイゼックスの炊き出し訓練  救命救急講習会の様子

－８２－ 



異世代交流「子どもおじゃまし隊」 

                           国英地区公民館 

 
【事業の目的】 
 子どもたちの手作りのお菓子を一人暮らしの高齢者に届けるという行為を通して、日常的に交流
のない地域の子どもたちと高齢者が触れ合うことにより相互の情緒を豊かにします。 

 また、子どもたちと地域で暮らしている高齢者が互いを知る機会となり、身近な存在という認識

を共有することで、地域を豊かにすることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
公民館子ども会活動部といきいき国英ふるさとづくり協議会健康・福祉部、地区の民生児童委員

会で合同部会を開催し、内容を協議し、それぞれの役割を確認しました。 

一人暮らしの高齢者（２５名）に、子ども達が手作りしたクリスマスケーキとメッセージカードを、

地域の民生児童委員さんの案内で届けます。一日要する事業で、昼食をまちづくりの役員さんに用

意してもらいました。 たくさんの人たちの協力で実施することができました。 

 

【実施状況】 
○１０月３日（水） 

於；国英地区公民館   

  国英地区民生児童委員会開催 

  民生児童委員に事業の内容を説明し協力をお願いしました。委員５名の内３名出席され賛同し

ていただきました。欠席された２名の委員からも了承していただきました。 

 

○ １０月１５日（月）  

於；国英地区公民館  

  子ども会活動部会、いきいき国英ふるさとづくり協議会健康・福祉部会合同部会開催 

  参加者 ９名 

  子ども会役員７名 民生児童委員会会長 健康・福祉部部長 館長 

   

○１２月９日（日） 
於；国英地区公民館・国英地域 

  異世代交流事業「おじゃまし隊」 

  参加 ３４名 

（子ども１６名 保護者３名  

役員１０名 民生児童委員５名） 

 子どもたちカードにメッセージを書き込み、シールを張り

メッセージカードを作りました。 

 

                                     

－８３－ 

親子でメッセージカードを作る 



 

家の形をしたカステラをチョコレートでコーティング。 

 この作業に子どもたちは悪戦苦闘しながら、小さい子

どもさんは保護者と一緒に仕上げていきました。 

 それが終わると、色々なお菓子で飾りつけていきます。

最後に心を込めてラッピングしました。 

 

 

  昼食タイム 

 まちづくり役員手作りの炊き込みごはんと豚汁を皆で

いただきました。２杯、３杯とお代わりする子どもが続

出。用意したごはんは完食しました。 

 

 

 

 

 

 

 午後から冷たい風が吹く中、子どもたちは５地域に分

かれ、民生委員さんに案内され、一人暮らしの高齢者宅

におじゃまし、手作りのケ―キとメッセージカードを渡

しました。 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
この事業ができたのは、まちづくりで一人暮らしの高齢者に何かしたいという目標を掲げていた

からでした。 

未来に向かっている子どもたちと高齢者が交流することで、地域に住んでいることの喜びや元気

を共有してもらい、住みよい地域を作ることのささやかな一歩になりました。 

子どもたちが人のためにすることは大変かもしれないけど、その人が喜ぶ姿を見て、良かったと

いう実感と体験ができました。いつも保護される立場の子ども自身が人の役に立っていることの一

端を体感することができたのではないでしょうか。参加した子どもたちは、来年もこういう事業が

あれば参加したいと言ってくれました。 

高齢者の方への贈り物ですが、今回は甘いケーキでしたので、苦手な高齢者もおられたようです。

次年度も継続するなら、その点も加味する必要があります。 

もう少し多くの子どもたちが参加して、その地域の高齢者の方と交流するにはどうすればよいか、

時期の選択や方法などの課題があります。 

一人暮らしの自宅を訪問 

みんなでケーキ作り 

手作りの昼食をいただきます 

－８４－ 



「そうめん流し」の取り組み 
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人達を対象にして、多くの人達の協力を得て

住民相互の交流を深めながら、子ども達が地域とのつながりを感じる豊かな心の育成を

目的としています。 

 

【事業の概要】 
「そうめん流し」は、八上姫を祀る売沼神社と八上姫の墓と伝えられている嶽古墳の

八上姫ゆかりの地に隣接する八上姫公園に於いて、笹に飾り付けをする七夕の習慣とあ

わせて始めたもので、八上地区公民館運営委員の青少年部を中心に、地域の方々、婦人

会の方々の温かい協力によって、体験的な活動を行っています。また親と子のふれあい、

地域の人達とのふれあいを通して、地域とのつながりの大切さを子ども達に伝えるため

継続して実施しています。 

 

【実施状況】 
○７月２９日（日） 

於；八上姫公園  参加者；５３名 

講師；田中宏夫 氏、國本忠敏 氏、田中透 氏、田中情吉 氏 

午後１時３０分から公民館で、青少年部の女性役員と婦人部役員を中心に、そうめん

を茹でたり、唐揚げ、たこ焼き、ホットドック、フライドポテトや、地域の方から提供

していただいた鮎やキュウリなどを使って料理の準備をしました。 

また、午後２時から八上姫公園で講師の指導の下、青少年部の役員を中心に、地域の

方から提供していただいた竹を使って、竹割り・節取りを行い全長２０メートル程の本

格的なそうめん流し台を作り会場の準備をしました。 

午後５時から公民館長の挨拶で開会し、地域の婦人の方々にも協力をいただき待ちに

待ったそうめん流しが始まりました。そうめんと準備された料理をつまみながらワイワ

イと楽しく食べました。 

流れてくるそうめんを 

楽しみに待っています！ 

－８５－ 



 

その後、青少年部の役員方の進行により、八上姫や河原町、オリンピックにちなんだ

○×クイズ、ヨーヨー・スーパーボールすくい、割れ難くジャンボなシャボン玉づくり、

風船割りゲーム、じゃんけんゲームで盛り上がり、日が暮れかかる頃、最後に打ち上げ

花火で締めくくりました。青少年部部長の挨拶で閉会し参加者全員で後片付けして終わ

り、夏の楽しいひとときを過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
今年度７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それぞれの得意

分野での指導や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

れた子どもから大人の方まで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。それから、地区外に嫁がれた方で子どもさんがそうめん流し

を楽しみにされていて、実家のおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に参加してくださる

方もあります。 

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います。会場準備と併せて

竹工作をする予定でしたが、参加者がなくできませんでした。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、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、家庭・学校・各種団体などとの連携強

化と、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、地区内３集落で知恵を出し合い進めていきたいと思います。 

いろんなゲーム、遊びで大盛り上がり！  

－８６－ 



保育園保護者会合同親子体験 

                             散岐地区公民館 

 

【事業の目的】 

 当公民館のすぐ向かいに散岐保育園があります。せっかくの良い立地条件でありながら

なかなか、一緒になって交流する機会もありませんでした。子供達は乳幼児のころから  

保育園で過ごし、普段は送迎もマイクロバスや祖父母に任せて、参観日などの行事の他は、

保護者同士の交流や、子供の様子を目にする機会も少ないようです。 

当館では平成 21 年から保護者会と合同で、若い親同士の交流、同時に、日頃出来ないよ

うな親子体験の場を持たせること、ひいては若い親世代に地区の公民館事業へ参加のきっ

かけになってほしいとのねらいから、保護者会と相談の上、年２回春と冬に親子体験活動

を実施しております。 

 

【事業の概要】 

１回目 春  新年度を迎え子供たちが園に慣れた頃、保護者の方が早朝より園内の美化

清掃活動をされます。その後引き続いて、場を公民館に変え子供も合流して

一緒に出来るような内容を企画しております。 

２回目 冬  親子で料理教室等 実施してきました。この時期になると子供たちも一段

と成長し、エプロンをしてお手伝いできることが楽しそうです。 

 21 年と 22 年は 春、コンニャク芋の植え付けを畑にした後、旬の苺を使って苺大福を

つくりました。冬には、その育った芋で実際に手作りコンニャク体験と食生活改善推進員 

さんの協力で親子食育・料理教室を実施しました。 

23 年度は春に苺のショートケーキ作り・絵本の読み聞かせを実施し、冬にオイリ作りを

体験しました。大きな「ドン」の音にびっくりして泣き出す子も…、熱々を水飴で丸めて

皆で美味しく頂きました。 

 

【実施状況】 

○ 親子料理教室 平成 24 年 5 月 12 日（土）   

午前９時～正午頃 

 於：散岐地区公民館調理室   

参加者：子供 21 名 大人 18 名 

         

デコレーション寿司 

メニュー   わかめスープ 

ミルクゼリー 

講師   食生活改善推進員さん 
錦糸卵をかざっています。
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例年は 親子食育料理教室を冬場に実施していましたが、今年度は春に実施しました。 

１月に料理教室を体験した年長児が７人もいましたので、子供達も野菜の型抜きや、飾り

付けを張り切って手伝いました。年下の子のお世話をしたり、日頃園生活ではわからない

親子ふれあいの様子も見えたようです。 

また、役員のお母さんが、食事

までの時間にパネルシアターをし

て下さいました。日頃の先生では

ないのもめずらしく、嬉しそうに

とても熱心に見入っていました。 

「家ではあれこれ好き嫌いを言っ

て食べない子も自分で手伝った料

理は、とてもよく食べ本当に食育

の大切さを感じた。」との感想もお

母さんから頂きました。 

 今年度は、第 2 回目を１月 12 日（土）に計画しております。山本千恵子さんを講師に 

親子で和紙工作、不思議な模様の現れる「万華鏡つくり」を今からとても楽しみにしてい

ます。 

 

