


 



発刊に寄せて 
 

鳥取市公民館連合会 会長 福本幹久 

 

 

平成２２年度に実施した「子どもと大人のふれあい事業」

「人権啓発事業」「特色ある公民館事業」の中から、各地区公民館の取組を収録した冊

子『我が地区の一押し！』が発刊できました。鳥取市 61 の地区公民館には、61 の顔

と歴史があります。その顔と歴史をふまえて、地域の特色を活かした取組が展開され

ています。 

 公民館事業（講座）に、参加者数が少ないことに心を痛めているとの声を聞くこと

があります。文部科学省の『社会教育調査報告書』によれば、公民館の年間利用者数

は約２億３千 6 百万人で、日本総人口の約 2 倍にあたります。つまり、国民一人当た

り公民館を２回利用したことになりますが、参加者数よりも、これまで公民館に出か

けたことのない人が参加したり、公民館を利用したことで生き甲斐ができたという歓

びの声が聞かれることを重視したいものです。公民館事業に参加することで、交流の

輪が広がり楽しみが倍増すれば、人が輝く活力あるまちづくりにつながっていきます。 

 この冊子に掲載されている地区公民館の取組事例は、私たちの共有財産です。企画

から実施・評価の過程に、その地域の特徴を活かした工夫点やアイデアを読み取るこ

とができます。公民館の新しい役割や期待に応えるためのヒントや地域の課題解決の

手法など、「我が地区の一押し！」の隠し味を探っていただきたいものです。地域コミ

ュニティの重要性が指摘されている今日、「まなぶ」「つどう」「むすぶ」という公民館

の役割を改めて見直すきっかけとなれば幸いです。 

終わりに、本冊子の作成にご尽力いただきました編集委員並びに関係者の皆様に衷

心より感謝申し上げ、発刊の挨拶といたします。 

 

表紙の写真は、鳥取市国府町出身の画家・福田典高氏が描かれた国府町の雨滝の絵画です。雨滝

は、「日本の滝百選」に選定された高さ４０ｍの鳥取県一の大飛瀑で、H22.10「世界ジオパークネ

ットワーク」への加盟が認定された『山陰海岸ジオパーク』の代表的なジオスポットです。上中央

の筥滝（はこだき）は、雨滝から山道を800ｍ歩いた北側にある岩の二段重箱の滝です。また、下

右の絵は、雨滝の上手上流から流れる仏谷渓谷です。福田典高画伯は、「太陽美術協会」「ル・サ

ロン展」「現代日本連盟展」などの美人画展で、奨励賞をはじめ各種の賞を受賞されるなど、日本

を代表する画家です。現在は、旧成器小学校をアトリエとして、都市化が進む地元の古き良き風景

画制作などに専念されています。 
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            本年度公民館トピックス ① 

第 63 回優良公民館の文部科学大臣表彰受賞【宮下地区公民館】 

   ～地域全体でいただいた賞! ! 手笠踊りを通じて地域を愛する子どもたちへ～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮下地区公民館が、第６３回全国公民館優良表彰を受賞されました。国府町宮

下地区は、古くからの貴重な文化財に加え、麒麟獅子舞、因幡の傘踊り、手笠踊

りなどの伝統文化が受け継がれてきました。しかし、近年、手笠踊り継承活動で

は、後継者が減少しており、市指定無形民俗文化財である手笠踊りを地域全体の 

財産として守っていくため、公民館が核とな

り、保存活動、地域内外へのＰＲ活動、後継

者育成のため小学校へ指導者派遣等の取組

をおこなってきました。この取組は、幅広い

世代に地域の伝統を大切にする心を育んで

います。受賞誠におめでとうございました。

今後のみなさんの益々のご活躍を祈念いた

します。   

 

 

 

 

                                
 

    

「因幡の傘踊りの祭典」で熱演 宮ノ下小学校５年生に「鴨緑江」を指導 

受賞風景 （右:澤田館長） 

澤田館長 歓びのことば ～伝統文化を通じて地域愛を子どもたちへ伝えたい～ 
地域の子どもから大人まで多くの住民の方々と一緒に、大切な伝統芸能の継承保存に

取り組み、地域を活性化することが出来ました。このような活動に対しての受賞であり、

地域全体がいただいたものと深く感激しております。 
公民館は、今後も地域の誇れる伝統文化を生涯学習に取り入れ、地域を愛する住民意

識の醸成と人材育成を図りながら、伝統文化を次世代へ継承していきます。 

－1－ 



            本年度公民館トピックス ② 

平成 22 年度鳥取市公民館まつり開催される！ 
 

平成２２年度鳥取市公民館まつり（第２９回）が、平成２２年１１月１９日（金）、

２０日（土）、２１日（日）（芸能発表会は２０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。両日とも、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、各地域から１，５４０人の方 

の協力をいただき１，８５２点の作品が所 

狭しと展示されました。どの作品も日頃の 

                     学習の成果が表れた力作ぞろいでした。 

 

 

 

 

 芸能発表会では、地域の伝統芸能や公民 

館サークルの発表があり、トップバッター 

で美穂地区公民館朝月子ども会のミッキー 

マウス・シャングリラの踊りが披露され、 

ほのぼのした雰囲気に会場が包まれました。 

続いて、コーラス、民謡、扇舞、盆踊り、 

銭太鼓、大正琴、手笠踊り、傘踊りなど多 

種多様な演目が演じられ、観客と出演者が一体となり笑顔と熱気にあふれた舞台

が繰り広げられました。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 ２，３１５人 

（作品展:１，５０４人 芸能発表会:８１１人）※出演者、入場者数含む 
 

 

 

－2－ 

作品展 : どの作品も輝いていました!! 

