


 



 発刊によせて 
 

鳥取市公民館連合会 会長 荒木俊近 

 

 

 『わが地区のいちおし』の発刊も、今年３回目となり

ました。わたしたちは、公民館活動に日々鋭意を持って 

努力いたしております。それぞれの地区は、生涯学習事業を展開するにあたり、色々

な工夫とアイディアで、学習に向かっての意欲を持って高め、望みを一層強く求めて

います。 

 公民館は多くの応援団を得て、地区の学習に取り組み、熱意あふれる生涯学習であ

ることを念じ、地区のコミュニケーションとしての役割を果たし、集う皆さまと共に

地区のにぎわいと、人びとの絆を強く深く大切にしています。また、年代も考えも異

なる社会の拠点として、地域の発展とともに人を大切にし、手をやさしくさしのべ、

絆を大切にする学習を展開しています。地区民あげてのこの取組を『わが地区のいち

おし』として、誇らしく鳥取市６１地区公民館の１年間の歩みの一部分を刊行し、さ

らなる発展へと繋げて行く情報の取組としたいと思います。 

 今、公民館は、生涯学習とコミュニティの拠点としての位置付けに四苦八苦しては

いますが、両者の融合を避けて活動することは難しいと考えます。活動の中身をよく

精査し両立できる公民館の運営にあたっては、地区のにぎわいと活動の活性化が、今

後の公民館運営にかかる大切な柱となるのではないかと思います。 

 本市は、行政と市民で地区における協働のまちづくりを積極的に推進していますが、

その中で地区公民館は、一層の努力と自主性を持って地区の拠点としての役割を十分

に果たしてまいらなくてはならないと考えられます。 

 来る年も来る年も、わが地区にはその年の『いちおし』が生まれているものと思い

ます。今後も誇りを持って『わが地区のいちおし』の刊行を続けていきながら、公民

館の実のある運営に努めてまいりたいと思います。 

表紙の写真は、鳥取市西地域にそびえる鷲峰山（じゅうぼうやま）です。この山は、大鷲が羽を

広げたように見えるところからその名がついたといわれています。豊かな自然にはぐくまれ流れ出

る水は、大堤池（気高町睦逢）にたたえられ、農業に豊かな収穫をもたらし、秋には水抜きをし、

うぐい突きが行なわれ風物詩になっています。水の流れとともに豊かな養分が海の恵をもたらし漁

業が盛んです。また、美しい海岸風景（鳴り砂の浜ほか）も随所に見えます。 
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本年度公民館トピックス 

 

平成 23 年度第 30 回鳥取市公民館まつり開催される！ 

 

 平成２３年度鳥取市公民館まつり（ 

第３０回）が、平成２３年１１月１８ 

日（金）、１９日（土）、２０日（日）（ 

芸能発表会は１９日開催）の３日間に 

わたり、鳥取市文化センター、鳥取市 

文化ホールで開催されました。特に本 

年の取組は、３０回目を記念して各地 

域の特産品販売、もちつきの無料配布 

が行われ例年より多くの市民の方々や 

公民館関係者で賑わいました。 

 

 

               作品展は、各地域の生涯学習教室生徒 

の方々の協力をいただき１，９９５点も 

の作品が出展されました。内容も、書道、 

絵手紙、手芸、写真など種々で、見栄え 

の  ある力作の展示となりました。 

       

 

  

芸能発表会では、公民館職員による市 

民歌、公民館の歌に始まり、続いて公民 

館サークルの発表に移り、城北地区公民 

館・城北太鼓クラブの太鼓の演奏に続い 

て、コーラス、踊り、扇舞、ゴスペル、 

銭太鼓、大正琴、コーラス、傘踊りなど、 

多種多様な演目が次々と演じられました。観客と出演者が一体となり笑顔と熱気

にあふれた舞台が繰り広げられ、最後はステージと観客席が一緒に『ふるさと』

を大合唱しました。あらためて、公民館が因幡地方の文化の殿堂であること、ま

た、公民館の底力を実感した一日でした。 

※参加者総数；１，６１０人（作品展:830 人、芸能発表会:780 人）出演者入場者数含む 

作品展 : 各公民館とも展示に大奮闘 !! 

芸能発表会 : 各団体、力強い演技を披露 

「すごい。私もつくってみたい!」  

所狭しと並ぶ展示作品 

第３０回記念大会ポスター 

迫力ある城北太鼓。心に響きます 

－１－ 



 

 好評でした♪：杵つき餅・地域物産バザー  

                   地域物産バザーでは、市内各地域より６団体の出 

店がありました。各地域おこし団体や生産者組合な 

どの参加があり、市内各地域のおいしいもの、珍し 

いものも見ることができました。特に、杵つき餅（５ 

００食）の感謝の無料配布は好評で、テント前には、 

  長蛇の列ができていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2－ 

「リズムが大事だで、 

力を入れてつきんさいよ!」

◎出展者から一言 ～素晴らしい作品に感銘、今後も仲間と作品を作り続けたい～ 

 それぞれ地域の特色が生かされた素晴らしい作品に感銘いたしました。醇風地区公民館の活動

として、学びや、仲間づくりなど生きがいや生涯学習として楽しく続けております。それまで、

「エト」シリーズ羽子板の押し絵を１２年間続けて作品を展示してきました。昨年からは色紙で

和紙ちぎり絵の「エト」をはじめました。今後も各教室の一年間の作品を順次発表できるよう、

皆様方と共に日々励んでいきます。   （ 醇風地区和紙ちぎり絵教室 代表 山内 知子 ）

 

◎出演者から一言 ～スタッフの「笑顔で踊ったら」の声かけに心がホットした～ 

 地区公民館活動として「明治華の会」を結成して７年を迎えました。人と人の出会いを大切に

しながら、会員１０名で週１回の練習に励んでいます。今回は３０回公民館まつりに出演させて

いただき光栄に思っております。リハーサルの日、公民館スタッフの方々に「笑顔で踊ったら」

という声かけをいただきました。その言葉を胸に頂いて皆で笑顔を心がけました。不思議に本番

では緊張感なく、とっても楽しく踊ることができました。また、他の出演者の演技を拝見するこ

とにより見習う点を多く感じました。これからも会場から大きな声援と拍手がいただけるよう踊

りたいと思います。                 ( 明治華の会 代表 青木 艶子 ) 
 

◎実行委員長から一言 ～皆さんの協力に感謝～ 

 今回の鳥取市公民館まつりは、第３０回の節目開催となることから特別イベントとして、３０

年を振り返り、新しい鳥取市地区公民館を紹介する展示を行いました。また、屋外広場では、日

頃の公民館運営に対する感謝の気持ちを含めて、地域特産物の即売と餅つきを行いました。それ

ぞれの公民館が分担・協力し、初めての取組で苦労もありましたが、公民館全職員のご理解とご

協力により、成功裏に終わったことに感謝申し上げます。（ 鹿野地区公民館 館長 筧 寛 ）



夏休み子ども支援事業 

久松地区公民館 

事業の目的 
 久松地区では、公民館と各種団体が協力して休日の子どもをサポートするために、いろ

いろなイベントを企画しています。当初は「学校週 5 日制 久松っ子ふれあい委員会」と

して取り組んでいましたが、活動が定着した現在は子ども支援事業として、主に小学生を

対象に一年を通して事業を展開しています。そして、自然に親しんだり、ものづくりの体

験などで、子ども同士や地域の方とのふれあいを深め、協力しあう大切さを学び、チャレ

ンジする力を育てています。 

 

事業の概要 
 公民館事業として、夏休みには小学校と連携を

取りながら、ソフト粘土の「デコスイーツのスト

ラップづくり」、ミニコンピューターを使った「シ

ャボンメーカーづくり」、久松小学校の『夏休みわ

くわく体験』の一環として小学校校庭で「月を見

る会」をしました。 

 

実施状況 
○７月２３日（土）デコスイーツのストラップづくり 

場 所  久松地区公民館 

   参加者  子ども １９名   大人 ４名 

   講 師  粘土細工作家  山根 のりこさん 

  流行りのデコスイーツを取り入れてストラップづくりをしました。白い樹脂粘土に絵具

やカラーペンを使って色粘土を作ることから始まります。美味しそうなケーキやアイス

クリームなどをイメージしながら粘土を形作っていき、ビーズやシリコンで飾り付けを

したオリジナルのストラップを作りました。先生が用意してくださったいろいろな道具

に興味を持って、次から次へと工夫しながらデコレーションしていきました。最後の金

具付けは、先生にしていただきましたが、みなさん２個３個と満足のいく作品に仕上げ

ることができました。そして、作品が完成した時の子どもたちの笑顔が嬉しそうで、何

ともいえませんでした。 

 

○８月４日（木）シャボンメーカーをつくろう 

   場 所  久松地区公民館 

   参加者  子ども ８名   大人４名 

   講 師  鳥取大学ものづくりアドバイザー  森原 哲朗さん 

  『鳥取市ものづくりアドバイザー派遣制度』を利用して、ミニコンピューターを使っ

たシャボンメーカーづくりをしました。小学２年生から６年生までの子どもたちが、ラ

ジオペンチやドライバーを使って、木の板にミニコンピューターの基盤を取り付けたり、 

【何をつくろうかな】 

－３－ 



色分けされた配線を順番につなぐ作業に取り 

組む姿は真剣そのものでした。そして、最後 

に全員のシャボンメーカーからシャボン玉が 

吹き出た時は、子どもや大人からも大きな拍 

手がおこり、最後までやりきったという達成 

感をひとりひとりから感じることができまし 

た。また、講師の先生が「いろいろな所でシ 

ャボンメーカーの講習会をしてきたが、全員 

成功したのは初めてですよ。」と言われ、み 

んな大喜びでした。 

 

○８月８日（月） 月を見る会 

     場 所  久松小学校 校庭 

     参加者  子ども  ５０名  大人  ４０名 

     講 師  鳥取市さじアストロパーク職員  

          鳥取天文協会会員   多賀 利寛さん  

   久松小学校で、毎年夜空観察会をしていますが、天候に 

恵 まれたのは今年が初めてでした。いつものように多くの 

親子で賑わい、校庭に長い行列ができました。さじアスト 

ロパークの天体望遠鏡で大きな月が見えた時は、「わー、す 

ごい、大きいね」などと、みなさんとても興奮していたよ 

うです。月の表面にあるクレーターもはっきりと観察する 

ことができましたし、その姿を天体望遠鏡を使って写真に 

撮ることもできました。一方、天文協会の多賀さんは、き 

れいに輝く星を探しながら、最後には土星の姿をとらえて 

くださいました。小さくても土星の輪まで見ることができ 

たので、多くの子どもたちが宇宙の神秘を感じ、興味を持 

ってくれたと思います。 

 

成果と課題、今後の方針等 
いろいろなイベントに参加することにより、チャレンジする喜びや、人とふれあうこと

の大切さを学び、一つ一つの体験が自信につながっていくのではないでしょうか。また、

学校との連携は、事業内容を直接子どもたちや家庭に伝えることができるので、今後も情

報の交換をしていきたいと思います。 

 この事業は主に小学生を対象としていますので、今後は、幼児や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かねばなりません。

しかし、今年度の公民館まつりで、初めて中学生のボランティアを募集したところ、とて

もたくさんの応募がありました。まつりを通して彼らが地域の一員として活躍してくれた

ことは、私たちにとっても嬉しいことでした。この中学生と地域とのかかわりを大切にし、

これからの公民館事業に活かしていければと思います。 

【望遠鏡で見えた月】 

【細かな作業に真剣に取り組みました】 

－４－ 



遷喬っ子ひろば 

                             遷喬地区公民館 

 

事業の目的 

週末や長期休業中における子ども達の休日活動を支援するため、「遷喬っ子ひろば推進委

員会」が企画・立案し、「多彩な技」をお持ちの方々(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図っていくことを目的としています。 

 

事業の概要 

５月から翌年２月まで、年間凡そ２０回程度の事業を実施しています。分野としては「奉

仕」「体験」「読み聞かせ」を中心に活動しています。また、地域住民・中高生の参加を積

極的に促し、異世代間交流を通して子ども達と地域との関わりを密接に感じられるような

内容で展開しています。 

 

実施状況 

○７月２５日（月）～８月５日(金) 午前７時～午前８時  

「第３２回夏休み親子卓球教室」 

  於；遷喬小学校体育館 参加者；延べ２５８名 講師；遷喬地区卓球同好会有志 他 

  今年で３２回目の実施となる夏休み恒例の歴 

史ある事業です。早朝にも関わらず、多数の児 

童・保護者の方々に参加していただきました。 

「継続は力なり」をキャッチフレーズに、最 

 後まで頑張る気力を養うと同時に、体力増強に 

 力を入れています。卓球を通して仲間づくり、 

 礼儀等も学ぶことができ、大変充実した内容です。 

 

○８月４日（木）午前６時３０分～午前８時 

 「～中高生企画～走るの大好き よーいドン!!」 

 於；遷喬小学校校庭 参加者；５５名  

講師；市内の高等学校陸上競技部員 

  遷喬小学校出身の中高生が企画した事業で、 

本年度は足の速くなる方法を市内高等学校陸 

上競技部員に直接指導を受けました。最初の 

準備運動は、地域の方々と一緒にラジオ体操 

を行いました。その後、いよいよ足の速くな 

る方法を各先輩が伝授。子ども達は、指導を 

【指導者の話に耳を傾ける参加者】 

【しっかりと「腰」を落として！】 
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真剣に聞き、早速実践していました。 

手伝いに来てくれた中高生の熱血指導の下、児童は懸命に取り組み、賑やかで活気に

満ちた異世代間交流事業となりました。 

 

 ○１１月５日(土) 午前９時３０分～午前１１時３０分 

「昔の遊びを楽しもう」 

  於；遷喬小学校体育館 参加者；１７名 講師；遷喬地区高齢者 他 

「昔からの遊び」を、地域在住の高齢者の方々と一緒に楽しみました。「折り紙」「飛 

行機」「お手玉」「めんこ」等々、日本伝統の昔遊びに小学生は時間を忘れて熱中し、楽 

しんでいました。 

地域の方々にも終始笑顔があり、和やかで心温まるひと時を過すことができました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 毎年同じような内容となり、マンネリ感は否めません。単に回数の積み上げではなく内

容重視の事業となるよう、工夫していくことが重要かと思います。 

 地域住民の参加促進を期していましたが、本年は参加者が少なく苦慮しました。広報の

仕方等、再度見直す必要があるかと思います。 

 今後も、次世代を担っていく子ども達に、日本の古き良き文化、地域の伝統行事を受け

継ぐ事業、参加者の笑顔がはじけるような事業を計画していきたいと思っています。 
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城北 ふれあいの会 

城北地区公民館 

事業の目的 
 子どもたちと地域の高齢者や団体が一緒に「伝統行事」「昔あそび」「学習体験」な

どの活動を通して楽しく異世代交流を図り,子どもの豊かな心を育みます。 

 

事業概要 
 小学生を対象にして、奇数月第２土曜日の１０時から 11 時の 1 時間。原則は申込み

要らずの当日参加可能事業「ちまき作り」「わりばし鉄砲つくり」「太鼓をたたこう」「お

正月あそび」を実施しています。 

 

実施状況 
○５月２９日（土）ちまき作り 参加者：７４名 講師：食生活改善推進協議会 

伝えたい食文化として、5 月の終わりから 6 月にか

けて笹が出る時期に、食生活改善推進員の皆さんを講

師に公民館でちまき作りを実施しました。当日は、ち

まきの粉の捏ね方や、笹 2 枚を使う巻き方を教わり「ち

まき作り」をしました。蒸し上がりの間、端午の節句

にちなみ、地域の方よりちまきの由来を聞き、新聞紙

で兜を作りました。蒸し上がったちまきは皆で試食し

ました。 

 

○９月１０日（土）わりばし鉄砲作り 参加者：１２名 講師：昔あそび名人の会 

 身近な材料の割りばしを使い鉄砲を作りました。使

い古しの割りばしを折ったり、カッターで削ったり輪

ゴムで割りばしを結んだり。昔あそび名人さんに、鉄

砲の平行取りを聞きながら 根気よく作ることが出来

ました。始めてカッターを使った子ども達は四苦八苦

しながらなんとか完成。出来上がった鉄砲で、射的遊

びをして出来栄えを競いあいました。 

 

○１１月１２日（土）太鼓をたたこう 参加者：２２名 講師：城北太鼓クラブさん 

 地域の城北太鼓クラブさんを講師に、子どもたちに

分かりやすい太鼓についての指導をしていただきまし

た。太鼓を打つ位置や姿勢を教えてもらったり、太鼓

を鳴らしたり、バチの持ち方を教わったりしました。

当日、家族で参加されたお父さんは,子どもと一緒に太

鼓を鳴らし、親子のほほえましい風景が見られました。 

 

【笹の葉のイイ香り】 

【根気よく頑張りました】 

【太鼓に触れてみて】 
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【ワーイ鬼太郎だ～】 

○１月１４日（土）お正月あそび 参加者：２７名  

講師：昔あそび名人の会・婦人の会 

 日本のお正月あそびの中から、ゲゲゲの鬼太郎カル

タ・独楽まわし・羽子板・めんこ・お手玉・おはじき・

けん玉・ゲンジー・ハンカチ落しなどをしました。最

初、寒さを吹き飛ばす為、参加者全員でハンカチ落し

をしました。2 人の鬼に、ハンカチを順次落され一生

懸命走って体がポカポカになりました。鬼太郎カルタ

は、子ども達に大人気。色々な妖怪を子ども達は覚え

ていて 読み手が終わらないうちに取りに行きお手付 

きが続発。お手付きの子には、ペナルティに×印を顔に貼り場内は大笑い。お正月か

ら、子どもも大人も笑いが溢れ良い年の始まりとなりました。 

 

成果と課題・今後の方針 
○ 地域の団体やボランティアさんの協力をいただきながら、「季節行事」や「昔あそ

び」を通して、世代間交流を広げることが出来ました。 

○ 身近にある材料を使い、ものづくりの知恵、面白さ、奥深さに接し、技術、技を

学ぼうとする意欲や関心が育まれ、子どもたちの自立心や想像力を養う良い体験

の会となりました。 

○ 回を重ねるたびに、子ども達に得意技を披露するお年寄りの生き生きした笑顔が

増え、自分が「役だっている」という励みにも繋がりました。 

○ 事業を通して、今まで公民館活動に興味がない方も公民館へ関心・興味を持って

貰う良いきっかけとなり、その方たちと交流することが出来ました。 

○ より積極的に活動に参加して下さる人材の確保が必要だと感じます。 

○ マンネリ化にならない様、参加者のニーズに合った活動の在り方や、呼び掛けを

工夫したいと思います。 

○ 外で遊ぶことが少なくなっている子どもや、人との関わりの苦手な子が、積極的

に外に出てコミュニケーション能力を鍛えながら、沢山の友達を作り、ふれあい

の輪がだんだん大きくなっていくことを願っています。 
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ハンセン病国立療養所「長島愛生園」を訪ねて 
                               浜坂地区公民館  

 

事業の目的  
昨年度、地区人権教育の一環として小地域懇談会事前研修にてビデオ研修を行い、ハン

セン病はどのような病気なのか、ハンセン病患者とその家族について学ぶ機会を得ました。

以前から「長島愛生園」への現地研修を望む声もあり、今年度は更に詳しくハンセン病に

ついて学び、ハンセン病国立療養所に入所されている方々の現在の実情等を知るため、現

地研修を計画しました。ハンセン病について学ぶことを通して、地区住民の人権学習の視

野を広げると共に様々なことを考え、人権意識を高めていただく目的で実施しました。  

 

事業の概要  
例年、人権啓発推進事業として県内での現地研修を計画してきましたが、本年度は初め

て県外研修とし、岡山県瀬戸内市邑久町虫明、瀬戸内海に浮かぶ「長島」に設立されたハ

ンセン病国立療養所「長島愛生園」を参加者２３名で訪問しました。愛生園歴史館の学芸

員の方より歴史館内を詳しい説明をしていただきながら見学し、その後、納骨堂へお参り

させていただきました。また、入所者の方と直接お会いし、ご自身のこと等たくさんの貴

重なお話を伺いました。  

 

実施状況  
実施日時 ７月２６日（火）  参加者２３名  
実施行程 午前８時公民館発～午後１２時４５分   午後３時３０分【長島愛生園】  

～午後６時３０分公民館着  
暑い夏の日一行はバスで向かい、昼食後午後から国立療養所「長島愛生園」へ到着しま

した。初めに園内歴史館で学芸員の方より「ハンセン病」とは一体どのような病気なのか

正しい知識、これまでの経緯や現在の状況等を詳しく説明していただきました。以前は「ら

い病」と呼ばれ、一旦罹れば「らい予防法」により家族と引き離され強制的に療養所に入

所することを強いられたこと、実際この病気の感染力も低く、これまでの治療を経て、現

在のところ、「ハンセン病」の病原菌である「らい菌」の有菌者はゼロとなっていること、

入所されている方は患者ではなく完治したが四肢の運動・知覚麻痺などの病気の後遺症が

残っている方であることなどを知りました。後遺症に対する治療もあり、高齢化、入所者

への差別も現存する中、病気が完治してもなお療養所を離れて暮らすことは難しい状況に

あることなどを聞きました。  
歴史館の見学の後、参加者全員で島の丘の上に建つ納骨堂で、亡くなってもなお家族と  

 

－９－ 



共に葬られることのない方々の胸の内を思い、各々がご冥福を祈り合掌させていただきま

した。  
また、入所者の代表の方と１時間余り、ご自分の体験や園内で今なお生活をされている

方々の様子など貴重なお話を伺いました。私たちが察しても及ぶことのできない辛く悲し

い想いと向き合いながら、ご自分なりに一所懸命生きてこられた力強いその姿に触れ、参

加者一同、感動をあらたに致しました。  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

成果と課題、今後の方針等  
研修場所としては、長島愛生園のみの訪問でしたが、県外ということもあり余裕のある

スケジュールではありませんでした。年配者の方には少し大変だったかもしれませんが、

個人では訪れる機会の少ない場所でしたので、貴重な機会、研修となったと思っています。    

参加者の中には以前より園への訪問を望んでおられた方も多くあり、この機会に是非訪れ

たいと多くの皆さんが高い意識を持って参加して下さいました。学芸員の方からの説明に

よるハンセン病についての正しい知識を得、今も無くなることのない元患者の方への差別

の現実も知ることができました。各々が知識のないことで抱いていた「ハンセン病」への

イメージや誤解もあったと思いますが、正しく理解することへと繋がったのではないでし

ょうか。また、入所者の方が語られる生の声を聞き、その方が背負って来られた重い道の

りを思い、無知の恐ろしさ、そのことによる偏見の愚かさ罪深さを知り、更に人権尊重意

識を高める意義のある人権学習になったと感じています。  
今回の現地研修を参加者だけの研修に止めず、参加者自身が見て聞いたことを周囲ので

きるだけ多くの方々へ伝えて行くことこそが、「ハンセン病」に対する誤解、偏見、差別を

無くして行くことに繋がると思います。そして、地区人権学習の幅を広げるためにも、日

頃公民館事業への参加の少ない様々な方の事業参加も重要になってくると考えています。  

これからも、公民館ならではの人権学習として、いろいろな場所へ出向き、そこでしか

知ることのできないことに触れ、人権尊重の意識を更に強めていただくような参加意欲の

持てる事業を企画して行きたいと思います。  

 

【歴史館で学芸員の解説を聞く】 【納骨堂の前で建設に至る経緯を聞く】 
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ものづくり体験教室 

中ノ郷地区公民館 

事業の目的 

子どもたちがものづくりを体験することにより、ものづくりの楽しさ、大変さとともに

出来上がったときの達成感を感じること。さらには、ものを大切にする心を育てることを

目的にしています。 

 

事業の概要 
 子どもと大人のふれあい事業の企画委員として保護者や地区内の各種団体の代表者に加

わっていただき、子どもたちの希望を参考にしながら、事業内容を検討・計画・実施して

います。 

 

実施状況 
 ○８月２２日(月)  和紙のモビール作り 

  講師：山本千恵子さん(和紙人形作家) 参加者：１５名 

   色とりどりの和紙を金魚の形に切り取り、形を整え、

モビールを作りました。 

ゆらゆらと金魚がゆれるかわいらしい作品です。材料 

 に丈夫な和紙を用意してもらったところ、少し硬くてう 

まく切れないと、少し手こずった子どもがいました。友 

だちと協力しながらバランスよく金魚を配置し、仕上げることができました。 

  

 ○８月２６日(金) 羊毛細工（ペーパーウエイト作り） 

  講師：福田恵子さん(ものづくり道場講師) 

参加者：１２名 

   フェルトの素、羊毛を使って、作品作りを行いまし 

 た。自分が好きな色の羊毛を組み合わせながら土台に 

 巻つけてフェルト状にしていきます。ひもをつけたあ 

さりの貝殻でストラップを小石でペーパーウエイトを 

作りました。 

また、羊毛細工用の針を使って模様をつけたり、き 

らきらビーズで飾ったりして素敵な作品ができました。夏休みの作品として学校へ持

って行き、先生や友だちにも見てもらった子どももいました。 

 

 ○１０月７日(金)  草木染め教室 

  講師：山口邦子さん（型染め作家） 参加者：１１名 

栗のイガとセイタカアワダチソウを使って、草木染 

  めを体験しました。 

まず、使うときを想像しながら、ビー玉や紐を使っ 

て絞るなどして、模様になるようにしました。その後 

講師に、染料液と媒染液それぞれ２種類用意してもら 

【ちゃんと、金魚に見えるかな…】 

【どんな模様にしようかな…】 

  【色とりどりの作品です】 
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ったので、イガ･セイタカアワダチソウどちらを使っても２色染めになりました。 

酸性・アルカリ性といった言葉を耳にしながらの作業は、理科の実験をしているよ

うな作品作りの時間でした。子どもたちは、世界にひとつだけのバンダナを大事そう

に持ち帰りました。 

 

 ○１０月２２日(土) スィーツデコ作り 

  講師：山根のりこさん（樹脂粘土作家） 参加者：６０名 

樹脂粘土を使って、マカロン・スティクアイスなどお

いしそうでかわいらしい、スィーツ作りを楽しむことが

できました。 

たくさんの参加希望がありましたが、準備の都合上、参

加できなかった人があったのは残念でした。友だちや保

護者と相談をしながら、作業を進めていきました。次に

また、違ったスィーツを作ってみたいと、次回の開催を

期待する声が多くありました。 

 

 

 ○１２月１１日(日) しめ縄作り 

  講師：神﨑芳枝さん(地元の方)  参加者：１１名 

   藁を使って“縄をなう”作業をして、し 

 め縄を作りました。 

   めがね飾りを作って、“縄のない方”の要 

領をつかんだ後、少し太く“縄をなって” 

丸く形を整え、お正月らしい飾りをつけて 

リースを完成させました。「前に作ったこと 

があるから。」と、要領よく“縄をなっ 

て”自分の分を仕上げた子どもの中には、 

友だちにアドバイスをしたり手伝った 

りする姿がありました。それぞれが持 

ち帰りお正月に家で飾ることができ 

   ました。 

 

       

成果と課題、今後の方針 
いろいろなものづくりをしていくうちに、友だち・参加者同士で協力し合いながら作業

を進めることができ、異年齢や地区の大人との交流になりました。また、ものづくりの大

変さを体験することにより、“もの”に対する愛着が生まれ、ものを大切にしようとする姿

が見られました。 

子どもたちが参加してみたい内容、日程等を工夫しましたが、参加者の少ないとき、同

じ顔ぶれのとき等があり、今後の課題といえます。できるだけたくさんの子どもに参加し

てもらえるよう、今まで以上に保護者や地区のボランティア、諸団体の協力を得ながら互

いに連携を取り、より魅力的な充実した講座となるよう企画運営していきたいと思います。 

【まず、縄をなってみましょう。 

そしてメガネ飾りを作ります。】 

【可愛らしいマカロンになりますように】 
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【孤山離水海蝕洞で解説を聞く】

ふくべみてあるき 

                             福部地区公民館 

 

事業の目的 

ふくべみてあるきは、身近にあるけれど、その近さ故に見落としている地域の歴史・文

化・自然などを肌で感じ取って、福部町のすばらしいところを後世に伝えていく人材を育

成する目的で、２年間にわたり全４回開催しました。 

 

事業の概要 

第１回は、湯山・海士エリア、第２回は、細川・岩戸エリア、第３回は、浜湯山・砂丘

エリア、第４回は、栗谷エリアを訪ねました。毎回エリアごとの専門の講師に地質の特徴

や歴史を解説していただきました。訪問地の選定については、特に関心を持ってもらうた

めに山陰海岸ジオパーク登録の機運と連動させて、火山灰層露頭、多鯰ヶ
た ね が

池
いけ

や湯山池の疎水
そ す い

暗渠
あんきょ

、巨石に描かれた謎の線刻がある栗谷地区の坂谷神社などを盛り込みました。 

 

実施状況 

○平成２２年６月９日（水）ふくべみてあるきパート１「孤山
ひとつやま

離水
り す い

海蝕
かいしょく

洞
どう

・直浪
すくなみ

遺跡 他」 

  講師： 林
はやし

 泰
ゆたか

 さん （砂丘自然公園財団 鳥取支部 協力員） 

 福部町内にあるジオスポットや、鳥取砂丘ジオパークセンターなどの施設を見学しまし

た。砂丘ユニオン裏の火山灰層露頭を見本に、砂像に使う砂は古砂丘のものを使用してい

ることや、古代の噴火で九州地方の火山灰が鳥取まで飛

散していたことを学びました。孤山離水海蝕洞は、海水

侵食によって大きな岩が洞窟のようになっていました。 

直浪遺跡は夏草が生い茂り、当時の様子を窺わせるも

のは見受けられませんでしたが、風を避ける地形、砂丘

地ながら水脈もあったこの地は、古代人にとって安住の

地であったのだろうと思いました。 

 