 【成果と課題、今後の方針等】 

事業を振り返り、コンニャク芋の成育、コンニャクの作り方、オイリ作りなど近頃では、

めったに目にすることがない世代です。以前なら家庭で体験していた事を、敢えて地域や

公民館が機会を作って体験させたいというねらいは成果があったと実感しています。実施

にあたっては、小さな子供連れですのでその興味を持続させるのも中々大変です。 

運動会や敬老会の出演をお願いするだけでなく日頃から先生方とも顔なじみになって協力

し合わねば出来ません。「地域が一緒になっての貴重な体験活動、子育てがありがたい」と

言って頂いております。 

また、当公民館には、小学校に上がれば、大人も子供も一緒になって楽しむ事を目的に

ＰＴＡのＯＢを中心に『地域（みんな）の楽校（がっこう）づくりの会』と言う組織があ

ります。今の保育園の子供達も将来また参加してくれることでしょう。 

この事業をきっかけとして、お母さん方に手芸講習会、その他の公民館事業へと声を掛

けやすい関係が出来てきました。子供たちとも仲良くなれます。近くに保育園、学校があ

ればこそのことだと大変ありがたく感じています。少子高齢化という現実の中で、皆で子

供たちを見守りながら、将来的に地域の住民として、まちづくり、地域づくりに参加して

もらうためにも意義のあることと思い継続していきたいと考えています。 

 

パネルシアターおもしろかったよ！  

－８８－ 



カジカガエルとホタルを楽しむ会 

西郷地区公民館 

 

【 事業の目的 】 

西郷地区は、標高1,053ｍの高山をはじめ、三滝渓谷や湯谷温泉などの豊かな自然環境に恵まれてい

ます。公民館では渓流に生息するカジカガエルについての知識や理解を深めて保護意識を高め、美しい

鳴き声を鑑賞する「カジカガエルの美声をたしなむ会」として実施してきました。 

今回は、初夏の川辺に美しく光るホタルの鑑賞を兼ねて、今まで別々に事業を行っていた「湯谷荘」

との共同で開催するともに、施設内で食堂を運営している「特産物をつくる会」の協力を得て夕食を提

供するなど、従来よりさらに連携の輪を広げて実施しました。 

 

【 事業の概要 】  

この事業は、地域住民による「カジカガエル研究会」の活動とともに回を重ね、自然への関心や保護

意識を高める貴重な役割を果たしてきましたが、近年、参加者数の減少やマンネリ化の傾向が続いてい

ました。そこで「湯谷荘」の事業との一本化し、温泉施設を有効活用して子どもからお年寄りまで参加

しやすく楽しめる内容を工夫したり、希望者は食事をとれるなど、ゆったり参加できるよう工夫してプ

ログラムをつくりました。 

当日は、「湯谷荘」の研修室でカジカガエルの生態を学んだあと、多くの方が食堂でおいしいうどんや

そばを食べたり、お楽しみ抽選会に参加しました。日没を迎えたころから、徐々に川べりに設置したテ

ントに移動して、きれいなカエルの鳴き声に耳を傾けたり、川風に吹かれて初夏の風情を楽しむ人が増

え、浅瀬でカジカカエルを探したり、夕闇にホタルの光を見つけて歓声をあげる参加者もありました。 

 

【 実施状況 】 

６月１６日(土) 午後６時より 湯谷荘と川辺にて開催  

・  第1部 《湯谷荘自然塾》 午後６時半より 

講師にカジカ研究会の田渕さんを招き、カジカガエルの生態についてのくわしい資料を使った説

明と質疑応答を行いました。 

・  《休 憩・夕 食》 午後７時より 

２部までの間に湯谷温泉での入浴と、せせらぎ食堂でおいしいそば・うどんの定食をいただきま

した。子供たちはお楽しみ抽選会を行いました。 

・  第２部 《川辺の散策》 午後７時半頃より 

 実際に川辺に出てみて、カジカガエルの美声とホタルの淡い光を楽しみました。 

     

 

 

－８９－ 



【 成果と課題、今後の方針等】 
今回の参加者は５０人に達し、親子づれ、若者グループ、中高年の姿など、地区の内外からの幅広い

参加を得て、充実した事業となりました。 

例年を大きく上回る参加者に、カジカカエル研究会による生態の解説や保護の訴えに力がはいり、施

設の新たな活用につながるなど、共同開催の効果を感じることができました。 

 温泉客として訪れ、その場でこの事業を知って参加した方や、夕食をとりがてらこの企画に参加した

親子連れがあるなど、あらたな層を得ることができました。また、梅雨時の事業のため天候に左右され

やすく、昨年までは、雨天の場合テントに頼るしかなかった点が、施設利用によって不安が減少するな

どの安心感が生まれました。 

一方で、地域のよさを調べる総合的な学習に取り組んでいる地元の子どもたちの参加が不十分な実態

があり、学校教育活動との連携協力が課題となりました。 

今後は、地域で新たに展開され始めた河川美化活用事業や、貴重な淡水生物の保護増殖事業との連携

を図り、「豊かな自然を満喫できる郷」の重要事業の一つとして発展していくよう、関系機関や団体、住

民の皆さんとの連携協力をさらに強めていきたいと思います。 

多くの方が楽しく参加して、初夏の魅力を満喫できる事業への発展を目指して・・・。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１部 湯谷荘自然塾】 

【第２部 川辺の散策】 

【せせらぎ食堂で夕食】 

【お楽しみ抽選会】 

－９０－ 



もちがせ再発見！ 

～お城山ハイキングと新緑大茶会～ 
用瀬地区公民館 

【事業の目的】 
学ぶ喜びを分かち合う生涯学習を基本とし、自らを高め心豊かになること、同時に

学習の成果を活かし、人と人を繋ぎ広がりのある地域間の交流を図ることを目的とし

ます。 

 

【事業の概要】 
 今年度新しく取り組んだ事業です。用瀬に住んでいながらあまりよく知らない地元

の歴史を地域の方と交流しながら学ぼうと、もちがせ上方往来散歩径と共催しました。 

 

【実施状況】 
○５月２７日（日） 

於；景石城跡（お城山）  参加者；３９名 

講師；もちがせ上方往来散歩径会長 竹澤 敏男さん 

  もちがせ上方往来散歩径の方に協力をいただき、三角 

山の清水を頂上まで運び、抹茶を点て野立て傘の下、に 

ぎやかに和やかにお茶会を楽しみました。 

竹澤さんから町の成り立ちや、景石城に関する歴史な 

どの話を聞き、参加者の方から感謝と感激の声が聞こえ  

ました。 

頂上からは、用瀬の町並みや瀬戸川の水を引く大村の 

千石田んぼなど美しい景色が一望でき、木々の緑と吹く 

風は心地よく、気持ちの良いひとときを過ごしました。 

また、皆で用瀬の町並みを見ながら食べたおにぎりは 

格別でした！ 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いざ！お城山へ！！  

ぼちぼち行こうで～！  

まちが一望できる景石城跡のあずま屋  

ほっと…ほっこり気分♪  

そんな歴史があっただか !? 

－９１－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
・地域ボランティアのガイドを聞いて、用瀬の良さを見直しできました。 

・登山は苦しかったけど、頂上の景色は壮大でとてもきれいな町だと再確認できま

した。 

・歴史についても初めて聴くことばかりで、戦国の様子を思い浮べました。とても

勉強になったので、また参加してみたいです。 

・お茶会は、三角山の清水に紅白幕と緋毛氈があり本格的で感動しました。オリジ

ナル抹茶もとてもおいしかったです。 

などの感想をいただきました。 

今回の事業は、身近な歴史に興味・関心を持っていただいたことで、地元を知り 

地元を伝えるというとても有意義な学習ができたと思います。 

 今後も、学ぶ喜びと楽し  

さ、人と人の交流を広め元 

気が出る学習を目指し、幅  

広い年代の方が関心を持ち 

参加して良かったと実感し 

てもらえる事業をしていき  

たいと思います。 

 

 

景石城跡は、用瀬の裏山東方に位置する通称「お城山」（３２５ｍ）です。 

山頂の城はいつ頃誰によって築かれたか定かではありませんが、太平記による

と、延文元年（１３５６）播磨の国、赤松氏により攻め落とされたとあることから、

約６５０年以前の築城と考えられています。 

 天正８年（１５８０）豊臣秀吉鳥取攻めの折、この城を攻略し 

「磯部兵部太輔」を城主としました。磯部氏はこの後、約２０年 

間この地を支配し、用瀬の地を城下町として整備しました。この 

ことから別名「磯部城」とも呼ばれています。元和元年（１６１ 

５）廃城となり約２６０年に亘る歴史を閉じました。 

 城跡には、山頂本丸を中心に３方の広がる尾根があり２００ｍ 

に亘って郭跡が現存します。また本格的な「石積み技法」が見ら 

れ、堀切・堅掘・土橋・石段や矢竹の群落が見られます。 
築城当時の石垣が！

日本海がよう見えるなぁ 景石城跡から見た用瀬のまち

流しびなの館

用瀬地区公民館  

－９２－ 



カブト虫、探険隊！ 

                             大村地区公民館 

 

【事業の目的】 

〇自然に生息する生き物を大事に育て、新しい命へとつながるように飼育、観察しなが

ら命の大切さを実感する。 

〇生き物の飼育、観察を通して異年齢の友達との仲間意識を育てる。 

〇自分達の住んでいる地域の豊かな自然環境に気付くと共に、自分達のことを思って下

さる地域の方々の温かい気持ちに感謝する。 

 

【事業の概要】 

地域の方から「カブト虫の幼虫がいっぱいおるで！子どもに見せてやったらどう

だ？」と声をかけていただいたのをきっかけに、児童へ呼びかけ、マイクロバスに乗

って幼虫探しに出かけることになりました。 

また、合わせて、飼育や観察ができるようにと大きな飼育箱を作成していただきま

した。 

 