芸能発表会 : 公民館は地域文化の殿堂 

各地域の力作がそろった作品展 

芸能発表会の一場面 

『ミッキーマウス・シャングリラ踊り』 

（美穂地区朝月子ども会） 



大和・久松地区の交流事業 

久松地区公民館  
 

１ 事業の目的 

大和地区（生産者）と久松地区（消費者）の交流をはかりつつ、次世代を担う子供た

ちをはじめ、地区住民の健全な食と健康に関心を持ってもらうことを目的としました。  
 
２ 事業の概要 

この事業は、「ふれあい市」｢さつまいもの苗植え｣｢しそジュース作り｣｢稲刈り体験｣｢さ

つまいも掘り｣と実施しました。企画を実施するに当たり、ふるさと体験交流促進会議を

はじめ、大和むらづくり会議・小さき花園幼稚園・久松小学校･久松おやじの会に多大な

協力をいただきました。  
 
３ 実施状況 

○ 『ふれあい市』  
於：久松地区公民館   
 毎月第１･第３日曜日（但し１月～２月は休み） 

       参加者延べ 500 名 

 お盆特別市 参加者５０名   
年末特別市 参加者３５名  

 ２３年間続いているふれあい市。食材に生産者の

顔が見えるこのふれあい市は、何よりも食べ物の本当の味と、食べることの安心感

と奥の深さを知ることが出来たと参加された方が話されていました。 
 

○６月１日（火） 『さつまいもの苗植え』  
  於：鳥取市赤子田地区  参加者５４名   

大和地区の農園を借り、小さき花園幼稚園の園児とともにさつまいもの苗 350 株の

苗植えを行いました。園児たちは講師より苗の植え方を聞き、畝にあけられた穴に一

本ずつ「大きなお芋になぁれ」と言いながら植えていきました。その後、隣の畑で赤

く実ったイチゴのもぎとりを体験しました。虫がいないか恐る恐る手を出している園

児やいきなりもぎ取って口の中へと運ぶ園児もおり、楽しく体験ができました。 

 
○７月１９日（月） 『しそジュース作り（紫蘇のシロップ漬け）』  

  於：久松地区公民館  参加者８名   
   大和地区の紫蘇を購入し、葉を洗って水気を切り、大鍋に水と葉を入れ、葉の色が

変わるまで煮出します。葉を引上げて、砂糖･クエン酸を加えて、あくを取りながら煮

て出来上がりです。講師より紫蘇はミネラル、ビタミンの栄養素が豊富に含まれてお

り、老化予防、動脈予防、アレルギー症状の緩和に効果があることや、紫蘇は体に良

－３－ 



くても沢山食べられませんが、ジュースにすると手軽に紫蘇の成分をとる事が出来き

ることなどを話されました。  
   
○９月２５日（土） 『稲刈り体験』  

  於：鳥取市赤子田地区  参加者１０名   
   あいにくの雨でしたが、大和地区で栽培されている有機米の稲刈りを行いました。

講師より鎌の使い方、稲の持ち方、束ね方など聞き、作業に取り掛かりました。刈っ

た稲を束ねることが難しく何度も聞き返しながらも楽しそうに束ねていました。稲木

のところまで束ねた稲を運ぶ時に、大降りの雨になり、田んぼのぬかるみに足をとら

れながらの作業は大変でした。生産者の苦労が良くわかり「一粒の米も残さずに食べ

なくてはね」と親子で話されていました。参加者が少なめでしたが滅多に出来ない農

作業体験が出来ました。  
   その後、久松おやじの会・地区の方の協力により稲の脱穀作業を行いました。収穫

された米は、公民館まつりで、久松おやじの会の皆さんにより「バクダンおにぎり」

として販売され、こちらも大変好評でした。  
 
○１０月１５日（金） 『さつまいも掘り』  

  於：鳥取市赤子田地区  参加者９１名   
   ６月に小さき花園幼稚園の園児と一緒に植えたさつ

まいもを収穫しました。畝に並び、小さな手で一生懸

命穴を掘り、茎を力いっぱい持ち上げると芋がぶらさ

がり、「わぁ大きいよ」「なかなか抜けないよ」畑中に

歓声が上がりました。園児は収穫したさつまいもの入

った袋をかかえ「お母さんと食べようね」「おもいね」

などと言いながらうれしそうに持ち帰りました。  
       
４ 成果 

（１）地域に住む各世代の人々の交流を図ることができました。 

（２）この事業を通して、食物が出来る過程の苦労･収穫の喜びを体験できました。 

（３）公民館と地域の各団体の協力・連携が促進され、活動の成果が期待できました。 

 

５ 課題・今後の方針 

（１）参加者の幅を広げるためには、募集の方法を工夫する必要があると思います。 

（２）交流を支えるメンバーの高齢化が進み、交流が難しくなってきている現状で若い世

代にどうつなげていくかが課題だと思います。 

（３）交流を継続するために、多くの人の手助けが必要となるので、さらに各団体との協

力関係を築くことが大切と考えます。 

 

－４－ 



野外活動「やまめのつかみ取り」 

                             遷喬地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  子ども達と保護者、地域のボランティアの方々と一緒に、自然に親しみ多様な体験を

通して、異世代間交流を図るとともに、子ども達の健全なる精神・身体の発達の一助を

目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  市委託事業、子どもと大人のふれあい事業 

「遷喬っ子ひろば」の一環として、更に青少 

年育成遷喬地区協議会との共催事業として毎 

年実施しています。 

  数年前より、「やまめのつかみ取り」を行い、 

夏休み中の一大事業ともなり、子ども達・保 

護者間にも定着した事業でもあります。 

 