○１１月２６日（金）ふくべみてあるきパート２「細川・岩戸・駟馳
し ち

山
やま

・岩美町」 

  講師：安藤 和也 さん （鳥取県観光政策課  ジオパーク推進室  専門員） 

 大谷海岸で地質学的に珍しい岩『自
じ

破
は

砕
さい

溶岩』について学んだ後、駟馳山の由来となっ

た名馬  生月
いけづき

号の碑や穴観音、駟馳山の石畳を歩き、交通の難所とされていたこの峠を改修

した先人の偉業を偲びました。  
午後は、山陰海岸学習館の見学後、福部へ戻り、細川の『子持ち御前』と『牛尾大蔵左

衛門』の五輪塔を訪ねました。どちらも鬱蒼とした森の中にあり、訪ねる人もあまりない

様子でした。最後に訪ねた岩戸の河口付近にあるお地蔵さんは、珍しい卵型の海蝕洞の中
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【巨石の下の祠の前にて】 

に祀られていますが、侵食が進んで現状維持が難しくなっているそうです。地元でも保存

に向けて活動をされていると聞きました。  
 
○平成２３年５月２０日（金） ふくべみてあるきパート３「浜湯山・多鯰ヶ池」 

  講師：星見 清晴 さん （湖山西地区公民館  館長） 

  出発地点の浜湯山には、湯山一帯の砂防事業に尽力した佐々木
さ さ き

甚蔵
じんぞう

と、湯山池の疎水暗

渠の掘削や干拓により農地を開拓した宿院
しゅくいん

義般
ぎ は ん

の石碑が並んでいます。その近くに今も農

業用水として利用されている疎水の湧出口があり、水が勢いよく流れていました。 

お種伝説は、ご存知の方も多いと思いますが、多鯰ヶ池の変遷について詳しく知ってい

るのは年配の方だけになっています。かつては島が４つあり、歩いて渡れる島もあったそ

うですが、昭和初期には、橋を渡して弁財天に渡ったと文献に残されているように、水位

や面積が砂丘の飛砂により、この２００年で大きく変化していることがわかりました。 

多鯰ヶ池を見渡しながら解説を聞くと、資料だけの学習と違って分かり易いと、参加者

から活発に質問が出ていました。 

 

○平成２３年１０月２９日（土） ふくべみてあるきパート４「栗谷地区 坂谷神社」 

  講師：谷岡 陽一 さん （鳥取市教育委員会文化財課  課長補佐） 

  平成２２年２月、巨石で覆われた 祠
ほこら

や謎の線刻がある坂谷神社を鳥取県文化財保護審議

会が調査し、島根県出雲市の猪
いの

目
め

洞穴と形状に類似性があり、遺物が残っている可能性を

指摘されていますが、講師の谷岡さんから、新たに礎石が発見されたという情報を伺いま

した。神秘のベールに包まれた晩秋の社叢を散策しながら、植生や巨石の線刻について学

習しました。周辺には、ヤマツバキの大木や、ケヤキ、

コショウノキなどが生え、樹齢百余年のエノキが、高

さ３メートル以上の巨大な転石にまたがり、盆栽の岩

付を思わせる太い根張りを出して生育している姿は荘

厳で驚嘆せざるを得ませんでした。最後に神社の前で

記念撮影をし、神社を後にしました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 全体的に参加者数は少なかったのですが、きめ細かく対応できた研修となり、参加者の

方からは概ね好評でした。ねらいどおり、普段行かないけれど、実際に行ってみると知ら

なかったことがたくさんあり、参加して良かったという意見を多くいただきました。また、

良い企画なのに参加者が少ないので、もっと広報をしてほしいとの意見もありました。広

報紙や無線放送などで呼びかけましたが、参加者が少なかったので、いかにして地区の皆

さんが興味を持ち、参加してみたいと思ってもらうかが今後の一番の課題です。 
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鹿野・醇風交流イベント 

                             醇風地区公民館 

 

事業の目的 

地元の良さを更に見直し『地域のメインストリートのひとつである鹿野街道のルーツを

探る活動』の一環で、ルーツである鹿野町との交流を始めました。鹿野町の地域おこしの

活動と交流することで、人・物・文化の良さを再発見し、地域の活性化をめざしています。 

 

事業の概要 

 交流を始めて２年目の今年度は７月２４日に、鹿野町に出掛け公民館・地元団体のシシ

ボタンの会・法師
ほ う し

が滝
たき

源流を守る会の共催で『因州しし肉バーベキューとマイナスイオン

体験ツアー』を開催しました。そして１１月５日、６日に第３回醇風ふれあいまつりにお

いて『しし汁サービス』と、１１月２４日に公民館で男女協働参画事業男性料理教室『し

し肉料理講習会』、共にシシボタンの会を招き開催しました。 

 

実施状況 

○７月２４日（金）『因州しし肉バーベキューとマイナスイオンツアー』 

９：００   醇風地区公民館出発 

 １０：００   鹿野町河内上公民館到着 

 １０：１５   法師
ほ う し

が滝
たき

入り口着→散策 

 １１：３０   河内川河川公園で 

「因州しし肉」バーベキューと地元の 

新鮮な食材を使った田舎料理を食べ 

シシボタンの会との交流後、自由行動。 

 １４：００   河内出発 

１５：００   公民館帰着 

  鳥取市街地からわずか１時間足らずの地に豊かな清 

流を湛えた大自然があることを初めて知りました。 

小学生から８０代の方まで３５名の参加者は急流に 

かかる小橋などを渡り渓流や森林からあふれる自然の 

力を感じながら、法師が滝に到着しマイナスイオンを 

たっぷり浴び満喫しました。源流を守る会による滝の 

保存と遊歩道整備のお陰であり、自然を守り、水を守 

るメンバーの情熱に感激し、心から感謝しました。 

  滝を降り、河内上公民館前の河川敷で鹿野特産のしし肉の焼き肉をほおばり、地元有

志による田舎料理をたくさん食しながら清流の水辺で涼み、子ども達は川の浅瀬で水遊

【マイナスイオンでリフレッシュ！】 

【つめた～い！すべるよ～(*^。^*)】 
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びを思い切り楽しみました。大人も子どもも市街地では味わえない貴重な体験をしなが

ら、この大切な故郷の未来や人のつながり・自然への思いを語り合い話が弾みました。 

 ○１１月５日（土） 〈第３回醇風ふれあいまつり〉で 

シシボタンの会による『しし汁サービス』を実施。 

しし汁の他、から揚げなどの実演販売も好評でした。 

 

 

 

 ○１１月２４日（木） 『しし肉料理講習会』 

 男女協働参画事業として、醇風健康づくり推進員会の 

＜男性料理教室＞との共催で開催しました。 

しし肉カレー、しし汁、竜田揚げ、しし肉そぼろ丼の 

４種に男女１０名ずつの参加者は挑戦しました。 

しし肉の美味しさを追求し、皆に知らせたいという生 

産者の思いやこだわりの方法を聞き、実食してさらにそ 

の食感や肉本来の持つ旨味に感動しました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 鹿野町との交流会を始めてみると、鹿野町の出身であったり、縁の深い方などの参加者

がありました。また今回が公民館事業初参加など、これまでに無い顔ぶれになり、地域内

の交流と活性化のきざしを感じました。また２２年の第１回交流会からのリピーターもあ

り、『マイナスイオンツアー』の参加者の中には、その後＜鹿野わったいな祭＞に参加して

楽しむなど、草の根の交流が進んでいるとも感じます。 

シシボタンの会伊吹会長は自らの＜趣味＞を社会貢献に広げ＜しし肉＞による地域の活

性化が可能であると。その信念にもとづいた精力的かつ粘り強い活動に触れ、また街のあ

ちこちには、受け継がれた土地を守り、愛し、未来に繋げる工夫が見られ、鹿野町民一人

ひとりが町づくりに参加している事がわかりました。私たちの地域もそうありたいと願い

つつ、今後はこれまでの繋がりを大切に、親睦をさらに深め交流を続けたいと思います。 

 

 

 

 

【美味しいしし汁をどうぞ～】 

【おおっ！美しいお肉です・・・】 

【散策中、ちょっと一息…】

【法師ヶ滝源流の全貌】 

【お世話になった河内上の皆さん】 

【只今、焼肉真っ最中！】
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おもいっきり田んぼへ GO！ 

                      修立地区公民館  
 

事業の目的 

修立地区は市街地にあり、最近では自然や社会環境にも変化がみられ、子どもたちが野

外活動をする機会も少なくなってきています。農村地域との交流をとおして、農業体験、

自然体験をし、心豊かな子どもの育成をめざします。また、子どもと大人が一緒に活動す

ることにより、共に感じ、学び合い、つながることの大切さを学びます。  
 

事業の概要 

河原町西郷地区（神馬地区）の田んぼで田植え、草刈り、稲刈りなどを実施しました。

また、作った米を使って収穫祭を開催したり、わらを使ってのしめなわ作りをして交流を

もちました。  
 
実施状況 

 ○５月１４日（土） 「田植え」    
  於；河原町神馬  参加者 ３０名  
  晴天に恵まれ、参加者のほとんどが田植えが初めてと  
いうことで、皆とてもわくわくした様子で田んぼへ向か  
いました。  
田んぼには素足で入り、まずはその感触にあちこちで  

歓声があがっていました。印の書いてあるひもに沿って  
一列に並び、地元の人から植え方を教えていただき、足  
元に気を配りながら慎重に植えていきました。また、稲  
の生育について学び、参加者は熱心に質問をしながら体  
験学習をしました。  
昼食は、地元の方々の手作りでふるさとの味を満喫しました。地域の散策をして、子

どもたちは田んぼや道で見つけた虫や草花に夢中になり、大人は伝統文化や歴史に興味

を持っていました。  
 
 ○７月７日（水）  「草取り」      

於；河原町神馬  参加者 １０名  
梅雨の晴れ間で、とてもすがすがしくさわやかな風が吹く中、ひえなどの雑草をとり

ました。雑草の種類を聞き草取りに励みましたが、雑草の見分け方や、足を田んぼのぬ

かるみから引き上げるのに一苦労で、稲を作ることの大変さを改めて実感しました。  
 

  ○９月８日（木）  「稲刈り」                   
於；河原町神馬  参加者 １０名  

【田植えに初挑戦！】 

－１７－ 



天候の都合により、平日の実施になり、参加できる大人だけの体験となりました。手

で刈る体験はできず、ほぼ機械での刈り込みとなりました。  
 
 ○１２月１１日（日） 「収穫祭」  
  於；修立地区公民館  参加者 約３００名  

収穫したもち米で、山菜おこわを作ったり、もちつきをしてきなこやぜんざいにして、

地域の人に振舞いました。また、西郷地区からは、新鮮野菜の販売や河原に伝わる「あ

まんじゃく汁」を作っていただきとても喜ばれました。その他に、おはなし会、抽選会、

ゲーム大会など盛りだくさんのイベントを開催し、たいへん賑わいました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○１２月２５日（日） 「しめなわ作り」  
於；修立地区公民館  参加者 ２２名  
西郷地区の方々に指導に来ていただき、正月飾りのめがねを作りました。収穫したも

ち米のわらを使って作るということで、参加者は意欲的に熱心に取り組みました。縄を

なうことから四苦八苦していましたが、次第に要領がわかるとおもしろくなり、材料が

ある限り熱心に作り、大満足の様子でした。  
    

成果と課題、今後の方針等 

西郷地区の人たちはたいへん快く受け入れてくださり、子どもたちは大自然の中でのび

のびと過ごすことができました。農業体験や自然体験を通して、物を作る喜び、苦労、物

を大切にする心を養うことができたと思います。自然に興味を持ち、直接肌で感じ、いき

いきとした子ども本来の姿をみることができました。 

 また、収穫祭では、地域のボランティアの方々が積極的にお手伝いしていただき、自主

的に企画から実施まで関わっていただき、地域のつながりの輪が広がることの大切さを実

感しました。交流することにより、人と人との心の温もり、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、活動を展開して、西郷地区の子どもたちとの交流、伝統文化や歴史に関する交

流などができるように考えていきたいと思います。地域が一体となってまちづくりの活性

化へとつながるよう推進していきたいと思います。  

【威勢のよい掛け声と共に】 【飛ぶように売れた野菜市】 
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鉄の文化を探る 

日進地区公民館 

 

事業の目的 

鉄は国力を象徴するものと言われたように、古来より様々な場面で我々の生活の身近

に存在していました。鉄の発見から今日に至るまでの鉄の有用さについて、歴史・文化

などを通して学習します。また、私たちの住んでいる山陰地方で盛んに行われた「たた

ら製鉄」を復活させ、展示も行っている現地を訪問して、学習をより深めることを目的

とします。 

 

事業の概要 

１ 鉄に囲まれた現代の生活 

２ 天降説に始まった鉄使用 

３ 鉄のふるさとを訪ねる 

４ 鳥取県での遺跡 

５ たたら製鉄 

の５項目からなる講演内容で、宇宙のロマンや古代のロマンを織り交ぜながら、日本

古来の鉄文化についてわかりやすく聞くことができました。 

 

実施状況 

１ 文化講演会「鉄の文化」 

実施月日: 平成２３年４月２３日(土) １４:００～１６:００ 

講  師: 放送大学 岡本
おかもと

 尚機
ひ さ き

氏 

参加者数: ２０名 

「鉄に囲まれた現代の生活、天降説に 

始まった鉄使用、鉄のふるさとを訪ね 

る、鳥取県での遺跡、たたら鉄製」な 

ど、宇宙のロマン、古代のロマン、を 

織り交ぜた講演で、日本の鉄文化につ 

いてたくさん学びました。また、プロ 

ジェクターを使用しての講演会であり、 

大学でいつも講義されている先生のお 

話だったので、大変わかりやすく好評 

でした。少し内容が難しく敬遠される 

かと心配しましたが、予想以上の参加 

者がありました。女性や高齢者などの参加者も多くあり、バラエティに富んだ構成とな

【講演会の様子（熱心に聞き入る参加者）】  

【講演会の様子(熱心に聞き入る参加者)】 
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りました。講演会終了後には数多くの質問が積極的に出され、参加者の関心の高さをう

かがうことができました。そして、鉄が古代から生活に自然に利用されているというこ

とも実感できた講演会でもありました。 

２ 現地学習会「奥出雲たたらと刀剣館」を訪ねて 

実施月日: 平成２３年１０月９日(日) ７:００～１８:３０ 

参加者数: ２５名 

講演会終了後、参加者のなかから「たたら製鉄をしていた現地に行き学習を深めたい」

との声があがりました。それを受けて、和鋼「玉鋼(たまはがね)」を生産している奥出

雲町での現地視察研修「たたらと古代の歴史を訪ねる」という、さらなる学習を実施し

ました。 

現地研修では、①八雲立つ風土記の丘展示学習館と②奥出雲たたらと刀剣館の見学学習

を中心に実施しました。そして、「奥出雲たたらと刀剣館」では、「日刀保たたら」の日

本刀鍛錬の実演見学のみならず、貴重な鍛錬体験もすることができました。今回のよう

に講演会を開催した後に学習内容を実地研修することで、なおいっそうの学習成果があ

がり、中身の濃い事業展開となることが実感できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 今後の方針 

今までは、坐学や現地学習を単独で行っていたことが多かったが、二つのものを連動

させることで、より学習効果が上がるということを実感しました。また、参加者の中に

も、講演後に実際に現地学習をしたいという声もあり、楽しみに待っている人も多くあ

りました。しかし、たたらの見学場所が少し遠く、移動に時間を要したり、経費が多額

になったりしたことは今後の課題で、県内で現地学習できるところと連動できる事業を

計画することが必要であると感じました。 

また、講演会などの坐学では、放送大学の出前講演会を活用することで予算を抑える

ことができたので、今後も活用していきたいと思います。また、現地学習の際、講師さ

んに同行していただけると、より学習効果があがると考えられます。 

【日本刀の鍛練体験】 【蹉跌(さてつ)運搬の船】 
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 防災マップづくり 
                             富桑地区公民館  

 
事業の目的 
 本年度、安全で安心して暮らせる富桑のまちづくりをめざした富桑地区の防災マップづ

くりに取り組みました。かねてより、富桑地区自主防災会でも作りたいと願っていたこと

であります。作るからには、全住民が自分たちの命を守るために主体的に動き、自助、共

助、公助のもと、地域の絆をいっそう強固なものにする事を目的としました。 

 

事業の概要                    
幸いに、まちづくり協議会総会の議を経て本年度主要事業の一つと重ね併せて実施する

ことになりました。以下、その取り組みの概要を報告します。 

1) 事前打合せ会・計画立案  (5 月)  
2) 防災安全部会 (随時) 
3) 総務企画委員会  (随時)    
4) マップづくり住民説明会 (7 月) 
5) ワークショップ ３回 (7.9.11 月) 
6) 全町内で小地域学習会 (10・11 月) 
7) 先進地視察研修 (12 月) 
8) 印刷・製本 (１月) 
9) 発刊・全戸配布 (2 月) 

 

実施状況 

  1）タイトル 「富桑地区防災マップ」          
    ～災害に強いまちづくりは 自助⇒共助⇒公助で～ 

    2）事業費 50 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)  

3）総務企画委員会  4/20  6/16 7/19  9/3  10/27  12/3  

4）事務局打合せ会  6/25  12/12  12/16  

講師:鳥大  見吉晴先生、国交省鳥取河川道路事務所、鳥取県県土整備局、 

鳥取市危機管理課 

5）マップづくり住民説明会 7/2※調査の手引 

講師:鳥大  見吉晴先生、国交省鳥取河川道路事務所、鳥取県県土整備局、 

鳥取市危機管理課 

6）ワークショップ① 現地調査・まとめ 

  ◎北ブロック 7/17  ◎中ブロック 7/18  ◎南ブロック 7/24 

講師:鳥大  見吉晴先生他研究生４名 

7）防災安全部会 6/27  10/4 

8）ワークショップ② マップ原稿の一次校正・情報伝達・クロスロードゲーム 9/10 

講師:鳥大  見吉晴先生他研究生 3 名、国交省鳥取河川国道事務所 2 名、 

大阪市職員 2 名 

【現地調査の様子】 
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9）ＮＨＫ鳥取放送局取材 全国放映 11/10 

10）ワークショップ③ マップ原稿の二次校正・要援護者支援対策 12/3 

講師:鳥大  見吉晴先生他研究生 3 名 

11)阪神淡路大震災「人と防災未来センター」「北淡震災記念公園」視察研修 12/14 

12)印刷送り 12/16 

13) 平成 24 年 2 月 10 日  発刊 全戸配布 

14) 平成 24 年 3 月 10 日  発刊記念祝賀会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 
 本年度は、一昨年末からの豪雪災害に始まって、３月には未曾有の大地震(M９)により想

定外の大津波、福島第一原発事故による被災（死者行方不明２万人、避難４４万人）、加え

て９月の 12・15 号大台風の甚大な被害等、想像を絶するものでありました。 

 富桑地区は千代川の下流右岸にあって、過去に大洪水の被害を何度も経験しています。

そのため、本年度「富桑まちづくり計画」の主要事業としても防災マップづくりを位置づ

けましたところ、鳥取県並び鳥取市、鳥取大学、国土交通省鳥取河川国道事務所等の絶大

なるご支援ご指導をいただいて予期以上のマップができ大変喜んでいます。 

 作成にあたっては、自分たちにより 自分たちのための 実際に役立つマップづくり！

を合言葉に、結束して全住民の主体的な参画と協働をいただくことができました。全世帯

に無償で配布でき、ご利用いただける事はこの上ない喜びであります。 

 終わりになりましたが、企画から、完成まで度重なる打ち合わせや協議にご出席いただ

きました役員の皆様に深く感謝と御礼を申しあげます。  
 なお、これを生かして日頃から一人ひとりが自らのいのちを守る諸準備と防災訓練を怠

りないよう努めると共に、更に改善充実したものにしていきたいと考えています。  
 《付記》  
  ①  本マップの基本ソフトを公民館で預かっています。ご希望がありましたらお貸しで

きますのでお申し出ください。  
  ②  不備や不十分な点については、今後の課題として改訂版の発行をお願いしたいと思

います。終わりになりましたが、企画から、完成まで度重なる打ち合わせや協議にご

出席いただきました役員の皆様に深く感謝と御礼を申しあげます。  

【避難経路図】 
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人権研修～「あらゆる差別」の解消に向けて～ 

明徳地区公民館 

 

事業の目的 

明徳地区では「あらゆる差別」の解消に向け、地区の人権教育推進協議会と連携しなが

ら、地域住民の人権意識の向上を図るため、館外研修を通して人権教育の啓発に努めてい

ます。 

 

事業の概要 

当公民館と、明徳地区人権教育推進協議会との共催で毎年県外研修と県内研修の各１回

ずつの２回を実施します。 

 

実施状況 

 ○６月８日（水） 県外研修・松江方面 

於；島根原子力発電所 参加者；２８名 

３月１１日、東日本をおそった大災害で 

福島第一原子力発電所は壊滅的な打撃を受

けるなか、｢島根原発は安全なのか｣この思い

から今回の県外研修を島根原子力発電所と

しました。 

世界にある原子力発電所の位置、数、現状

況や今後の見通しなどをバスの中で学習し、

島根原子力館を見学しました。 

島根原子力館では今回の地震の特徴、今後

の対策、原子力の仕組みに関する説明や原子

炉格納容器の一部を実物大に再現した模型な

どをみなさんが興味深く観察され、原子力発

電について学習し、国中で関心がもたれてい

る問題を皆で共有できた意義のある研修とな

りました。 

次に、美保神社では、美保造または比翼 

社造とも称される本殿をはじめとする神社の

解説を聞きながら見学しました。ただ訪れた

だけでは知る事ができない建造物の造り方や

由来を学ぶことができ、みなさん熱心に聞き

入っていました。 

【島根原子力館での見学】 

【美保神社にて】 
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○１０月１９日（水） 県内研修 

於；倉吉・関金方面  参加者；２７名 

倉吉市やまびこ人権文化センターにて、 

中河原二の大洪水の歴史についてのお話をう

かがいました。そこには度重なる大洪水との

闘い、互いに苦しいなかを耐えて共に助け合

う村の気風が感じられました。 

また、小鴨地区の部落完全解放の地域ぐる

みでの取り組みかたや新しいまちづくりにつ

いてフィールドワークを交えて視察研修し、

「助け合い、ささえあう」大切さを学びまし

た。  

関金、地蔵院では住職より差別戒名にか 

かわる歴史的背景の説明を聞き、現在は無 

縁仏として供養されている墓石をお参りし 

ました。 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 毎年定員いっぱいになる館外研修は、日常生活ではなかなか向き合えない事を考える良

いきっかけとなりました。実際に現地へ赴き、直に見たり聞いたりすることで、再発見・

再認識することができ、また参加者同士の交流の場となり、ふれあいを深め人と人との輪

が地域に広がったと思います。 

 今後も人権学習の場として積極的に館外研修を実施していきたいと思います。 

【倉吉市やまびこ人権文化センターにて】 

【関金・地蔵院で解説を聞く】 【関金・差別戒名墓石をお参り】 
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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２３年度で第９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、会場を美保公民館に変更し、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、新たに鳥取サクソフォンクラブの皆さんによるサッ

クスの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。  
 

実施状況 

◆日 時：平成２３年１０月８日（土） １７：３０～２０：３０ 

◆会 場：美保地区公民館 

 ◆日 程 

No. 内   容 時  間 
１ いも煮提供 17:30～18:30 
２ 開会 18:30～18:35 

３ 
第一部  南中学校吹奏楽部演奏 
【曲目】チューバの舟歌、クラリネットポルカ、ふるさと他 

18:35～19:00 

４ 休憩   いも煮・お茶の提供、おはぎの販売 19:00～19:30 

５ 

第二部  箏、サックスの演奏 
箏・サックスのジョイント 

【曲目】ラデン、ありがとう、涙そうそう、もみじ、崖の上
のポニョ、シチリアーノ、さくら・２１他 

19:30～20:25 

６ 閉会 20:25～20:30 

♪

 ♪

－２５－ 



  ◆準備等 

・「特色ある公民館活動実行委員会」を８月２４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２７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・サックス・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。 

 ○今年度も開場から開演までの時間を多く取り、「いも煮」を十分に味わっていただきま

した。 

○平成２３年度で９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改善をはかっていきたいと考えています。 

○本番前のリハーサルの時間配分など、きめ細かな対応をしていく必要があります。 

○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。 

 

【鳥取サクソフォンクラブのサックス演奏】 【箏とサックスのジョイント】 

【南中吹奏楽部の演奏】 【子ども箏教室、箏てまり会による箏の演奏】 
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女性教室～大人の社会見学編～ 

美保南地区公民館 

 
事業の目的 
 人権啓発推進事業の１つである地区在住の女性を対象とした《女性教室》は、地域住民

の豊かな人間関係の育みや生き甲斐づくりを目的として毎年１０回程度さまざまな内容で

実施しています。この事業を通して学んだことを糧に地域の女性ひとりひとりが充実した

毎日を送ることができ、ひいては明るいまちづくりを支える大きな力となることを願って

事業を展開しています。 

 
事業の概要 
 今年度の《女性教室》は、５・６月の<パンづくり教室>、６月の<昭和の家族～きずな～

展鑑賞と米子下町散策>、７月の国際交流事業<現在の中国の家庭事情と家庭料理講習>、９

月の<省エネを学ぶ>と続き、１０月の事業として「大人の社会見学」を計画し開催しまし

た。《女性教室》の事業内容については、前年度の事業の中でとったアンケートの結果や参

加者からの要望などを考慮して決定していますが、今回は、日頃身近であってもなかなか

見学することができない、活力ある地元の大企業の職場を見学したい、という参加者から

の強い要望に応えて、グッドヒル本社工場と日本海新聞製作センターの見学を決めました。 

 

実施状況 
○日 時：１０月２４日（月） １０：００～１４：３０ 

○参加者：２４名 

○場 所：グッドヒル本社工場 および 日本海新聞製作センター輪転機工場 

 

①グッドヒル本社工場の見学 

鳥取市吉成にあるグッドヒルは、紳士服のオーダーシステムを展開している世界の

アパレル産業のなかでも数少ない独自のシステムをもっています。本社工場は一見オ

フィスビルに見える建物のなかに最新鋭の機械と熟練した職人の技術が見事に混在し

ており、社員の７割が女性という企業です。各セクションでは社員の方が気軽に参加

者の質問にも対応して下さいました。社員のみなさんが仕事への自負を持ち、生き生

きとしておられ、その様子を見学した参加者も地元の女性パワーを感じておられたよ

うでした。 

    
【グッドヒル本社工場内の見学】 
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 ②日本海新聞製作センター・輪転機工場の見学 

平成２１年１２月より鳥取市五反田に移転･稼動を開始した輪転機工場を訪ねまし

た。最新鋭の高速オフセット輪転機で毎日約２０万部の紙面を印刷している様子を見

学しました。全てがオートメーション化され、巨大な工場でありながら数人のオペレ

ーターが操作されているだけの様子をみて、参加者は感嘆の声をあげておられました。 

また、日頃手にしている新聞の製作センターを見学することで、地元紙をより身近

な物として感じることができたとの感想もいただきました。 

 

    
 
 
 

成果と課題、今後の方針   
 地元の活力ある企業の見学をすることで、より自分達の住む地域への関心を強くするこ

とができました。また、企業で働く女性社員のいきいきとした仕事ぶりを見て、参加者は

かなりのパワーをもらったようです。今回は参加者の数も多く、はじめて参加された方と

の親睦を深めていただくこともできました。会を重ねるごとにさまざまな場面で地域の女

性が顔見知りになって、親しく交わっていただき、次の会にも一緒に参加しましょう、と

声をかけあっていただけるあたたかい雰囲気ができてきています。この事業は平日の開催

が多いため、参加者が固定化されてしまうことが課題となっていますので、さまざまな年

代や家庭環境の方に参加していただけるよう開催日時の設定を工夫する必要があると感じ

ます。また事業の企画へも参加してくださるような人材を発掘していくことも大切だと思

います。 

《女性教室》に参加してくださる地域の女性の方々が日々いきいきと輝き、その輝きが

家庭の中から地域へと拡がっていってくれたらと願っています。また今後は地域活動へも

より多くの女性の方々に積極的に参加していただき、地域リーダーとして活躍していただ

ける人材も育成できたらと思っています。 

 

【最新鋭の輪転機】【輪転機工場内で説明を聞く】 
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【次は玉ねぎをミキサーで…】 【次は玉ねぎをミキサーで…】

人

ひと

と人

ひと

とのつながりを大切

たいせつ

に 

                            稲葉山地区公民館 

事業の目的 

人権啓発事業では、人と人とのつながりを大切にして、豊かな人間関係を築いていくこ

とを目指しています。また、各個人の興味の幅を広げ、スキルを高めていくためのきっか

けを作っていきたいと思っています。 

 