【実施状況】 

 5 月 28 日（月）小学校代休日 「カブト虫、探険隊！」 

 1、公民館で飼育、観察するための飼育箱について、子ども達と話し合う。 

→“カブト虫ハウス”と決まる。 

 2、アクリル絵の具を使って、何の飼育箱かわかるよう思い思いに絵を描く。 

 3、マイクロバスに乗って、採取場所へ移動し幼虫を探す。 

 4、幼虫の飼い方について、地域の方から話を聞く。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飼育箱へ思い思いに絵を描く子ども達

幼虫探しに夢中になる子ども達 

－９３－ 



【成果と課題、今後の方針等】 

幼虫の情報をいただいた地域の方、また以前カブト虫の飼育をしておられた方が、事前

準備から当日までいろいろな面でかかわって下さり、適切なアドバイスをしていただき 

よかったです。子ども達も自分達のために一生懸命になってくれる地域の大人の方の温か

さに触れることができたと思います。 

たくさんの幼虫を目にすることも触れることも珍しくなっている今、子ども達は友達と

声をかけあい、土を掘って、自然の中で生き生きと活動していました。生き物との触れ合

いを通し、異年齢の中で 6 年生が中心となり話し合いが進められる場面、幼虫の扱い方等、

互いに教え合う姿が見られ、参加者同志、縦のつながりを深めることができたのではない

かと思います。 

今回参加した児童、また参加できなかった児童からも「来年もあるか？」「次は行きた

い！」と来年へ期待している声が聞かれました。しかし、幼虫の扱いには軍手を使い十分

配慮しましたが、完全な成虫になれないものもあり、飼育の難しさを感じています。また、

採取してきた幼虫は公民館で皆が協力して飼育するものと、各自が持ち帰り自宅で飼育す

るものとに分けましたが、子ども達が中心となって飼育することは難しかった様です。今

後、“命”を大切にすることへと結びつくようなかかわりを考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘カブトムシハウス’の前でハイ・ポーズ！

－９４－ 



洗足山整備活動 

                             社地区公民館 

 

【事業の目的】 

  昭和６２年１１月「洗足山県自然環境保全地域」に指定された洗足山（７３６ｍ）は

５００m～７００ｍに岩肌が露出する急しゅんな壮年山地で、学術的に貴重な植物や、木

竹が自生している。また、国土地理院設置の一等三角点（７３４ｍ）がある。この貴重

な自然を生涯学習事業やコミュニティ事業に活かすための整備を目的とします。 

 

【事業の概要】 

  洗足山の自然環境を後世に残すため、公民館とまちづくり協議会（以下洗足山遊歩隊）

の協力を得て登山道の補修・樹木名板の設置を行いました。 

 

  

【実施状況】 

○１０月１１日（木）   

  於：洗足山（７３６ｍ） 参加者：１１名   

遊歩隊メンバーと公民館職員のメンバーが、金屋・鳥居野 

コースの二手に分れて整備作業をしました。 

金屋メンバーは、樹木名板を洗足山に自生する樹木に付け 

ながら登りました。鳥居野メンバーは、いち早く登り崩落部 

分の補強を行いました。 

 また、今年の取り組みで、三角点をゼロとして下山向きに 

３０㍍ごとに杭を打ちこみました。金屋は５０番が登山入口 

になり、鳥居野は８０番が登山入り口近くまで打ち込みまし 

た。杭は、頂上を目指す目標と、事故発生時に救助の目標地 

点などを示す役目を担うための作業です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

崩壊部分の補助  

樹木名板の設置  

３０ｍおきの杭打ち作業風景  

－９５－ 



【成果と課題、今後の方針等】  

 １０月２１日（日） 

快晴の中、登山ウェアに身を包み、社まち協 

公民館事業の共催で洗足山登山会と千賊鍋（イ 

ノシシ鍋）を食べる会を開催し５３名の町内外 

の参加者で開催しました。鳥居野集落から整備 

された登山道を登り、見晴らしの良い「鬼の見 

張り場」「鬼の洗濯板」で社を眺望し一路三角点 

を目指しました。三角点で休憩、昼食をとり記念 

撮影を写し金屋集落へ下山しました。公民館では、 

千賊鍋をボランティアの方で準備していただき、到着後おいしくいただきました。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

今後も継続事業とし、もっと気軽に参加出来る健康ウォーク、大人と子どもに樹木など

の自然環境保全の大切さを学ぶ登山、町内外の人々に洗足山登山を楽しんでもらうため、

洗足山遊歩隊と公民館では、登山届の作成や、事故発生時の救助の方法などを学び、地域

の財産である自然環境を大切に守り続ける整備作業を継続したいと思います。 

 

 

千賊鍋準備の様子  

鬼の見張り場（№３７）より社を望む  

一等三角点 ７３４m 

－９６－ 



さじ伝説講座 

                             佐治地区公民館 

 

【事業の目的】 

  「さじ伝説講座」は住民の方にあまり知られていない佐治町内に古くから伝わる数々

の伝説を探求し、次世代に向け伝承者を養成することを目的としています。 

 

【事業の概要】 

『口承文芸である「伝説」をその伝承の姿のままに残し、地域に広めていきたい』と

の思いで中島さん（講師）が地元に古くから伝わる話を古老から伺い、研究されて出来

上がった「伝説・漫歩」の冊子を基に、講師の言葉とともに学習していきます。また、

参加者の各集落に残る伝説や言い伝え話なども掘り起こし、皆さんの知恵をお借りして

の学習会とします。 

 

【実施状況】 

○７月～１１月の間 毎月１回開催《全５回》 

  於；佐治町中央公民館  

 参加者；延べ５２名   

講 師；中島 嘉吉 氏 

    

  ●７月２４日（火）第１回目 

始めに『冊子としてなぜ書き留めたのか』の思いを講師に伺いました。講師が伝説の残

っている集落に出かけ、当時の話を伺い、現地を確かめ、数々の情報を基に仕上げて出来

上がった苦労話などを含め、『今後みなさんでもっと研究し残していって欲しい』との思い

を話していただきました。そして「横井田のイボ五輪さん」「熊野さんと四人仏」の二話の

伝説についての学習会を実施しました。 

  ●８月２１日（火）第２回目 

「やまんどうさん」「おげんじょうさん」「蛇づえ谷」の３話の伝説についての学習会を

実施しました。『伝説をとおして、たたりとして恐ろしがらせて規律、行儀を守らせていた

のではないか』との講師のお話や、地域の事でも『初めて聞いた、地元の人間としてはこ

のような伝説が残っているのはありがたい事』と話されていた参加者もいました。 

 ●９月１８日（火）第３回目 

 「渕尻の藤左衛門」「椀貸せ岩」「香泉寺の宝」の３話の伝説についての学習会を実施し

ました。そのお話の中に登場する人物の子孫が現在実在している事や、今でも残っている

対象物のお話を聞くと、その伝説に対して確信したくなるお話ばかりでした。また、参加

者の集落に伝わるその他の伝説も伺う事ができ、話が広がる有意義な講座となりました。 

 

【講師の中島さん】 

－９７－ 



 ●１０月１６日（火）第４回目 

 「佐治の谷のとうだら坊」「和談川原と名馬谷」「山王谷の大蛇」の３話の伝説について

の学習会を実施しました。今回は他町とも係わる伝説があり歴史的な背景とともに謎が深

まる講座となりました。また、講師は『「伝説」には疫病などが入らないようにと、おまじ

ない的なものもある』と話されていました。 

 ●１１月２０日（火）第５回目最終回 

最終回となる今回は「伝説について」の特徴や、昔話との比較の話を講師に伺いました。

『伝説は民俗学的に学習しなければならない部分や歴史的には解明できない部分があり少

しあいまいではあるが、具体的な物事に結びついて語られる。ところが、昔話は作り話で

ある。また、昔話は全国何処にでも同じような話はたくさんあるが、伝説は信じて疑わな

い』など、昔話との違いのお話をしていただきました。今回町内の伝説の探求をしてきた

参加者のみなさんには『昔話と伝説の相違の認識をもって頂きたい』との思いを言ってお

られました。 

また、『今後もこの貴重な佐治の伝説を残し伝えて行きたい』と、意欲的な参加者の声も

あり来年度には、「伝説の残る集落（現地）へ視察」「小学生に語る」「その他伝説を知って

いる方に話を伺う」などの目標を掲げる事ができました。 

 

 

 

 

                                       

                            

【成果と課題、今後の方針等】 

《成果》 

＊これまで町内で言い伝えがなされていなかった数々の伝説を、興味のある参加者に

伝え学習できた事、また、講師が作成した冊子にはない伝説も掘り起こし学習すること

が出来、講師も参加者にとっても、とても有意義な講座となりました。 

《課題、今後の方針等》 

＊来年度も講座として開催し、学習内容等については参加者の意見を取り入れながら

学習できる会になればと考えます。また、講座から「伝説を語る会」などの自主運営の

サークル化へと団体育成に繋ぐ事ができればと思います。 

 

【地元の伝説にみなさん興味津々でした 】 
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遊休農地を活用したふれあい人づくり 

                          鹿野地区公民館 

 

【事業の目的】 
  遊休農地を活用した人づくり事業は、農業従事者の高齢化により発生した遊休農地を

活用し、大人とのふれあい交流と子ども達の健康の源である食育活動への活用並びに周

辺生活環境の保全を図ることを目的として取り組んでいます。 

 

【事業の概要】 

  この事業は、鹿野地区の中心部に位置する幼稚園、小学校の幼児・生徒とのふれあい

交流と周辺の生活環境の保全・遊休農地で発生するセイタカワダチ草の繁茂が原因のひ

とつと考えられる、子どものアレルギー症状の防止等を目的として取り組んでいます。

合わせて、子ども達に作物栽培体験を通し、食事の大切さ、人と物に対する感謝の気持

ちの醸成にも役立てようと、地域住民と幼稚園、小学校が連携して取り組んでいます。 

 