３ 実施状況 

○７月３１日（土） 子どもと大人のふれあい事業・遷喬っ子ひろば 

「やまめのつかみ取り」 

 ○於；八頭町・姫路公園  参加者；３８名 

  公民館前での、青少年育成遷喬地区協議会長 

の挨拶で始まり、貸切バスで姫路公園へ出発し 

ました。姫路公園内の堰きとめた小川の中に 

「ヤマメ」を放流し、子ども達が水着に着がえ 

た後、つかみ取りを実施しました。子ども達は、 

最初ヤマメの姿を見つけてはいるが、なかなか 

掴むことが出来ず、悪戦苦闘するものの、時間 

の経過とともにだんだんと「コツ」がつかめて 

きて、放流した１００匹の「ヤマメ」全てを掴 

まえることが出来ました。その後、保護者や地 

域の方々が、掴まえた「ヤマメ」を塩焼きにし、 

大自然の中で新鮮な魚に舌鼓を打ちました。 

その他、「ビンゴゲーム」では、数字が読まれ 

る度に一喜一憂し、スイカ割りでは「みぎ」「ひ 

出発前の諸注意をしっかりと聞き

素早い「ヤマメ」の動きに四苦八苦  

大人は上から指示を出し…

－５－ 



だり」と大きな声が山奥まで響き渡ったりし、子どもも大人も夏の厳しい暑さを忘れる

程の清々しい一時となりました。 

 

４ 成 果  

                  学年を越えた交流の場でもあり、高学年は低学年 

のことを思いやりながらの行動・言動が多く見受け 

られました。特に、スイカ割りでは、棒を振り下ろ 

すタイミングや方向等を、棒をもっている班の仲間 

に指示しなければならず、又、棒を持っている者は、 

その声を聞き逃さないようしっかりと耳を傾けなけ 

ればいけないため、お互いが相手のことを思いやる 

気持ちの育成になったのではないかと思います。 

                  保護者・地域の方々との温かいふれあいも行われ、

人と人とのつながり、思いやり等を学ぶことが出来、充実した内容の事業でした。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  野外活動なので、大人の参加を多数募りまし 

たが、なかなか参加していただける方が少なく 

人手不足を感じました。特に、保護者の方の参 

加が少なく感じられ、募集方法の見直しを行う 

必要性があります。 

  自然に親しめる行事を今後更に検討し、今ま 

で以上に自然の面白味を肌で感じることが出来 

る内容を模索し、今後も継続していけれたらと 

改めて感じました。 

 

お見事！！  

自然に関する話を聞いています
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城北！子どもサマースクール 

                             城北地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  夏休みの子どもたちの安心・安全な居場所作りとして、地域の有識者等を講師に、公

民館で夏休みの宿題・課題に取り組みます。子どもと大人が サマースクールでの「自

主学習」「地域めぐり」「食事」「協力」などの活動を通して相互に達成感や役立ち感を味

わうことにより、「城北の子育て力」を高めます。  
 
２ 事業の概要 

 小学生を対象にして、夏休みに４回開催。昼食作りや見守り隊に地区社会福祉協議会

の協力をいただき、「城北・宝めぐり」「エコ工作」「ジオパーク出前講座」「絵を描こう」

を実施しました。 

 
３ 実施状況 

○７月２７日（火） ちびっこ ふるさと塾  参加者；43 名 講師；植村俊夫 氏   

  大人を対象に実施している「城北ふるさと塾」を、 

子どもたちにもわかりやすい内容にして開催。200 年 

の歴史を持つ道標地蔵や丸山の麓にある離水海食洞、 

吉川経家に仕え丸山城を守った奈佐日本之助の墓 

（カッパ地蔵）、浜坂に伝わる民話で橋を架け替えた 

犬が祭られた犬塚、城北と浜坂の間にある旧千代川 

の唯一の姿「重箱」について等、歴史や自然に触れな 

がら散策を楽しみました。 

 

 ○８月 ４日（水） 「エコ工作」       参加者；48 名  講師；加藤和子 氏 

  廃材を使った工作にチャレンジ。空の牛乳パック 

を使い花瓶を作成。和紙の切れ端やプラスチックの 

廃材等で花も作成。低学年の子どもたちには少し難 

しかったが、ボランティアの方の協力で根気強く取 

り組むことができました。夏休みの作品として学校 

へ提出した後、みんなの作品を集めて花時計を製作。 

エコ工作コンテストに出品しました。 

 

○８月１０日（火） 「ジオパーク出前講座と自由研究のポイント学習」   

  参加者；52 名  講師；鳥取市経済観光部 鳥取砂丘・ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進室 岡田実 氏 他 

  鳥取市のジオパーク推進室より講師をお願いして、子どもたちにわかりやすくジオパ

ークについて解説をしていただきました。パワーポイントを使い自然豊かな山陰海岸の

丸山の道標地蔵で・・  

牛乳パックで花瓶作り  
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映像を見ながら学習しました。自由研究については、地域在住のＯＢ先生を講師に、学

年別のたくさんの作品例や取り組む上でのポイント等を教えてもらいました。 

 

○８月１１日（水） 絵を描こう         参加者；41 名  講師；加藤和子 氏 

  「未来に持って行きたい宝物」というテーマで作品 

に取り組みました。砂丘・家族・自分の好きなもの等、 

それぞれが大切に思うものを題材に作品を仕上げるこ 

とができました。クレパス、色鉛筆、絵の具等、画材 

も様々で個性あふれる楽しい作品となりました。この 

絵は、子ども絵画コンクールに出展しました。 

 

４ 成 果  

・子どもたちの見守り、食事作りなど地域の方の協力をいただき、開催することができ

ました。ボランティアで参加してくださった地域の方ともふれあうことができ、有意義

な交流となりました。ボランティアの方が、役立ち感を感じる事のできる事業だったよ

うに思います。 

・参加した子どもたちや保護者、祖父母等から、「楽しかった」「参加させてよかった」

「来年もたのむで・・・」などの感想を寄せていただきました。仕事を持つ保護者にと

っては、ありがたい取り組みだったように感じました。 

 ・エコ工作「花時計」や「未来に持って行きたい宝物」をテーマに取り組んだ絵では、

出展したコンテストで何人か賞をいただき、みんなで喜びました。また、サマースクー

ルでの活動「ちびっこふるさと塾」を自由研究にした子もあり、うれしい成果がみられ

ました。関わってくださる地域の方々の励みにもつながったと思います。 

・４日間友だちと一緒に取り組むことにより、楽しくがんばっていたように感じました。

学習の準備や食事の手伝い、後片付けや掃除なども みんなで取り組むことができまし

た。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 ・夏休みの子どもの居場所つくりとして始めたサマースクールでしたが、申し込みが多