事業の概要 

前年度中に、運営委員会の会合を設け、運営委員の意見を聞きながら、大まかな事業計

画を立てます。４月から事業計画に沿って具体的に日時、講師等を決めていきます。 

それぞれの分野で豊富な知識や経験を持つ講師にお願いし、内容の充実を心がけます。

毎年恒例の事業もあり、また新しい事にも挑戦していただく、そんな場を提供していけ 

るよう、地域住民の声に耳を傾けながら、柔軟に企画運営をしていきます。 

 

実施状況 

月日 テーマ・講師 内    容 

 

 

5/11 

 

ゴキブリ団子作り 

講師 松尾国子さん 

   谷口弘子さん 

(食育アドバイザー) 

参加者 20 名 

ゴキブリ団子作りは、毎年恒例に 

なっており、参加者も慣れたも 

のです。手際よく作業を進めて 

いきました。 

今年は、水ようかんも作り、 

参加者みんなでおしゃべりタイムを楽しみました。 

 

 

6/7 

秋まで楽しめる 

寄せ植え 

講師 坂本節子さん 

（クラインガルテン） 

参加者 12 名 

寄せ植えを長く楽しむための説 

明を聞いたあと、先生の見本と 

見比べながらていねいに、寄せ 

植えを仕上げていきました。 

きっと皆さんが思っているはず 

 

 

 

7/13 

 

おいしい紅茶の入れ方 

講師 藤原一輝さん 

（紅茶の会代表） 

参加者 15 名 

ポットで入れる紅茶、アイスティー 

アレンジティー、ティーバッグ 

でもおいしい紅茶にする方法等 

を教えていただきました。 

また、紅茶の産地による違いを 

味わい、紅茶の歴史を学び、世界 

各地で購入してこられた珍しい 

紅茶を紹介していただきました。 

【私の作品が 1 番】 

【汲みたて、沸騰し
たてのお湯 で入 れ
ましょう】 
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7/20 

 

 

夏を乗り切る 

体にやさしい料理 

講師 中本真佐博さん 

参加者 10 名 

男性の料理教室として、年１回 

開催しています。  

「魚をおろすことから始める 

料理は、ハードルが高い」との 

参加者の声があり、今年は、 

体にも、参加者にも優しい、 

すこし難易度を下げたお料理に 

挑戦していただきました。 

 

 

 

9/22 

 

ウインナー作り 

講師 平口正則さん 

   平口靖恵さん 

（つくしんぼ工房） 

参加者 19 名  

若桜でこだわりを持って育てて 

こられた豚を使ったウインナー 

作りを体験しました。珍しく、 

男性も女性も、子どもの参加も 

ありました。冗談を交えての 

説明に、和気あいあいと作業が進みました。 

 

 

 

10/27 

 

おいしいコーヒーの 

淹れ方 

～フェアトレードを学ぶ 

講師 岡 雅弘さん 

（豆蔵人店主） 

参加者 10 名 

ペーパードリップでおいしく 

コーヒーを淹れる方法を教えて 

いただきました。 

コーヒー産地による味の違いや 

コーヒー生産者を取り巻く環境 

情勢を学び、貿易、取引の公平性 

についても学んでいきました。 

 

 

 

2/11 

 

人権講演会 

講師 徳永進先生 

「みっつのあかり」 

参加者 89 名 

年１回の人権講演会、今年度は 

徳永先生に来ていただきました。 

死ぬことはとても普通のこと。 

延命治療の是非等、人生の最期 

を考える時、大きなヒントとなったお話でした。 

先生のハーモニカにも皆が感激した講演会でした。 

心にぼんやりとあかりがともった気がしました。   
成果と課題、今後の方針等 

 定番になっている人気の講座、もしくは珍しい試みは、募集開始とともに定員がうまっ

てしまうこともありますが、人集めに苦労することも多々あります。 

 「人と人とのつながりを大切に」そして「人の輪を広げていきたい」という願いからす

ると、参加者同士の声掛けによる広がりが望ましいと思います。 

「魅力ある講座には人が集まる」という観点からは、今後とも、地域の人の声に耳を傾

けながら、魅力のある講座を企画できるよう努力していきたいと思います。 

【スペシャリティコー
ヒーとは？】 

【 卵 焼 き は 手 首 を
使ってこんな風にひ
っくりかえす…。 

なるほど】

【羊の腸 が破 れませ

んように！！】 

【早春賦にうっとり】 

－３０－ 



米粉を使ってパンを作ろう 

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心の交流と共に喜びあう家庭での話

題づくりが目的です。  
 
事業の概要 

今回の教室は、「食のみやこ鳥取県」旬の料理教室“食の匠”と米粉提供事業を合わせた

「米粉パンづくり」を開催しました。  
講師に亀井堂社長 地原忠実氏を招いて、つぎの３品に挑戦しました。  
◎献立：①テーブルロール ②ピザパン ③焼カレーパン  

 
実施状況 

 
岩倉地区の１８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。 

家庭でパンをよく作られる方もそうでない方も、とても意欲的でした。

食育アドバイザーの地原さんから、米粉の特徴やパンづくりで大切なこ

とをなどを説明していただきパンづくりがスタート。 

 
パンづくりのポイントは、①計量、②温度管理、③時間管理の３つです。

材料をきちんと計り、温度と時間をみながらパン生地の状態を確認して

作業を開始しました。 

自信がないので、社長さんに聞きながら作業を進めて行きます。 

生地を見ながら、触ってよい生地かどうか判断されます。 

 だんだんとパンらしくなってきました。 

生地を分割し、丸め、ベンチタイム（ねかす）を取ります。 

つづいて生地を成形して、発砲スチロール箱を利用して発酵させます。

時間が経つとだんだんと膨らんできます。 

そして、焼き上げに取りかかります。 

－３１－ 



 
みんなの作ったロールパンと亀井堂さんが持ってきてくださったフラン

スパンにウインナーやレタスをサンドして昼食タイム。 

これがまたおいしいのです。「手作りでしかもあったかいうちに食べられ

るなんて贅沢だわね…」と参加者の声。中がしっとりやわらかで 

もっちりしていて美味しい。もちもち食感は日本人好みなのでしょう。

 教室の後半戦です。 

作っていたピザ生地に野菜やベーコン、チーズなどをトッピング。 

そして、焼きカレーパンは社長さんがほとんど作って下さいました。 

ピザパンと焼きカレーパンの出来上がり～！ 

お腹いっぱいなので、焼きカレーパンだけはみんなで分けあって食べま

した。揚げてないので、全く油っぽくありません。あっさりカレーパン

という感じです。 

 
あっという間に終了時間です。とても好評なので、秋にもまたパン教室

を開くことをきめて散会しました。 

 
 
成果と課題 

広報で呼びかけたらすぐ定員になり、米粉パンづくりの日を楽しみにしておられ、今回

は３０歳代の方の参加もあり、初めて事業に参加される方もありました。参加された方の

反応は、全員楽しかった、おいしかった、家でも挑戦したいとの声も多かったです。  
課題としては、米粉に注目が出てきはじめた今、地域の方々へ米粉に対する理解と親し

みを講習で体験していただきたいということです。そして、より多くの方に米粉に対する

知識と特質を学んでほしいと思います。  
今後の開催日程、時間帯が問題として上げられます。  
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男の料理教室 

                                倉田地区公民館 

 

事業の目的 

 男の料理教室は、地区住民の男性を対象とし、食事の準備、調理、片づけなど各家庭で

実施できる男女共同参画、また病気予防のための食生活の大切さなどを知ってもらい、明

るく豊かな地域づくりを図ります。 

 
事業の概要 

 今年度初めての試みですが、年３回の予定で実施しています。  
この男の料理教室は、食事の準備から片付けまで全て参加者の男性のみで行います。  

 
実施状況 

 ○７月２５日(月曜日) 
第１回 男の料理教室    

    参加者；地区男性１５名    講師；栄養士 垣屋里恵さん  
メニュー；ぶり玉ねぎ丼・肉じゃが・和え物・酢の物・味噌汁・ご飯  

  講師に倉田地区在住の栄養士 垣屋里恵さんを迎え、ぶり玉ねぎ丼ほか５種類の料理

を作りました。初めに垣屋さんから料理の説明を受けてから、米のとぎ方、魚のおろし

方、野菜を切る等、料理に合わせての切り方などを教えてもらいました。参加者は熱心

に聴いていました。さて、調理にかかると参加者は垣屋さんに教えてもらったとおり(？)

に食材を切ることから始めました。家庭で台所に立つ人は段取りよく、また普段台所に

立たない人もウロウロしながらも作業をこなしていました。美味しい料理６品ができ試

食した後は、みんなで片付けをしました。「料理は作るところから片付けまで」を体験し

てもらいました。  
  
 
 
 
 
 
                      
 
 

○１１月２５日(金曜日) 
第２回 男の料理教室「ソバ打ち体験」  

    参加者；地区男性１５名    講師；食育アドバイザー 落合博典さん  

【味噌汁作成中】 【食器洗いもみんなで】 
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  講師に鳥取市食育アドバイザーの落合博典さんを迎え、ソバ打ち体験を実施しました。 
そば粉５：強力粉５の割合でソバを打ちました。粉合わせから始まり水回し・練り・伸

ばし・本のし・切りまで落合さんに指導してもらいました。ソバ打ちはけっこう力が要る

作業なので男性にはもってこいの体験でした。できあがったソバを大きな鍋で湯がき、ざ

るソバにして試食しました。自分で打ったソバは格別のようで「美味しかった」と参加者

全員が満足していました。片付けももちろん参加者全員で行いました。  
 
 
 
 
 
 
            
 
 
成果と課題、今後の方針等 
・下準備から片付けまでを体験することによって、家事の大変さ、食生活の大切さに気

付き、これからの生活に良い影響を及ぼすことです。そして、教室で体験したことを、

実際に家庭、地域に戻り実践することです。  
・年に数回、男の料理教室を開催し、講師に地区在住の栄養士・食生活改善推進員・食

育アドバイザー等を迎え、料理教室を通じて、男女区別なく明るく豊かなまちづくりを

します。  
  

【粉合わせ・水回し】 【ソバの試食】 
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ほほづき学級 
面影地区公民館 

 

事業の目的 
ほほづき学級は、地区在住の大人の男性を対象とした事業で、一人でも多くの男性

に地区公民館の事業に参加し公民館に来ていただけるように、また交流を深めていた

だき各町内から地区へと繋がりを広げてもらうことを目的としています。 

 

事業の概要 
このほほづき学級は、年度当初に学級生を募集して、国際交流、料理教室、ニュー

スポーツ、野外学習、ものづくりなどを実施し、年間５回程度開催することにしてい

ます。今年度は１６名の方が学級生になっています。 

ほほづきの名前の由来は、ロダンの考える人からきており、思索にふけって頬杖を

ついている姿から、いろいろなことを考えてチャレンジ、学ぶことをやってみようと

いうものです。 

 

実施状況 
○６月２３日（木）    国際交流  「韓国」 

    参加者：１２名      講師：鳥取市国際交流員  北村香葉子  さん 

国際交流と料理教室を兼ねて、日本の食材を使った韓国料理３品、チヂミ（韓国風

お好み焼き）、ワカメスープ、ポッサム（茹で豚）を作りました。 

韓国の食生活、料理事情の話を交えながら、分かりやすく教えていただき、時には

笑いもあり、楽しく料理作りが出来ました。料理作りに慣れている学級生の方が多い

こともあり、手馴れた様子で調理をこなされていました。 

また、出来上がった料理を食べながら、韓国の話やいろいろな質問にも答えていた

だき、大変和やかに交流することが出来ました。 

夫で県の国際交流員をされている許  峻晧さんにも参加していただき、男性が作る

韓国料理の豪快な料理法も見せていただきました。 

 

○１月２６日（木）    ニュースポーツ  「ビーンボーリング」 

    参加者：８名 

ビーンボーリングは、現在の室内ゲームで大型機械化されたボーリングを、ピン配

列を工夫（横並び）し簡便化したもので、ピンを倒さずに反転（半回転）させて点数

を競う簡易ボーリングです。名の通り、ピンにボールが当たると豆がはじけるように

ピンが反転したり、自動的に元に戻るようになっています。 

コントロールやバランスを競うゲームで、体格や体力に関係なく、老若男女誰でも

楽しめるものです。 

ピンは９本あり、配列・得点は２点、３点、５点、０点、Ｓピン、０点、５点、３

点、２点となっていて、１投目でＳピンが反転すれば２０点（ストライク）、２投目で

反転すれば１０点（スペア）となります。 
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１ゲームは９フレーム行い、３フレームずつ投球距離を変えます。投球距離は３ｍ

から９ｍの間でそれぞれの競技会によって異なります。標準は、５ｍ、７ｍ、９ｍに

なっていて、すべて一緒でも構わないようです。 

今回は７ｍ、９ｍ、６ｍの距離から投球しました。皆さんビーンボーリングは初め

てでしたが、本式のボーリングでは腕を鳴らしておられたようで、投球が勢いよすぎ

てピンが反転したのにリバウンドして元に戻ったり、Ｓピンを狙って０点ピンを反転

させたりすることがよくあり、白熱したゲームになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 
学級生募集のチラシに、あらかじめ年間計画（実施する具体的な内容）を載せたこ

とで今年度は新規の方が増えました。 

しかし、年間計画通りの実施が出来ていないのが課題です。そのため、いろいろな

ことをやる学級としていますが、男性の料理教室と思われている方が多いようで、な

かなか思うように学級生が増えません。実施実績不足とＰＲ不足を痛感しています。 

今後は、料理教室のイメージを払拭するようなＰＲやチラシ作成などを行いたいと

思います。 

【ストライク目指して、それ！】 【慎重に真ん中を狙って！】 

【記念写真、ハイ チーズ！】 【ストライクになれよ！】 
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プロに学ぶ「我が家の料理」 

津ノ井地区公民館 

 

事業の目的 

 平成２２年度の料理教室・男性料理教室をうけて、本年度はいつもの料理に“ひと手間”

加え、いつもと違った「我が家の料理」に挑戦し、「食」にたいしての興味を一層深めても

らうこととしました。 

 

事業の概要 

 年４回の計画としました。プロの料理長の指導のもと「ひと手間を大切にしましょう」

をモットーに、食材の選び方、調理方法、盛りつけ方等について学びました。出来上がっ

た料理を参加者の皆さんで囲みながら、感想、意見などを交換し交流しました。 

 

実施状況 

○６月２２日（水）    

    参加者；１７名  講師；中本真佐博さん 

（メニュー）旬の魚を使った握り寿司、厚焼きたまご 

       焼茄子の煮びたし枝豆ソース添え、お吸い物 

  男性を対象に実施しました。参加者１７名のうちほとんど料理をしたことのない人が

５名参加してくださいました。最初にすし酢、す

し飯の作り方、厚焼きたまごは牛乳と片栗粉をい

れるとなめらかに仕上がること、また新鮮な魚の

見分け方や素早く魚をさばくコツなどの説明をし

ていただきました。いよいよ料理です。あまり包

丁を使ったことのない人は材料を洗って切り、厚

焼きたまごを作った事のない人は卵焼きを作り、

魚をさばいたことのない人は得意な人に教えても 

らいながらさばくなど、積極的に挑戦されていた 

ので感心しました。盛り付けもただお皿に焼茄子

を盛り付けるのではなく、枝豆と長芋をすりつぶして焼茄子の上にかけミョウガの千切

りを盛るなど、このひと手間が料理を華やかにすることを学びました。 

 

○７月２５日（月） 

参加者；１４名  講師；中本真佐博さん 

（メニュー）夏デザート：トロピカルゼリー、ごまババロア、小松菜ケーキ 

 

 

【魚の三枚下ろしに挑戦】 
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女性を対象にしました。トロピカルゼリーは大人 

の夏のデザートです。夏のくだものをたくさん使

用しておしゃれなガラスの器にセンスよく盛り、

ブルーハワイシロップを注ぎ入れミントの葉を飾

りました。目で涼しさを感じるような盛りつけを

するのがポイントです。簡単にできて好評でした。

黒ごまのババロアは黒ごまをたくさん使用しまし

た。手際よく作業するのがポイントです。子ども

のおやつにもいいという声がありました。小松菜

ケーキは小松菜をフードプロセッサーでみじん切

りにし、小麦粉と混ぜ、ゆでたあずきを入れまし

た。小松菜とあずきの意外なとりあわせで参加者

はびっくりしていましたが、おいしいと好評でし

た。小松菜の変りにホウレン草を使用してもいい

とのことでした。 

 

 

○１０月１４日（金） 

参加者；２３名  講師；平口正則さん 

（メニュー）手作り「ウインナー」 

本年度で６年目になりますが、第１回から参加されている方は、慣れた手つきで作業を

こなしていました。初めて参加した方は、腸詰め作業に力加減がむずかしいと悪戦苦闘で

したが、経験者に手伝ってもらいながらしました。また、講師の先生から家庭でも出来る

ウインナーの作り方として、ラップの上に材料をのせ、次にラップを巻いていき、最後に

両端を輪ゴムで留め、７０度の温度で茹でて出来る方法を教えていただきました。市販の

ウインナーでも７０度の温度で茹でるとさらにおいしくなるとのことでした。 

 

成果と課題、今後の方針等  

 ただ料理を作るだけでなく、「ひと手間」手を加えるだけで、いつもの料理が華やかにな

ることを学び、食生活に興味を持ってもらえたと思いました。また、参加者同士の親睦と

交流の機会をもつこともできました。 

 課題としては、いずれの事業にも共通することですが、参加者が固定化する傾向があり

ます。より多くの方々に参加していただけるよう、参加者の意見、感想などを取り入れ、

充実した事業内容が出来るよう取り組んでいきたいと思います。 

【見事に完成しました！】 
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【講演会の様子】 

【若葉台用おやきの型枠】 

若・わか ときめきプロジェクト 

若葉台地区公民館 

 

事業の目的 

この事業は、若桜町公民館との交流を通して、若葉台地区の歴史・文化をつくる人材を

育成するとともに若葉台地区住民のさらなる絆を深め、より一層のコミュニティの充実に

資することを目的に実施しました。 

 

事業の概要 

（１）若桜町の歴史、文化を学ぶ講演会、交流会 

（２）若桜鉄道を利用した現地研修 

（３）若桜の郷土料理を学ぶ 

（４）公民館教室・サークルの相互交流 

 

実施状況 

（１）５月２５日 講演会  参加者 ３７名 内若桜町出身 ３名 

「若桜と若葉台をつなぐ」（よもやま話）  

講師＝入江宜明氏（前わかさ情報館長兼若桜公民館長） 

        やまももクラブ（女性）を対象に若桜街道にちなんだ話 

 

（２）６月２４日 若桜の郷土料理を学ぶ NO.1 参加者 ７名 

       「おやきづくり」  講師＝安部紀賀子さん 

        若桜の各家におやきの型枠があり、若葉台用の型枠 

        を作成し、おやき作りを実践 

         

（３）６月２５日 講演会  参加者 ２６名 内若桜町出身 ６名 

       「駆け足若桜の歴史」 

講師＝入江宜明氏（前わかさ情報館長兼若桜公民館長） 

         

（４）８月２０日 夕涼み縁日（まちづくり協議会主催）に若桜のおやきをつくって販売 

 

（５）９月３０日 城下町若桜の旅（現地学習）  参加者 ２６名内若桜町出身 ６名 

       若桜鬼ヶ城跡（雨天のため中止）→若桜宿散策（蔵通り、カリヤ通り） 

→若桜郷土文化の里（入江観斉コレクション、三百田氏住宅見学）→ 

       不動院岩屋堂（本堂拝観）→道の駅若桜 
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～現地学習～ 

【不動院岩屋堂にて】 

【ウインナー作り】 

 

（６）１０月２３日 若葉台地区文化祭で手づくりおやきの販売 

 

（７）１１月１０日 郷土料理を学ぶ  NO,２  参加者 １８ 名 

「こだわりのおいしいウインナーづくり」 

        講師＝つくしんぼ手づくり工房 平口正則氏 

         ※公民館事業初参加者が多数 

 

（８）３月１７日 若桜・若葉台交流会 

         若桜鉄道に乗って若桜へ行こう 

         若桜の街散策、展示作品鑑賞、交流会（若桜の方言カルタ） 

 

（９）３月３日～２５日 「文化交流展示会」 場所＝若桜たくみの館 

         若 桜：「わかさ刻書研究会会員作品」 

         若葉台：「銅細工・押絵夫婦作品」「木彫り作品」 

         若桜町住民の作品と若葉台住民の作品を若桜たくみの館で展示 

 

成果と課題、今後の方針等 

 他地域と交流することによって、新しい感覚や初めて参加する住民が増え、自分の地域

を再認識することができました。 

今後は、若桜町出身者を仲立ちに相互に交流し、若桜町の歴史を活かしながら、若葉台

住民のコミュニティを充実させ、さらに若葉台の歴史づくりの事業を企画していきたいと

思います。 
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プロの味を学ぶ 
米里地区公民館 

 

事業の目的 
普段、教えをこうことができないその道のプロの方々を事業として、講師に迎え、一味

違った事業を行うことで、より多くの方に豊かな体験をしていただくことを目的とします。 

 

事業の概要 
 お菓子、パン、コーヒー、料理、それぞれのプロの方に調理方法やコツ等を教えて頂き、

身近な食材や道具を使って、プロの味を家庭で楽しんで貰うという事業です。 

 

実施状況 
○８月 １日（月）「お菓子教室」 

 於；米里地区公民館 参加者；１７人 

 講師；シュルプリーズ 中庭 裕次氏 

  フランス菓子店、シュルプリーズ店主にクレーム・パティシエール（シュークリーム）

とオレンジゼリーの作り方を家庭でも作れるように指導していただきました。 

シュークリームの皮作りでは、材料の混ぜ合わせにかな 

りのスピードと力が必要でハードな作業でした。また、 

シューの皮が上手く膨らむかが心配でしたが、意外と膨 

らんで美味しいシュークリームが出来上がりました。形 

は…、でも味はお店のものとかわりません。ゼリーの作 

り方はとても簡単でしたが、オレンジジュースを一度沸 

騰させるという新発見もあり、最後にリキュール酒をい 

れることで香がよくなり、これがプロの隠し味と言うこ 

とのようです。   

 

○９月２９日（木）「パン作り教室」 

 於；米里地区公民館 参加者；１６人 

 講師；亀井堂株式会社 池原 忠美氏 

  米粉 100％を使ったロールパンとピザの作り方を亀井堂社長に指導していただきまし

た。最初はパン生地作りからです。各材料を正確に計り、ボールに入れて大雑把にこね

た後、家庭にある餅つき機やパン焼き機を使い、こねの仕上げをしました。生地の発酵

は発泡スチロールにお湯を入れたペットボトルとパン生地

を入れて発酵させました。発酵させた生地を取り分け、ロ

ールパンに成形したり、円形に延ばして、ピザソースを塗

ったあとにピーマン、チーズ、玉葱をトッピングしたりし

て焼き上げました。出来上がった米粉１００％のロールパ

ンとピザはモチモチ感があり、とても美味しくて参加者全

員で試食しながら米粉パンの話題で話が盛り上がりました。 

【シューの皮にクリーム詰め】 

【みんなで楽しく試食】 
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○１１月１６日（水）「コーヒー講座」 

 於；焙煎コーヒーの店「豆蔵人」 参加者；１３人 

 講師；豆蔵人 岡 雅弘氏 

  家飲みコーヒーの流行に伴い、自宅で美味しいコーヒーを楽しむために、焙煎コーヒ

ー店「豆蔵人」で、コーヒー講座を開きしました。内容はコーヒー豆の産地やコーヒー

豆の種類、焙煎方法、入れ方などについての講座でした。また、入れ方については、何

種類かの方法がある中から、家庭でも簡単に美味しく入れることが出来る「ペーパード

リップ」式での入れ方を教わり、自分たちで入れたコーヒーと講師の方が入れたコーヒ

ーとの比較試飲し、コーヒー豆の違いによる味の違いを体験しました。最後に「家飲み

コーヒーを美味しくする５つのポイント」を教えていただき、美味しいコーヒーは良い

コーヒー豆を選ぶことで６０％が決まると言う事を教えていただきました。 

 
 

 

○１２月２０日（火）「クリスマス料理教室」 

 於；米里地区公民館 参加者；１２人  

 講師；ビストロフライパン 奥平 常男氏 

  フランス料理店ビストロフライパン店主によるクリスマ 

 ス向けのフランス料理を教えていただきました。フランス 

料理はもともとフランスの地方料理で日本流に言えば「お 

ふくろの味」だそうです。今回作った料理は、メインディ 

シュにチキンのシャンペンソース、オードブルはスタッフ 

ド・エッグ、フルーツと生ハム、スープはサンゼルマンス 

ープ、デザートはバナナフランベとアイスクリームで、家庭でも作れるように身近な食

材を使っての料理でした。美味しい料理を作るには食材が微笑む程度に煮込むのが調理

のコツと教えていただき、この料理教室のあと、フランス料理に対する認識が変ったと

の感想でした。 

 

成果と課題、今後の方針 
事業に参加した方全員で力を合わせて調理し、出来上がったものを試食することで参加

者同士が仲良くなり仲間づくりにつながりました。また、プロの方々に味だけでなく、盛

りつけも教わり、味はもとより見た目も美しい美味しい料理が出来上がり、有意義な時間

を過ごすことが出来ました。一方で参加者の顔ぶれが偏る傾向にあり、新しい方や多くの

方に参加していただけるような魅力ある事業計画の立案に取り組んでいきたいと思います。 

【鮮やかな手さばきで】 

【講師のお話しを聞く】 【入れ方の実演】 【５つのポイント】
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12 月 22 日 冬の祭典・かんどイルミネーションを開催しました 

                             神戸地区公民館 

  

事業の目的 

神戸地区は全長１０㎞に及ぶ細長い谷合に７集落が点在しているため、地域の人が顔を

合わせたり、話をする機会が少ない現状にあります。“冬の祭典”は、皆さんに公民館に集

まっていただき、集落・年代を超えて、親睦を図り、“明日の神戸”を語りあっていただく

場を作ることを目的としました。 

 

事業の概要 

当地区の小山久雄さんは、20 年余に亘り毎年この時期に

公民館前でイルミネーションの作成・点灯を続けられ、今

ではすっかり神戸の冬の風物詩として定着しました。毎年

地区内外から多くの方がおいでになりますので、これに協

賛し、便乗する形で冬の祭典を企画しました。     

イルミネーションを楽しみながら、飲食をしていただく

よう、各種団体によるバザーや、ボランティアによる神戸

いもコン鍋などをお願いしました。また、修立公民館の福

島館長による、マジックショーや、神戸№１選手権など年

代を問わずに楽しめるイベントを準備し、併せて、地区内に送迎バスを走らせることで  

高齢者などにも参加しやすい環境を整えることができたと思います。 

 

実施状況 

○ ５月   

館内で話し合い、公民館だよりの年間予定に掲載しました。初めての企画であり、多

くの方に関心を持っていただけたようです。 

○ ６月 

公民館だよりに、コーヒーの空き瓶を集めて、イルミネーションで使用したいと掲載

をするとたくさんの方から協力の申し出がありました。また“どんなことをするだあ？”

との問い合わせもたくさんありました。 

○１１月 

公民館だよりにイベントの掲載と、当日のボランティア募集・神戸いもコン鍋に使用

する食材募集のお願いをしました。多くの方から、ボランティアの申し出や、里芋をは

じめ沢山の食材の提供の申し出をいただきました。 

 

 

【イルミネーションのちらし】 
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○１２月 

各戸にイベントのチラシ配布をしました。“市内の孫が来てもええだか？”とか、“バ

スにはどうして乗るだあ？”など、問い合わせが急に増えました。 

○１２月１１日（日）「キャンドル作り」 

公民館事業の参加者に、コーヒーの空き瓶に絵や立体シールを貼ったりしてもらい、

自分だけのキャンドルを作りました。 

○１２月２２日(木) 

  当日は、午後から神戸いもコン鍋やから揚げ作りなどたくさんの方にご協力をいただ

き開始の６時を待ちましたが、５時頃から沢山の方が来られ、開始時には会場に入りき

れないくらいの人で溢れました。会場で提供した“鍋”や、“まき寿司・から揚げ”など

を囲み、あちこちで車座ができ、話しが弾んでいました。また、普段あまり見ることの

ないマジックショーでは、福島館長のプロ顔負けの妙技に拍手喝采、皆さん多いに楽し

んでいただけました。神戸№１選手権では認定書を準備し、各競技の№１を公民館長が

認定いたしました。地区内外から１５０名以上の方においでいただき、成功裏に無事終

了することができました。 

       

            

 

成果と課題、今後の方針等 

 多くの人に参加していただき、大変好評でしたので、これを糧に来年は地域づくり協議

会の事業として取り組みたいと思います。普段あまりお見かけしない地域の方に来ていた

だけたことを何より嬉しく思いました。 

 初めてのことで来場者人数の予測がつかず、食べ物・飲み物が足りなかったり、会場が

狭かったり、etc・・・ご迷惑をおかけしたこともたくさんありました。何より、天候が心

配でしたが、大荒れもなく開催することが出来ました。帰りには“来年は○○を持ってき

てあげる”とか“○○を手伝ってあげる”などうれしい声もたくさんいただきました。 

これをきっかけに地域の繋がりがますます強くなることを期待し、地域づくりの拠点と

なるように努力していきたいと思います。 

【たくさんの人で溢れ返りました。】 【マジックショーに興味深々です】 
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夏休みチャレンジ教室 
                               大和地区公民館  