【実施状況】 

 ～じゃがいもづくり～ 

 ○ ４月 ９日 こじか園児とじゃがいもの苗植え交流 

         子ども３１名 地域住民１２名 

 ○ ５月１７日 こじか園児とじゃがいもの土寄せ交流 

         子ども２７名 地域住民１２名 

 ○ ６月 １日 じゃがいもの土寄せ 

         園児祖父母・事務局１２名 

 ○ ７月２２日 こじか園児とじゃがいも堀交流 

         子ども２９名 地域住民１６名 

～さつまいもづくり～ 

 ○ ６月１２日 こじか園児とさつまいもの苗植え交流 

         子ども９５名 園児祖父母１００名 

 ○１０月２２日 じゃがいものつる引き 

         先生・事務局５名 

 ○１０月２５日 こじか園児とさつまいも掘り 

         子ども１０９名 園児祖父母１００名 

～米づくり～ 

 ○ ５月３１日 鹿野小学校稲作り体験（耕運） 

 ○ ６月 ６日 鹿野小学校稲作り体験（田植え） 

         ５年生２７名 地域住民１０名 

 ○１０月１６日 鹿野小学校稲作り体験（稲刈り） 

         ５年生２７名 地域住民１０名 

種イモの植え付け  

田 植  

さつまいもの苗植え  
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～大根づくり～ 

 ○１０月 ３日 大根の種まき 

         こじか園児３９名 地域住民１０名 

 ○１０月１０日 大根の種まき 

         こじか園児４６名 地域住民１２名 

 ○１１月２２日 大根の収穫 

         こじか園児１２３名 地域住民１６名 

～そばづくり～ 

 ○ ８月１８日 こじか園児とそばの種まき交流 

         子ども２５名 地域住民９名 

 ○１１月 ４日 そばの刈り取り 

 ○１２月２１日 こじか園児とそば打ち体験 

         子ども２５名 地域住民９名 

 ○１２月２８日 年越しそば打ち体験 

         子ども１６名 地域住民８名 

～感謝の会～ 

 ○ ２月２４日 こじか園児と地域住民との給食交流 

         子ども２７名 地域住民１５名 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

○ 地区内の農家の高齢化、労働力不足による農地の荒廃を防止する一助となっています。 

○ 農地の荒廃により発生する雑草(セイタカワダチソウ)による、アレルギー発症の防止

に役立っています。 

○ 地域の子ども達に、作物を作るのに必要な汗水を流して働く苦労、成育していく感動・

収穫の喜びを感じることを通して、親や地域の多くの人々に対する感謝の気持ちが生

まれ、将来の人づくりへとつながることを期待しています。 

○ 幼児期から作物栽培体験を経験することにより作物に興味を持ち、日々の食生活の中

で感謝の気持ちが芽生え何でも食べる健康づくり、食育に役立っています。 

○ 地域の方々においても、子ども達と作業を通してふれあう喜びや、子どもの成長のお

手伝いが出来ることに喜びを感じています。 

 

 今後は、学校・幼稚園教育における知育・徳育・体育に食育を加えて、最も大切である

食育に地域住民が今以上に参加し、好き嫌い無く何でも食べる元気な子どもの育成を目指

します。子ども達が与えられた一部の簡単作業だけではなく、作物栽培における基礎知識

の部分から地域の畑作りのプロの指導を受け、自分たちで作業・栽培体験ができる体制に

することが、本当の生きる力を身に付けさせることに繋がることと願い、今後とも公民館

が中心となり学校・幼稚園と連携をとりながら取り組んでいきたいと考えています。 

大根の収穫  

そばの種まき  

給食交流  
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勝谷元気まつり＆米鳥間駅伝の炊き出し 

勝谷地区公民館 

 
【事業の目的】 

「勝谷元気まつり」は地域の方が日ごろから練習に励み、技を磨いた芸能発表を

はじめ、幼稚園児や小・中学生、地区民の作品発表の場をつくり交流を深めること

が狙いです。また、米鳥間駅伝の炊き出しも同時に実施、地区最大のイベントとし

て位置づけています。子どもから大人まで一緒に楽しむことができるとともに、こ

のまつりを通して地域の活性化につなげることが最大の目的です。 

 

【事業の概要】 
この「勝谷元気まつり＆米鳥間駅伝の炊き出し」は、勝谷元気づくりの会と公民

館のイベント部役員が中心となって開催しています。当初は「勝谷元気まつり」と

「米鳥間駅伝の炊き出し（猪汁サービス）」を別々に行っていましたが、駅伝関係者

にもまつりに参加してもらい、地区民にも駅伝の応援をしてもらおうと、平成２２

年から同時開催としました。                            

 

【実施状況】 
平成２４年度は１１月１１日（日）に開催しました。今年は天候が悪く風も強か

ったため、グラウンドで行う予定の催しは体育館や公民館の軒下などを利用して行

いました。体育館のステージではカラオケや踊りグループなどの各生涯学習部の皆

さんが日ごろから練習に励み、技に磨きをかけた成果を発表、当日は飛び入りもあ

り、ひときわ盛り上がりました。また、館内ではこじか園の園児や、鹿野小・中学

生、地区民の作品を展示したほか、煎茶や遊びのコーナーなどを設け、館内は賑わ

いました。また、炊き出しコーナーでは、駅伝を走り終えた選手たちと応援に来て

くださった地区民の方々に無料でイノシシ汁を

振る舞いました。最近ではすっかり定着し、“勝

谷の元気が出るイノシシ汁”を目当てに来られ

る方も多く見かけるようになりました。他にも

無料餅つきコーナーや各種バザー、新鮮野菜販

売コーナーなどを設け、訪れた人たちはそれぞ

れのコーナーを満喫していました。また、元気

まつりと米鳥間駅伝の炊き出しを一緒に開催し

たことで、悪天候にもかかわらず、たくさんの

方に来ていただけました。 

 

 

 

 

《芸能発表の一場面》 
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【成果と課題、今後の方針等】 

成果としては、元気まつりと米鳥間駅伝の炊き出しを合同開催したおかげで、悪

天候にもかかわらず、たくさんの方々に来ていただけました。また、『ウリ坊の丸焼

き』という新しい試みも加わり、一層の盛り上がりを感じました。 

課題としては、より内容を吟味し、役員で意見を出し合いさらに活気あふれる祭

りにして行かなくてはなりません。 

これからも子どもから高齢者まで幅広い年齢層に対応できる事業を企画し、参加

を呼び掛けて、元気づくりの会役員の皆さんをはじめ、勝谷地区イベント部の皆さ

んの協力で、より一層コミュニケーションを図りながら「魅力あるまちづくり」「活

力あるまちづくり」につなげていきたいと考えています。 

《猪汁の炊き出し》 
《餅つきコーナー》 

《ウリ坊の丸焼き》 
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男の料理教室 

小鷲河地区公民館 

 

【事業の目的】 

 少子高齢化が進行する中で男女共同参画の推進、男の自立が広く求められています。そ

の一方で高齢者夫婦のみの家庭や、独居老人世帯も増加しています。 

毎日の生活の中で食事は大きな楽しみですが、その準備と後片付けが家事に占める時間

も相当長時間になっています。いくつになってもおいしいものを食べたいという欲求はだ

れにもあることだと思います。高齢者のみの家庭であれば、今まで食事の準備をほとんど

一人でこなしていた主婦が病気等で倒れたり、あるいは夫を残して先立ってしまったりと

いうことはよくある話です。そのような事態になった時男性はどうしたらいいのでしょう

か。食事作りの経験が多少でもあればそういった時に大いに力を発揮するはずです。 

男の料理教室は、小鷲河地区の高齢者部の男性会員を対象として、さまざまな食材を使

った料理を作り、できたものを試食して味わい、食事と健康について学ぶことを目的とし

て年に３～４回実施しています。 

男の料理教室で調理技術を学び、気軽に台所に立って料理を作る楽しさを身につけるこ

とによって男性の自立の一助になることが期待されます。 

                                        

【事業の概要】 

 ４月に開催した高齢者部役員会で今年度は３回実施することに決定し、献立・講習内容

については、高齢者部会長と館長および公民館職員とで検討することにしました。その結

果、７月、９月、１２月に開催することとし、７月の第１回はリクエストの多かったにぎ

り寿司と刺身に決定、第２回は県内産牛肉を使った献立、第３回は簡単な韓国料理に挑戦

することになりました。 

 

【実施状況】 

実施状況は下表のとおりです。 

実施日時 講習内容 講  師 
参加

人数 
写真 

7 月 17 日

（火） 

にぎり寿司と刺身 国民宿舎山紫苑料

理長 

大羽 賢氏 28 名 
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【成果と課題、今後の方針等】 

 過去５年以上にわたって鳥取市食生活指導員さんのお世話になって減塩食、骨粗鬆症予

防食、糖尿病予防食などを作ってきました。ところが減塩食、低カロリー食が必ずしも高

齢者の嗜好に合っていないことがわかりました。健康志向は重要なテーマですが、材料、

味付けに工夫がないと食事が楽しくないものになってしまいます。食生活改善指導員の指

導する献立と調理法にその原因があるのではないかと思われます。やはり食べておいしく

て活力の源になるメニューこそがいいというのが参加者の感想でした。そこで今年は方針

を変更して、ちょっとしたご馳走、本当においしいものを作って食べることを主眼にしま

した。その結果、今年度実施した３回の献立はいずれも非常に好評でした。 

 課題としては参加メンバーがやや固定化していることと、その中で積極的に包丁を握っ

て調理して自分のレパートリーを広げようとする人たちと、調理にはあまり関心がなくて

主に食べることだけに参加する人たちに二極分化していることがあげられます。 

 今後の方針としては、今までに参加されてない会員にできるだけ多く参加していただい

て、調理の基本技術を身につけていただくことと、この教室で学んだことを生かして、時々

は男性が食事を作って家族にふるまうことができるようになることを希望しています。 

実施日時 講習内容 講  師 
参加

人数 
写真 

9 月 6 日

（木） 

じげのお肉で簡単クッ

キング 

牛冷しゃぶの生春巻、牛

スジの土手煮他 

鳥取県畜産農協 

漆原恵子さん 

30 名 

 