く、参加希望者をすべて受け入れることができませんでした。充分なスペース、ボラン

ティアの確保が課題です。 

・子どもたちの自主学習、ふるさと塾、工作等、丁寧な準備の必要を感じました。子ど

もたちに自主的に活動させるためにも、ボランティアの事前の打ち合わせや役割分担を

しっかり話し合うことが大切だと思います。 

 ・学習の指導と生活面の自立など、短時間の間にたくさんの内容を盛り込み過ぎたため、

活動内容に沿ったきめ細かい指導や、時間調整が難しかったです。 

・地域の方にボランティアで子どもの見守り、指導、食事作りをお願いしましたが、積

極的な参加者がさらに多くなるよう人材育成の必要性を感じました。 

一生懸命描いた絵を見せ合って  
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いきいき大楽野外研修 

                             浜坂地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  いきいき大楽は、地域の大人を対象にした教養大楽です。人と人との繋がりを大切に

しながら、いつまでも「いきいき」と元気に意欲をもって学習し、日々の生活を豊かに

そしてうるおいのあるものにしていく事を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  いきいき大楽は、文化、教養、健康等幅広い分野にわたる講座を開設しています。今

回は、その中でも人気の高い野外研修講座について述べたいと思います。野外研修は春

と秋の２回県外研修を実施し、それぞれの土地の文化、歴史、産業、風土等を研修して

います。 

 

３ 実施状況 

＊５月１５日（金）  いきいき大楽開校式 

  於；浜坂地区公民館  参加者；４６名   

「いきいき大楽」開校式を行ったところ 46 名の研究心が旺 

盛で意欲的な楽生が出席しました。当日は、入楽試験が実施 

され、即日結果発表があり受験生の全員の合格が伝えられ、 

無事に開校式が終わりました。 

現在、大楽生の在籍楽生数は 75 名です。 

 

＊６月３日（木）  春の野外研修 

  於；傘松公園と玄武洞及び伊根湾  参加者；４４名 

春の野外研修が、いきいき大楽の楽生を中心に実施されました。一行 44 名を乗せたバ

スは、公民館を出発最初の研修地、山陰海岸ジオパークのジオサイトの一つ、豊岡市に

ある玄武洞を訪ねました。角柱を押し並べたような柱状節理の洞窟が 5 つ公開されてい

ました。次の研修地、京都府の伊根湾に向かいました。昼食後、伊根湾の文化財「舟屋」

を船上から見学してこの地方独特の生活文化を知りました。次いで「股のぞき」で有名

な「天橋立」が一望できる傘松公園へ移動し、全員がロープウエイで傘松公園展望所ま 

で登りました。快晴に恵まれた宮津湾と阿蘇海を砂州で隔

てた特異な風景が「股のぞき」をして見ると一段ときれい

に見えました。降りるときはリフトを利用しましたが、ケ

ーブルカーより視界が広く、登るときとは違った感覚が楽

しめました。天候に恵まれて大変充実した研修をおくるこ

とが出来ました。 

入楽試験に挑んでいます

舟屋が立ち並ぶ風景  
－９－ 



＊１０月１２日（火）  秋の野外学習 

  於；真庭市   参加者；３８名 

  最初に岡山県真庭市にある、旧遷喬尋常小学校を見学 

しました。明治４０年に建てられた木造校舎は、完全な 

左右対象のデザインでした。檜材を使用した洋風の格
ごう

天 

井や、幅広の回遊式階段などの工夫があり、「木造ルネッ 

サンス風小学校」と紹介されました。ちなみにこの建物              

は平成１１年に国の重要文化財に指定されました。  

 

次に平成２１年度都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」    

を受賞した勝山町並み保存地区を訪ねました。白壁や格

子窓の民家や商家、なまこ壁の土蔵といった伝統的な建

造物が並び、城下町のたたずまいを残す古い街並みは、

県下で初めて指定された「町並み保存地区」です。各家々

には 80 余りの個性豊かな「のれん」が掛かり街並みを美

しく彩っていました。最後、中国地方随一、日本の滝百

選にも選ばれた「神庭の滝」。落差 110ｍ、幅 20ｍという

スケールの大きさを誇り、辺りには約 160 匹の野猿が生

息し、秋には紅葉がとても素晴らしい景勝地でした。参

加した楽生たちは、気に入った様子で再度の訪問を口に

していました。 

 

４ 成 果  

  野外研修は、大楽に開設されている各種の講座の中でも、特に人気のある講座です。

普段、県外に出かける機会が余り無い楽生にとって公民館を発着点にした研修は、参加

がし易く、さらに平素から共に学ぶ仲間に囲まれて行うため、気軽に取り組めるメリッ

トがあります。一日中行動を共にすることで、絆とふれあいの更なる深まりが期待でき

ます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  県外研修講座は、研修地の選定をはじめ、企画する段階でかなり思考錯誤が必要です。

参加される楽生さんの声を広く聞き、ニーズに的確に応える企画内容が求められるため、

公民館職員の一層の企画力向上が必要です。 

 

旧遷喬尋常小学校  

のれんが掛かる街並み  
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中ノ郷ダンスクラブ 

中ノ郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 中ノ郷地区発足１０周年を記念して作られた「中ノ郷音頭」を、より親しみやす

いものにするため、チーム満天星さんに振り付けを依頼。地域の子どもと大人で「中

ノ郷ダンスクラブ」を結成しました。踊りをとおして世代間の交流を深め、次世代

を担う人材の育成を図るとともに、「中ノ郷音頭」が一層地域に根付き、活力あるま

ちづくりに繋げることを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  中ノ郷ダンスクラブは、地域のボランティアを講師に毎月１～２回「中ノ郷音頭」