 
事業の目的  
夏休みに地域にある施設や公民館を拠点にして、異年齢の子どもたちのかかわりを通し

て、様々な活動に意欲的に取り組むことを目的としました。  
 

事業の概要  
地域の小学生を対象に、５事業を計画し、実施しました。  

  ○７月２７日（水）  粘土教室  
（オリジナル石けん作り）  

○７月２９日（金）  パン作り教室  
○８月４日（木）  ブルーベリー狩り体験  
○８月５日（金）  粘土教室  

（スイーツのストラップ作り）  
○８月１９日（金） 工作教室（ミニのれん作り）  

 
実施状況  

※実施日 ８月４日（木）１０：００～１２：００  
※場 所 いなばブルーベリーガーデン  

大和地区公民館  
※参加者 １３名  
＜ブルーベリー狩り＞  
 公民館から徒歩５分のところに、いなばブルーべ  
リーガーデンがあります。暑い中の戸外活動なので、    

熱中症にならないよう、帽子の着用や水分補給の飲  
物を持って、ブルーベリー園へ出かけました。  

いなばブルーベリーガーデンには、ハイブッシュ系、ラビットアイ系など２１種類の

ブルーベリーが栽培されています。大きさや色、味も様々で、園長さんから、品種の事

やおいしいブルーベリーの見分け方を教えていただき、広い園内を散策しながら、味く

らべを楽しみました。帰りには、冷凍ブルーベリーを使ったヨーグルトデザートもご馳

走になり、暑さを忘れて大喜びの子どもたちでした。  
 
＜デザート作りと試食・感想のまとめ＞  

公民館へ戻り、少し休憩してから、ブルーベリーなどの果物を使った簡単なお菓子作

りをしました。市販のパイシートに、生のブルーベリーやりんご、みかん缶をのせて焼

くフルーツパイに挑戦しました。そして、オーブンで焼いている間、ブルーベリー狩り

の感想を書きました。  
 

【粘土教室の様子】 

【大きなブルーベリーがとれたよ】 
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【感想の一部・・・】  
＊ブルーベリーはいろいろな味があり、とてもあまかったり、すっぱかったりして、

とても楽しかったです。夏の思い出として、心の中においておきたいです。  
＊ブルーベリーのでかいのと黒いのがうまかったです。そして一番でかいブルーベリ

ーは、２ｃｍぐらいの大きさでした。ぼくは、こんなでかいブルーベリーをはじめ

て見つけました。ぜんたいに黒いのがおいしかったです。６０こくらいたべました。 
 

感想を書いている間にパイもおいしそうに焼け、皆  
で試食しました。焼けたブルーベリーパイは、生や冷  
凍のものとは、また違った味が楽しめたようでした。  
子どもたちの感想は、写真を添えた冊子にまとめて、  

園長さんにお届けすると、「宝物です」と喜んでいただ  
きました。また、いなばブルーベリーガーデンのブログ  
に、元気な子どもたちの写真を載せていただきました。  

 
成果と課題、今後の方針等  
日にちを指定した単発の事業では、スポーツクラブ活動等もあり、子どもたちが参加し

にくい面がありますが、長期の休みに複数の事業を企画することで、興味のある事業を選

んで参加しやすい利点があると思います。このチャレンジ教室は、夏と冬に企画して６年

になりますが、マンネリにならないよう新しい事業を計画し、事業数を増やすなどして魅

力のあるチャレンジ教室になるよう心がけています。参加申し込みも多く、定員になる事

業が多いので、嬉しく思っています。  
保護者の方が一緒に参加される場合には、見守っていただき、なるべく自分の力で頑張

る事を意識づけたり、同じ材料を使って作る作品等は、色や素材などの種類を増やし、自

分の好きなものを選んで作る事で、オリジナリティーがあり、愛着の持てる作品になるよ

うに心がけています。  
少子化が進み、小さな地区でもあるので、子どもの数は年々減少していますが、小学校

区で参加を呼びかけたり、アンケートなどから、子どもたちの興味のある事業を計画して

力のある事業にしていきたいと思います。  
今回紹介したブルーベリー園は、公民館に隣接している絶好の環境にあり、こういう施

設を積極的に利用し、施設にかかわっておられる方々との交流を深めていきたいと思いま

す。また、単に施設利用だけにとどまらず、さらに活動が発展していく事業にしていきた

いと思います。  
 

 
 
 
 
 

【パン作り教室の様子】 【工作教室の様子】 

【どんなパイができるかな？】 

－４６－ 



『 ぶ ら ん こ 』 

もの作りの楽しさと昔ながらの日本の風習を体験しよう！ 

                             美穂地区公民館 

 

事業の目的 

青少年の週末の活動を地域で支援するため『ぶらんこ』と名づけ、知恵と工夫とたくま

しさを持つ子どもを育成し、地域の教育力の活性化と地域住民の交流を図ることを目的と

します。 

 

事業の概要 

少子高齢化が進み安心安全な地域づくりをめざして、美穂地区の青少年育成指導者会が

中心となって、人のつながりの大切さを確認しつつ、子どもと大人の交流を図り、さまざ

まな活動を通して、もの作りの楽しさ、達成した喜び、昔ながらの日本の風習を体験でき

るように取り組みました。 

 

実施状況 

 ○７月２日（土）  七夕 お茶体験と礼儀作法を学ぼう 

  於；美穂地区公民館  参加者；２０名 

七夕にちなんで部屋に赤い毛氈を敷き、お茶会らしく純和風にセッティングし、部屋

に入る時、履物のそろえ方、挨拶の仕方、ふすまの開け方、畳の上の歩き方の注意等々

学びながら赤い毛氈の上に座りました。 

指導者の方が、お茶をお釜の湯でたてていく姿を静か 

に見ながら、出されたお菓子(大皿に出された時、個人 

個人に出された時)の取りかた、お茶のいただき方、お茶 

のたて方等足のしびれを我慢しながら、普段とは違う昔 

ながらの日本の風習を体験しました。 

 

○７月２７日（水）夏休みの工作！作って遊ぼう～「きつつき」「くねくねブロック」～ 

   於；美穂地区公民館  参加者；３７名 

ものづくり道場指導者による、伝統ある木工おもちゃを、ドリルで穴を開け針金でス

プリングを作ったり、小さな角材をゴムひもを通したりして作りました。「きつつき」は

丸太に１本の細い棒を立て、スプリングの上にきつつきのシールを貼って、細い丸棒の

上から下まで降ろしていきます。「くねくねブロック」は、端を持って動かすとまるで蛇

のように動いて、「わー！すごい！」、「昔はこうして遊んでいたんだね」と感嘆していま

した。仕上げにサインペンでオリジナルの絵を描き、子どもらしい知恵と工夫を生かし、

ものづくりの楽しさ、達成した喜びを味わっていました。 

【お茶のたてかたは 
      こうですか？】 

－４７－ 



 

○８月６日（金）・７日（土）  わくわく体験と料理教室 

  於；美穂地区公民館  参加者；子ども２８名 大人３０名 (時間により増減あり) 

６日 17:00 集合 注意事項の説明・オリエンテーション 

   18:00 夕食の準備・会食 原始的な火起こし 

        飯盒でご飯炊き、カレーライスづくり 

   20:00 わくわくタイム  

紙芝居・ジャンボカルタ取り・花火大会 

     21:00 就寝 

  ７日  6:00 起床・ラジオ体操・朝食・自由遊び 

      9:30 料理教室～野菜中心の食育～ 

     11:30 解散  

  子ども達にとって、ハードなスケジュールとなりましたが、なかなかつかなかった昔

の火起こし、飯盒でのご飯炊き、自然災害を題材とした『津波だ！いなむらの火を消す

な』の危機迫る紙芝居、われ先にと頑張ったジャンボカルタ取りなど、いろいろな体験

を楽しんでいました。料理教室では地元の野菜を使い、指導者にいろいろな調理方法を

教えていただきました。子ども達は「嫌いな野菜も食べれた」と喜んでいました。 

 

○９月１６日（金）  中秋の名月！～音楽会～ 

於；美穂地区公民館  参加者；８７名 

多目的ホールを中秋の名月の宵らしく設定し、 

１部：尺八と琴の演奏 

２部：『MWS・ジョイフルＴ』による、リコーダー 

  キーボード、ミニドラム他を使っての演奏 

最後に“故郷”をみんなで合唱 

尺八と琴の演奏を初めて聞くという子どもたちが多く、静かに聞き入っていました。ま

たリコーダーによる演奏も知っている曲が多く、子どもも大人も口ずさみ、音楽会を参

加者全員で楽しみました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

参加した子ども・保護者にとっては、昔ながらの日本の風習を体験しながら、世代間交

流、幅広いふれあい、また、ものを作る楽しさ、達成した喜びを体験できたことは良かっ

たと思います。今後は美穂地区の自然環境・農村地域の特性を生かした継続的な事業を計

画し、明るい活力のある心豊かなまちづくりの一助となればと考えています。それには企

画・準備・広報に積極的に参加していただける保護者や協力者の育成が必要と思われます。 

【演奏を聞いている参加者】 

【飯盒でご飯が上手に炊けました】 

－４８－ 



元気がでるむらづくり 

～子ども達は我
おら

が村の力で育てよう～ 

東郷地区公民館 

事業の目的 
 青少年健全育成と世代間交流、伝統文化の継承を目的にして様々な事業を展開していま
す。子どもの数が減少する中、子ども達を、将来の東郷地区を担う「村の宝」として育て

ていこうという気運が高まっています。この機会を捉えて学校、地域、家庭が一体となり、

地区に伝わる行事、自然を生かした行事を次世代の子ども達に伝えていくことを目的とし

てそれぞれの事業を計画しました。  

 
事業の概要 
子ども達を中心として行う多くの事業の中でも、特に子ども会、老人会など地区の各団

体と協力しあい、準備から関わって頂き、たくさんの参加を頂いた「魚つかみ大会」「ミ

ニ門松づくり」「七草鳥追い行事とお正月遊び」の三つの事業です。 

 
実施状況 
○魚つかみ大会 

日にち：８月２５日（日） 

場 所：東郷小学校裏 有富川 

参加者数：子ども２６人 大人３６人  

合計６２人 

 

  東郷子ども会と連携をして夏休み最後の日に小学校裏の有富川で魚つかみ大会を行い

ました。 

  地区有志やＰＴＡの協力で四方を堰き止めた区画に２００匹のヤマメを放流しました。

ヤマメを追いかけ、ぬるぬるする感触を味わいながら、一緒になって泳いだり歓声をあ

げて大はしゃぎをしました。 

捕まえたヤマメは、季節の野菜と一緒に炭火で焼き、おにぎりとともにぱくつき、総

勢６０数名が時間を忘れて自然とのふれあいを楽しむことができました。 

 

 

○ミニ門松づくり 

日にち：１２月２５日（日） 

場 所：東郷地区公民館 

参加者数：子ども２７人 大人３６人 合計６３人 

  

東郷子ども会、老人会と連携してお正月前の日曜日に 

ミニ門松づくりに挑戦しました。 

  竹、松、葉ぼたん、南天などの材料を持ち寄り、老人 

 すばしっこいなあ～ 

【センスが光るわぁ】 

－４９－ 



クラブの指導で竹切りから組み立て、飾りつけまで、子 

どもも大人も夢中になって、２時間近くで仕上げました。 

「竹切りは初めての経験だったが面白かったし、今度は 

もっと飾りつけを工夫したい」などと新しい創作意欲を 

駆り立てられたようでした。 

 

○七草鳥追い行事とお正月遊び 

  日にち：１月８日（日） 

  場 所：東郷地区公民館 

  参加者数：子ども２６人 大人３６人 合計６２人 

 

毎年恒例の行事にしている七草鳥追い行事をメインに 

お正月行事を行いました。 

老人クラブの会長から伝統行事「鳥追い」「七草がゆ」 

の解説、しゃもじとすりこぎを使って「唐土の鳥が～♪」 

の掛け声に合わせて実演指導を受け、かわるがわる大勢 

が鳥追い行事を体験しました。 

炊き上がった七草がゆをいただいた後、お正月あそび 

のこま回しやメンコなどを教えてもらい、最後にこま回 

し選手権、けん玉、羽つき選手権を行い大変盛りあがり 

ました。 

 

 
 
 
 
 
 
成果課題、今後の方針 
 地域全体の輪が広がりつつあります。どの行事にも子どもだけでなく保護者、地域の
方々、又先生方などたくさんの方に参加いただき（小さい地区とは思えないほどの）大盛

況でした。 

 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と感じます。 

 また、活動後にとったアンケートの「楽しかった。嬉しかった。」という反応も今後の

励みにもなりました。 

子ども会が主体となってアイデアを出し、地域の協力を求めてより良い活動を行うこと

で地域が活性化していくと考えます。まずは、「連携」です。公民館の大きな仕事として

は、この橋渡し的な役割をいかにスムースに行うことができるかが、地域の力を高めるこ

とへのお手伝いと考えます。  

【七草なずなを揃えてほ～ほ♪】 

【しっかり握ってから！】 

【門松、おしえて～おしえて】 

【七草がゆ、おいしいね】 

－５０－ 



中学生のクレープ屋さん 
大正地区公民館  

 
事業の目的 
 中学生のクレープ屋さんは、地区公民館まつりのふれあいコーナーの中の一つのコーナ

ーで、中学生がお客さんとしてではなく、主体的に運営に参加することにより、異なる年

代の人と一緒に仕事をする体験をすることで、社会性を培いながら、地区の中で自分達の

若い力が必要とされていることを自覚し、今後も地区の事業に積極的に参加してくれる人

材を育成することを目的としています。  
 
事業の概要 
 中学生の参加は、昨年までは、公民館まつりの時に出たゴミを、会場の人に分別を呼び

掛け、回収するボランティアコーナーで、１０年程前から、子どもと大人のふれあい事業の

中の一つとして行っていました。当時は鳥取市のゴミの分別が始まった頃であり、たいへ

ん好評でした。  
近年は、生活の中にゴミの分別が定着していて、イベントでの声かけの必要も無くなっ

てきており、中学生の参加者も年々少なくなってきていました。  
 そこで今年は、中学生の自主性を尊重して、地区  
の人にも喜ばれ、公民館まつりも盛り上げられる新  
しい企画にするため、構想の段階から中学生や保護  
者の方に会議に入ってもらいました。  
 
実施状況 
 ○１０月１４日（金）第１回打ち合わせ会 

        （於：大正地区公民館） 

  中学生、保護者、青少年育成協議会の役員 

 で初顔合わせをし、メニューを決めました。 

  クレープ、カレーライス、オムライスなど、 

 チャレンジしたいメニューをいくつか出し、 

その中で、具体的に実施可能かどうかを話し 

合い、メニューをクレープに決定しました。 

 ○１０月２９日（土）第２回打ち合わせ会 

        （於：大正地区公民館） 

  中学生、保護者等で、プロのコックさんを 

 迎え、クレープの焼き方や生クリームの作り 

 方の指導をしていただき、本番を想定して試  
作をしました。  
クレープに生クリームと、チョコレート・バナナクリーム、フルーツをたっぷり包み

込んだもの等、何種類か試作しましたが、どれも本格的なクレープに仕上がりました。 
やはり、プロの技はすごいものだと、中学生もたいへん感激していました。  

【
メ
ニ
ュ
ー
は 

ク
レ
ー
プ
に
決
ま
り
！
】 

【プロの技を習得中！う～ん難しい！！】 

－５１－ 



 ○１０月３０日（日）公民館まつり〔当日〕 

        （於：大正小学校体育館） 

  子ども（中学生１５人）も大人も全員で力 

 を合わせて実施。 

  お店の看板も手作りし、卓球台にビニール 

 のテーブルクロスを掛けて出来た即席のカウ  
 ンターに、出来上がったクレープを工夫しな  
 がらきれいに並べて開店、会場には｢おいしい  
 クレープはいかがですか！｣｢ありがとうござ  
 いました！｣等、元気な声が響きました。  
  お客様への接し方も上手で、見ていてとても  
 気持が良いものでした。 

  会場で食べられる方には、紙に包んだものを、 

 持ち帰られる方には、それをさらにナイロンパ 

 ックに入れて渡しました。 

  お客様から、「たいへんおいしい！」とお褒め 

 の言葉をいただいた子ども達の笑顔は、ちょっぴ 

 り得意そうで微笑ましいものでした。 

行列ができるほど大好評で、全部で２００食用 

意しましたが、アッという間に終了しました。 

  中学生も構想の段階から参加し、たいへん忙 

 しかったと思いますが、達成感があったようで、 

 後片付けも楽しそうに取り組んでいました。 

  ｢来年も頑張るぞ｣と言ってくれた中学生もいて、 

 たいへん嬉しく、心強く感じました。 

  

成果と課題、今後の方針等 
 今までの事業は、大人の立場・目線で企画しており、大げさに言えば、中学生にとって

は、押し付けられたものに感じていたと思います。  
 今回は、中学生が自分達で考えた企画であり、部活等で忙しい中でありながらも、意欲

的に熱心に取り組んでいました。  
 成果としては、子ども達のやる気や充実感を高めることに繋がったことと確信していま

す。  
課題は、部活や塾で忙しく、地域活動に参加するゆとりや意欲が無い為か、まだまだ参

加者が少ないことです。  
 今後は、他の事業にも共通するのですが、何よりも子ども達のやる気の芽を育て、地域

参加への動機付けにつながるよう工夫することが重要です。  
彼らから力強い知力、体力、精神力等を分けてもらうことで、地区全体の活力も高まり、

将来への展望が開けることと考えます。  

【おいしく！ 
おいしく！ 

  おいしくな～れ！】 

【クレープ屋さんのスタッフ全員集合！】 

－５２－ 



      年末の宅配ボランティア～お餅の宅配～ 

                             豊実地区公民館 

 

事業の目的 

毎年おこなっている年末の宅配ボランティアは、手作りの品を地区の独り暮らし・寝た

きりの老人宅へ届けて僅かでも温かい心にふれた年末年始を過ごしていただくこと、また

人の為に奉仕するボランティア精神の育成と交流をとおして親睦を高めるなど、地区全体

の心と心の繋がりの強化を目的としています。 

 

事業の概要 

今年度は、例年の手作り「花かごの宅配」を変更して、豊実地区初めての「お餅つき」

をおこない、その後、独り暮らし・寝たきりの老人宅へメッセージ付きの「お餅の宅配」

をします。また、この一連の事業に初めての試みとして、冬休み中の子どもたちへボラン

ティアとして参加者を募り、お餅つき体験、地区の大人との関わりや友達との交流、お年

寄りへの思いやりの心に触れてもうことに努めます。 

 

実施状況 

○ １２月２６日（月）前日準備。当日参加出来ない方が自主的にお餅つきをおこなう公

民館テラスの雪かきをしてくださいました。もち米、お餅つきの機材の搬入、材料買

出し、お米とぎ・水に浸しておくなどの下ごしらえをしました。  

 

○ １２月２７日（火）   

   場所：公民館テラス、調理室、研修室 

時間：８：００～１３：００ 

ボランティア参加人数：１９人 

小学生参加人数：１７人 

独り暮らし・寝たきり老人宅数：２１人 

お餅の分量：２升×６臼    

  

 

朝から釜を薪で焚き、蒸篭を乗せてもち米を蒸しま

した。その後、子どもと大人がかわるがわる杵でお

餅つきをしました。出来たてのお餅を子ども達が丸

めてくれました。 

子どもたちの手つきや笑顔には、つきたてのお餅の

温度、感触の他に協働の楽しさもうかがえました。

【よいっしょ！】 

【丸まるもりもり♪】 

－５３－ 



その後、あんこもちときな粉もちにしてもらった

お餅をパッケージに詰めて上にメッセージを貼り

ました。 

 ひと段落着くと、お昼の会食に参加者全員で楽

しくお餅をいただき、民生委員さんに独居・独り

暮らしの老人へ宅配していただきました。 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 豊実地区は大半が農家で、自宅でお餅をつくる家庭が多いせいか「お餅つき」を地区・

公民館含めてこれまで一度も行われていませんでした。地区内の方から「もち米を提供す

るから、年末の宅配をお餅にしてはどうか？」と提案があり「是非、やりましょう！」と

即決しました。 

初めて行った「お餅の宅配」は、お餅つきの経験者がたくさんおられて、計画や準備段階

もスムーズに行い、もち米の提供、器材も地元の方に快

く貸していただいたりと住民の支援、協力があり無事に

終えることが出来ました。子どもたちの中には毎年家で

お手伝いしている子もいますが、自分たちが協力して丸

めたおもちが、地区の独り暮らし老人・寝たきり老人宅

で味わっていただけると思うとより引き締まったものが

心にあったと思います。 

 

日本伝統行事であり、ものづくりにもボランティア精神にも繋がった「お餅の宅配」は、

大変好評で参加・協力いただいた男性側からも「またやりたい！やろう！」というリクエ

ストの声がたくさん上がりました。できれば年末恒例にして欲しいとの要望もありました。

これを機に毎年、秋におこなう地区のまつりにも組み込まれそうな勢いです。 

 

ただ、おもちは喉に詰めてしまうという危険性を拭えない

わけではなく、手作りの年越しうどん、年越しそばなど、今

後まだまだ改善、展開していく可能性はありそうです。子ど

もたちも出来れば、民生委員さんと一緒に老人宅へ行き、笑

顔で手渡してくれるともっと素敵な事業になるのではないか

と思いました。住民の要望や受け取っていただくお年寄りの

希望にも耳を傾けながら、心の絆が強く広がる豊実をめざし

て、臨機応変に対応対処していこうと考えています。 

【みんなで食べるとおいしいね！】 

  【せいろで蒸し中】 

 【喜んでもらえますようにー 】 

－５４－ 



やまめのつかみどり 

明治地区公民館  

 

事業の目的 

明治の恵まれた自然とのふれあいを通して、子どもの心と体の健全な育成と地域の方と

の交流を深める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、青少年育成協議会・社会福祉協議会と共催

で、平成２０年より｢やまめのつかみどり｣を毎年実施しています。  

明治地区を流れる野坂川で実施予定ですが、雨天の場合は、明治地区公民館駐車場にて

簡易プールを設置し実施しています。  

 

実施状況 

○日 時 ７月１０日（日） １０時  ～  １２時３０分  
○場 所 明治地区公民館駐車場   

○参加者 ８５名  
（子ども２７名・保護者他ボランティア５８名）  

今年は、台風の影響で数日前より川の水量が増したため、川でつかみ取りをすること

はできませんでした。前日より区長会・消防団・子ども会など地域の方々にご協力いた

だき、テントを張り、机とイスと養生シートを使い明治地区公民館駐車場に簡易プール

を設置しました。プールに入れる水は、谷水を引き循環するようにもしました。  

当日、子どもたちはプールに入ると、所狭しとやまめを夢中になって追いかけました。  
大人の方もつかみ取りに参加し、子どもと一緒に楽しみました。  
その後、ボランティアの方にご協力いただいて、やまめを串にさし U 字型のコンクリ

ートの上に網をのせ、塩焼きにしていただきました。  
炭火で焼いたやまめは、とても美味しくて子どもたちも大人の方にも大変好評でした。 

 

 
 
 

 
 
 

 【手作りの簡易プール】 【ほら・・・見てとれたよ 】 

－５５－ 



【川でやまめを探しているところ】 

 

成果と課題、今後の方針等 

今年は、簡易プールでのつかみどり体験でしたが、やまめの塩焼きもありとても好評で

した。プールを身近なものでつくり、恵まれた自然の谷水を使うなどして、子どもたちに

工夫することのすばらしさも感じてもらえる良い体験ができたと思います。 

平成２０年より実施していますが、どうしても外での事業ということで天候に左右され

てしまうことがあります。 

プールも楽しいのですが、できることなら昨年小原集落の前の川原で実施したように、

川での経験をさせてあげたいと思います。普段経験の少なくなっている川でのつかみ取り

は、川の冷たさや心地よさ、深さや流れの速さを、自分の肌で感じとり自然に親しむこと

ができるからです。 

子どもよりも大人の方が真剣になってやまめを追いかける姿もあり、世代間を越え心に

残る楽しい夏の思いでとなりました。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
現在、明治地区では少子高齢化・そして小学校校区も明治小と世紀小の２つに分かれて

いることもあり、幅広い世代の方に事業に参加していただきたいと考えています。子ども

とお年よりの方との交流は以前よりありますが、その中間の世代の方にもっと参加してい

ただきたく、昨年より消防団の方にもボランティアとして参加していただいています。公

民館で事業をすることは、集落を越え世代を越え、お互いの交流を深めるためにも郷づく

りを進めていくうえで大切なことだと考えます。  
これからも、一人でも多くの方に参加していただき、ご協力をしていただきながら、人

と人とののふれあいを深め、明治を盛り上げていきたいと思います。  

やまめのつかみ取りは、これからも続けていきたい明治の一押しの事業です。  

【お父さん、そこにいるかな？  

ちょっと・・・待ってよ】

－５６－ 



【館庭の生垣を剪定中】 

環境美化と手作り体験 

松保地区公民館 

 

事業目的 

地区公民館は近年老朽化が進み、調理室をはじめとして、ともすれば若い人に敬遠され

がちではとの観点から公民館周辺の美化活動に力をいれ、いつ来館しても古いわりに小奇

麗だと感じてもらえるよう心がけています。また、地域の方からの声を聞き体験をとおし

て交流を広めています。 

 

事業の概要 

年６回の美化活動と地域の方が得意としていることをサポートしながら講師をお願いし

「体験」と銘打っていろいろな事業を開催しています。 

 

実施状況 

＊環境美化活動 

○５月２日・７月２５日・９月１２日・１２月４日 館庭作業 

○９月６日・３月予定 ごきぶり団子作り 

職員、地域のボランティア、公民館近所のこどもと保護者、長生会の方々等いろいろ

な団体といっしょに公民館周辺の剪定・除草作業を行いました。 

また、ごきぶり団子を地域の皆さんと作り、公民館内の衛生面で好評を得ています。

（調理室に出ていたごきぶりもいなくなったようです。）約半年に１回ペースで作ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊手作り体験 

○５月１７日 たたみのヘリバック作り  ○６月７日 かま焼き作り 

○６月１４日 エプロン作り       ○６月２４日 リンゴケーキ作り 

○１０月１１日 がま口ポーチ作り    ○１１月１８日 割烹着作り 

○１１月２１日 こんにゃく作り     ○１２月７日 クリスマスフラワーアレンジ 

今年度は、ミシンを使った事業を３回、地元に伝わる菓子作り等地域の方からのリク

エストを優先し事業を計画しました。「ミシンが家にあるけど長いこと使ってないだが」

【ごきぶり団子作り】 

－５７－ 



と言われ、ミシンの体験学習として、最近流行りのたたみのヘリバック作り、エプロン

作り、冬に向けて割烹着を縫いました。講師はそれぞれに地域の方にお願いし、時間内

に作れるよう工夫をしていただきオリジナルの作品を作りました。また、パン教室の先

生にケーキを教えていただいたり、料理好きな方にはかま焼きやこんにゃく作りを教え

ていただき、講師が先生だったり生徒だったりと和やかな事業の展開となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

公民館へ来館される方から、「庭がすっきりした」「いつも調理室が片付けてあって気持

ちいい」等々の声をいただき、いつでも気軽に来館してもらえる公民館として今後の清掃

にも力をいれていきたいと思います。 

地域で活動していくにあたり、公民館が個人の趣味・特技を生かした学習の場として、

また新たな出会いの場としてサポートできるよう実践していきたいと思います。 

【かま焼き作り】 

【りんごがたくさん入ったケーキ】 

【たたみのヘリバック作り】 

【エプロン作り】 

ミシンの調整に業者に

きてもらいました。 

あとは本人の技術にま

かせて・・ 

懐かしいかま焼きも人によって作り方

が微妙に違いますが、みんなで作るの

が楽しいですね。 

地域の方が講師なので、お友達み

たいに教えていただきました。 

－５８－ 



菱
ひし

の実料理教室と畳の花台作り 

                         湖南地区公民館・大郷会館 

 

事業の目的 

地域の文化や歴史などを、事業を通して改めてその良さを再確認、再発見し、また地域

の活性化につながるよう人材育成を図るとともに地域内外の交流を深める。 

 

事業の概要 

○湖山池で大量発生する菱の駆除のため鳥取県日本調理技能士会が考案された「厄介御

膳」を、地元への宣伝も兼ねて「菱の実料理教室」をしました。参加者は、「厄介御膳」

の中の２、３品を作りながら教わりました。 

○公民館事業としては初めての「畳の花台作り」をしました。畳を花台に再利用するこ

とで、畳の良さを再認識すると共に地域活性化のための人材活用という観点から、地

域の畳屋さんを講師に招き、手順を教わりながら作りました。 

 

実施状況 

○５月１７日（火） 「菱の実料理教室」 

  場 所：湖南地区公民館 

参加者：３９名 

 

 ・鳥取県日本調理技能士会に所属している地 

  元の旅館の方をはじめ４名の会員の方にご 

  指導をいただきながら「厄介御膳」の中の 

  小鉢２、３品をレシピに添って作りました。 

 ・調理室内はたくさんの参加者で溢れていま 

  したが、見学する人は作業の邪魔にならな 

いようまわりからメモを取りながら教わっ 

ていました。 

・調理技能士会で事前に準備された料理に、 

参加者たちで作った品を加えて完成した 

「厄介御膳」を、みんなが一人前ずついた 

だきました。 

 ・年配の方たちは「菱の実を、昔はよく湖山 

池で採って食べてたなぁ」と懐かしそうに 

話をしながら親睦を深めていました。 

 