12 月 6 日

（木） 

簡単な韓国料理 

ブテチゲ、チジミ、チャ

プチェ 

鳥取市国際交流員 

北村香葉子さん 

22 名 
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みずほっ子クラブ 

瑞穂地区公民館 

                           

【事業の目的】 

 みずほっ子クラブでは、地域の子どもを地域の大人とのふれあいをとおして様々な体験

機会を提供します。体験することにより、地域を愛し心身ともに健やかな子どもを育成す

る事を目的としています。 

 

【事業の概要】 

 瑞穂地区公民館青少年育成部では、子どもと大人のふれあいの場として、年間休日利用

の２２回と平日(火・木)利用の７２回を地域・学校と一体となり「みずほっ子クラブ」・ 

「みずほっ子平日クラブ」を展開しています。活動をとおして大人の知識や技術を活かし

伝え一緒に楽しむ工夫をしています。 

  

【実施状況】 

○みずほっ子クラブ(1～22）：魚釣り大会、ちまきづくり、蛍を見る会、 

七夕飾りづくり、通学合宿、ナイトウォーク、夏休み工作教室①～⑤ 

社会見学①～②、お楽しみ合宿、鷲峰登山、ふるさと散歩、リース作り、

冬休み工作教室①～②、いちご大福作り、ガトーショコラ作り、 

３月予定教室① 

 

 

 

 

 

 

 

 

○みずほっ子平日クラブ：毎週火曜、木曜の１５時から１６時までの１時間 

瑞穂小学校１,２年生が集団下校までの１時間、公民館で見守られながら宿題、本

読み、折り紙をして過ごしています。 

 

 特記すべき事業として通学合宿とお楽しみ合宿がありま

す。通学合宿は 9 年前から取り組んでおり、今年度９回目

を実施しました。小学４年生から６年生を対象とし地域の

方に見守られながら、特定の期間親元から離し、普段の生

活とは違う環境で生活させることで自立心や協調性、社会

性を高めるとともに、心豊かな子どもたちを育成する取り組みです。  

  【木工教室:大工さんになる】   【ちまきづくり】 

  【魚釣り】 

  【鷲峰登山】 

  【通学風景】 
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また、通学合宿に参加した６年生から、子どもだけで６年生だけのお楽しみ合宿をした

いとの申し出があり、相談した結果、公民館職員だけの対応で実施することになりました。 

 

○通学合宿  日 時：平成２４年７月１日（日）～７月５日（木）４泊５日 

       場 所：瑞穂地区公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お楽しみ合宿 日 時：平成 24 年 10 月 5 日(金)～10 月 6 日(土) 参加者：6 年生 

 子どもたちの計画のとおり職員は全面的にサポートと

して待機し協力しました。子どもたちは公民館での過ご

し方、翌日の鷲峰登山に参加する為のお弁当づくりまで

立派に計画遂行していました。後に、いい経験だった、

楽しかった、思い出になったと、お礼の言葉を届けてく

れました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

集落数も少なく、子どもも少なくなってきている瑞穂地区ですが、通学合宿は地域で子

どもたちを育てようと、多くの人に協力いただいて実施してきました。そのような中で、

この度、子どもたちの成長を実感させられたのがお楽しみ合宿でした。当初はただ楽しい

事だけを計画するのかなと少し不安でしたが、通学合宿に３年間参加してきた子どもたち

は、合宿での守り事をしっかり身につけていて随所で発揮してくれました。時間の過ごし

方、洗濯、調理、片付け（嫌いがちな流しの排水溝まで）と、何も言われていないのに全

員でやり遂げていました。９年間の成果を見させてもらったと思うことができました。今

後もこのように継続していく事業の実施に心がけるとともに、卒業後も参加してくれるよ

う、ひとつ上の世代へ向けた事業展開をしていきたいと考えます。 

若者が集う公民館と地域、次の世代へ伝えあえる世代間交流の場となることを目標に。 

受付 開校式  14：30～15：00 

みずほっ子クラブ  15：10～17：00 

夕食準備～片付け  17：00～19：00 

学習活動・風呂(宝喜温泉)・洗濯  19：00～21：00 

就寝  21：30～  

起床  6：00 

朝食準備～片付け  6：30～  7：50 

学校  8：00～16：00 

学習活動  16：00～17：30 

夕食準備～片付け  17：30～19：20 

学習活動・風呂(宝喜温泉)・洗濯 19：30～21：00 

就寝  21：30～  

起床 6:00 

朝食準備～片付け  

6:30～  7:50 

学校 8:00～15:30 

片付け 15:30～  

閉校式 16:00 

  【日程：７月１日(日)】 

  【日程：７月 2 日(月)～７月４日】 

  【日程：７月 5 日(木)】 

  【お楽しみ合宿：湯上りの牛乳は格別な味！！】 
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「ふれあい登山」 

                          宝木地区公民館 

 

【事業の目的】 

自然と親しみながら、家族や地域の方との交流を深め、登山の醍醐味を体験し、「粘り  

強さ」「思いやりの心」「助け合いの精神」を育む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つとして、平成１８年から実施しており、今年で６

回目となります。小学生以上の親子（高学年は子どものみでも可）を中心に地域の大人

も含め参加者を募集します。計画は地元の登山経験者の方にご協力いただき、下見登山

及び当日も指導者として同行していただきます。今年度は智頭の那岐山に登りました。  

 

【実施状況】 

■過去実施状況   

実施年度 登山場所 参加人数(子供) 実施年度 登山場所 参加人数(子供) 

平成 18 年度 久松山 ２３名（13 名） 平成 21 年度 鷲峰山 
(河内ｺｰｽ) ２３名（11 名） 

平成 19 年度 
鷲峰山 

(古仏谷ｺｰｽ) 
４７名（26 名） 平成 22 年度 氷ノ山 

(仙谷ｺｰｽ) 
雨天中止 

平成 20 年度 
鷲峰山 
(小別所ｺｰｽ) 

３０名（16 名） 平成 23 年度 
氷ノ山 
(仙谷ｺｰｽ) 

２９名（11 名） 

 

■本年度実施状況 

   期 日：８月１９日（日）  

場 所：那岐山（鳥取県八頭郡智頭町）１２５５ｍ 

   参加者：３４名（子供 １２名／大人２２名） 

 

 ５月上旬、お世話になる地元の登山経験者（指導者）の方

と相談しながら、登山場所・コース及び日程を決めました。

その後、指導者により下見登山をして頂き、チラシ等で参加

者を募り、小学一年生から７０代まで９家族３０名の参加がありました。 

当日は晴天に恵まれ、バスで智頭町那岐山へ出発しました。

登山口でバスを降り、『一人で行動しない、先頭の指導者より

前に行かない』等の注意後、元気のいい子ども達は指導者の

後ろにつき、尾根コースを頂上へ向かって登り始めました。

気候も良く、標高と木蔭の中を進んでいるせいか、思ってい

た程の暑さは感じませんでした。登り始めは足取りも軽く和

気あいあいでしたが、途中足元の不安定な場所や険しい道を進むにつれ口数も減り、

みなさん黙々と進みます。そんな中、元気なのは子ども達です。急な勾配や鎖で登る

さぁ 出発！！ 

≪登山道マップ≫ 

到達点
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道もなんのその！どんどん登っていきます。登山口から１時間程登った頃、避難小屋

に到着しました。冷却スプレーでタオルを冷やしたり、飴等で塩分補給しながら休憩

し、再度出発です。途中、子ども達もさすがに疲れてきたの

か「頂上はまだ？」「あとどれくらいで着く？」との声が出始

め、大人も足取りが重くなってきました。しばらく歩き木立

を抜けると急に視界が広がり、素晴らしい景色とともに小屋

が見えてきました。頂上まであと少し！！みんなで励まし合

いながらひと踏ん張りです。

頂上間近ということに気づか

ず、少し手前で大人１名が断

念しましたが、３３名が頂上

と思われる山小屋に到着しま

した。しかし、そこには『頂

上まで２５０ｍ』の看板．．．。下山時間もあり、頂上はあき

らめてここで昼食をとることにしました。家族で、友だち同士で、大自然を感じなが

らのお弁当の味は格別です。食事中、急に肌寒くなり

景色も一変。ガスがかかってきたので、記念撮影をし

て下山することにしました。

目前で断念した方も合流し、

登りとは違う渓谷コースを

下りました。お腹も膨れ、

元気を取り戻した子ども達は、

急な岩場も軽快に下りていきま

す。大人達は、痛む足を気づか

い、声を掛け合いながらなんとか全員無事に下山しまし

た。帰りのバスでの子ども達の笑顔に、苦しかった中で

の達成感を感じているように思えました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

今回の登山で、親が子どもを手助けしながら登る姿、子どもが母を気づかいながら

進んでいる姿等も見られ、頼もしさを感じました。逞しく成長した子どもに感動した

方もおられたことと思います。大人も子どもから元気をもらい頑張れました。 

事業開始当初から毎年参加している家族や、「体が元

気なうちは登りたい」と言ってくださる８０歳近い方

もおられます。家族や地域の大人と一緒に行う登山だ

からこそ意義があり、絆を深める事ができるのではな

いでしょうか。バス利用の場合、人数調整などの問題

もありますが、地域の登山経験者のご協力を得ながら、

今後も本事業を継続していきたいと考えています。 

急斜面も子どもはすいすい 

ふ
ぅ
・
・
・
ひ
と
休
み 

頂上もうすぐかな？ 

空
気
も
ご
飯
も 

美
味
し
い
♪ 

足を滑らさないように・・・

気分爽快！はい チーズ☆ 

一年生もがんばったゾ！ 

急な斜面も子どもはすいすい 
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夏休みなんでも教室 

                             逢坂地区公民館 

 