を中心とした練習を定期的に行い、納涼まつりや中ノ郷まつりなど地域のイベント

に参加、施設での披露などを行うことにしています。振り付けや衣装など常にメン

バーと話し合いながら実施することにより、子ども達の自主性を育てるとともに、

運営面で地域の方や保護者の方に支援していただき、まちづくりへの参画意識を盛

り上げています。 

 

３ 実施状況 （抜粋） 

 ○５月１日（土）  結成式  １３名 

  事前にちらしや口頭での参加呼びかけをして集まっ 

た小学３年生から中学１年生までの子ども達と、その 

保護者がクラブ活動の方針や、一年間の活動計画を話 

し合いました。話し合い終了後、「中ノ郷音頭」を講師 

の指導を受けながら練習しました。 

 

 ○７月３１日（土） 納涼まつり披露  ２０名 

  ５月に結成した、ダンスクラブはこの日の為に練習 

を重ね、初めての披露となりました。 

  当日は、新しく新調した法被で衣装をそろえ練習の 

成果を見ていただきました。また、一般の納涼まつり 

参加者も「中ノ郷音頭」の踊りの輪に加わりフィナー 

レを飾りました。披露終了後、地域の皆さんからの賞 

賛と激励の拍手に地域とのつながりや温かさを感じ、 

次からの練習の励みとなりました。 

公民館での練習風景  

納涼まつりでの披露  

－１１－ 



 ○１０月１６日(土)  練習   ２１名 

  中ノ郷まつりでの発表に向けて、２回目の練習を行 

いました。「中ノ郷音頭」の他に、もう一曲「平成鳥 

取音頭」をチーム満天星さんに指導していただきまし 

た。平成鳥取音頭は中ノ郷音頭に比べてハードな動き 

があるだけに、繰り返し繰り返し練習しました。 

 

 ○１０月３１日（日） 中ノ郷まつり披露 ２１名 

 「中ノ郷音頭」・「平成鳥取音頭」を中ノ郷まつり 

のステージ発表で披露しました。 

ステージでの初めての発表に、緊張し戸惑う子ど 

も達もいましたが、仲間同士励まし合って本番を無 

事踊りきる事が出来、会場から大きな拍手を頂きま 

した。発表終了後、子ども達から「頑張ってよかっ 

た。」など達成感の声も聞かれ、全員大満足の発表と 

なりました。 

 

 ○１月中旬 「中ノ郷ふるさとくらぶ」と一緒に地域の施設訪問を予定しています。 

 

４ 成 果 

 「中ノ郷音頭」を中心にクラブ員が一丸となって練習を重ね、地域のイベントで

披露することが出来ました。また、活動をきっかけに異学年どうしの繋がりや、今

まで公民館に来たことのなかった保護者が、子どもの入会をきっかけにクラブに加

入したりするなど、地域づくりへの参画意識の高まりも見られました。さらには、

練習の成果を披露・発表することで「中ノ郷音頭」への関心を高め、地域の活性化

に役立つことが出来ました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  公民館を中心に日々の活動を行っていますが、子ども達のスポーツクラブの活動

などとの兼ね合いもあり、なかなか練習日に全員が揃うことが難しいことが課題と

なっています。また、夜の練習にならざるを得ない場合もあるので、地域との連携

を図りながら、安全・安心の為にも多く方に活動の協力を頂けるように呼びかけて

行きたいです。 

  さらに、クラブの会員数が増えるように活動のあり方を工夫し、世代の幅を広げ

て行くことが大切だと思います。 

中ノ郷まつりでの発表  

練習風景  
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さつまいも栽培 

福部地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 福部町内の砂丘地にさつまいも（以下「いも」と表記します。）の植え付けから収

穫までを行い、自分たちが収穫したいもで料理教室を開催することによって、砂地

がどのように農地として利用されているか、また、季節ごとに異なる農家の作業手

順を親子で学ぶとともに、料理によって採れた作物の知識や親子のふれあいを深め

る機会をつくろうとするものです。 

 

２ 事業の概要 

 春にいもを植え、夏には畑の草取り、秋には収穫と料理教室を開催する、年間を

通じた学習です。 

 ちなみに、１０年以上にわたり当館の事業として続けられています。 

 

３ 実施状況 

○５月８日（土） いもの植え付け 

場所：福部町砂丘地  参加者：１５名  講師：山本輝彦さん 

講師の山本輝彦さんの指導の元、福部町内の砂

丘地の畑を借りて、いもの植え付けを行いました。 

初めての子どもたちが多く、きちんと植えられ

るか心配でしたが、砂地のため柔らかい土地で、

思ったよりも手早く作業ができました。 

 

 

○７月３１日（土） 草取り 

 場所：福部町砂丘地  参加者：１５名  講師：山本輝彦さん 

夏の雑草が茂った時期に、草取りをしました。砂地で雑草は簡単に抜けますが、

畑にはさつまいもの葉が大きく茂っており、大人はなかなか中に入る事が出来ず大

変でした。しかし、子どもたちは、葉の間に入って手早く除草を行ってくれました。 

 

○１０月９日（土） 料理教室 

 場所：福部町中央公民館調理室  参加者：１５名  講師：井上美智子さん 

本来であれば、さつまいも掘りを行う予定だったのですが、あいにくの雨で、翌

日に延期となり、この日は料理教室のみの開催となりました。 

掘った当日では、いもは水っぽくて美味しく味わうことができないので、あらか

じめ掘って乾燥させておいたものを使用し、講師の方の指導により、スイートポテ

トを作りました。 

植え方を指導する山本さん
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当初は、いもの皮をそのまま器にする調理方法を

考えていたのですが、いもの形が不揃いだったため、

アルミカップに入れて焼き上げる方法となりました。 

子どもたちは、レンジで熱々に蒸しあげられたい

もの皮を悪戦苦闘しながら取り、ていねいにつぶし

て生地を作りました。 

焼き上がったスイートポテトは、甘くて美味しい

と好評でした。 

 