【真剣に取り組む参加者たち】 

【厄介御膳を試食し満足そう】 

－５９－ 



○９月２７日（火） 「畳の花台作り」 

  場 所：湖南地区公民館 

参加者：１２名 

 

 ・最初に、自分で作る好みの色や柄の縁と畳 

を選び、講師より道具の使い方と作る工程 

を教わりました。 

・まずベースとなる板に畳の生地を貼り、裏 

 に別の板を貼りました。 

・次に畳の両端の縁を取り付けました。 

 ・最後に取り付けた縁の端を折りたたんで、 

専用のホッチキスで留めて完成です。 

 ・作業がひとりではなかなかうまくいかない 

時はお互いに協力しあって進めました。 

 ・道具の扱いにも慣れ、貼り付けのコツもつ 

かみ、みんなが素晴らしい物が出来ました。 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

地元湖山池に大量発生した菱を活用するために、考案された料理を地域の方にも広めよ

うと料理教室を計画しました。参加者は旅館関係者が多く、一般家庭の食卓に上るにはも

う少し時間がかかりそうです。 

しかし、今回、菱の実をはじめ、他の食材においてもいろんな使い方（調理法）が出来

ることを講師陣から教わり、また作業しながら参加者同士の交流ができ、たいへん有意義

な料理教室だったと思います。 

今回は「菱の実料理（厄介御膳）」を広めるため、どちらかというと調理よりも試食が中

心となったのですが、プロの味も楽しめるとあってとても好評でした。公民館としても地

元の新たな名物料理として浸透するにはどうすればよいか、今後の取り組みの課題とした

いと思います。 

「畳の花台作り」は、公民館で行う初めての事業でした。講師が地元の畳屋さんという

こともあり、和やかな雰囲気の中、参加者は完成を楽しみに頑張っていました。 

とりかかってみると思ったよりも難しかったですが、多少の失敗を繰り返しながらも自

分で作った作品だけあって、完成にはみんなが満足そうでした。また、今回、畳には縁や

生地にもいろいろな種類があり、畳を敷く場所によって柄を選び、部屋に合った畳を作っ

ているということも教えていただき、大変勉強になりました。 

 今後も地元地域の人材発掘と共に、特性を生かした事業を計画していきたいと思います。 

【初めての作業に力も入ります】 

【オリジナル作品の完成です】 

－６０－ 



大人の社会科見学 

                             末恒地区公民館 

 

事業の目的 

“安心安全で住みやすいまちづくり”を実現するため、人権に対する正しい理解と啓発

に努めることを目的としました。  

 

事業の概要 

大人の社会科見学として矯正施設や福祉施設などを訪問する人権学習と、現地での手作

り体験や地域学習を行う体験学習とを合わせてを行いました。 

 

実施状況 

①７月１１日（月）午前８時４５分～午後４時(参加者１７名) 

・9:00～10:00 湖山池にてジオ学習 

 地域の方を講師に水質及び生物の生態について学びま 

した。 

 

  ・10:15～13:00 高路そば道場にて体験 

    本格的に一から教えていただき手打ちそばを作り昼食と 

していただきました。 

 

・13:20～15:30 鳥取刑務所 

  刑務所内を見学し所長さんより受刑者の実状（罪を 

 犯す社会的要因、受刑中の状況、出所後の生き方等） 

 を聞きました。 

 ★参加者の感想★ 

  刑務所は個人的には入る事が出来ない場所でこんな 

 社会もあるのだと感じ、子供たち家族にも聞かせたい 

 と思いました。受刑者の高齢者問題は考えさせられま

した。高路そば道場は休耕地利用の地元のそばという事、初めての経験でもありとて

も楽しく又おいしかったです。 

②１１月２２日（火）午前９時２０分～午後２時３０分 

(参加者１６名) 

・9:35～11:10 福祉サービス事業「さくら工房」施設見学 

   施設内のバイオディーゼル作業所や工房のお菓子･石 

  鹸･布ぞうり･エコタワシ等の製品を見学し所長さんより 

  精神障害者の社会参加についてお話を聞きました。 

【鳥取刑務所にて】 

【湖山池にて】 

【そば道場にて】 

【さくら工房にて】 

－6１－ 



 

  ・11:20～13:30 あおや和紙工房にて体験 

（紙すきとランプ作り） 

和紙に関するお話を聞いてからランプ用の薄い 

和紙を手解きを受けながら模様入れをして作りま 

した。自分のすいた和紙で身近なザルや花台など 

使いオリジナルランプを作りました。 

 

  ・13:40～14:10 山根和紙資料館見学 

全国的にもめずらしい和紙の資料館で資料書籍が数多く展示されている廃校

利用の施設を見学しました。 

 

★参加者の感想★ 

        さくら工房の作業はいろいろ工夫されていて障害のある人が働かれる事業につい 

て理解ができました。又障害のある方についての説明もあり勉強になりました。お 

話を聞いて本当にいろいろな人に支えられている自分がいると思いました。 

和紙工房では紙の材料についてや紙づくりに携わった人々の歴史の話しを聞き、 

紙すきでは色々な表情を出す事も出来ました。作る時はどうなるかと思いましたが 

世界で一つしかないランプ作品が出来上がって心の中もあたたかくなりました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

＊成果と課題＊ 

人権事業は難しく思われ敬遠されがちな点もあり、体験学習と一緒に組む事でより多

くの方に関心を持ち参加していただきたいと事業を企画しました。事業後のアンケート

では「とても考えさせられました。楽しかった。一人では経験できない事を勉強できま

した。」との声もあり有意義な時間を過ごしていただいたと思います。しかし体験内容・

施設の受容人数等制限のある場合も考慮し、企画する時点で目的にあった事業計画を立

てるのが大事だと思います。 

 

＊方針＊ 

     一人でも多くの地域の方に『人権』に対する正しい理解と、自分自身の問題としてと

らまえてもらえる様にあらゆる機会を通して啓発していきたいと思います。 

 

【あおや和紙工房にて】 

－６２－ 



【撮影会出初め式の様子】 

【子どもならではの目線で撮影していました】 
【撮影途中、桑の実を発見！！ 
食べれることを教わり、試食中♪】

ワクワク☆２３ ～フォト・カルキッズ・五七五～ 

                             湖山地区公民館 

 

事業の目的 

公民館教養講座として２３年度４月に発足したフォト・カル倶楽部さんと、子ども達と

湖山俳句会の方々とのコラボレーション企画で、偶然なる感動を探し求めて、美しい自然

を写し『写真』を媒体として人の絆を深め、更に、すべての生物と共生することを学ぶ目

的で実施しました。 

 

事業の概要 

「撮る・出会える・学べる・見せる・健康増進・

地域まちづくり貢献」を活動の目的に発足したフォ 

ト・カル倶楽部の皆さんと６月湖山池青島公園へ撮

影会に出かけ、その写真を見て俳句をつける企画を

１０月に実施しました。 

 

実施状況 

○６月１９日（日）「ワクワク☆２３  

フォト・カルキッズⅠ～湖山を撮ろう！～」 

  於；湖山池青島公園  参加者；１８名 

講師；湖山地区公民館教養講座 フォト・カル倶楽部さん 

 今年度からは『子どもと大人のふれあい事業』の名にふさわしい取組を実地しよう

と『親子で参加』を呼びかけました。 

  天候にも恵まれた当日は、活動場所を青島に移して撮影しました。 

「写真を撮るのって楽しいんだね」という嬉しい声が多く聞かれ、撮影後、データを

個人別に整理し、後日五七五を考える企画があることを伝えて、プリントしたものを

個々に渡しました。 

 

 

 

 

 

 

－６３－ 



【五七五を考える様子】

【目の前を横切るヘビの写真を詠んだ句】 

【ネタさがし！整いました？】 

○１０月２９日（土）「ワクワク☆２３ フォト・

カルキッズⅡ～五七五に挑戦！～」 

於；湖山地区公民館  参加者；１６名 

講師；湖山地区公民館教養講座 湖山俳句会さん、

フォト・カル倶楽部さん 

第１弾でお世話になったフォト・カル倶楽部のみ

なさんや、湖山俳句会の方々にも呼びかけて、６

月に子ども達が撮影した写真に五七五を融合させる作業に挑戦しました。 

始めは、何をどうしていいのか戸惑う子どもも居ましたが、一つ「句」が出来ると、

テンポ良く五七五が浮かんできた様で、次から次へと作品が出来ました。 

出来た作品は全て額に入れ、１１月に行われた地区文化祭に出展しました。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等  

参加した子ども達からは「写真を撮るってこんなに楽しいと思わなかった」と声が多く

あり、また大人の方からは「子どもの目線や感性には勉強させられる事がたくさんある」

と、それぞれに色々な発見がありました。月を改めての五七五に挑戦では、自分自身や他

者の撮影した写真から句を詠む作業は、今までにないフォト・カル倶楽部・湖山俳句会・

公民館事業とのコラボレーションで撮る者、見る者それぞれが共感して感動できて有意義

な時間をもつ事が出来ました。見過ごしがちな事ですが「写真を撮る」「句を考える」こと

により、自然に対して興味を持つ事や、何気ない風景でも魅力ある場所がたくさんありそ

れを守ることを学ぶ意義があったと思います。  

今年度は「子どもと大人のふれあい事業」の名にふさわしく「特に親子での参加」を１

年をかけて呼びかけ、事業を遂行してきましたが、現在の子ども達に自由な時間が少ない

事や、毎回参加者が少なく動員が難しい事等、出来るだけ親子で参加してもらえるように

来年度以降、計画・立案をすること、又自然と人との共生・環境保護等の理解まで発展す

ればと、願っています。 

「 

も
ん
く
あ
る 

こ
こ
は
公
園 

わ
て
市
民 

」 

－６４－ 



湖山池を知ろう 
              湖山西地区公民館 

事業の目的 
 山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定されましたが、その中には湖山池も含

まれます。このことを地元住民の方にもっと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ですが、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、季節毎にできることから取り組みました。 

 

事業の概要 
 『湖山池を知ろう①～④』と題し、７月･９月･１０月･２月と季節毎に特徴ある内容

で取組み、湖山池に関連する事を楽しみながら学習し・料理講習等も行いました。 

 

実施状況 
 ◆湖山池を知ろう① うなぎ料理教室 

７月９日（土）９:３０～１２:３０  参加者 大人１８名／小人１９名 

星見館長から『湖山池八宝』について説明を受けました。その中の１つ“うなぎ”

を食べてみようと、湖山池漁協から湖山池のうなぎを購入し、調理師の田中哲也氏

の指導により、さばきから焼きまでを教わり、漁協の組合長さんに作っていただい

た“たれ”を使用し、うなぎの蒲焼きに挑戦しました。大人が作った蒲焼きを使っ

て子ども達が、寺脇由美子先生に教わりながら『うまき・酢の物・うなぎめし』を

作ってくれました。ほぼ全員の方から「湖山池のうなぎを食べたのは今回が初めて

だったけど、とてもおいしかったです。」という声をいただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆湖山池を知ろう② カヌー体験教室 

  ９月４日（日）９：３０～１２：００  参加者 大人１７名／小人１８名 

  カヌーの体験教室を開催し、湖山池からみる湖山西地区・石がまの見学・池の散
策と、少しちがった学習の方法で湖山池を知ろうと計画をしましたが、台風の影響
でカヌー体験ができませんでした。しかし、地区体育館でレクリエーションを交え
ながら、湖山池や周辺に関する事・民話に因んだ事などを教わりながらクイズ大会
を行い、参加者全員で学習会を行いました。その後はバーベキューを楽しみました。
このバーベキューでも、湖山池で獲れるテナガエビを焼いて食べたかったのですが
今年は不漁ということで、残念ながら味わう事ができませんでした。 

【  湖山池クイズ  ？？】  
・湖山池に住んでる生き物で
『湖山池八宝』といわれてい
る物が八つあります。  
あと一つは何？  
コイ・フナ・セイゴ (スズキ )
ウナギ・シラウオ・ワカサギ
ヌカエビ (ニホンイサザアミ )  
ヒント：答えは下の文章の中
    にあります  

【焼きの前の串刺し 

慎重に挑戦中!!】 

【子ども達が“うまき”に挑戦中!】

－６５－ 



 ◆湖山池を知ろう③ 湖山あおぞら市に参加しよう 

  １１月３日（木）９：３０～１２：００  参加者 大人１７名／小人１５名 

  湖山池周辺で開催された、『湖山あおぞら市』に参

加しました。その催物の中で小型船に乗り湖山池の周

遊をする事ができたので、参加者全員数回に分けて乗

船しました。船の上では説明を聞きながら、約３０分

間の周遊をしました。島巡り・石がま見学・湖上の絶

景ポイントからの景色・池水の汚れ状態を実見等、参

加者全員初めての体験に様々な反応があり、楽しく貴

重な時間を過ごしました。その後は、各自でそれぞれ 

テントの出店・イベントを楽しみました。 

 

◆湖山池を知ろう④ 寒ブナ料理教室 

 ２月２２日（水）９：３０～１２：００  参加者  大人１５名  

 湖山池では、毎年２月～３月にかけて『石がま漁』が行わ

れます。現在、三津地区で漁を行っている石がまが４基あり

ます。石がま漁を見学し、獲れた寒ブナの料理法を地元の方

に教わり試食会を開催したかったが、石がま漁は天候に左右

され、間際まで漁の日が決まらないため、公民館の事業とし

ては前もって日程が決まらないと、実際には石がま漁の見学は難

しいので、湖山池で獲れた寒ブナを使って、料理教室を行いまし

た。フナの子まぶり,味噌汁,寒露煮の３品を作りましたが参加者

の方は「面倒だと思って料理しなかったが、食べてみると美味し

いし、家からも今後は作ってみたい」と声をいただきました。  

試食会の時には、石がま漁の様子をビデオ視聴しながら、星見館 

長より『石がまのしくみや湖山池について』説明を受け学習しました。 

 

成果と課題、今後の方針等 
 天候に左右され予定通りにいかなかった事業もありましたが、参加者の多くの方が

「初めて知りました。」「初めて体験しました。」と言って下さったので、事業を実施し

て少しは湖山池の事を知っていただける機会を持つことができ良かったと思いました。

特に親子の参加も多かったので、親の世代から子の世代へと受け継がれること・意識

改革ができれば良いと思いました。 

 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取り組んでいて座

学や野外学習・地区めぐりウォーク・クイズ等で学習・お知らせする機会を企画して

この１年間で地区の皆さまには多数参加していただきましたが、地区民全体の数から

見るとまだまだだったように思います。 

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と思っています。 

“湖山池周遊に行ってきま～す!  ” 

【天候にも恵まれ ワクワク…】 

【石がま漁と水揚げ】 

－６６－ 



かろっこ夏まつり 

～みんなでやりたいことを企画、実行してみよう～ 

                             賀露地区公民館 

 

事業の目的 

子ども主導型の事業を行い、子どもの自主性や責任感を養い、また達成感を味わうとと

もに、他学年の子どもとのかかわりの中で、お互いを思いやる心を育てることを目的とし

ます。 

 

事業の概要 

子どもたちの意思を尊重し「やりたい！やってみたい！！」ことを事業内容に反映させ

ました。小学生を対象に実行委員を募り、企画会議、準備を進め実施し、職員や地域ボラ

ンティア等大人は子どもを応援、見守る立場でかかわりました。 

 

実施状況 

■企画会議 ８月１０・１１日 

参加者：実行委員（小学５・６年生）７名  公民館職員１名 

自分たちがやってみたいことについて話し合いました。そしてお化け屋敷迷路、水あそ

び、クイズラリー、カップ寿司づくりをすることに決まり、実行委員の子どもたちはお

化け屋敷迷路とクイズラリーを担当することになりました。 

 

■準備（お化け屋敷迷路製作） ８月１７～１９日 

参加者：実行委員７名  大人３名 

 実行委員の子どもたちがインターネットで調べてきた

“新聞紙で作る迷路”をもとに、お化け屋敷迷路の製作

をしました。大会議室の天井に碁盤

の目のように荷造り紐を張りめぐら

し、その下に新聞紙をセロテープでぶら下げていくという方法で、

３日間かけ迷路を完成させました。さらにダンボールで作ったお墓

や笹の葉をディスプレイしたり、効果音のＣＤを作成したりと、子

どもたちは次々にアイディアを出し、楽しそうに準備を進めていき

ました。 

 

■『かろっこ夏まつり』８月２３日 １０：００～１４：００ 

参加者：小学生（実行委員含め）３３名   

大人７名（公民館職員・地域ボランティア） 

新聞紙を使って巨大迷路、完成！

－６７－ 



 最初に縦割り班で館内クイズラリーをしました。『館長さんと腕相撲

をしよう』『班全員で長縄 10 回跳ぼう』などのミッションをクリア

しながら、各部屋をめぐります。子どもたちは普段なかなか遊ぶ機

会のない他学年の友だちと協力しながら楽しんでいました。 

 その後はお化け屋敷迷路、水遊び、体育館遊び、カップ寿司のブ

ースをそれぞれで自由に行き来し、思いっきり遊びました。特に実

行委員が担当した“お化け屋敷迷路”は子どもたちに大人気でした。お化け役の実行委

員におどかされ悲鳴をあげながらも、子どもたちは楽しそう 

に何度も迷路に入っていました。お昼になると子どもたちと地域の

ボランティアが準備した寿司飯に、各自が様々な具材をトッピング

して作るカップ寿司やかき氷でお腹を満たしました。 

 実行委員は大がかりな部屋の片付けから床磨きまで、責任を持っ

て最後までやり通しました。 

 

■感想 

 準備はたくさんあり、とても大変でしたがやりがいがあ

りました。すごく疲れましたが、終わったときの達成感は

大きかったです。（実行委員 ６年生） 

 お化け迷路が楽しくて何度も入りました。来年は実行委

員をして自分で作ってみたいです。（参加者 ４年生） 

 

成果と課題、今後の方針等 

 子どもたちが、自分たちでやりたいことを企画することで、

準備から片付けまで意欲的に取り組むことができたようです。

さらにほかの参加者から「楽しかった」と言ってもらえたこと

で、実行委員の子どもたちは大きな達成感を得られたと思いま

す。そのような実行委員の姿に憧れ、下級生の中には「来年は

自分たちが実行委員をしてみたい」と目標を持った子どももい

たようです。始終大人に指示や注意されることなく、子どもたちはお互いに順番やルール

を守り、時には注意し合いながら、遊びを存分に楽しんでいました。 

今回体験したことが少しでも子どもたちの日常に生かされ、

様々なことに意欲的に取り組む“かろっ子”に育ってくれれば

と願っています。この事業を継続させ、子どもたちが企画した

事業を町民の方にも参加していただける形へと発展させ、もっ

と広く、地域の子どもと大人がふれあう事業にしていきたいと 

思います。 

あー、こわかった

うらめしや～～ 

後片付けもきちんとこなす 

実行委員

カップ寿司はあっと言う間に

みんなで完食 

 

水遊びとシャボン玉遊び 

－６８－ 



千代水のＥＣＯ活動 

                               千代水地区公民館 

 

事業の目的 

 ３Ｒの考え方を広く皆さんに知ってもらおうと千代水地区公民館でもその取り組みとし

て、エコにつながる事業を実施しました。 

         １．Ｒｅｄｕｃｅ(リデュース)減らす：ごみの発生抑制 

 ※ ３Ｒとは？  ２．Ｒｅｕｓｅ(リユース)繰り返し使う：再利用 

         ３．Ｒｅｃｙｃｌｅ(リサイクル)再資源化：ごみの再生利用 

 

事業の概要 

公民館が中心となり、紙の上手な活用法として「牛乳パックでイス作り」や「牛乳パッ

クでペン立て作り」を、古布を再利用して「健康布ぞうり作り」王冠を再利用して「ナベ

敷き作り」を実施しました。 

 

実施状況 

○６月２７日（水）人権啓発事業・女性教室 

「牛乳パックでイス作り」１０：００～１２：００ 

場  所：千代水地区公民館  参加者：１７名  

 ○６月２７日（水）人権啓発事業・女性教室 

「牛乳パックでイス作り」１３：００～１４：３０ 

場  所：千代水地区公民館 参加者：１０名（合計２７名） 

 乾いた１リットルの牛乳パックと古布を使ってイス作り 

に挑戦しました。まず、牛乳パックを切り開き三角形に折 

るなどし、それを９個作って丸くつなぎ固定しました。そ 

の三角形の中に新聞紙を詰め、円になった牛乳パックの上 

下に型どった段ボ－ルの蓋をボンドでくっつけ、古布カバ 

ーをして完成させました。参加者は「牛乳パックを三角形に 

折るのが難しかった。」「家からも作ってみよう。」などと話していました。 

   

○７月２０日（水）人権啓発事業・女性教室 

「健康布ぞうり作り」１０：００～１５：００ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：１０名 

  講師の指導のもと、特殊な木製の道具を使いロープや 

古布を組み合わせ、順番が違わないように真剣に取り組 

みました。力加減が難しく出来上がりが左右多少違う参 

加者もいましたが、手作りの良さが表現できていました。 

【皆さん熱心に作成中】 

【身体全体を使って挑戦！】 

－６９－ 



○８月１７日（水）子どもと大人のふれあい事業 

「牛乳パックのペン立て作り」１３：３０～１５：３０ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：３７名 

  リファーレンいなばの講師２人を迎え２班に分かれて 

ペン立て作りに取り組みました。まず、大小２つの三角 

を作りセロテープを使って側面や底を張り、無地の和紙       

 を大小それぞれの側面の上部のふちに張り、側面用のち 

よ紙を張りました。そして、小さい方の側面の一部を大 

きい側面に合わせ、底用の無地和紙を張って完成しまし 

た。子どもたちは「夏休みの工作の宿題になった。」「可 

愛くできた、早速使おう。」などとうれしそうに話してい 

ました。 

  

○１１月４日（金）人権啓発事業 

「ビール瓶のふたで鍋敷き作り」１０：００～１２：００ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：９名        

  普段、小型破砕ゴミとして捨ててしまうビール瓶の蓋 

(王冠)を利用し鍋敷き作りに挑戦しました。使う布は綿 

１００％であることや王冠の縫い代を多めにとることな 

どに気をつけながら男性陣も交じって取り組みました。 

手をボンドだらけにしたり、針を指に刺したり、悪戦苦 

闘されていましたが、可愛く出来た作品に満足そうでした。 

 

成果と課題、今後の方針等                               

 事業に参加することで、公民館活動やエコ活動に関心、興味をもっていただきました。

また、皆で一緒に学習すること、ものづくりの楽しさや喜びを感じ仲間づくりの輪も広が

りました。 

城北、世紀、賀露の３つの小学校をもつ特異な地区を活かし、校区を超えて地域の子ど

もたち、大人のつながりをより深めるためにも夏休みなどを利用し、地域や住民との関わ

りがより一層深まるような新しい事業を検討したいと思います。 

【出来上がりが楽しみ♪】 

【まずは、型どりから…】 

－７０－ 



秋を観る会 

大茅地区公民館  
事業の目的 
 地域面積の殆どを山林が占める大茅に生活する住民として、代表的な扇ノ山・河合谷高

原の生い立ち、木々の特性、山林の魅力を再確認し、地域の再発見を促すことを目的とし

ます。毎年の恒例事業として実施しており、実施時期は秋の紅葉が始まる前の１０月下旬

を目途にしています。 

  

 

 

事業の概要 
 県の専門員の説明を聞きながら秋の気配が漂う山林林道を散策しつつ、木々の構成、生

育の条件などを勉強し、昼には現地で会食という内容です。昨年と同様に子どもと大人の

交流事業として計画したものでありますが、今年は子ども達の独自の事業と重なった為、

大人のみで実施しました。 

 

実施状況 
 ○１０月２２日（土）曇り空 

場 所：大茅地区公民館を自家用車に乗り合わせ 

て出発しました。 

  参加者：１７名 

  講 師：県生物学学芸員 坂田成孝氏 

 ※昨年（１０月２日、国府東小学校５年生１４名、保護者３０名、地区住民１６名 

 の計６０名の参加で、講師の説明を受けながら扇ノ山登山を行いました。） 

  

 

 

 

 

【講師の説明を聞きながら散策】 

【講師から山歩きの心構えを聞く】 

【河合谷高原の風景】

－７１－ 



 

○大茅河合谷林道を登り、標高６００ｍ位の場所から

林道沿いに講師の説明を聞きながら、木々の生育条件、

特性などを勉強しつつ、標高８００ｍ位までの間を散

策。標高１０００ｍの水の広場で地元の米と野菜を使

った昼食準備の計画でしたが、急に雨が降ってきた為、

調理の最中ではありましたが、急いで辺りの持参器具 

を車に積み込み地区公民館に引き返し、公民館で改め 

て調理のやり直しとなりました。 

 

 

 

地元の山に生育している特色ある木々、生育する動物などのスライドを含めた講師の

話を聞きながら皆で会食し、改めて特徴のある扇ノ山・河合谷高原の魅力を皆で語り合

いました。 

 

成果と課題、今後の方針 
 昔の人は林業に携わっていた人が多かったので知っていたかも知れませんが、世代交代

の現在、大人だけの参加者であったにも係わらず、改めて地域の山林を見直すと共に、山

陰海岸ジオパ－ク扇ノ山ジオエリアに認定されている山間地域の魅力を再確認しました。 

 自然に親しむ機会の少ない今の子ども達に、山陰海岸ジオパ－ク扇ノ山ジオエリアの魅

力を見聞してもらい、自分の住んでいる地域を再発見してもらう事の重要性を感じます。

次回の事業実施の際には、是非とも子ども達も参加の内容で継続的に実施したいと思いま

す。 

 

          
 
 

       

【扇ノ山から湖山方面を望む】 

【河合谷高原山道コース案内図】 

【手づくりカレ－で昼食】 【パワーポイントで勉強会】 
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【感動のゴスペルコンサート】 

【エジプトの話をするマルワさん】 

ゴスペル＆国際交流でＸmas 

                             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、地域の人と

共にクリスマスコンサートやいろいろな体験学習

を通じてお互いの親睦を深めたり、子どもたちの

心豊かな感性を養うことを目的としています。 

 

事業の概要 

この事業は、毎年内容を工夫しながら実施して

いますが、今年は、国際交流とゴスペルのコンサ

ートをメインにしました。 

国際交流は、国際交流財団の紹介で、エジプトとアメリカの講師を招き、それぞれの国

の生活や文化の話を聞いたり、クイズ形式でお国柄などを学習しました。昼食は、交流員

の方々と一緒に、お母さんたちが準備した料理やケーキを食べ、プレゼント交換などでク

リスマス会を楽しみ、地区の子どもたちが「いきいき成器太鼓」の演奏を披露しました。 

コンサートは、会場をいきいき成器保育園に移して鳥取県文化財団芸術宅配便のコンサ

ートを開催。地域の方々や国際交流講師の皆さんと一緒に、ゴスペルグループのパフォー

マンスを楽しみました。 

 

実施状況 

○ 日 時 １２月４日（日） ９：００～１４：００  

○ 会 場 成器地区公民館・いきいき成器保育園   

○ 参加者 児童生徒・幼児２８名、大人３０名   

○ 講 師 ・鳥取県文化財団芸術宅配便講師 

ゴスペルオーブ 小徳浩子さん他  

・国際交流財団講師  

マルワさんとそのお子さん 3 人（エジプト） 

マリコ サンチェスさん（アメリカ） 

河上友香さん(鳥取市在住) 

○ 日  程 

９：００ 会場準備（保育園・公民館）とクリスマスツリーの飾りつけ（公民館） 

９：３０ 国際交流（公民館） 

アメリカ・エジプトの生活や文化の話を聞く 

クイズ形式でそれぞれの国について学習 
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【マルワさん家族、マリコさんを囲んでにっこり】 

【音楽に合わせて回しましょう！ 

      わくわくのプレゼント交換】 

【マルマルモリモリを歌って踊って笑顔】 

１０：４５ コンサート会場（保育園）に移動 

１１：００ クリスマスコンサート（保育園） 

       ゴスペルオーブの歌と演奏 

１２：３０ クリスマス昼食会 (公民館) 

子どもたちの自己紹介 

プレゼント交換会 

いきいき成器太鼓の演奏 

１３：３０ 後片付け 

１４：００ 解散 

   

成果と課題、今後の方針等  

○成 果 国際交流では、外国の生活や文化の話を聞いて、自己紹介を英語で話す子ど

ももいるなど、和やかな交流が出来ました。ゴスペルのコンサートでは、美しい歌声

と迫力あるパフォーマンスに心を癒され、一緒に歌って踊り、「また聞きたい。また来

てほしい。踊りが楽しかった。」などの感想を沢山頂きました。 

今年は、｢芸術宅配便のコンサート｣と｢国際交流事業｣をドッキングさせた欲張りな

企画をしましたが、中味の濃いクリスマス会になり、参加者の評判も上々でした。 

 ○課 題 この事業の柱の一つでもあり、生の音楽に触れられるめったにないコンサー

トを、地域の皆さんと一緒に楽しんでもらおうと、毎年呼びかけていますが、一般の

方々の参加が少ないのが課題です。 

 ○今後の方針 素晴らしいコンサートを地域の皆さんと一緒に聴いてもらえるよう、今

後も、チラシやポスターのほか、地区放送や口コミなどで参加しやすさをアピールし

たり、事業の内容を保護者や子どもたちの声を聞きながら工夫し、地域の皆さんの冬

場の楽しみな事業の一つとして続けていけるようにしたいと思います。 
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女性教室～もの作りを通しての仲間づくり～ 