【事業の目的】 

夏休みなんでも教室は、長期の休みを利用して普段の生活では体験できないことに取り

組もうと毎年計画している事業です。異年齢の子ども同士や、地域の方々と交流すること

により地域間のつながりがより深められます。 

 

【事業の概要】 

地区内の小学生を対象に、夏休み中、計３回の開催とし、毎年内容を変えながら計画し

ます。今年は「ものづくり、社会見学、運動」という内容で開催しました。 

 

【実施状況】 

 ○８月１日（水） ≪ヒップ♪ホップ♪Ｄａｎｃｅ教室≫ 

  場 所  逢坂小学校体育館 

  参加者  １１名 

  内 容  音楽にあわせてヒップ・ホップの 

基本的なステップや動きに挑戦しました。 

      ダンス大好き！と楽しそうに踊る子、 

恥ずかしくて思うように体が動かない子、 

初めての挑戦でした。 

 

                  

○８月６日（月）≪砂像をみてロンドンを知ろう≫ 

                  場 所  砂の美術館、鳥取港ほか 

                  参加者  １７名 

                  内 容  鳥取市のマイクロバスを利用して、社

会見学にでかけました。開催中の砂像の

見学はもとより、鳥取港に寄港していた

大型客船の見学、ちくわの製造販売の見

学と、充実した一日となりました。 

                      特に鳥取港では、外国船籍のクルーズ船

の寄港自体が初めてということで、大変よい機会に恵まれました。 

またこの日は、客船の歓迎セレモニーに地区の逢鷲太鼓のみなさんが参加し

ておられ、あらためて地区内の結びつきに感動しました。 

  

【初めての挑戦！  
ヒップ・ホップダンス】  

【韓国のクルーズ客船  
“クラブ・ハーモニー”】  
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○８月２１日（火）≪たのしい木工≫ 

  場 所  逢坂地区公民館 

  参加者  １８名 

  内 容  日本人が忘れかけているものづくり。廃材を利用して、ペン立てを作りま

した。指導は地区の元大工さんにお願いして、かなづち・のこぎりなどの工

具の扱い方、くぎの打ち方などていねいに教えていただきました。 

      仕上げは好きな絵をかいたり、色付けをしたりと同じ材料からできたとは思

えないような個性的な作品ができあがりました。この作品は、地区の公民館

まつりなどで展示し、お家や地区の方々にみていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

小学生対象としているため、スポーツ活動などと重なるとどうしても参加がむずかしく

なる面があります。ひとりでも多くの子どもたちに体験してもらいたいことから、日程の

調整は大変です。早めに関係団体と連絡をとりあいＰＲしていくことが大切だと思います。 

また、ものづくりの事業については、全校児童の半数近い参加者があり楽しみにしてい

た様子が感じられ、来年度もぜひ続けていきたい事業と考えます。 

【たのしい木工！～木工教室～】  

【最後の仕上げ中】
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浜っ子 Big Family 

                          浜村地区公民館 

 

【事業の目的】 

  浜っ子 BigFamily(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９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・地域の方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２４年６月２７日（水）～６月３０日（土）３泊４日 

  場 所：浜村地区公民館  参加者：男子１０名 女子４名 計１４名   

  日 程 

1 日目 ６月２７日（水）  ２日目・３日目  4 日目 ３０日（土） 

時刻 活動内容  時刻 活動内容  時刻 活動内容 

16：30 

17：30 

18：30 

 

20：30 

21：00 

21：15 

21：30 

開校式 

夕食準備  

夕食・片付け 

お風呂等 

自由時間 

ミーティング 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

6：45 

7：30 

15：15 

 

17：30 

18：30 

 

20：30 

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 

自由時間 

ミーティング 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

7：00 

 

 

 

9：00 

 

起床 

朝食準備 

朝食・片付け 

掃除 

荷物の整理 

感想文 

閉校式 

解散 

    

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。 

 開校式 
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  食事メニューは、子どもでも出来るメニューを事前に食生活改善推進員さんと検討 

し大人の方の指導のもと食事を作ります。 

   

                     

   

 

 

 

 

 

 

【感想文から  ６年生 男子】 

  ぼくは、この通学合宿で仲間と協力することと、 

班長としてみんなをまとめることの大切さと、難しさ 

を知りました。そして、班の人とのチームワークがす 

ごくよくなりました。その具体的な例として、料理を 

するとき２日目の夕食の役割分担はみんなが「あれを 

したい、これをしたい」といってなかなかまとまらな 

かったし、たくさん仕事をしている人もいたけど、あ 

まり仕事をやってない人もいてみんなバラバラでした。 

だけど、ミーティングのときに「協力して自分たちで、 

できることはやろう」といいました。それで協力する 

ことと、みんなをまとめることの大切さと難しさを知 

りました。みんながまとまってくれた時は、とても嬉 

しかったです。この通学合宿に参加して本当によっか 

たです。公民館のみなさん４日間本当にありがとうご 

ざいました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】  

  家では当たり前のように生活しているけれど、この合宿に参加した子どもたちは、お 

母さん、お父さんの大変さがわかったと思います。感想文を見ると、「助け合い、絆、協 

力、感謝」と言う言葉がどの子どもたちにも書かれています。高学年がしっかりと下の 

学年の面倒を見、みんなで協力しながら楽しく３泊４日を過ごすことが出来たことと思 

います。 

  今後も続けていきたい事業ですが、年々参加者が減ってきているので内容の見直し、 

 保護者、地域の協力を今後もいかにして得るかが課題です。 

夕飯準備中！ みんなで、いただきま～す

洗濯も自分たちでやります 

トイレ掃除中！ 
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岸壁に絵を描こう！ 

                             酒津地区公民館 

【事業の目的】 

  『岸壁に絵を描こう！』という行事は、酒津地区公民館と地区の小学生とその保護者

で作る酒津子ども会との共催事業です。みんなで協力して毎年港内の岸壁に大きな壁画

を描くことにより、《思い出作り》《仲間作り》《達成感》を目的としています。 

 

【事業の概要】 

  この事業は、平成１２年から気高町時代の『休日活用事業』の一環として取り組まれ、

当初は酒津ふれまちの協力もあったようですが、現在は高齢化も進んできたので、子ど

も会との合同事業となっております。『特色ある公民館活動事業』として毎年７月から８

月にかけての夏休み期間に実施されていましたが、部活動等子どもたちも忙しく、今年

は６月に実施しました。 

 

【実施状況】 

○５月１１日（木） 絵を描く岸壁の穴の補修を行い、その後白色のペンキで下塗り

の１回目を公民職員と地区の有志の方で行いました。 

 

○５月２４日（木） 岸壁の下塗りの２回目を行いました

が雨でペンキが流されないか心配しました。 

 

○５月２７日（日）  子どもたちが、自分たちで考えた絵

をもとに下絵を描きました。 

 

○６月３日（日） 2012 岸壁に絵を描こう！ 

  於；酒津西の岸壁 参加者；子ども２５名 大人；２８名 

  今年度も先に、浜村警察署生活安全課防犯防災部長より子どもたちに向けての交通

安全教室が開催されました。お話を聞いたあと、下絵をもとに子どもたちが丁寧に

仕上げていきました。天気にも恵まれ、思ったよりも早く仕上がりました。 

 

 

 

 

 

 

【下絵描き】

【下絵に忠実に塗りあげてます】  【ダイナミックな絵の完成です】
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【成果と課題、今後の方針等】  

  平成１２年より酒津漁港の岸壁に、毎年『岸壁に絵を描こう！』と銘打って、魚の絵

を中心に継続して描いています。そして、少しでも海をきれいにするということで、標

語も入れ、子どもの頃から海に親しみを持ってもらい、併せて海を大切にする気持ち、

故郷（さけのつ）を大切にする心を持ってもらうことにつながっていると思います。自

分たちが描いた作品に囲まれ、被写体のバックに必ずと言っていいほど写りこむので、

明るくて元気な様子がうかがえます。 

壁画も当初の頃のものは下地剤の処理がしていないものもあり、色あせてきています。

子どもたちの数も年々少なくなり、保護者の負担も多くなって継続も危ぶまれますが、

まちづくり協議会との連携で住民を巻き込んだ形で、地区のみなさんが壁画作りに参加

してくださる方向にして行きたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者全員です。お疲れ様でした】  【平成 24 年度の作品のです】  
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いきいき・わくわく笑涯楽習 

                       日置地区公民館 
【事業の目的】 
 世は、正に生涯学習・生涯福祉・生涯…社会、その中にあってそこで人口減少化が進む、 

中山間地日置地区においても、平成２０年１１月行政との協働によるまちづくり協議会が立

ち上がり、地区公民館を活動拠点として地域の活性化が図られています。 

そのねらい達成のためのイベント等が以前にも増して開催され、自分づくり、仲間づくり、

ものづくり…づくりを意識した取組や事業を計画し、地区民相互の伝え合い、支え合い、励

まし合い、つながり合い、… 話し合い 更に深まることを目的としています。 

 

【事業の概要】 
 本事業は１回のイベントに終わらず季節を配慮しながら年４回実地する事にしました。 
その内容は、５月山歩きして山菜を採っての料理づくり、６月のらっきょう漬け、１１月の