○１０月１０日（日） いも掘り 

 場所：福部町砂丘地  参加者：１５名  講師：山本輝彦さん 

山本輝彦さんの指導の元、雨で 1 日延期されたい

も掘りを行いました。 

料理教室のために収穫をした時は芋虫の食害が目

立ち、きちんとした量が採れるのか心配される状況

でした。 

また、前日からの大雨のため砂が湿り、掘りづら

い様子でしたが、子どもたちは、宝探しのように次

から次といもを見つけていました。 

大豊作だった昨年と比べると、今年は収穫量が減 

りましたが、かぼちゃほどもある大きなものから、ピンポン玉くらいの小さなもの

まで、大小様々ないもをたくさん収穫する事が出来ました。 

 

４ 成 果 

福部町では、鳥取砂丘周辺の砂地を昔から農地として利用しています。今回の事

業では、そこを使用していもの栽培を行いました。この活動を通して子ども達に、

砂ばかりで作物があまり育ないように思われがちな砂丘が、農地として利用されて

いる事を学んでもらえたと思います。 

また、いもを栽培することで、農家の人たちがどのような仕事をしているのか、

その一端を体験できたように思います。自分たちで栽培したいもを使ったスイート

ポテトも、とても美味しいという自画自賛の声が多く聞こえました。 

 

５ 問題、今後の方針 

   農作物を育てるという事業の内容から、天候や虫、野生動物などの自然環境に左

右されやすい事が一番の問題点です。 

しかし、農家の方の仕事を学ぶため、また砂地を利用した農業についての知識を

深めてもらうために、事業を続けていきたいと思います。 

スイートポテトを作る子ども達

芋掘り後の記念写真
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ガイナーレ鳥取の選手と遊ぼう！！ 

                                醇風地区公民館  

 

１ 事業の目的 

  最近は家の中で遊ぶ子どもが増え、一緒に遊んでいても、個々がバラバラの遊びをし

ている傾向にあると言われます。しっかりしたリーダーの下、外で思いっきり身体を動

かして遊ぶ喜びを感じると共に、集団遊びを通して、好ましい人間関係作りを図ります。 

 

２ 事業の概要 

  ガイナーレ鳥取がされている「復活！公園遊び」を利用し、昨年度から取り組んでい

ます。とても好評だったので、今年も取り組むことになりました。平日の放課後の時間

を使って、ガイナーレ鳥取の選手 2 名をリーダーに、鬼ごっこなど昔ながらの公園遊び

を実施しました。 

（晴れの場合は校庭で、雨天の場合は体育館で行うよう計画しました。） 

 

３ 実施状況 

  ○７月６日（火） 16：00～17：30 

   場所：醇風小学校体育館  参加人数：90 人  

講師：ガイナーレ鳥取 小井出翔太選手、柴村直弥選手 

 

開催を楽しみにしていた子どもも多く、参加を呼びかけたところ 90 名の参加があ

りました。当初は校庭での開催予定でしたが、雨の為体育館での実施となりました。 

ガイナーレ鳥取からは、小井出選手と柴村選手が来てくださいました。始めに、ど

んな遊びがしたいか意見を出し合いましたが、１年生から６年生まで年齢層が広く、

男女一緒にできる遊び、それも大人数となると、子どもたちはなかなか思いつきませ

ん。両選手がリードしてくれ、まずは「手つなぎ鬼」をすることになりました。その

後、「けいどろ」をして遊びました。子ども達は、話し声が聞こえないくらいの歓声

を上げながら、元気一杯体育館を走り回り、あっと言う間に一時間半が過ぎました。 

   遊びが終わった後、両選手から「今日は楽しかったですか。」との質問に、子ども達

は息を弾ませながら、「とても楽しかった！」と、元気良く答えていました。遊んだ後

は小井出、柴村両選手に握手やサインをしてもらい、交流を図りました。 

 

４ 成果 

一生懸命になって遊んでくださった小井出、柴村両選手。普段、テレビゲームやマン

ガなどで遊ぶことの多い子ども達ですが、思いっきり身体を使って遊べたことへの喜び

が伝わってきました。子どもに真剣に向き合うことの大切さを私達自身、学ぶことがで

きました。 
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また、遊ぶ中で高学年の児童が低学年の児童を気遣う場面も見られ、他学年の児童と

遊ぶ機会が少なくなった子ども達にとって、貴重な体験となりました。 

そして、実際に自分達の夢に向かって努力されているガイナーレの選手と、間近に触

れ合い話をした経験は子ども心に残り、将来の夢や希望を叶える力に繋がると思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

校庭で遊ばせたかったのですが、「公園遊び」は天候に左右されるため、今回は体育館

に変更となりました。実際体育館では 90 名もの子ども達が走り回るには手狭でした。安

全面を考えると、適正の人数規模で遊ぶための見直しが必要だと思いました。 

現時点ではガイナーレ鳥取がされている「復活！公園遊び」を利用していますが、将

来的には地区の方たちを巻き込み中心になってもらい、このような事業を展開できたら

よいと考えます。 

この事業を継続することで、外で遊ぶことが少なくなり、人間関係を築くのが苦手に

なってきたと言われる子ども達が、以前のように、多人数で元気一杯遊ぶ姿を公園で見

られる地区になればと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

醇風小学校体育館で手つなぎ鬼を楽しむ何をして遊ぼうかな。  

「復活！公園遊び」とは・・  
 ガイナーレ鳥取の選手の方たちがホームタウン活動として取り組ま

れている活動。  
 プレーリーダーとして地域の子ども達に昔懐かしい様々な遊びを教

えながら子ども達の育成に努められている。  
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ふれあいウォーク 
                      修立地区公民館  

 