                              谷地区公民館 

 

事業の目的 

もの作りを中心に事業を展開していますが、様々な技術を習得しながら、互いに教えあ

い学びあう人間関係、仲間づくりを目指し、地域住民のふれあいと繋がりの場を図ること

を目的としています。 

 

事業の概要 

この教室は、主に地域の女性を対象に、年間を通し８～９回、数年にわたり継続して実

施しています。毎月広報で事業を案内し、参加募集をしています。手芸、工芸品などの他

に、寄せ植えやリース作りなど季節にちなんだもの作り事業も展開しました。  
 

実施状況 

○６月１０日（金） 参加者 １６名 

『初夏のガーデニング教室』       

地元の生花店に園芸指導をお願いし、夏に強い 

６種類の草花を植え込みました。初夏を感じるハ 

ーブやめずらしい花もあり、それぞれの花の特性 

や肥料配分、水やりのコツなどの生育方法も詳し 

く説明して頂き、皆さん興味深く聴かれていまし 

た。参加者同士で楽しみながらお互いの作品を鑑 

賞されていました。 

 

○７月１５日（金） 参加者 １３名  
『グラスアート作り』  

  日本グラスアート協会認定インストラクターの  
方を講師に招き、ステンドグラス風のミラー作り  
を実施しました。初心者がほとんどでしたが、お  
互い教え合い、助け合う姿がみうけられ、和やか  
な雰囲気の中進められました。作品も配色により  
様々な仕上がりとなり、他の作品にも挑戦したい  
と皆さんがとても意欲的でした。この作品は、地  
域の公民館まつりに展示しました。  
 

 

【グラスアート作りに挑戦】 

【初夏のガーデニング教室】 
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○９月２２日（木） 参加者 １２名 

『苔玉づくり』 

３年前にも行った事業ですが、好評を博し、再 

 度行うこととしました。講師は毎年門松づくりの 

 指導にも来て頂いている方にお願いし、丸めた土 

にツワブキ、リュウノヒゲなどの山野草を植え込 

み、苔で包んで糸で縛りながら仕上げました。土 

や苔などに触れ、その感触を楽しむことができ、 

予定より数多く作られる方が多数見受けられまし 

た。 

  

 ○１１月３０日（水） 参加者 １１名 

『フレッシュクリスマスリース作り』  

 講師は市内の生花店にお願いし、緑が鮮やかな 

ヒムロ杉を使い、８種類の飾りで彩る本格的なリ 

ース作りを行いました。木の実、乾燥フルーツな 

どで飾りつけ、３時間に及ぶ大変根気のいる作業 

でしたが、完成には達成感があり、仕上がった作 

品に皆さんたいへん満足されていました。 

 

○１２月１６日（金） 参加者 ２０名 

『お正月寄せ植え講習会』 

松竹梅や南天、葉牡丹など７種類の花苗を使い 

新年を飾る寄せ植え講習会を行いました。地域の 

皆さんの要望も多く、数年にわたり実施していま 

す。ひと通り植え込み、苔と白河砂をあしらい完 

成。配置により個性的な作品となり、お互いの作 

品の鑑賞会となりました。 

   

成果と課題、今後の方針等 

 もの作りを通して、地域の皆さんの交流の場となり、お互い教え合い学びあう事ができ、

とても意義のある事業になっています。また、一度参加された方が満足され、再度参加さ

れる事が多く、この事業のひとつの成果が得られているのではないかと思います。ただ、

参加者が固定化されつつあるので、幅広い年齢層に参加して頂けるよう内容を吟味し、も

の作りに留まらず幅広い分野での展開を考えたいと思います。  

【苔玉づくり】 

【フレッシュクリスマスリース作り】 

【お正月寄せ植え講習会】 
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親子トールペイント教室 

                             宮下地区公民館 

 

事業の目的 

 ひとつの目標を親子で共有して、ものづくりの楽しさや想像力を育て、明るく活力のあ

る心豊かな子どもの育成と親子のふれあいを大切にすることを目的としています。  
 

事業の概要 

 親子トールペイント教室は平成１６年から毎年続けて行っている事業です。年に２回、

小学校４年生以上の親子を対象に実施しています。この教室はアクリル絵の具で木板やグ

ラス容器などに静物画や風景画を描き、一つの作品を親子で協力して仕上げていきます。

親子の絆をより深くしてものづくりの楽しさや想像力、根気強さ、達成感を養っていくこ

とができます。 

 

実施状況 

○「ハワイアン風鈴」 

６月１１日（土）  講師：井戸垣みち子さん 参加者：１３名  

１回目の親子トールペイント教室は夏らしくハワイアンの風鈴を作りました。材料は

あらかじめ先生に糸のこで、ハイビスカスとセロームの葉の形に切っていただいたもの

を使用します。サンドペーパーで切り口や角を磨き、その上にベースの色を塗り色付け

しました。ドライヤーで乾かしながら３、４回塗り重ねます。一番難しいところは、花

や葉に影を付けて立体感を出す「シェード」という技法です。先生にやり方を教わりな

がら色を塗っていきました。最後にニスを塗り、ハイビスカス、葉、風鈴を針金で留め

て完成です。参加者は思いどおりの可愛い作品に仕上がり、「ハワイアン風鈴」をゆすっ

ては、風鈴の音色を楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

○「クリスマスエコキャンドル」 

１２月３日（土）  講師：井戸垣みち子さん 参加者：１５名 

２回目の親子トールペイント教室は廃油を使ってエコキャンドル作りをしました。材

【シェードの技法を習いました】 【真剣に色塗りをしています】 

（
ハ
ワ
イ
ア
ン
風
鈴
）
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（Xmas エコキャンドル） 

料のガラス容器にはクリスマス用に、「雪の結晶」、「ひいらぎ」、「プレゼントボックス」、

「キャンディー」などの図柄を選び、ステンシルで描きました。ステンシルを初めて体

験する子どもも多く、友だちや保護者と相談しながら、楽しそうにやっていました。容

器のステンシルを完成させた次の作業は、温めた廃油に凝固剤を入れて色付けをします。

赤と緑色のクレヨンを削って溶かし容器に流し込みました。中心に凧糸の芯を入れてし

ばらく置くと廃油が固まりはじめます。完成させたステンシルの容器に入れると色鮮や

かなとてもきれいなキャンドルができました。ステンシルのやさしい絵柄が赤や緑によ

く映えました。参加者は、「わぁ、きれい！かわいい！」とすてきなクリスマスキャンド

ルができあがり、とてもうれしそうでした。そして、何よりもクリスマスが待ち遠しい

様子でした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

教室に参加する親子はお互いに協力しながらとても楽しそうに、自由な発想で作品を仕

上げていきます。子どもの発想や想像力に親も職員も驚かされたり、感心させられたりし

ています。一つの物を根気強く作り、完成すれば達成感を得ます。そういうことが子ども

たちの自信にもなってくると思います。子どもたちの自由な発想を大切にし、認めること

が豊かな心を育てることに繋がると思います。 

また、協力して作業することにより、親子の絆をより深くする教室になっていると思い

ます。 

今後は対象が小学生親子だけではなく、中学生も参加できるような内容、日程等を調整

した教室も開催していきたいと思います。そして、地区の文化祭にも展示していけるよう

な作品作りやトールペイントの技法を使い、地域の公園や史跡に立てる案内板などを親子

で作り、「明るい活力のある心豊かなまちづくり」を目指して、今後も継続して事業を進め

ていきたいと思います。 

【一緒に図柄を選びました】 【割箸に芯の凧糸を挟み固めます】 
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【さあ！お花を描きましょう！】 

夏休み子ども絵画教室「ファンタジック水彩画」 

                            あおば地区公民館 

 

事業の目的 

 子ども絵画教室は、夏休みの宿題を描きたい、描かせたいという子どもと保護者の思い

を受けて、地域で活動されている「ファンタジック水彩画教室」の皆さんにご協力をお願

いして開催している事業で、子ども達とのふれあいを通して絵の楽しさや面白さを体験す

ることを目的として開催しています。 

 

事業の概要 

あおば地区の小学生児童を対象として、毎年開

催しているもので平成 22 年度からファンタジッ

ク水彩画グループにお願いして開催しています。 

 あおば地区の小学校児童は、宮ノ下小学校と岩

倉小学校にほぼ二分されており、４地区の子ども

会を通してチラシを配布するとともに、各小学校

の取り組みも考慮して２日間連続で開催し、この

期間内で仕上げをします。 

 

 

実施状況 

○８月８日（月）・９日（火）１０：００～１１：３０ 

  ・場 所 あおば地区公民館 

  ・参加者 延べ１８名（１日目；１１名、２日目；７名） 

   ・各自で準備するもの 

     ①パレット 

     ②筆 

     ③水入れ 

 

 子ども達に描いてもらいたいお花を花瓶に生     

けて正面の机に飾り、厚い画用紙全面を淡い色

のベースカラー（ピンク、レッド、グリーン、

ブルーなど）で塗りつぶして乾かしたものや事

業で使う水バケツなどを準備しました。 

 

 

あおば地区子ども会の皆様へ 
             あおば地区公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きりとり線 

                                あおば地区公民館 

                     ２４－０４１７、Fax２４－０４１８ 

 
 

? 日 時   ８月８日（月）  午前１０時から 

       ８月９日（火）    午前１１時３０分（２回）

 

? 指 導   澤田陽子さん 

? 持ち物   パレット、筆、水入れ 

        （絵の具と画用紙は、公民館で用意します） 

? 定 員   10 人程度 

? 参加費   無料 

? 場 所   あおば地区公民館 

みんなのすきなお花をファンタジック水彩画の 

技法で描きましょう。夏休みの宿題にもなりますよ！ 

子ども絵画教室申込票 

名前 学年 連絡先 
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【みんなと一緒に記念撮影です】 

最初に、挨拶と説明をして、子ども達に絵の

ベースカラーを決めてもらいました。一面淡い

色のベースカラーで塗りつぶされた画用紙が

前面に登場しますと、「ピンクがいい！」「グリ

ーンがいい！」と、賑やかなスタートとなりま

した。 

 この淡い色のベースカラーの上に、下書きは

なしで、直接筆で描いていきます。描いてはド

ライヤーで乾かし、また描いては乾かし、そ 

れを水の中に思いっきりドボンと浸けてから 

引き上げ、ティッシュで少し水気を取って、また描き…色がどんどん重なります。皆

さんが面白い描法を楽しんでおられました。描きあがった絵は、先生に額に入れても

らい、全員の作品をみんなと一緒に拝見し、終わりに写真を撮影しました。とても満

足顔なのが印象的でした。 

 

成果と課題、今後の方針  

 夏休み子ども絵画教室「ファンタジック水彩画」 

を開催することで、あおば地区の２校区に分かれ 

て通学する小学校児童が小規模ながらも一同とな 

る生涯学習と交流の場となりました。また、地域 

で活動されている「ファンタジック水彩画教室」 

の皆さんにお世話になることで、同じ地区に暮ら 

す子どもと大人のふれあいと交流の場になりまし 

た。今回、体験したことで、子ども達にとっては 

絵を描くことが楽しかったり、面白かったりした 

ようです。次の日も公民館にやって来てもう１枚 

描きたいから参加させてほしいという児童もありました。そして、絵を持ち帰った後では、

お家の方や小学校の先生から「とてもよかったです。」という声が届いたことが成果であっ

たと思います。 

あおば地区は小中学校区が再編されたことで、将来この地域を背負っていく子ども達の

交流は必須不可欠です。同じ地区の住民同士が、人と人のつながり、地区と地区のつなが

りを強く感じることのできる地域づくりを目指して魅力ある事業を進めていきたいと思い

ます。 

 

【額に入れると、とってもいいですね！】 

－８０－ 



河原こども村菜園 

                             河原地区公民館 

 

事業の目的 

植え付けから収穫まで一連の農作業を体験し、自分たちで育てた野菜を使いおいしい料

理を作ることで農業と食育について学ぶ。 

 

事業の概要 

 ボランティアリーダー会と共催でジャガイモ・夏野菜の植え付けや・芽掻き・土寄せ・

草取りなど農業体験を行いました。ジャガイモの収穫の後、取れたてのジャガイモやピー

マン・トマトなどを使いカリカリピザ作りなどを行いました。 

 

実施状況 

○４月３日(日)午前９時～ ジャガイモの植え付け 

 土を掘り半分に切ってある種イモの切り口に灰を 

付けて、芽が出る方向や間隔を考えながら植え付け 

作業を行いました。 

 

 

 

○５月７日(土)午前９時～ ジャガイモの芽掻きと夏野菜の苗植え 

 ４月に植え付けした一つの種イモから何本も芽が 

出ていました。大きなジャガイモが出来るように元 

気な１本だけを残す芽掻き作業をして、土寄せの作 

業を行いました。その後、トマトやナスなどの夏野 

菜の苗を植え付けました。 

 

 

 

○６月５日(日)午前９時～ ジャガイモの土寄せと草取り 

 ジャガイモに 2 回目の土寄せを行いました。土を 

寄せるのは難しく悪戦苦闘しながら行っていました。 

また、良い野菜が収穫できるようにみんなで丁寧に 

草取りを行いました。 

 

 

【植え付けの様子】 

【芽掻きの様子】 

【草取りの様子】 

－８１－ 



○６月２６日(日)午前９時～ ジャガイモ収穫祭 

 ４月に植えたジャガイモの収穫を行いました。茎 

を引き抜き、掘ってみるとたくさんジャガイモがで 

きていて、参加者は夢中でジャガイモ掘りをしてい 

ました。その後、取れたてのジャガイモを公民館に 

持ち帰りカリカリピザづくりに挑戦しました。スラ 

イスし、千切りにしたジャガイモを生地代わりにし、 

両面をカリカリになるまで焼いて、その上にウイン 

ナー・ピーマン・ミニトマトなど好きな具をのせて 

作りました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

成果と課題、今後の方針 

 植え付けから収穫まで一連の農作業の大変さや喜びを体験することができました。また、

ジャガイモ、スイカやトマトなどの夏野菜が育っていく様子を学習することができました。 

 事業を終えて、さらに参加の輪が広がるよう望んでいます。そして、子どもたちの情操

教育の一環として多くの方々に参加を呼びかけていく必要があると思います。 

 今後もボランティアリーダー会の方と共催で河原こども村菜園でたくさんの作物の収穫

や収穫した作物を使った料理教室を続けていきたいと思います。 

【ジャガイモ掘りの様子】 

【カリカリピザ作成中】 【カリカリピザ完成】 

－８２－ 



鳴子踊り体験 
                                国英地区公民館 

 

事業の目的 

 「鳴子踊り体験」事業は女性を対象にしています。音楽に合わせ、手足を動かすことの

楽しさを体感してもらい、それが自らの心身の向上につながることをめざします。 

また、地域の女性の交流を図り、連帯感を創生し活力ある地域づくりに貢献する人材発

掘も期待しています。 

 

事業の概要 

 この体験教室では参加者が多い中高年を対象とした鳴子踊りを考案していただきまし

た。初めに講師が懐かしい曲に合わせて踊ります。そして参加者全員が講師の指導のもと、

踊りを覚えます。 

今夏、みんなで楽しく踊れる場を持ちたいと、地区のまちづくり協議会が主催する納涼

祭に出場することを決めました。地域の方々の観賞に堪えうる踊りをという思いから、練

習を重ねました。そして、納涼祭には息の合った踊りを披露することができ、皆で喜びを

分かち合いました。 

まちづくり協議会で取り組んだ「国英音頭」のＣＤ化では、既存の踊りを公民館女性部

有志で踊り易くアレンジしました。その国英音頭も「鳴子踊り体験」の参加者で踊ろうと

いうことになり、地区の体育まつりで披露しました。  

生まれ変わった「国英音頭」を他地域の人々にも知って欲しいとの思いから河原町民文

化祭にも出場しました。そして、「鳴子おどり体験」の参加者は練習に励み、鳥取市の公民

館まつりに「国英音頭」を披露したところです。 

 

実施状況 

○７月１３日（水）   「鳴子踊り体験」 

於；国英地区公民館 参加２２名 講師；山本みゆき氏 

 「白鷺三味線」の懐かしい曲に合わせ講師が考案し 

た鳴子の振り付けを少しずつ覚えました。                      

手の位置はどうか、足の開き方はなどと質問する参加 

者もいて、熱心に取り組む姿がみえました。沢山の人と 

息を合わせ踊ることの大変さ、楽しさを学びました。 

            

○７月２２日（金） 鳴子踊り練習会 

於：国英地区公民館 参加１４名 

 

○７月２８日（木）鳴子踊り練習会 

於：国英地区公民館 参加１４名 

【講師の振り付けを覚えています】 

【みんなで最後のポーズ】 

－８３－ 



 

○７月３０日（土） 

於：国英地区スポーツ広場 参加１９名 

第２回いきいき国英納涼祭出演 

 

 

                                   

 

○１０月２３日（日）                              

於：河原町中央公民館 参加１３名 

 町文化祭芸能発表会出演 

       

 

 

                                            

○  １１月１９日（土） 

於：市文化センター 

 鳥取市公民館まつり出演 

 参加１２名 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 鳴子踊り体験をとおして、地域の女性たちが親睦を深め、一つの目的に向かって連帯感

が生まれました。そして、一人ひとりがどんな形でも地域に貢献できることを学ぶ場とな

りました。市の公民館まつりの出演時間待機中、参加者の顔は、落ち着いていて自信にあ

ふれていました。それは舞台に反映され、堂々と国英音頭を踊ってくれました。踊り終え

たあとに、鳴子踊りも踊りたかったという感想を聞きました。女性たちが自信を持ったと

き、新しいことに挑戦する力を確信し、国英の女性たちにも元気な人たちがたくさんいる

のだと再認識しました。 

今回は女性が中心でしたが、地域の男性たちも、地域づくりにどうすればかかわり易く

なるのか、そのきっかけを模索しているところです。 

今回の事業で自信が芽生え、地域に貢献する楽しさを学んだ方々を中心に、一層の輪を

広げていきたいものです。今後も地区の納涼祭、体育まつりに集う地域の方々に元気のエ

ールを届けたいと思います。 

【市公民館まつりで披露】 

【第２回いきいき国英納涼祭で披露】 

【河原町文化祭で披露】 

－８４－ 



【園児たちの参加で会場内は歓声の渦】 

八上地区親睦運動会 

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、多くの人たちの協力を得て住民相互の交流を図り、心

豊かな地域になることを目的としています。  
 
事業の概要 

「八上地区親睦運動会」は、「八上地区作品展」と同様に八上地区を活性化させるために

地区公民館の事業として長年継続しています。体育部を中心に、地域の皆さんの暖かい協

力によって２５種目の演技（個人・団体）と昼食時に行われるアトラクションで構成して

います。  
また、八上保育園が合併により廃園となりましたが、地区住民の園児と先生に参加して

いただき“楽しく”・“ほがらかに”地区が一体となり親睦を図っています。  
 

実施状況 

○平成２３年９月２５日（9:30～15:00）場所：八上スポーツ広場 

  多数の来賓を迎え、河原あゆっこ園園児（八上地区在住）を先頭に下曳田、曳田、天

神原部落の順に入場行進し、準備体操で体をほぐした後、各種演技で個人戦、部落対抗

戦（得点種目）で白熱ある応援合戦が展開されました。  
また、昼食時には“河原ふるさと音頭”“傘踊り”“八上姫音頭”などのアトラクショ

ンで大変盛り上り、地区の親睦を深めることができました。  
この親睦運動会は、八上地区公民館運営委員会・八上地区体育会・八上輝きの里づく

り協議会など、多くの方に支えられ長い歴史を積み重ねています。  
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【アトラクションでは日頃の練習成果を披露】 

【個人、部落対抗戦など“和気あいあい”】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 今年度より“八上輝きの里づくり協議会”の後援をいただき競技種目の検討をして新種

目１つを追加、当日は役員に加わっていただきプログラムをスムーズに運ぶことができま

した。  
 昨年までは、園児の皆様と一緒になってこの親睦運動会を“さわやかな”雰囲気づくり

の“一躍”となって地区住民の楽しみのひとつでもありました。ところが、今年、合併に

より廃園となったため、園児皆様の参加ができないのではと心配し、「河原あゆっこ園」へ

問合せたところ“八上地区在住の園児（１２名）の皆様が参加します。”との返事に主催者

として“ホット”し、協力していただくことに感謝しました。  
 今後は、「参加者の減少」にどう歯止めを掛けられるかが問題で、開催時期と子供たちの

参加者数が開催の継続に大きな影響があり、現状の課題となっています。  
開催時期（例年：９月末）については農繁期に重なるため、これまでも度々検討事項と

して協議してまいりましたが、学校関係等のイベントスケジュールを確認・調整しながら

事業計画を策定することにしています。少子化のため“河原あゆっこ園”の協力が得られ

なくなったときを想定して参加者をいかに確保しつつ、この親睦運動会を継続してゆくの

かが大きな課題となります。  
 地区内３落で知恵を出し合い地区住民の皆様と地区公民館の役割を明確にしていかなけ

ればいけないと考えます。  

－８６－ 



大義寺山 清掃活動 

                             散岐地区公民館 

 

事業の目的 

散岐地区公民館の近くにある、散岐小学校の裏手には大義寺山があります。頂には戦没

者の忠魂碑があり、ふもとから忠魂碑まではまっすぐな参道が設けられています。この山

は以前の子ども達にとっては、授業の休憩中にでも登れるたいへん身近な遊び・学びの場

でした。多くの卒業生の方々にも思い出の詰まった場所です。 

毎年、お盆の前には頂上にある忠魂碑の周辺の清掃・草刈り等を遺族会の方々が清掃し

ておられますが、近年では高齢化し、清掃作業をされる方々も少なくて大変だという話を

聞きました。そこで、この清掃活動の手伝いに地元の子ども達もボランティアとして参加

しようと計画したものです。 

 

事業の概要 

この忠魂碑へは、近年山の裏側の方から車で直接乗り入れができるようになり、本来の

参道は雑草に覆われ、通ることも出来ないほど荒れ、人が寄り付きにくい状態となってい

ました。地域の大人の間から、この参道だけでも草を刈って登れるようにしてやりたいも

のだとの声があがり、公民館の「子どもと大人のふれあい事業」ということで、ふるさと

散岐地域づくり協議会・散岐地区遺族会の協力のもと、散岐小学校の児童にも呼び掛け取

り組むこととなりました。 

 

実施状況 

○８月４日（木）  午前８時半～正午頃 

  於；大義寺山参道  参加者；小学生３８名、中学生１名、大人２５名 計６４名  

 

 今年度初の取り組みで、参加募集についてはチラシを全戸配布するとともに、小学生、

さんき児童クラブ（学童保育）にも協力をお願いしました。 

午前８時半、公民館前に集合し、ふるさと散岐地域づくり協議会、地域活性化部会部長

より挨拶、館長より作業説明があり作業開始とな

りました。幅３ｍ、傾斜のある坂道を約２００ｍ、

まず大人が機械で倒木や枯れ木を切り、伸び放題

の雑草を刈りとりました。その後安全を確認しな

がら、子ども達も熊手や竹ほうきを使って落ち葉

をかき集める作業で続きます。 

約１時間で参道はすっかり見違えるほどにきれ

いになりました。 

落ち葉をかき集める子ども達  

【刈り払い機等での作業】 

－８７－ 



         

頂上で遺族会の方々と合流した後、終戦記念日が近いということもあり、子供の時お父さ

んが戦死されたという大人の方から忠魂碑の説明や、戦争は絶対にしてはいけない、平和

の大切さというようなお話をお聞きし、記念に全員で写真を撮りました。 

その後、散岐小学校交流室に戻り、冷やしそうめんで参加者全員楽しい会食をしました。 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 地域の方々からの提案で、今年度初の取り組みとなりました。地域の大人と子どもが一

緒になって、同じ目標に向かって汗を流しました。この事業を通して普段交流のない年齢

層の方々がふれあえることのできる良い機会となりました 

 忠魂碑という場所に議論があるかもわ

かりませんが、身近な大人から平和の大

切さを学ぶ貴重な体験にもなったと思い

ます。 

 そして、地域の自然・地域の財産を大

切に守り続けていくとともに、今後も世

代を超えた交流の場となるような事業と

して継続していきたいと思います。 

【作業前】 【作業後】

【お話を聞いた後で記念撮影】 

【そうめんで会食】
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小鹿・西郷地区交流グラウンド・ゴルフ大会 

                             西郷地区公民館 

 

事業の目的 

 大規模林道の開通によって、より身近となった三朝町小鹿地区と鳥取市西郷地区住民が

相集い、グラウンド・ゴルフを通して健康な体を養うと共に親睦を深め、交流会によって

互いの地域への理解を深め、より明るい地域づくりに貢献することをねらいとします。 

 

事業の概要 

この小鹿西郷交流グラウンド・ゴルフ大会は、小鹿・西郷各地区住民を対象とし、平成

１９年より年一回、小鹿と西郷とで交互に開催してきました。 

今回は西郷地区での開催となり、グラウンド・ゴルフ指導員を含む実行委員会を設け、

試合で徹底するルールや当日の動きなどを検討し企画、実施しました。 

 

実施状況 

・主 催 西郷地区交流ＧＧ大会実行委員会・小鹿地域協議会 

・日 時 平成２３年６月２６日（日） 

・会 場 グラウンド・ゴルフ―――河原町総合運動場 

   交流会―――――――――西郷地区公民館３階 

・参加者 ９２名（うちスタッフ７名、芸能５名） 

 

梅雨の時期でしたが雨は免れ、無事実施することができました。選手の皆さんは予定し

ていた集合時間より早く集まり、ウォーミングアップをするなど試合に対する意気込みが

感じられました。あらかじめしっかりルールや動きを検討していたため、大人数での試合

でしたが１ラウンド目、２ラウンド目と円滑な進行をすることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【開会式の様子】 
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交流会では来賓に三朝副町長 森脇光洋氏を迎え、 

西郷地区副実行委員長が歓迎のあいさつを行い、昼食 

交流を開始しました。昼食交流では当日と前回開催時 

のビデオ・写真を上映しながら両地区の住民が和やか 

に歓談しました。いなば西郷むらづくり協議会の女性 

を中心とした「チームあまんじゃく」が、そろいの衣 

装で笠踊りと鳴子踊りを披露し、会を盛り上げました。 

続いて成績発表と表彰式が行われ、終りに小鹿地区代 

表挨拶があり、閉会しました。 

  

成果と課題、今後の方針等 

５回目となる大会を充実させるため、実行委員会を中心に準備してスムーズな運営がで

き、参加者に満足してもらうことができました。大人数のスポーツ、交流大会の実施にあ

たっては、今回のように幅広い地元の協力が大切です。また、交流会で地元の女性による

踊りを披露し、歓迎できたことはいなば西郷むらづくり協議会による地域活性化の成果の

現れであり、今後も連携を大切にしていきたいです。 

試合場所を早めに予約しましたが、すでに他の団体の予約が入っており芝のコースしか

使えませんでした。今後はもう少し早く会場の確認及び、使用申請をするよう改善します。 

試合の進行自体は円滑に進みましたが、８０名という大人数と前述の件もあって昼食交

流会開始がかなり遅くなったことも反省点です。 

【試合風景】 

【チームあまんじゃくの踊り】 

－９０－ 



女性教室 
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 
この教室は地域の女性を対象とし、幅広い年代のニーズに合わせた事業を進めてい

ます。今年度の事業として、手芸教室・ヨガ教室・アロマ＆カラーセラピー教室・プ

リザーブドフラワー教室を開催しました。 

 

実施状況 
  ○７月１７日（日） ＜色ガラスのアクセサリー作り＞ 

於；用瀬地区公民館  参加者；１０名 

講師；アートスペース・エフェ 田中 文子さん  

 

   ＊たくさんの金属ガラスの中から、自分好みの色をわくわくしながら、楽しく

選びました。透明ガラスの台の上に、金属ガラスをセンス良く並べて、炉に入

れて焼成します。焼き上がると箔入りの雰囲気に仕上がり、｢想像以上の作品に

満足！｣と喜ばれました。 

 

    

 

 

  

 

 
 

 

 

○９月２９日（木） ＜ヨガ教室＞ 

於；用瀬地区公民館  参加者；１４名 

   講師；健康運動指導士 田中 真奈美さん 

    

   ＊ヨガでリフレッシュしよう！と、夏バテ改善・デトックス・気になる部分ダ

イエットを中心としたメニューを行いました。身体のバランスが悪いと痛みや

ゆがみ、肥満にもつながることを学習し、ヨガの動きで身体をゆっくり伸ばし、

とても気持ち良く心身ともにリフレッシュした時間を過ごしました。 

【好みの色を組み合わせて形を作ります。焼き上がりが待ち遠しいです！】 

完成品です♪ 

－９１－ 



【あら…ゆがんでたのね～!? 身体って不思議！と改めて実感です。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○１１月５日（土）・２６日（土） ＜ちりめん細工教室 梅のつるし飾り＞ 

於；用瀬地区公民館  参加者；１９名 

   講師；前田 栄子さん 

 