塩麹づくり、１２月は正月に備えたおせち料理づくりと各回いずれも、鳥取市の食育アドバ

イザーを迎えて開催しました。 

【実施状況】 
  ５月１２日（土）  山菜を楽しもう 
 青谷町内  参加者９人  講師 河原 大西章 さん 

食べれる野草を探して、童心に返り生き生きとあちらこちら歩き廻りました。採った山菜は

天ぷらにしたり、酢のものにしたり美味しくいただきました。山菜を摘む時のマナーを改め

て勉強しました。 

  

  ６月２８日（木）  らっきょう漬け講習会 

公民館内  参加者２６名  講師 鳥取市食育アドバイザー 香川佐江子 さん 

食卓の定番らっきょう漬けは「自己流ながら毎年漬けてるよ」ほとんどの方が言われていま

したが、今回改めて本場のらっきょうの漬け方を教えて頂きたいと思い実施しました。美味

しい、帰ってまたしてみようとの声が多々聞かれました。 

 

 １１月１９日（月） 塩麹づくり 

 参加者１４名   

講師 鳥取市食育アドバイザー 白岩紀子 さん 

今話題の塩麹を「自分たちで作ってみたい」との声から、急き

ょ教室を開催しました。 

塩麹作りのあと、実際に塩麹を使って、料理を作りました。塩

麹少量だけで作った茶わん蒸しの出来ばえに参加者みな感心

しきりでした。                                         

  塩麹を使った料理 
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 １２月１２日 （水）   おせち料理教室 

参加者１６名 講師 鳥取市食育アドバイザー 白岩紀子さん 

今回のおせち料理は、１１月に作った塩麹も使い、創作おせち

料理７種類を教えていただきました。牛乳パックを再利用した

型で作った二色玉子は味もよし、いろどりもよしで好評でした。 

 

  ７種類創作おせち料理 

 

 
    山菜とりの風景   おせち料理・二色玉子 塩麹づくり 

 
 
【 成果と課題、今後の方針等 】 
 この事業を実施するにあたり、事前に館報や呼びかけなどで、参加者を募ったことは、 

とてもよかったと思います。特に職員がまず呼びかけ、呼びかけられた方がまた知り合いに

声をかけて参加者を募っていったことは、特によかったと思いました。 

やはりどの事業においても、公民館職員が事業の大切さや楽しさを伝えたり説得したりし

て、地区の方とつながっていくことは、大切なことと改めて認識させられました。 

 ４回の実施を通して参加者が講師の言動に注目していろいろ工夫し合ったり、語り合った

り助け合ったり、笑い合ったり、考え合ったり…話し合ったりする風景が沢山見られ、この 

事業実施の意義を強く思いました。参加者の声も感謝と感激の声が、あちらこちらで発せら

れとてもよかったと思いました。また、講師の方とも和気あいあいに語りあったりする光景

も見られ嬉しく思いました。 

 今後においても、公民館事業に魅力ある、楽しくわくわくするような事業は必要です。緊

急を要する防災などの事業、人権・福祉・環境に関するさまざまな事業、地区民の要望にこ

たえる事業など、公民館職員として更に地域に密着し、地区民とのつながり深めていく事業

を実施し、日置の生涯学習・福祉…社会の創造に努めたいと思います。 

また色々な諸事業を企画するにあたり行政・学校・保育所との連携もさらに必要になって

くることも感じました。 
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日置谷地区文化祭 
 

日置谷地区公民館 

【事業の目的】 
地区公民館での生涯学習事業の中で、沢山の方々が参画できるのは地区文化祭です。 

今年も１１月１１日に行いました。日頃の生涯学習の成果や産物を持ち寄り、地域

の歴史や文化を紐解き、産業の現状を確認し合い発表してもらう事で、住民相互の繋

がりと地域の活性化を一層強める事を目的としています。 

 

【事業の概要】 
今年のスローガン“ふみだそう わたしから つながろう あなたと” 

 ○公民館活動の講座やサークルの成果の発表・展示 

 ○個人での活動の成果の紹介 

  写真、生花、盆栽、絵画、書道、手工芸、マイコレクションなど 

 ○地域の産業として農産物の展示・販売 

 ○地区外からの芸能文化の紹介 

 ○地区内のグループ、サークル仲間を中心とする美味模擬店 

  日置谷蕎麦、餅つき、山菜おこわ、牛丼、豚汁など 

 ○毎年テーマを決めて地域の歴史を紐解く歴史コーナー 

   今年のテーマ「昭和のくらしと道具」 

  ○地区内サークルの指導によるものづくり体験コーナー 

 ○子ども茶道教室のメンバーによるお茶席コーナー 

 ○人権啓発コーナー 

 ○地区スポンサーによる豪華賞品が当たる抽選会 

 

【実施状況】 

 ６月３０日（土） 地区文化祭実行委員会代表者会議 

１０月２１日（土） 地区文化祭実行委員会責任者会議 
 ８月２８日（火） 
１０月３０日（火） 

地区文化祭演芸部会 

 ９月 ９日（日） 
１０月 ７日（日） 
１１月 ３日（土） 

地区文化祭歴史部会 

 ９月１５日（土） 地区文化祭展示部会 
 ９月２２日（土） 
１０月１３日（土） 

地区文化祭模擬店部会 

１０月１３日（土） 地区文化祭手工芸品部会 

１０月２７日（土） 地区文化祭農産物部会 

１１月１０日（土） 地区文化祭 会場設営・作品展示 

 

歴史コーナー 
「昭和のくらしと道具」 

青年団による模擬店 

－１１７－ 



 

１１月１１日（日） 
平成２４年第２２回日置谷地区文化祭   

  於：日置谷体育館・日置谷地区公民館前広場 

９時００分 

１０時００分 

１３時３０分 

１４時３５分 

１５時００分 

１６時３０分 

開会  作品展示・歴史コーナー開場 

農産物・模擬店販売、体験・お茶席コーナー開始 

発表・演芸の部 

お楽しみプレゼント抽選会 

閉会 

反省会  於：日置谷地区公民館 

   参加者 ２９０名（実行委員会構成６７名 部の構成６部 展示部会は更に４部） 

 

【成果と課題、今後の方針等】 
生涯学習事業の女性教室や子どもと大人のふれあい事業で行った陶芸教室、ガラスア

ート教室、押し絵教室、エコクラフト教室。また個人やグループでつくったものなど、

ものをつくる楽しさや喜びなどが溢れた作品で「手工芸の部」はいっぱいになりました。 

また、毎年テーマを持って現物を展示、発表する「歴史の部」。本年は「昭和のくらし

と道具」でした。コーナーの隅に貴重なものを見ました。それは“臨時招集礼状”いわ

ゆる“赤紙”です。戦後生まれの人にとっては初めて目にする貴重なものです。この一

枚の紙の重みは、当時の人々の運命を左右しただけに 

感慨深いものでした。この礼状の持ち主は駐屯地に赴 

く日取りが終戦日の２日後だったお陰で招集を免れた 

との事でした。日の丸の旗には沢山の村民から寄せ書 

きがあり、心を打たれました。見たこともない蓄音機 

やレコード（ちゃんと手回しで音楽を奏でる）、当時 

使われていた本物の生活用品、そして沢山の写真など、 

地域の歴史を学ぶ良い機会となりました。 

今年の収穫量を示す農産物のコーナーでは、毎年山 

のように積み上げられていた山芋、梨が激減してしま 

いました。野山に登って山芋を収穫したり、梨などを管理生産されたりする方々が少な

くなったことを実感しました。 

また、地元芸能が少ない土地柄での「発表・演芸の部」での演芸のやりくり（今年は

地元の出演者はありませんでした）や、少子化のせいでしょうか、子ども達のものづく

り教室による作品の出展数も少なく、気に掛かる現状です。 

２２回目を迎えた日置谷地区文化祭。反省点は色々と出てきますが、出展で、あるい

はスタッフとして、客として、会場に足を運んで下さった方々とも親しく接する事が出

来ました。今後も事業を通して交流を図り、希薄になりがちな絆を一層強める場所にし

たいと思います。 

歴史コーナーに展示して 
ある日の丸の寄せ書きや赤紙 
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勝部地区文化祭 

勝部地区公民館  

【事業の目的】 

 地区民が一堂に会して、日ごろ地区民が取り組んできた趣味の作品や収穫した農産

物を展示し、集落ごとで練習を重ねた芸能発表を鑑賞し、地区内有志の諸グループの

手作り料理などで談笑しながら食欲を満たしていただく内容です。深まる秋を心ゆく

まで満喫し、楽しく和やかな一日を過ごしていただき、地域住民相互の絆を深める文

化的な事業です。 

 

【事業の概要】 

 中山間地域にある当地区は、かつて農林業を主とする住民が多数を占めていました。

そこで、農産物の収穫が概ね終わる季節に小学校の学習発表会に併せて地区文化祭を

開催してきました。今年で３２回を迎えましたが、地区民には楽しみの行事の一つと

して定着しています。発足当時は農業従事者が多く、丹精込めて栽培した農産物も沢

山出展されていましたし、小学生の学習発表もありましたので、参加者も多く子供た

ちの元気な姿がありましたが、各家庭で野菜栽培をされるお年寄りの人数も減り、平

成１８年度末で小学校が統廃合され閉校となりました。そのため往時の賑やかさは見

られませんが、地域の方々には大切な文化的行事として親しまれています。 

 

【実施状況】 

 文化祭は３部会で構成していますが、開催に

当たり、準備・当日・片付けと作業が長期で内

容も多いので、地区民の協力が必要となります。

そのため公民館では文化祭実行委員会を組織し

て開催しています。 

１、作品展示：広く地区民に呼びかけて、趣味

としてこつこつと取り組んでいる作品、公民館

活動で講師の指導のもとで作り上げた作品、地

域の皆様が諸グループで相談し協力しながら製

作した作品などを出展していただき、また、自

分の農地で丹精込めて栽培した農作物の出展を

お願いして展示します。 

２、芸能発表：地区内の６集落の区長にお願い

して、１集落１芸能の発表をしていただいてい

ます。また、各地で活躍している郷土の演芸集 

【作品展示のようす】  

【作品展示のようす】

【農産物展示のようす】  
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団を中心に、２～３グループの方たちの芸能を組み入れて、発表会を盛り上げていた