１ 事業の目的 

自然に親しみながら楽しくウォーキングすることにより、住民の健康づくりへの意識

の向上に努めるとともに住民同士の交流の場となることを目的とします。そして、健康

なひとづくりが元気なまちづくりへとつながることをめざしています。  
 

２ 事業の概要 

毎年恒例３回シリーズでおうち谷周辺のコースで行っていましたが、今年度は、地区

外への散策にも挑戦しようという試みで「本陣山コース」と、新たに「河川敷（国府町

方面）コース」、「三滝渓（河原）コース」の３コースで実施しました。内容は、健康づ

くり推進員協議会との共催により企画し実施しました。  
 
３ 実施状況 

 ○第１回目  ５月２５日（火） 「本陣山に登ろう！」    
  おうち谷～ほうじろ台～本陣山  参加者 ２８名  
 
  しゃんしゃん体操の準備運動をしてスタートしましたが、  
途中降雨のため、ほうじろ台で折り返し下山しました。  
目的地の本陣山まで登れませんでしたが、参加者は、雨の  
中でも新緑の美しさを感じることができました。  

 
 ○第２回目  ７月５日（月）  「河川敷を歩こう！」      
  修立小学校～新袋川（南吉方３）～東今在家～因幡国庁跡～大伴家持碑  

参加者 ２５名  
 
  修立小学校を出発し、南吉方３丁目から東今在家までは新袋川の土手を歩き、因幡国

庁跡、「新しき年のはじめの初春・・」の大伴家持碑を目指しました。素晴らしい田園風

景を見ながら、参加者同士和気あいあいと往復約 15,000 歩のウォーキングを満喫しまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（おうち谷公園）

（自然を満喫） （国府町を目指し歩け歩け）
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  ○第３回目 １１月１２日（金） 「三滝渓を歩こう！」                

公民館～河原町三滝荘～三滝つり橋  参加者 ３６名  
 
  公民館からウォーキングの出発地までバスを利用し、河  
原町の三滝荘までの景色を車窓から楽しむことができまし  
た。街中では見られない風景になつかしさを覚え、リラッ  
クスしたひとときでした。  
歩道入口から千丈滝が見えるつり橋までは約４０分間位  

の道のりでしたが、険しい道で、急な階段が多かったです。  
参加者は、お互いに声を掛け合い励まし合って、つり橋ま  
で楽しく歩くことができました。  
美しい紅葉の中、自然を満喫し、心も体も豊かになった  

一日でした。  
 
 
４ 成果 

毎年恒例ではありますが、何年間も同じコースで行っていたためか、参加者の数は年々

減少化傾向にありました。また、参加者の固定化や高齢化も考慮する必要があることを

認識し、このたび内容を検討して取り組みました。その成果は大きく、今までの参加者

に加えて新しい顔ぶれが多くあり、健康に対する関心、住民の学習意欲が高いことを実

感しました。参加者同士の交流も広がり、「ふれあいウォーク」のもつ大きな役割を果た

せたと思います。 

また、地区の健康づくり推進員協議会との十分な連携が取れ、地域ぐるみで取り組む

ことができたことは大変よかったと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

３回シリーズの「ふれあいウォーク」を幅広い年齢層の人が参加できるように日程等

の工夫をしたり、いろいろな地域の自然や歴史、文化に触れることのできる場所の情報

を得て、計画していきたいと思います。恒例の事業となっているので、継続していくも

のと、新しく取り入れていくものをうまく調和をとりながら進めていく必要があると思

います。そのためには、住民の意見やニーズを把握し、事業に反映させていきたいと思

います。  

（天候に恵まれ映える紅葉）

（三滝渓つり橋からナイスショット）
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旧鳥取市歴史探訪 その６ 

鳥取藩３２万石 袋川とそこに架かる橋の由来 
日進地区公民館 

 

 
１ 事業の目的 

鳥取城の築城とともに、城下町が形成され、幾多の変遷を経て、今日の鳥取市がある

ことを、袋川とそこに架かる橋を通して考察し「まちづくり」の要とします。  
 
２ 事業の概要 

平成の大合併といわれる平成１６年１１月１日、人口２０万の新鳥取市の誕生を契機

に、旧鳥取市の歴史、文化を再認識するシリーズものとして、計画、実施して来ました。

このたびは、旧鳥取市の歴史探訪、その６として、鳥取藩３２万の城下町の袋川に架か

る５本の「藩橋」に焦点をあてて、城下町発展の基となった由来について、歴史探訪を

計画し、実施しました。  
・一本橋  吉方町一丁目と吉方町二丁目の境から吉方温泉一丁目に架かる橋 

・新 橋  寺町から吉方温泉一丁目、二丁目の境に架かる橋 

・若桜橋  若桜街道から本通りに架かる橋 

・智頭橋  「知頭街道」は鳥取城から大手と定められ、袋川が掘られてからこの大 

手の通りに架けられた橋 

・鹿野橋  鹿野街道から南本寺町(現在の南町)に架かる橋 

 
３ 実施状況 

・実施日  平成２２年５月２１日(金) 
・内 容  鳥取藩３２万石 城下町袋川に架かった「藩橋」といわれる若桜橋、智  

頭橋、鹿野橋等を中心に現地検証をしながら、その歴史的役割を考察。 
・参加者  １９名  
・講 師  山陰地名を愛する会 事務局長  巽  新氏  
・探訪コース（アンダーラインのついた三橋を中心に）  
    日進地区公民館→弥生橋→若桜橋→花見橋→智頭橋 

    →鹿野橋→市場橋→出合橋→湯所橋→日進地区公民館 
 

公民館を出発する前に、講師から本日の歴史探訪の意義及び日程、コースについての

説明がなされた後、公民館を出発し、コースに従い若桜橋に至りました。そこで、現在

の若桜橋と旧若桜橋についての関連と旧若桜街道及びその周辺の荒木神社等について、

解説がなされました。特に袋川は掘られた川であり、姫路から鳥取に移封された池田光

政の当初の時代、城下町拡張の目的で掘られた川であり、工事が始められたのは元和５

年(１６１９)とされているとのことでした。  
この袋川は、鳥取城の外堀の役割と「人、もの」等の移動(物資の水運)や、更に生活

用水等に用いられた川であったと話されました。続いて、智頭橋へ移動しました。智頭
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橋は「知頭海道」が鳥取城から大手と定められており、藩主が江戸に参勤するにも、参