  ＊地元在住の方に講師をお願いしている大人気の手芸教室です。今回は、７０

個の梅の花で作る球体のつるし飾りに挑戦しました。とても根気のいる作業で、

綿の入れ具合、糸の締め加減などが難しくて同じ形を作るのは大変でした。仕

上げは球体に梅の花を貼りつけますが、皆さん真剣に何度も位置を確認しなが

らやっと完成しました。「苦手な手芸に初めて挑戦してとても難しかったけど、

世界でたったひとつの私の作品を大切にします!」 と、感想をいただきました。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 
地域間の交流の場として、新しいことにも挑戦してみようと、自己を高める意欲が

強く感じられました。その学びの中では、より豊かな自分に成長し新たな発見があり

ました。また、ものづくりの楽しさや達成感を味わい喜んでいただきました。そして、

固定化しつつあった参加者も、徐々に新しい輪が広がっています。 

 より多くの地域の方に、学ぶ喜びと人と人のつながりを強く感じてもらえるように、

幅広い年代の方が関心を持ち、参加して良かったと喜んでもらえるような事業を企画

していきたいと思います。 

 

【黄色系とピンク系で個性がキラリ…出来上がりの違いも楽しみです！】 

完成品です♪ 

－９２－ 



夏休み友遊体験 

                             大村地区公民館 

  

事業の目的 

夏休み友遊体験は、児童が異年齢の友達や地域の方々とかかわりながら、長期の休みを

有意義に過ごすことを目的としています。また、今年は地域を知ることを目的に、地域の

歴史、自然などにも直接ふれる機会を設けました。 

 

事業の概要 

この事業は、夏休み中の小学生を対象に、毎年内容を変えながら開催しています。今年

は、８日間の日程で地域の特性を生かした取り組みや家庭ではできない体験事業を計画し

ました。 

 

実施状況 

○８月９日（火）  『ポーセラーツ体験教室』 

    場所：公民館   参加者：３５名   講師：野間 紀子先生 

  好きな模様のフィルムを選び、水を使ってマグカップやお皿に貼りつけオリジナルの

食器を作りました。保護者の方のお話から、とても大切に使っている様子が伺えました。 

 

○８月１０日・１１日・１２日・１６日  『自主学習』   

場所：公民館   参加者塁計：３５名   地域ボランティア：２名 

  公民館を開放し、宿題等の自主学習を行いました。今年は地域の方が付き添い、子ど

も達はそれぞれの学習に一生懸命取り組みました。「公民館だと宿題がはかどる。」（児童） 

「午前中きまり良い生活が送れて有難い。」（保護者）などの声が聞かれました。 

 

 ○８月１７日（水）・２２日（月）  『ちびっこ写真家体験』   

場所：旧板井原集落  参加者：２２名  講師：地域の写真クラブの方、２名 

  写真クラブの方に指導していただき、使い捨てカメラで子ども達が自由に撮影しまし

た。５回目を迎えた今年は旧板井原集落へ出かけ、昔の家を見学し、家人から当時の暮

らしについて話を聞いた後、自然の中で自分の好きなアングルを 

見つけ撮影しました。 

二日目は現像した写真の中から‘お気に入りの 1 枚’に自分 

でタイトルをつけ、大きく引き伸ばしたものを地域の施設や作 

品展、公民館ロビーへ展示しました。子どもの目線で撮影した 

作品・タイトルは個性にあふれ、毎年大人の目を楽しませてく 

れます。 

【いいアングル見つけた！】 

－９３－ 



○８月１８日（木）  『あじかん（座禅）体験』 

場所：大安興寺   参加者：１７名   講師：大安興寺副住職    

  地域のお寺で呼吸法、足の組み方、正しい姿勢などを 

教えていただき、座禅を体験しました。心を落ち着かせ 

心地よい時間を過ごすことができたようで、もっと座禅 

をしたいと希望する子が多かったです。 

 

 ○８月１９日（金）  『お楽しみ交流会』 

場所：公民館   参加者：３５名 

  最終日は、一緒に体験や学習をしてきた仲間や地域の方々と‘オカリナ演奏会’‘竹流

しそうめん’で交流しました。今年から始まった地域のオカリナサークルの方々の演奏

会では、初めてオカリナの音を聞いたという子も多く、「すごい！」という声がたくさん

聞かれ、オカリナの奏でる音色が深く印象に残ったようでした。 

 

成果と課題、今後の方針等 

  部落内の子ども同志では登下校や放課後の遊び等でかかわる姿を見かけますが、部落が

離れると異年齢ではなかなか接点もないようでした。しかし、数日間「友遊体験」で交

流することにより、上級生が下級生を気にかけたり、下級生が上級生の姿を見て学ぶ部

分も多く見られ成果を感じました。 

  今年もボランティアの方々の協力を得て、異年齢の友達や地域の大人とかかわりながら

様々な体験ができました。この体験を通して生まれた人と人とのつながりを大切にして

いきたいと思います。子ども達が安心して地域の中で育っていくためにも、地域の人の

温かさに触れることは大切だと感じました。 

  年々参加者が増えている事業であり、感想からも毎年楽しみに参加している様子、来年

への期待が伺えます。今後も地域の方々との結びつきを大切にしながら、今の子ども達

に必要な交流、体験等を見極め、子ども・保護者・地域のニーズに応えられるような事

業を展開していきたいと思います。 

 

  

 

 

 

 

 

【オカリナ演奏に聞き入る子どもたち】 【竹流しそうめんの様子】 

【あじかん体験の様子】 

－９４－ 



洗足山
せんぞくざん

登山-遊歩隊活動事業- 

                              社地区公民館 

事業の目的 

 昨年度、整備された洗足山登山道を多くの登山者が頂上を目指し登山をしていただくた

め、公民館といきいき社まちづくり協議会“安全環境部会”による洗足山登山道の整備を

行い、洗足山に安全で気持ち良く登山を楽しんでいただくため、地域が一丸となり洗足山

の素晴らしい自然と地域の魅力を再認識出来る事を目的とします。 

  

事業の概要 

 この洗足山遊歩隊は、洗足山登山道の維持管理と登山案内を地域のボランティアの方と、

社まち協のメンバーで構成します。活動は、登山道の整備・倒木伐採・休憩所の設置など

の維持管理を必要に応じ実施します。 

 

実施状況 

○１０月２日（日）  

  於：洗足山（７４３ｍ） 参加者：１３名  

霧雨の降る中、公民館前集合し、作業着に身を包み 

ヘルメット・チエンソー・鉈を持ち登山口まで移動し 

ました。荷物を分配して持ち登りだしてすぐ補修開始、 

崩壊箇所に直径１０㎝ほどの木を杭にして打ち付け、 

崩壊箇所を修復ました。移動するごとに台風の爪痕で 

倒木が多数あり処理しました。途中に、社や日本海を 

望むことの出来る場所で、樹木を伐採し再利用してベ 

ンチを作りました。とてもステキなベンチが出来上が 

り、思いのほか満足し作業を終了しました。 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

【倒木の解体】 

【伐採後ベンチ組立】 【再利用したベンチ完成】

－９５－ 



成果と課題、今後の方針等 

本年は、社まち協と公民館の共催で、 

地域の宝である洗足山へ登山会を計画し 

町内外より参加を募りました。 

内容は、“洗足山登山会と千賊鍋を食 

べる会”と銘うち整備した登山道を登 

りました。今年はまちむら交流の事業 

も行ない、賀露地区・若葉台地区の皆 

さまにも参加をしていただき、総勢７０ 

名で登山は６４名が洗足山を目指し、 

６名は千賊鍋を作りました。 

日本海を一望出来る休憩所では、遊歩隊の作ったベンチに腰かけていました。一等三角

点で、おにぎり弁当を食べ、思い思いに写真を撮ったりしました。千賊鍋班は、地元の猟

友会の方が捕ったイノシシを使い、どうしたらおいしく調理できるのかいろいろ指導を受

けながら、千賊鍋を完成させました。 

千賊鍋は、下山に合わせ、公民館に帰着した人からいただき、とてもおいしく“おかわ

り”をする人もたくさんいました。そして、千賊鍋をいただきながら、地域を超えた人た

ちとの良いコミュニケーションを図ることが出来ました。 

 今後も、“洗足遊歩隊”社まち協“安全・環境部”と公

民館が連携して洗足山を維持管理し、春には案内板・

登山道の確認、樹木などの伐採を引き続き行うと共に、

案内版の充実や樹木の名前を付けるなどの活動を行い

ます。 

                 そして、昨年度には別ルートが完成しており、平成 

２４年事業にも地域に呼びかけ、登山会を行います。

地域で身近にある洗足山を地域の宝とし、少子高齢化 

の中、今住んでいる人達が、地域を盛り上げ元気にし

ていくことが、地域の活性化につながるよう社まち

協・公民館が一体となり連携し活動を継続します。 

 

 

 

 

 

 
 

【洗足山登山者総勢６４名】 

【千賊鍋を囲んで】 

【千賊鍋の完成】 

－９６－ 



和装着付け教室 

                             佐治地区公民館 

 

事業の目的 

 日本の誇るべき文化の一つである和装着付けをとおして女性としての美しい振る舞いを

意識し、和の心を全身で学び日本文化の良さを再認識する機会とします。 

また、県外からＩターンで佐治町に来られた講師と参加者同士の交流を深めることを目

的としています。 

 

事業の概要 

この「和装着付け教室」は「人権啓発推進事業」とし、気軽に取り組めるゆかた着付け

の「基礎編」をまず習得し、次に本格的な着物着付けの「応用編」とに分けて実施しまし

た。 

着付けだけでなく日本人としての奥ゆかしい作法なども併せて指導していただき実施で

きた教室となりました。 

 

実施状況 

『基礎編』 

○６月１６日（木）～８月４日（木）の間 毎週木曜日開催《全８回》 

  於；佐治町中央公民館  

 参加者；延べ９１名   

講 師；和装着付け技術認定講師・日本舞踊師範 西村廣子 氏 

   ＊教室初日はゆかたの各部の名称や意味から教わり、ゆかたのたたみ方も指導してい

ただきました。着付けのポイントを何度も繰り返しながら、参加者が納得いくまで丁寧

に指導していただいたおかげで、みなさん自分一人で綺麗に着付けることができるよう

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【先生が優しく丁寧に教えてくださいます】 

 

【すましてハイポーズ！】 

－９７－ 



『応用編』 

○１０月１３日（木）～１１月２４日（木）の間 毎週木曜日開催《全６回》 

  於；佐治町中央公民館  

 参加者；延べ７０名   

講 師；和装着付け技術認定講師・日本舞踊師範 西村廣子 氏 

  ＊着物の着付けはゆかたに比べ小物も多く、準備するまでが大変なものですが、そ

の準備が楽しくなるほど教室の内容は充実していました。講師には市販の物よりも使

いやすい和装小物の作り方も教わりました。また、女性としての作法や心遣いをさり

げなく指導していただくなど、内容満載の着付け教室となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

《成果》 

着物離れが言われる昨今ですが、改めて着物や和文化への憧れを芽生えさせてくれる

教室となりました。着物を着ることは大変手間のかかることですが、その手間を感じさ

せることなく、女性としてのたしなみ等も指導していただき心の栄養も身についたと感

じられます。さらに、和装小物の作り方も教わり参加者同志が協力しながら作製した際

にはみなさんの仲間意識がより強くなり、交流の輪も広がりました。 

また、佐治アストロパークのイベントで「ゆかたファッションショー」の出演オファ

ーがあり講師にもお世話になり一役買っていただき、地区公民館事業のアピールができ

る機会となりました。 

《課題、今後の方針等》 

地域が元気になるような事業を！と昨年度の反省をふまえ企画したこの事業です。地

域内の巧みな技師のかたの協力を頂きながらもっと地域力を高め、そして地域を愛せる

ような取り組みも企画していきたいと思います。 

また、何よりも住民のみなさんが公民館事業に対して興味をもっていただけるような

工夫も必要だと考えています。 

 

 

【時には茶話会でホット一息】 
【先生の手にかかると芸術的な帯結びが完成】 

－９８－ 



鹿野学
し か の が く

講座
こ う ざ

 

                             鹿野地区公民館 

 

事業の目的 

鹿野学講座は、自分たちの住んでいる郷土鹿野町の歴史を学ぶ講座です。  
現在の鹿野町の基礎を築いた亀井茲矩公の時代を中心とした中世から近世における鹿野

の歴史を学ぶ機会を設け、町の生い立ちや歴史を学びながら先人の苦労を慮り
おもんばか

、今後のま

ちづくりに活かすと同時に誇りを持って生活していくことを目的に、毎年取り組んでいる

事業です。 

 

事業の概要 

この度の鹿野学講座は、年間５回のシリーズで開講し、鹿野町郷土文化研究会の会員の

方々等を講師にお話をしていただき、講座の受講と亀井家が関わった史跡を訪ねての現地

研修も含めながら実施しました。 

 

実施状況 

○第１回鹿野学講座 「中世の鹿野～桜姫伝説-亀井伝説～」 

日  時 平成２３年７月１６日（土） 

  場  所 鹿野町中央公民館 

  参加者数 ２７名 

講  師 鹿野町郷土文化研究会 会員 原田堅吉氏 

因幡の国における亀井公以前の鹿野についてユーモ 

  アを交えお話をしていただき、参加された皆さんも楽 

しみながら、熱心に聞いておられました。 

○第２回鹿野学講座 「亀井家と尼子家の関係～亀井 矩公と鹿野～」 

日  時 平成２３年８月２７日（土） 

  場  所 鹿野町中央公民館  

  参加者数 ３０名 

講  師 鹿野町郷土文化研究会 会員 廣田敬祐氏 

湯家と亀井家、そして尼子家・山中家との繋がりを 

中心とした領地における業績などについてお話してい 

ただきました。 

○第３回・４回鹿野学講座 「近世の鹿野～亀井家が津和野移封後の鹿野～」 

「鹿野と関わりのある人物～山中鹿介幸盛、池田輝澄、熊谷道伸・子貞～」 

日  時 平成２３年９月１０日（土） 

【第１回 鹿野学講座の様子】 

【第２回 鹿野学講座の様子】 

－９９－ 



  場  所 鹿野町中央公民館  

  参加者数 ３２名 

講  師 鹿野町郷土文化研究会 会員 江谷道治氏、佐藤理恵氏、足立雅子氏 

鹿野藩の成立、亀井政矩移封、亀井氏の殖産・振興、池田輝澄の誕生など、山中鹿

介幸盛の鹿野との関わり・尼子再興、池田輝澄の生涯、熊谷道伸・子貞の藩政時代の

教育などについて、お話していただきました。受講される皆さんもたいへんよく勉強

されていて質問する内容からも鹿野の歴史にはとても関心が高いと感じました。 

○第５回鹿野学講座 「鹿野史跡めぐり・絵画鑑賞」 

日  時 平成２３年１０月１４日（金） 

  場  所 雲龍寺、鹿野町総合支所  

  参加者数 ４２名 

講  師 雲龍寺住職 大井大摂氏 

筧 鹿野地区公民館長 

雲龍寺が所蔵しておられる鳥取市指定文化財について

ご住職から詳しくお話をしていただき、普段見ることの

ない貴重な文献資料（鹿野筆縋、因幡民談等）を拝見さ

せていただきました。その後、支所へ移動し、館長の説

明で、めったに観る機会のない鹿野に縁のある井江耕宗、

牧野芝石、飯田年平、荒木茂喜などの絵画・俳人の掛軸 

や屏風をじっくり鑑賞しました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 毎回、鹿野町内外からたくさんの方に参加していただき、歴史に対する関心の深さに驚

かされました。皆さんも講師の方と意見を交わしながら鹿野の歴史と文化について語るこ

とができ、たいへん充実した講座になりました。 

これからは若い世代の方にも、もっと鹿野の歴史につい

て興味を持っていただき、そして子ども達へと繋いでいく

取り組みとすることが今後の課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雲龍寺にて）   

（鹿野支所にて）  

【雲龍寺の文献資料】 

【支所所蔵の掛軸など】 

【第５回 鹿野学講座の様子】 
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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」は地域の人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、逆に地区民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２３年度は１１月１３日（日）に開催しま

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、楽しいひと時を過ごしました。

今回は地元の音楽愛好家にも出演してもらい、ギ

ターと尺八の演奏を満喫しました。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、煎茶やコーヒーコーナ

ー、手作りパンの販売などを行い、喜ばれました。 

また、グラウンドでは、駅伝を走り終えた選手

たちと応援に来てくださった人や地区民の方々に

無料で猪汁を振る舞い元気づけています。最近で

はすっかり定着し、“勝谷のイノシシ汁”を目当て

の方も多く見かけるようになりました。ほかにも

無料餅つきや焼きそば、おこわなどの各種バザー、

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もらったようで

す。また、ポニー試乗・餌やり体験コーナーでは

子どもたちが行列になって自分たちの順番が来る

【猪汁の炊き出し】 

【芸能発表の一場面】 
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のを待っているほどの人気を集めました。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、来場者は年々増加しているように感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、たく

さんの方々に来ていただけました。 

課題としては、駅伝関係者と元気まつりの来客用駐車場が一緒であったため、駐車

場がいっぱいになってしまい車をとめることができない方もいたので、より多くの方

に来ていただくためには駐車場確保が必要となります。 

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。 

【餅つきコーナー】 【ポニー試乗・餌やり体験】 
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こじか園園児との交流 
小鷲河地区公民館 

 

事業の目的  
 少子高齢化が進む中で、3 世代同居家庭が少なくなり、核家族が増加しています。 

また、地域の中での人間関係が以前に比べて希薄になり、世代を超えた交流が少なく

なっています。このような傾向から高齢者と年少者とがふれ合う機会が減っていて、

年中行事や伝統的な食品つくり、田畑での作業、昔から伝わる遊びなどの伝承が行わ

れにくくなっています。 

 こじか園は鹿野町にある幼保一体の保育・教育施設です。子どもたちに伝統行事や

あそび、農作業などを体験させるべく毎年町内の３地区公民館とが共催してさまざま

な交流事業を実施しています。４月のもちつき大会に始まり、こいのぼりの集い、ち

まき作り、サツマイモの苗植え・いも掘り、たなばたの集い、昔の遊びを楽しむ、も

もの節句の集いなどの事業があります。当地区公民館はそれらの中の６月の「ちまき

づくり交流」と１月の「昔の遊びを楽しむ」を担当しています。 

 

事業の概要 
①ちまきづくり交流 

女性会員がゆり組（５歳児）の園児たちに簡単なちまき作りの指導をします。子

どもたちが作ったちまきを大鍋で茹でている間に女性会員が手遊びの指導をします。

茹であがったちまきをみんなで味わって食べます。 

 

②昔の遊びを楽しむ 

  地域の高齢者がこじか園を訪問して、ひまわり組（４歳児）の園児とともにメン

コ、こま回し、竹トンボ、けん玉、カルタ取り、お手玉などの昔懐かしい遊びを楽

しみます。はじめに高齢者が模範演技をして見せます。次に大人と子供が一緒にな

ってさまざまな遊びに取り組みます。大人たちはそれぞれの遊びのコツを伝授し、

練習しているうちに子どもたちはだんだん上手になってきます。 

  

実施状況 
平成２３年度は「ちまきづくり交流」を昨年６月９日に、「昔の遊びを楽しむ」をこ

の１月１７日に実施しました。 

①ちまきづくり交流 

  ６月９日（木）当地区公民館を会場にしてちまきづくり交流会を開催しました。 

子どもたちは三角巾とエプロンを身につけて、おばあさんたちからちまきの作り

方の説明を聞いた後、指導を受けながらちまき作りに取り組みました。だんごを笹

の新芽に包み、さらに 3 枚の若葉で包んでシュロの葉を細く裂いたものや、ビニー

ルひもで結びました。子どもたちはだんごを笹の葉で包んだり、ひもで結んでしば

ったりするのがむずかしかったようでしたが、悪戦苦闘しながらも何とか作り上げ

ました。 
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でき上がったちまきを大鍋で茹であがるのを待つ間に、手遊びをしました。しば

らく遊んだ後、茹であがったちまきをおばあちゃんたちや先生たちと一緒に食べま

した。おいしいおいしいと言って、お代わりをねだる子どもも何人かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②昔の遊びを楽しむ 

  １月１７日（火）高齢者男女１５人がこじか園を訪問。はじめに高齢者がこま回

しや竹トンボの模範演技をして見せると子どもたちは名人芸に驚嘆の声をあげてい

ました。次に大人と子供が一緒になってさまざまな遊びに取り組みました。はじめ

はうまくできなかったこどもたちに大人たちがそれぞれの遊びのコツを伝授し、繰

り返し挑戦していくうちに子どもたちはだんだん上手になってきました。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

成果と課題、今後の方針等 
子どもたちが伝統行事を体験することはとても意義深いことですが、単にこじか園

での一度限りの体験ではなく、できる限り毎年続けて体験してほしいものです。その

ためには各家庭であるいは子ども同志で体験する機会を増やさなくてはなりません。

また、おじいさん・おばあさん世代と孫世代の交流だけではなく、子どもたちの親世

代が伝統行事や遊びに関心を持って、子どもたちと一緒に体験したり遊んだりする機

会が増えることが重要だと考えます。若い親世代をもっと伝統文化や行事に関心を向

ける方策を練って行きたいと思います。 

  

【女性会員の指導でちまきを作っています】 【できあがったちまきを試食中です】 

  

【メンコに挑戦です】 【カルタ取りをしています】 
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【児童作品展】 

瑞穂地区文化祭 

瑞穂地区公民館 

                           

事業の目的 

 瑞穂地区文化祭は、地区民の持つ多くの文化を一堂に集め、広く地区民に披露し、交流

し学習意欲を一層高め、文化に関する意識の向上に努めるとともに、学習の成果を発表す

る機会と仲間づくりに役立てる事を目的としています。 

 

事業の概要 

 瑞穂地区文化祭は、公民館専門委員会文化部を中心に実行委員会を立ち上げ、瑞穂小学

校と連携し、毎年１１月に瑞穂小学校学習発表会とともに開催しています。名称が公民館

まつりではなく、地区文化祭となっている一つの理由になっているのも小学校学習発表会

とのかかわりはあります。 

今年度は、瑞穂地区まちづくり協議会

とも連携し文化祭の充実をはかりました。

二日間に及ぶ内容は、作品展示、学習発

表会、芸能発表会、屋外でのバザーです。 

一番の売り物は実行委員会で販売する

「瑞穂おこわ」です。以前に比べ数は減

っていますが、毎年５３０個前後作って

います。 

 

実施状況 

文化祭実施までには以下、４回の会議を開き、開催要項・業務分担(作品会場準備後始

末班・催事班・芸能発表班）と、細部まで話し合われます。 

 

○１月：公民館運営委員会で開催日 

１１月１２（土）・１３日（日）に決定 

○８月：文化部会で文化祭開催要項について協議 

○９月：第１回実行委員会開催 

○１０月：第２回実行委員会開催 

 

 

 

一週間前の１１月６日（日）１６時４５分に集まった実行委員・小学校の先生、公民

館職員総勢 30 数名で会場準備にかかります。頼もしい軽トラック部隊により、気高町中

央公民館からパネル、音響、テントが次々と運ばれてきます。パネルはその日のうちに

立ち上げられ会場が出来上がります。 

【瑞穂小学校学習発表会】 
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翌日から１２日（土）の開会までに作品展示が行われます。

基本的に展示は出品者自身の手で行います。瑞穂小学校全生徒

の作品も公民館に展示され、また、地区出身の中学生、保育園

児の作品も展示され皆さんを楽しませています。館内では、作

品展示の他、人推協、瑞穂ふれまち、安全センターの活動報告 

もあります。  

また、１３日（日）には食生活改善推進員さんによる試食コーナー、焼き物同好会の

自作の茶椀による抹茶と手作りようかん、外のテントで

は瑞穂おこわ、焼きそば、おいり、手作りお菓子とコー

ヒーの喫茶、いきいきばあちゃんたちによる野菜市、ま

ちづくり協議会による地元産の生姜とこれも地元特産？

の猪肉入りカレーの振る舞い、また、ポップコーン、綿

菓子と盛りだくさんのバザーとなりました。 

体育館では、午前の瑞穂小学校学習発表会に引き続き、午後は瑞穂小学校全生徒の合

唱に始まり鳥取大学落語研究会の落語、各部落による

芸能発表会、お楽しみ抽選会へとつづきます。抽選会

への参加は各戸一枚の抽選券の投函のみです。賞品は

瑞穂おこわの収益の一部が充てられています。 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

集落数も少なく、子どもも少なくなってきている瑞穂地区ですが、地域を元気にしよう、

なんとか続いてきている文化祭を盛り上げよう、多くの人にとどまって楽しんでもらおう、

という気持ちで多くの方の協力をいただきました。その結果、だんだん減ってきていた参

加者が今年度は多かったように思います。協力の手が増えれば多くの笑顔を呼びます。バ

ザーの盛り上がり、体育館の中に２００名近くの顔が見えた時にはホッとし、うれしくも

なりました。 

しかし、反省点も多く芸能出演は年々減り、外部からの出演をお願いする結果にもなり

ました。これからもより一層、各集落、団体、まちづくり協議会等と連携を取りながら、

地区民でつくりあげる文化祭をつづけていきたいと思いま

す。 

また、文化祭という名称は堅苦しく、公民館祭りとした

らどうかという意見もありましたが協議され、瑞穂地区文

化祭は瑞穂小学校学習発表会と、合同で続けて行く姿勢は

変わらないということで、これからも文化祭の名のもと、 

大切に取り組んでいくこととなりました。 

【瑞穂おこわ調理中】 

  【生姜・いのししカレー振舞い】 

【作品展】 

【芸能発表会】 

【バザー風景】 
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宝木っ子まつり 
                             宝木地区公民館 

 

事業の目的 
地区内の子ども会が一同に会して遊びをとおし、地域の大人との交流を図りな

がら、強調性・忍耐力を養うと伴に、地区の良さを感じ、愛着を醸成させ、また、

気高町の貝がら節まつり花火大会で、観賞してもらうことにより、活動を PR しま

す。 

 

事業の概要 

 砂像づくり及びゲーム、地曳き網。 

 『砂像のまち鳥取』を掲げている鳥取市の取り組みを地域活動に繋げ、作品は、
子どもでも取り組みやすい題材を選び、製作します。地曳き網では、幼児から高齢

者まで、力を合わせて網を引き、地域での子育てや、連帯感を養います。 
 

実施状況 
○７月２９日(木)・３０日(金) 準備  型枠づくり・砂盛り 

 

 

 

 

 

 

 

初日に、鳥取砂丘「砂の美術館サンドパル」の指導のもと、まず、メイン砂

像の型枠を組み立てました。次に、型に砂を盛り、真水を入れてランマーで押

し固めます。その工程を何度も繰り返しながら、３段の型枠を完成させました。 

砂の総重量は約１６ｔ、たいへんな作業でした。翌日は、地域のボランティ

アさんも加わり、小さい砂像用の型枠にも砂を盛りました。 

 

○７月３１(日) 砂像づくり・宝さがし・地曳き網(参加者１７１名) 

 

 

 

 

 

 

 

メイン砂像は、大人が数人で、図案を手本に試行錯誤しながら丁寧に彫ってい

きました。今年は、『全国豊かな海づくり大会』にちなんで、宝船に乗った“と

【型枠づくり】 【メイン砂像 砂盛り】 【小さい砂像 砂盛り】 

【砂像づくりの様子】 
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とリン”に挑戦しました。また、小さい砂像は、１２基。数組の親子のグルー

プに地域の方も加わり、大人と子どもが仲良く協力して、１つの砂像を作り上

げていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

砂像を作り終わった子どもたちは、砂浜の宝島に宝を探しに行きました。砂

の中から探し出した宝物を手にして、思わず笑顔がこぼれていました。 

次に、子どもと大人全員で地曳き網をしました。声をかけ合い、力を合わせて

網を引きました。残念ながら、例年にない不漁に終わりましたが、地域のみん

ながひとつになり、連帯感が生まれました。 

 

 ○８月５日（金）砂像のライトアップ 

完成した砂像を、１週間後、気 

 高町の貝がら節まつりの花火大会 

 の夜にライトアップし、多くの方 

 に観ていただくことが出来ました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 今年は、公民館、子ども会、まちづくり協議会の中に、保育園、ふれまちさん

も加わり、より大きな輪ができました。 

 公民館と多団体との共催により、１７１名の参加者があり、地域コミュニティ

ーが広がったことが、大変良かった点でした。 

 地曳き網は、自然が相手なので、今年の場合は漁獲量が少なく、楽しみが半減

してしまったことが残念でした。子どもたちに、自然豊かな地元の海だからこそ

出来る体験を、今後も継続していきたいと思っています。  

完成した砂像 

【地曳き網】 【宝探し】 

【砂像のライトアップ】 

宝物を  
みつけたよ！  

みんなで  
ワッショイ！  
ワッショイ！  
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逢坂かるた健康ウォーク ～大堤コース～ 

                             逢坂地区公民館 

 

事業の目的 

逢坂地区には、数多くの名所がありますが、地元に住んでいながらも意外に知らないと

ころが多いことから、ふるさと逢坂のよさをみなさんに知ってもらいたいと、逢坂再発見

と健康づくりを目的としたウォークを計画しました。 

 

事業の概要 

この事業は、公民館が企画していた健康講座を実施するにあたり、逢坂むらづくり協議

会が作成したご当地かるたを利用して、読み札の地区の名所をウォーキングでまわろうと

いうものです。公民館・むらづくり協議会・健康づくり推進員が協力しあい、今年が第１

回の開催です。 

今後、逢坂地区を大きく３つにわけて、全３回で地区全体をまわる計画です。 

 

実施状況 

○１１月３日（木）文化の日  参加者 ４５名 

                     