だきます。 

３、バザー：地区内で活動している各グループに呼びかけたり、出店を希望される近

隣のボランティア団体に会場内のスペースを提供して販売していただき参加者の人た

ちに楽しい食事時間を提供しています。 

 また、参加者の盛り上がりと参加数を増やす目的で、出席者に受付で「番号札」を

お渡しして、午前の部と午後の部の２回に、当選発表会を行って、景品を進呈してい

ます。ちなみに、今年は３２回となりますので、当選者数は３２名としました。 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 当公民館は四大事業として、１月に「勝部を語る会」、６月に「地区敬老会」、９月

に「地区運動会」、１１月に「地区文化祭」を開催しています。それぞれの事業の発足

が早く、毎年継続してきたのでかなりの歴史があります。裏を返せば、これらの事業

に対して、地区民が強い関心を持ち、実施に当たり協力を惜しまない雰囲気がそうさ

せたと考えています。 

また、郷土を愛し、郷土に誇りを持ち、住民が協力を惜しまず取り組んできたこれ

らの事業は住民にとって団結を促し、絆を深める事業でもあります。 

過疎化と少子高齢化のなかで、公民館事業を展開するのは多くの困難を抱えていま

す。とりわけ、全戸数が２００戸ほどの当公民館では参加人員を確保することが大き

な課題です。その中で、事業を成功裡に進めるためには、職員が創意工夫を凝らし、

協力者の理解と協力を得ながら事業を開催し、参加者が「参加してよかったゎ！」と

実感して下さることが何より大切だと考えています。 

諸課題を抱えながら、これらの事業に取り組み継続・発展させようとする努力こそ、

次世代を育てる原動力だと考えています。また、次世代に引き継ぐことで、先人の努

力に改めて敬意を表し、郷土の発展に繋げていくものだと考えています。 

協力を惜しまない地域住民があっての公民館、地域住民が喜んで下さることが公民

館の使命です。今後ともこれらの事業を力強く継続していきたいと思っています。 

【芸能発表のようす】  【バザー販売のようす】
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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及び親睦

を深め地域力の向上を図り、活力ある「中郷づくり」を目的とします。 

 

【事業の概要】 

 平成５年から中郷地区文化祭として開催され、小学校閉校とともに名称を「中郷まつり」

と改め、今年で２０回目を迎えました。平成２０年にまちづくり協議会設立とともにまち

づくり協議会との共催事業となりました。展示部門・演芸部門・バザー部門の３部門で構

成され、地域の多くの方々のご尽力を得て毎年盛大に開催されています。 

 

【実施状況】 

○前日準備  １１月１０日（土） ８：３０～２０：００ 

   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１１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 

    リズム体操・新体操・新舞踊・詩吟・ピアノ 

演奏・ソーラン節の踊りを発表し、日頃の練習 

成果を披露しました。地域の宝である保育園児 

や小学生の活気のある元気な姿に、会場は熱気 

に包まれました。おたのしみ抽選会では、４０ 

名の方に賞品が当たり会場は大いに盛り上がり 

ました。 

 

おたのしみバザー 

    各種団体によるバザーコーナーや、地元産物 

の加工品販売は午前中の雨にもかかわらず大賑 

わいでした。 

   地区老人会有志の協力による花苗プレゼント 

や、スポ少保護者会有志の協力による豚汁無料 

サービスは大人気で、あっという間になくなる 

盛況ぶりでした。 【おたのしみバザー】 

【保育園児による元気のいい

リズム体操】 
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展示コーナー 

  地区有志作品・公民館活動作品・サークル作 

品・児童作品の出展は、写真・書道・陶芸・手 

芸など多種類に及びます。どの作品も思いが込 

められた力作揃いで見応え満点でした。また、 

農作物の出展もあり、丹精込めて育てられた農 

作物に、来場者は足を止め興味深く鑑賞する姿 

が見られました。 

 

中郷手づくり工房 

  手軽に体験できると毎年好評の中郷手づくり 

工房。今年も押し花・和紙折り紙・和紙ちぎり 

絵・バルーンアート・グラスアート・エコクラ 

フト手芸のコーナーを設置し、各コーナーとも 

大盛況でした。作品づくりを通して、手づくり 

の魅力や楽しさを体験していただきました。参 

加者は完成した作品に満足そうな様子でした。 

 

 

【成果と課題、今後の方針等】 

 今年は旧中郷小学校の校舎を解体したことにより、新しい環境での開催となりました。

屋外バザーのテント配置を熟慮し、休憩所を広く設置することにより、多くの方に利用し

ていただくことができました。また、豚汁無料サービスは大鍋を借用し、テント内で調理

するという初めての試みでしたが、知恵を出し合って無事終えることができました。地域

のたくさんの方々に関わっていただいた力は中郷の財産です。 

 中郷ステージの芸能発表では、出演者が日頃の練習成果を披露し、地域の皆さんに元気

を与えました。作品展示コーナーの作品鑑賞では心を豊かにし、手づくり工房での体験で

は創作活動の意欲向上のきっかけづくりとなりました。また、各種団体出店のバザーコー

ナーは交流の場となり、地域の活性化にもつながっています。  

                 中郷まつりを運営するにあたり、会場の環境や音

響設備の整備など課題は山積みとなっています。中

郷の力を結集し、これらを一つずつ解決し内容を充

実させ、地域を挙げての一大イベントである中郷ま

つりを盛り上げ継続していきたいと思います。 

【子ども達に大人気のバルーン

アート】 

【多彩な作品展示コーナー】 

【おたのしみ抽選会】 

－１２２－ 



「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。また、青谷町の福祉作業所「の

ぞみハウス」が喫茶コーナーを開店し、見に来られた方がコーヒーやケーキを食べて寛ぎ

ながら交流する場となっています。また、今年は最終日に大分県の「おおいた観光特使」

をされている矢野大和さんをお呼びして、口で演じる話芸の口演会を開催しました。 

 

【実施状況】 

 １０月２２日（月）から２８日（日）の７日間の開催し、 

延べ３００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。展示になれておられる 

方が多く、「きれいに展示されていますね」とおっしゃる来場者 

が多かったです。 

特に、「のぞみハウス」の喫茶コーナーは評判がよく、来場者のほとんどが喫茶コーナーに

立ち寄られ、ケーキセットを食べながら話に花を咲かせる姿が見られました。 

また、最終日の 28 日に開催した口で演じる話芸の「矢野大和

口演会」では、「笑って元気」のテーマで地域づくりや観光の

話をされ、その話術に引き込まれて約１００人の来場者が笑

いっぱなしの 1 時間半でした。矢野大和さんは今回 2 度目の

来館で、口コミで楽しみにされていた方も多く大変盛り上が

った会になりました。この口演会には青谷地区各町区の役員

さんが準備、片づけを手伝って下さったほか、中・高校生が

ボランティアスタッフとして参加してくれ、地区を挙げての

催しになったと思います。 

また当日は、町外の福祉作業所のテント販売を行い、多くの来場者でにぎわいました。

地区の方にいろいろな福祉作業所が紹介でき、また来場者に喜んで買い物していただいて

【コスモス展展示の様子】

【ほっと一息】  

－１２３－ 



次年度につながるイベントになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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

ため単独のコスモス展の開催が難しく、長年懸案事項のまま今日に至っている経緯があり

ました。 

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。 

 

 

  

【大盛況の矢野大和口演会】

【ボランティアの中学生が矢野先生を囲んで】  

【テント村出現】  

－１２４－ 



冊子編集委員 
《順不同、敬称略》 

職名 氏 名 所 属 等 備考 

委員長 荒木 俊近 
鳥取市公民館連合会 会長 

鳥取市立豊実地区公民館 館長 

 

委員 

懸樋 勉 
鳥取市公民館連合会 副会長 

鳥取市立東郷地区公民館 館長 

 

河田 佐百合 
鳥取北地区主任会 会長 

鳥取市立修立地区公民館 主任 

 

山下 照栄 
鳥取市公民館連合会 理事 

鳥取市立社地区公民館 主任 

 

朝倉 重治 
鳥取北地区主事会 副会長 

鳥取市立遷喬地区公民館 主事 

 

豊田 恵一 鳥取市立谷地区公民館 主事 
 

 

 
 

 
「わが地区のいちおし！」 

～平成２４年度公民館事業～ 

発行年月  平成２５年３月１日 

発  行  鳥取市公民館連合会 

鳥取市教育委員会 

編  集  冊子編集委員会 

・この資料の発刊をきっかけに、各館同士の絆を更に深め、お互いに切磋琢磨しながら公民

館運営の更なる向上を期待します。（懸樋） 

 

・公民館は、公民館活動を通じて地域の集いと繋がりになっていることを実感しました。 

今後の生涯学習事業の参考資料となるよう、本誌を活用していただければ幸いです。（山下）

 

・公民館事業では多くの出会いや感動があり、それらが各地区の素晴らしい宝になっている

ことをとても嬉しく思いました。春です！新たな気持ちでいろいろなことにチャレンジし、

楽しみながら前進していきましょう。（河田） 

 

・「わが地区のいちおし！」各館の取り組みを、公民館活動の参考にしていただければと思い
ます。編集に参加させていただきありがとうございました。（朝倉） 
 

・編集委員会に参加して、機会があるかどうかわかりませんが、これからの“「生涯学習」に

「伝統行事」を盛り込んだ地域自慢への取組み”へ、大きなパワーを頂きました。 
ありがとうございました。（豊田）        

《あとがき》 

－125－ 



 