うぐい突きで有名な大堤池をスタート地点と 

                   して、計５カ所のチェックポイントを約２時間 

                   半かけ、５ｋｍの距離を全員が歩ききりました。 

 

 

 

 

 

 

☆ 「 大堤
おおつつみ

 どろんこまみれで うぐい突
つ

き 」 

       「うぐい突き」は、毎年１０月に大堤池で行われる 

伝統行事です。                               

 

☆ 「 郡家
こ う げ

から 生
う

まれた古代子
こ よ こ

 文
ぶん

学者
がくしゃ

 」 

田中古代子は１８９７年に郡家で誕生した、 

県内初の女性新聞記者で女流作家です。 

 

 

出発前に参加者全員で記念撮影

こ

お

－１０９－ 



☆ 「 慶
けい

寿院
じゅいん

 桜
さくら

の海
うみ

に ぽっかりと 」 

    高江の慶寿院にはたくさんの桜が植えてあり、桜が満開のときには、桜の上

にお寺がぽっかりと浮いているように見えます。 

 

 

☆ 「 わったいな 会下
え げ

をいろどる しだれ 桜
ざくら

 」 

             会下には大きなしだれ桜の木があり、春は桜 

の花が空から降ってくるようです。 

 

☆ 「 綱
つな

吉
よし

の 命
めい

で子宝
こだから

 睦逢
む つ お

地蔵
じ ぞ う

 」 

     睦逢には地蔵さんがたくさんありますが、 

徳川綱吉の時代に、子宝が授かるようにと 

全国各地に地蔵さんを作らせたそうです。 

 

                     チェックポイントはこの５つですが、その 

                    場その場で読み札の解説を聴きながら、秋晴    

れの中を気持ちよく歩きます。出発前に講師 

                    のかたからウォーキングのワンポイントアド 

                    バイスを受けましたので、意識してさっそう 

                    と歩くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 公民館が、逢坂むらづくり協議会など他の団体と協力して実施することにより、多くの

参加があり、地区の盛り上がりが感じられました。来年、再来年と今後も継続していくこ

とが出来る事業となり地区全体への広がりが期待できます。 

 課題としては、このような機会に、もっと地区が活性化できるよう様々な内容で計画し、

健康づくりに役立てるようにしていく必要があると考えます。 

わ

つ

け

郡家から高江へ向けて 

ウォーク中 

睦逢地蔵 

名水もあり、ほっと一息 
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浜っ子イキイキ倶楽部 

                             浜村地区公民館 

 

事業の目的 

 浜っ子イキイキ倶楽部は、地域の子どもを地域の大人とのふれあいを目的としています。

勉強や工作教室、さまざまな体験の機会を提供し、心身ともに健やかな子どもを育成して

いきます。 

 

事業の概要 

 この倶楽部は、浜村校区の小学生を対象とし、夏休み期間中午前中は宿題の場として公

民館を開放、地域の方々が指導者となって子どもたちの勉強を教えます。また、午後から

は工作教室や体験教室を開催します。 

 この教室をとおして、物づくりの楽しさと、子ども同士の協力しあう心、思いやりの心

を養います。 

 

実施状況 

 ○勉強会 ７月２９日（金）・８月４日（木）・５日（金）・１８日(木)・１９日(金) 

  場 所：浜村地区公民館 

  参加者：計２５名   

  内 容：学校で出された夏休みの宿題をする。わからないところは指導者に聞いたり、 

     上級生に聞いたりして、助け合いの心を育てます。 

 

 

○７月２８日（木） 工作教室①「折紙教室」 

 場 所：浜村地区公民館 

  参加者：１２名  指導者：貞谷隆子さん 

内 容：いなば和紙を使って、七夕飾りを作りました。 

 

○７月２９日（金） 工作教室②「わりばし工作」 

 場 所：浜村地区公民館 

  参加者：１０名   

  内 容：わりばしと、輪ゴムを使ってゴム鉄砲を作りました。 

 

 

 

 

 

 

[折紙教室] 

[わりばし工作] 

[さぁ～！とぶかなぁ～] 
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○８月 ２日（火） 体験教室①「ヤサホーパークで絵を描こう！」 

 場 所：ヤサホーパーク    参加者：５名 

  

   

 

 

 

  

○８月 ４日（木） 体験教室②「海水で塩作り」 

場 所：浜村地区公民館 

  参加者２０名   

  内 容：浜村の海水から塩を作りました。 

   

 ○８月１９日（金） 工作教室③「牛乳パック工作」 

場 所：浜村地区公民館 

  参加者：５名   

  内 容：牛乳パックで吊り雛を作りました。 

 

 ○８月２３日（火） 工作教室④「ペットボトル工作」 

  場 所：浜村地区公民館 

  参加者：１２名  

 

  

   

  

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

この浜っ子イキイキ倶楽部に参加することで、他の学年の子どもとの交流をすることに

より、子ども同士の友だちの輪の広がりが感じられました。そして、今年完成した公園『ヤ

サホーパーク』での図画は、どの子どもものびのびとした絵を描いていました。 

今後も、ヤサホーパークをたくさん利用して、自然の中で子どもたちがのびのび出来る

ような事業を企画・実施したいと思います。 

 また、低学年の参加がほとんどだったので、高学年も参加したいと思えるような魅力あ

る内容を考える必要があります。 

   

[私は鷲峰山を描くよ] [僕は海を描いたよ] 

[浜村の海水で塩作り] 

[牛乳パック工作] 

[ペットボトル工作] [ピンポンキャッチャーの出来上がり！] 
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和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

                             酒津地区公民館 

 

事業の目的 

毎年５月の連休中に開催されていた「酒津地区大運動会」が、地区住民にアンケートを

採った結果、中止となりました。少子高齢化が進む昨今、止む終えない結果といえます。 

しかし、３．１１の東日本大震災が起き、住民同士の繋がりがいかに大切かが分かった

のに、住民が顔を合わす機会が減ってしまいます。そこで、それをカバーするために老若

男女がさほど体力も使わずに出来るグラウンドゴルフを、みんなで植えた芝生広場で和気

あいあいと楽しもうという目的で始まりました。 

 

事業の概要 

この大会の正式名称は「さけのつ健康づくりスポーツ大会 和気あいあいグラウンドゴ

ルフ大会」といい、６月から１２月の間に年間６回程度開催することとしました。大会は、

自由参加の個人戦とし、一般の部と小学生の部を設けます。ゼッケンを作り、全大会を通

して同じ番号を着用して貰いました。 

毎回１ラウンド８ホールとして２ラウンド回り、得点は１ラウンドあたりの平均打数で

大会終了までの暫定順位を公表します。ただし、３回以上参加した方を表彰の対象とし、

さらに４回以上参加の方には最終節終了後に「あいあいポイント」という独自の特典を加

算するというルールにしました。 

 

実施状況 

○６月１９日（日）  第１回和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

   於；芝生広場  参加者；３８名   

実際にプレーした選手は２４名ですが、初回という事もあり

公民館運営委員が各チームに付き得点を記入しました。  
お天気もよく、ギャラリーも多かったです。 

 

 

○７月２４日（日）  第２回和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

   於；芝生広場  参加者；２７名   

気温が高く、日よけにテントを張りました。今回からは、運営委員さんも選手として参

加しました。 

 

○１１月３日（祝）  第３回和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

   於；芝生広場  参加者；３１名   

【第１回ＧＧ大会の記念写真】 
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本来予定していた第３回大会は、８月２８日（日）でしたが区の行事と重なり、予備日

の９月４日が台風直後で芝の状態が悪くて中止としました。よって、公民館運営委員会で

協議した結果、第４回以降を繰り上げて第５回で終了ということにしました。それにも関

わらず、１０月の開催日も台風の影響で予備日とも出来ず、これ以上回数を減らすわけに

もいかないので１１月３日に実施しました。 

 

○１１月２３日（祝）  第４回和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

   於；芝生広場  参加者；２６名   

 

○１２月 ４日（日）  第５回和気あいあいグラウンドゴルフ大会 

   於；芝生広場  参加者；２９名   

朝から小雨が降ったりするあいにくのお天気でした。しかし、これ以上延期するわけに

もいかず、途中雨宿りのため中断もしましたが、なんとか無事プレーが終了しました。 

 

○１２月１８日（日）  平成２３年度和気あいあいグラウンドゴルフ大会表彰式 

   於；酒津地区公民館２階大広間  参加者；２５名 

 おもに対象となる３回以上

出場した方が集まりました。

上位３賞、各とび賞、ブービ

ー賞、ホールインワン賞等、

みんなで各賞の賞品に一喜一

憂しながら、簡単な飲み物と

お茶菓子で談笑しました。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 約半年を通じてグラウンドゴルフ大会を実施した結果、住民同士の繋がりは深まったと

思われます。表彰式に参加したみなさんから、グラウンドゴルフは楽しくて生きがいにも

繋がる。表彰式もみんなと雑談ができて楽しい。また来年も企画して欲しい。という意見

をいただきました。小学生の参加も数人ありましたが、部活行事等があり、どうしても参

加者の年齢層が高くなってしまいます。 

 また、開催期間が長い故に、他の行事との日程の調整が難しいことがあげられます。８

月は納涼祭、９月は作品展と校区運動会という大きなイベントがあるので開催が難しく、

１０月以降は、台風の襲来等天候に左右されることがあり、継続するのであれば、開始時

期を早める等日程の検討が必要と考えています。 

【平成２３年度和気あいあいグラウンドゴルフ大会表彰式】 
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ひおき納涼祭 

日置地区公民館  
 
事業の目的 
 ひおき納涼祭は、日置地区公民館の大イベントの一つとして、日置地区まちづくり協議

会と手を取り合い、心と力を合わせて取り組んでいます。日置地区は、小畑、河原、山根、

早牛の４集落からなる地区です。人口も合併当時には約１３００人いましたが、現在約１

２００人に減少して、少子高齢化も急速に進んでいます。そんな中、近所付き合いも希薄

になり、同じ集落でも顔を見たことがないなんて、良くあることになってきました。そこ

で、各集落はもちろん、集落内外の絆を深め、つながりを大切に、人に優しく一人でも住

みよい日置づくりを目指すことを目的としています。  
 
事業の概要 
 本事業は、夏の暑い日の午後３時から、地区の中心に位置する和紙の里「あおや和紙工

房」の前庭を活用し開催します。まず、若い人から高齢者まで楽しみながらスポーツ（グ

ラウンドゴルフリレー、ジャンボボールバレー）で４集落が交流し、いい汗をかきます。

途中各集落担当のバザー（飲み物・食べ物・ゲーム）などを楽しみながら、いろいろな芸

能を観賞しつつ最後に太鼓を中心に踊りの輪をつくり、伝統芸能「はねそ踊り」でしめく

くります。公民館及びまちづくり協議会スタッフ一同、納涼祭の成功を目指し、心と智恵

や技を出し合いながら、準備に当たっています。  
 
《実施状況》  
 ○ 平成２３年７月３１日（日） 午後３時スタート  
  当日の午前は、まちづくり協議会主催の青空市も開催されます。一日を通して日置が

大勢の人で賑わいます。午後３時よりいよいよ納涼祭です。納涼祭実行委員を中心に、

いろいろと工夫しながら準備し、バザー・ゲームなどを運営していきます。バザーでは、

集落ごとの担当分けをしており、枝豆、ポテトフライ、かき氷、唐揚げ、いか焼きなど

のコーナーを和紙工房前庭に設け、お客様を明るく接待して過ごします。  
  以下の日程で、わいわいしたり、うっとりしたりして、  
暑い日置の夏の一日、青空の下、大勢の人が集います。  

  １５：００  ひおき納涼祭 開催  
  １５：００～ スポーツ、ゲームで交流  
       ・グラウンドゴルフリレー  
         高齢者の方に人気の GG をリレー方式で  
         制限時間内にどれだけゴールに玉が入る  

かを集落対抗で競います。  
       ・ジャンボボールバレー  
         膝立ちになり大きなビーチボールをソフト  
         バレーのルールで競います。  
         決して立ちあがってプレーしてはダメです。  

【ジャンボボールバレーの様子】 

【ゲーム参加者の様子】 
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各競技とも皆必死で、白熱する場面も多々あり、応援にも力が入ります         

・餅つき（各集区長）  
         各集落の区長さんにより無料の振る舞い餅がつかれます。  
       １６：２０～ 演芸発表  
              ・青谷小学校新体操クラブ  
              ・麒麟獅子  
              ・小畑つくし会  
       １７：４０～ ・はねそ踊り  
               保存会員を中心に輪を作り  
               踊ります。  
 
成果と課題、今後の方針等 
 当日は朝から夕方まで、日置地区が賑やかくなり、スタッフも参加者もお互いに一層の

つながりを深め、大いに盛り上がりました。参加者の方の笑顔もあっちこっちに見ること

ができ、嬉しく思いました。地区住民のつながりを深める納涼祭の大切さを、スタッフ一

同感じました。  
 “あおや和紙工房”の前庭で開催したので、日置地区外の方も興味と関心をもって、多

くの方が来場してくださったことも大いに喜びたいです。特に４団体の演芸発表の時には、

観賞されているときの姿や表情のすばらしさを見たとき、言葉では言いようがありません。

発表されたグループ、団体の皆さんには感謝、感謝です。  
 日置地区は、前述したように、だんだん人口減少化、過疎化が進んでいますが、一人一

人が、生涯学習・福祉・ものづくり・心づくり活動を大切に、育ててきた心や力を出し合

い、共に日置を育てていきたいと思います。それには、ますます公民館事業、まちづくり

協議会事業の充実が大切と感じます。大イベントや日々の小さなくり返しでのバランスを

取りながら、日置をさらに活性化していきたいと思います。  
 幸い、閉校となった旧日置小学校を改修し、平成２３年度から日置地区公民館が、新し

く出発しました。これを諸活動の拠点施設として、人とのつながりを深め、絆を大切に人

に優しく住みよい日置づくりを進めていきたいと思います。多くの方のアドバイスやご指

導を期待し、「日置地区の一押し事業」を報告させてもらいました。  

【日置の子どもたちとバザーの様子】 

 
【伝統芸能「はねそ踊り」】 

 
 【小畑つくし会演技と日置の風景】 
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もちつき大会とドッジボール 

日置谷地区公民館 

 

事業の目的 

 平成２２年４月に青谷小学校が完全統合となり、日置谷地区の小学校が廃校になってし

まいました。以前は日置谷スポーツ少年団の交流として“もちつき”が行なわれてきまし

たが、スポーツ少年団も統合となったため、日置谷地区の

子供と保護者、又保護者間のふれあい事業として育成部に

引き継がれることとなりました。 

 育成部の方にお世話して頂き、日置谷地区内の子供と保

護者の方々の昔ながらの杵と臼を使った“もちつき”を通

してふれ合い、絆を深めるとともに、つく、丸めるなどの

作業を体験しながら、日本の古き良き文化に触れる事を目

的としました。 

 そして、もち米が蒸しあがるまで、ドッジボールやビンゴゲーム等を子供と大人が一緒

に楽しみ、コミュニケーションを図る中で子供達の育成を目指しました。 

 

事業の概要 

 生涯学習事業の「子どもと大人のふれあい事業」のひとつとして、各集落より選出され

た育成部員が主体となり事業を行っています。今年度は１０月に育成部会を開催し１２月

に「もちつき大会とドッジボール」を行うこととしました。もちつきは地区公民館前の広

場で、ドッジボールとビンゴゲームは日置谷体育館で行いました。  
 参加者を少しでも多く集めるために、チラシを通常より早く作成し、育成部の方に各集

落での声掛けをお願いし、参加集約をしていただきました。  
 
実施状況 

＊日  時：１２月４日（日）午前９時３０分から午後１時３０分 

＊場  所：日置谷地区公民館、日置谷体育館 

＊指  導：各集落育成部員（１０名） 

＊参 加 費：無料 

＊持 ち 物：上履き・エプロン・三角巾 

＊参加人数：小学生３０名、幼児５名、大人２５名 

 あいにくの小雨模様でしたが、地区公民館前広場で予

定通り“もちつき”大会を実施しました。 

 もちつきの準備を育成部のお母さん方にお願いし、ド 

ッジボールとビンゴゲームをお父さん方に担当していただきました。 

【白熱したドッジボール】 

【もちつき大会】 
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【つきたてのおもちを会食】 

               もち米が蒸しあがるまで、体育館で親子入り混じっての

ドッジボール紅白戦をしました。 

又、ビンゴゲームでも大いに盛り上がり、皆楽しい一時

を過ごしました。 

 いよいよ杵と臼での“もちつき”が始まりました。若い

世代の保護者達にはほとんど経験がなく、唯一経験を持っ

た一人の方の指導で始めました。大人が勢いよく振り下ろ

す杵の的が外れ臼の角を叩いてしまい、木屑入りのおもち 

 も出来てしまいました。子供達も順番についていきました 

が、思うように出来ないと歓声をあげながら本当に楽しそ

うでした。 

 ついたおもちを子供達と丸めていきました。まるで粘土

遊びの様に、時にはハートやドーナツ型等、子供達の発想

はいろいろでとてもユニークなおもちが出来ました。後半

についたおもちはちぎりながら、きな粉、餡子、砂糖醤油

等で味付けして食べました。 

 子供達はつきたてのおもちが余程おいしかった様で、何

度もおかわりをして食べていました。 

本当に良い体験が出来たと保護者も子供達も大満足して帰られました。 

 

成果と課題、今後の方針 

 育成部の方に声掛け、集約をしていただいたので日置谷地区の小学生の７０％の子供達

の参加がありました。公民館主催の他の事業と比べ参加率が大変よかったです。来年度は

少子化の影響で地区の小学生が３０名弱となってしまいます。事業を行うにあたり育成部

の協力だけではなく、少しでも多く地域の方々に参加していただき、子どもと大人のふれ

あいの場となるよう広い範囲の参加の声掛けが必要となってきました。  
 今後も育成部を主体とした事業を計画し、経験豊富な老人クラブの方々などに参加、指

導していただき、子供と保護者だけでなく地域の方との幅広い交流で親睦を深めていきた

いと考えます。そして、今回の「もちつき」のような日本の伝統を後世に伝えることも出

来るのではないかと思います。  
 

【大人顔負けの上手さです】 
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勝部を語る会  

勝部地区公民館 

 

事業の目的 

「勝部を語る会」は地区が抱える課題や問題点の中からテーマを設定し、参加者全

員の討議で解決策を考えたり、これからの地区のあり方や方向性などを話し合う会で

す。昭和５３年１月１５日に第１回が開催され、その後毎年開催されて今年で第３４

回を迎えました。 

 

事業の概要 

設定したテーマをより深く理解したり多角的に判断しやすくするために講演会や説

明会を前半に設定して専門的な話を聞き、後半は参加者が地区の実情や問題・疑問点

を出し合って問題を解決したり地区としての今後の方向性やあり方をまとめていきま

す。 

市町合併以前は町長以下行政幹部や議員の、合併後は町選出の議員に出席をお願い

して、行政面からのアドバイス等を提示していただきながら協議を深めています。 

この会で話し合いを通じて、問題点の改善がなされたり、今後の方向性を見出すこ

ととなり、住みよい地域づくりに大いに有益であり地区活性化の面でも意義ある会と

なっております。また、参加者の意識向上や地区民として課題などが共有され、地区

民の団結力向上の面において非常に有意義な会となっております。 

 

実施状況 

 発足当時の昭和５３年ごろは、日本全体が右上がりの経済に支えられて勢いのある

時代であったと思います。過疎化や少子化といった社会現象は、中山間地に位置する

この地域おいてもまだ問題視されていなかったと思います。そのため、この会も生活

基盤が農林業中心であったため、テーマもそれ

らに関係するものが中心でありましたし、冬場

の農閑期を利用したこの時期に開催され、出席

者数もかなりあったようです。 

 また、当時の参加者の一番の関心事は会の終

わりに設定している「新年会」であり、酒を酌

み交わしながら楽しい一時を過ごすのが魅力の

会ではなかったのかな 

と想像をしています。 

しかし、最近は深刻な過疎化と少子高齢化の 

【平成 22 年度「地域の今を考える」～第１

部「町内の企業を知る」でダイキン工業(株)

ダイキンアレス青 谷 のスタッフの方 から貴 重

なお話を聴く】 
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波、加えて長引く不況の現在は、いかにすれば地域の活性化が図れるのか、さらには

どうすれば現状を維持できるのかといった、深刻な課題や地区の生き残りを策といっ

た頭を悩ます実情を反映したテーマが中心となっているようです。 

ちなみに最近５年間のテーマを挙げますと、 

◆平成２３年度「自然災害について考える」 

◆平成２２年度「地域の今を考える」 

◆平成２１年度「危機管理について」 

◆平成２０年度「ふるさと勝部を生きる」 

◆平成１９年度「小学校閉校後の地区の活性化を図るには」 

 となっています。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 地区内の全戸数が 240 戸、全人口が約 700 名という小さな規模のうえ、中山間地と

いう地理的に制約を受ける地域のため、会の継続がかなり困難な状況にあります。そ

のうえ、平成１９年３月に小学校が閉校となり、地区内の文化的な活動の場がさらに

縮小されてきました。こういった厳しい現状を考えると、逆に地区公民館の地区で果

たす役割はますます大きくしかも重要性を増してくるようになりました。 

昨年の日本は東日本大震災の影響を受けて、世相を現わす一字漢字は「絆」と報道

されましたが、私達が暮らしている小さな地区にはこの漢字が永久のテーマになるよ

うに感じています。 

急速に変化する世界情勢や社会状況の中で生きていかなければならない私達は、心

の拠り所として、生活の根拠地である我が村や我が地区を大切にし、地域住民が助け

合いながら楽しく暮らすことがますます大切になってきていると思います。 

そう考えると、この会を初めとする公民館

事業は地区民にとって大切な取り組みとなり

ます。ささやかな取り組みではありますがこ

れからも根気強く継続しなければならないと

決意を新たに、職員一同取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

【毎年７０名前後の参加者で埋め尽くさ 

れる会場。女性の参加も多い】 
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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の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今年で１９回目を迎えました。小学校閉校

とともに名称を「中郷まつり」と改め、平成２０年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５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６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】 

    新体操・新舞踊・ピアノ伴奏・傘踊り・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。青谷小学校中郷地区６年生による元気なソーラン節の踊りで会場

は熱気に包まれました。おたのしみ抽選会では、３９名の方に賞品が当たりました。 

【展示コーナー】 

  地区有志作品・公民館活動作品・小学生の作品などの出展は、どれも思いが込めら

れた力作揃いで見応え満点でした。青谷町にゆかりのあるイラストレーター毛利みき

さんのイラストレーションと和紙灯ろうに来場者は足を止め見入っていました。 

【中郷手づくり工房】 

   和紙折り紙・バルーンアート・グラスアート・押し花・エコクラフト手芸の体験を

実行委員によるパネル設営 作品展示作業の様子 
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通して手づくりの面白さ、楽しさを知っていただきました。 

【おたのしみバザー】 

    おでん・うどん・たこ焼き・わたがし・五目おこわ・焼きそば・フランクフルト・

焼き鳥・焼き餃子などの出店や手づくりコンニャク・びわジャム・なしジャム・びわ

の葉茶などの販売でバザー会場は大賑わいでした。 

   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。 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題、今後の方針等 

 前日からの悪天候のため、準備、運営、片付けにおいて雨対策など不十分な点があり課

題は残りましたが、地域のたくさんの方々に関わっていただき中郷まつりを無事終えるこ

とができました。 

 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

ーは地区民の交流の場となり、地元産物の加工品販売は、地域の活性化にもつながってい

ます。  

近年では、実行委員の高齢化・人口減少などの理由で中郷まつりの規模縮小の意見が出

たり、芸能発表の出演団体のマンネリ化など課題は山積みとなっています。これらを一つ

ずつ解決し内容を充実させ地域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。 

中郷ステージのソーラン節 

おたのしみバザー 

中郷手づくり工房

力作ぞろいの作品展示コーナー 
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わくわく講座 

                             青谷地区公民館 

 

事業の目的 

より多くの地域の方に公民館事業に参加していただきたいとの思いから始めた「わくわ

く講座」は、今年で３年目になりました。さまざまなジャンルの講座を開催することで、

地域の方がどんな講座に興味・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 

１１月から１２月にかけて約１カ月間に、「手芸」「園芸」「料理」「教養」「健康」「視察

研修会」のテーマで初心者向けの講座を開催しました。今年度は、「手芸」「園芸」につい

ては経験者と同じレベルで楽しめる分野の講座を開催し、初心者、経験者にかかわらず気

軽に参加できる内容にしました。また、潜在的にニーズがあると予想された法知識の市民

講座を開催し個別の相談も受け付けたところ、「聞きたいことが聞けて良かった」などの声

が寄せられ、役立つ講座が開催できたと思っています。 

 

実施状況 

期日・会場 参加人数 内容等 

11 月 9 日 青谷地区公民館 ８人 押し花教室 

11月 10日 青谷地区公民館 16 人 ニュースポーツ体験 

カローリングとスカットゴルフを体験しまし

た。 

11 月 16 日 若桜町内 20 人 まちづくり視察研修会  

青谷地区まちづくり協議会との共催で、若桜鉄

道に乗って若桜まで行き、文化財や町並みを生

かしたまちづくりの様子を研修しました。 

11月 17日 青谷地区公民館 ５人 ポーセラーツ教室 

11 月 22 日、24 日 

青谷地区公民館 

10 人 きめこみパッチワーク 

11月 30日 青谷地区公民館 11 人 高齢者料理講習会  

「カレイのから揚げたっぷりねぎソース」「ブロ

ッコリーのからし和え」「にんじんとベーコンの

スープ」「里芋のうま煮」を作りました。 

12 月 1 日 青谷地区公民館 ８人 寄せ植え教室 
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期日・会場 参加人数 内容等 

12 月 4 日 青谷地区公民館 ９人 筆界特定講座 

12 月 7 日 鹿野町内 10 人 男のそば打ち教室 

鹿野のそば道場でそば打ち体験をし、鹿野の町

並みをボランティアガイドさんの案内で散策し

ました。 

以上が今年の講座ですが、この中で今年の新しい取り組みを紹介します。 

○男のそば打ち教室 

 例年、「男の料理」を公民館の調理室で行っていましたが 

目先を変え、そば打ちをして鹿野町の散策をしようという企 

画にしました。誘いあって参加された方が多く、そば打ちの 

時から和気あいあいとした雰囲気で、そばを食べて鹿野町散 

策の頃には大いに盛り上がった会になりました。「料理を学ぶ」 

ということからは外れるかもしれませんが、公民館事業を通 

じて地域の方の親睦を深めてもらういい機会になったと思います。 

 

成果と課題、今後の方針等 

 「わくわく講座」がきっかけとなり、「ポーセラーツ」は２カ月に１回の定期講座を開催

しています。「押し花教室」「寄せ植え教室」も不定期ながら他の時期に講座を開催し、参

加者の好評を得ています。このように、１つでも２つでも定期講座につながる取り組みが

できたことは大きな成果と考えています。また、「男のそば打ち」に参加してくださった方

が「公民館だよりに載っとったけ」と次の行事の参加申込をしてくださり、今後につなが

るのではないかと期待しています。公民館行事は男性の参加自体が少ないので、男性に参

加してもらうきっかけ作りができたのではないかと思っています。 

 ただ、講座全体でみれば参加者がやや固定されていて、新しく参加してくださる方が今

年度は減少しています。社会構造の変化と言ってしまえばそれだけですが、「やってみたい」 

と思えるような企画を立てられるよう、公民館職員がアンテナを高く立てて日々を過ごす

ことが必要と思います。参加者自体は少なくても「筆界特定講座」のような少し硬い内容

の講座を何個か入れることも検討しています。 

 来年度からは今年の反省をふまえてもっと人をひきつけるような企画を考え、毎年１１

月は地区の方にわくわくしてもらえるような講座を開催していきたいと思います。 

【初めてながら美味しくできました】 
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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 

柳田 恵美子 
鳥取市公民館連合会 理事 

鳥取市湖山西地区公民館 主任 

 

塩 とみ子 
鳥取市公民館連合会 理事 

鳥取市立日置地区公民館 主任 

 

門脇 裕子 
鳥取市公民館連合会 理事 

鳥取市立久松地区公民館 主事 

 

田渕 義弘 
鳥取市公民館連合会 理事 

鳥取市立八上地区公民館 主事 

 

事務局 

竹氏 正順 
 鳥取市中央公民館 館長 

 鳥取市生涯学習課 課長 

 

山形 孝史  鳥取市生涯学習課 主任 
 

 

 
 

 「わが地区のいちおし！」 
～平成２３年度公民館事業～ 

発行年月  平成２４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 

 
・各地区公民館の取り組みをされた成果へ敬意を表するとともに、本誌を参考資料として、 
 情報交換等で役立てていただける事を期待しています。   （柳田） 
 
・わが地区のいちおし編集委員を受けた時、「しまった何にも知らないのに大丈夫か」と自問 
 自答しました。しかしながら、会長をはじめ関係のみなさんのおかげで、なんとか委員とし 
 ての任務を果たせたように思います。ありがとうございました。（塩） 

 
・If winter comes, can spring be far behind（明るい春が来ますように）（門脇）  

 
・「わが地区のいちおし！」の冊子をとおし、改めて生涯学習の充実を図ることの大切さを感じ、

各館の”コミュニケーションの輪”が広がっていくことを期待します。（田渕） 
 

《あとがき》
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