勤がとけて、鳥取城に帰るにも必ず渡った橋でもあり、鳥取から智頭、駒帰を越えて、

山陽道に出て、上方に上り、それから江戸に下る旅は、この橋を渡った時から始まった

と講師の説明がありました。  
次に、「藩橋」５本目の鹿野橋へ。この橋は、鹿野街道から南本寺町（現在の南町）に

架けられた橋で、寛文２年（1662）２月「伯耆海道口」、以後は「鹿野海道筋」と唱える

ように藩から命令が出されている(国府年表)にあることを説明されました。 

特筆されることは、鹿野街道側の橋詰に朝市が立っていたとのことでした。 

まとめとして、講師より「藩橋」といわれた５本の橋が、城下町拡張に大きな役割を果

たし、今日の鳥取市の姿になっていると話されました。  
参加者から袋川及び袋川に架かるそれぞれの橋に、今まで余り意識したり興味、関心

が薄かったが、このたび、参加したことにより、現在の鳥取市が、よく理解できたと感

想を述べられていたことが印象的でした。  
 
４ 成果 

袋川及び袋川に架かる「藩橋」が城下町の形成、拡張に大きな役割を果たしたことを

通して、鳥取藩の城下町形成の過程が鮮明となり、今日の鳥取市があることが理解出来

たこと、このことが今後の「まちづくり」「まち」の発展に寄与されていくことが期待さ

れるのではないかと思いました。  
 
５ 課題、今後の方針等 
（１）課題  
・講師にも恵まれ、講師が豊富な資料を準備された歴史探訪でありましたが、もう少し

参加者があればと思いました。  
・自分達の住んでいる「まち」の歴史や文化、自然環境等に対する興味、関心が身近な

せいか薄いように思われました。  
（２）今後の方針  
・今後とも、旧、鳥取市の歴史探訪シリーズを各視点に立って継続して、実施していく

ことにしています。  
・この歴史探訪シリーズの計画、実施をしていく意義をＰＲしていくとともに、先人が

築き上げてきた歴史、文化遺産を維持発展させていく原動力にしたいと考えます。  
 

 

 

 

 

 

 

智頭橋説明スナップ          若桜橋橋詰スナップ 

－２０－ 



「富桑誌」の発刊 

                               富桑地区公民館  
 
１  事業の目的 

  富桑地区の歴史・文化・産業・生活史等と各団体・町内会の息吹きなどをまとめ、郷

土「富桑」を再認識するとともに、誇りをもって次世帯へ語り伝える礎となるよう「富

桑誌」を発刊しました。  
 
２ 事業の概要 

  平成１９年の新春懇話会の席上、平成２１年度は富桑村  
が鳥取市と合併１２０周年を迎えることを記念して「富桑  
史」を創りたいと言う声が再燃し、賛同を得て始めたもの  
です。以下、その取り組みの概要を報告します。  

 ＊平成１９年３月 富桑史編纂準備委員会（１０名）立ち  
上げ  

＊平成１９年４月 編纂委員委嘱（１１名）  
５月 第１回編纂委員会開催  

（タイトル・内容「富桑誌」とする。）  
 ＊平成２２年３月１５日 前巻刊行（目次～第八章）  
              事業費５３万円（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）  
＊平成２２年８月１０日 全巻刊行（目次～第十一章）  

事業費１０３万円（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 実施状況  
《編纂委員会開催》 
○第２～７回 資料収集（鳥取藩史、鳥取市誌、新修鳥取市史、その他）  
○第８～９回   収集資料の分類（社会、政治、経済、文化、教育）  
○第１０～１２回 収集資料（鳥取県史全１８巻、鳥取市誌、岩美郡史等）  

  ○第１３回 章立てと執筆分担割り  
  ＊第一章 総説   ＊第二章 富桑村の成り立ち  ＊第三章 富桑村制  

＊第四章 産業   ＊第五章 交通・運輸     ＊第六章 教育・福祉  
＊第七章  神社・寺院  ＊第八章  生活史      ＊第九章  各種団体のあゆみ  
＊第十章 各町内会の活動   ＊第十一章 参考文献・資料  

  ○第１４～３２回   執筆原稿読み合わせ、重複部分の調整  
  

発刊（新聞記事） 
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 ○第３３～３８回 第２次検討会（第一章～第八章）  

  ○第３９～４２回   第３次検討会（第一章～第八章）  
  ○第４３～４９回 執筆原稿検討会（第九章～第十章）  
   【平成２２年３月１５日 前巻（第一章～第八章）発刊】  
○第５０～５３回 資料・資料編（第十一章）検討会  
【平成２２年４月 祝詞依頼（市長ほか）、発刊基金志納依頼】（目標：２１０万円）  

○第５４～６１回 各章の原稿再点検、掲載資料、目次、装丁等  
 ○第６２～６３回 ゲラ刷り校正、資料検討  
 ○第６４～６７回 本刷り校正  

【平成２２年８月１０日   発刊、配本】  
○第６９～７０回 正誤表・追録作成         
【平成２２年８月２４日 発刊記念祝賀会】       発刊記念祝賀会の写真  

 
４ 成果 

永年の懸案であった富桑誌の発刊は、実に３年有余  
を要しました。編纂委員会も全体で６８回、部分的に  
は１００回を下りません。刊行基金については、幸い  
にも「富桑まちづくり計画」に位置づけ、２年間の継続事業として経費の半分弱を助成

いただきました。残りは、地域の各種団体・企業関係者や住民有志の寄付をお願いしま

した。  
  なお、全世帯と関係機関に無償配布できたことは、この上ない喜びです。  
 
５ 反省と課題 

   刊行資金の十分な手当てを考えないままの出発でした。「金は後からついて・・」など
と安易に考えていましたが、思い悩みました。時に｢富桑まちづくり協議会｣の設立を見

ることができ、補助事業として市の助成を受けて刊行できました。関係各位の絶大なる

ご理解ご支援に深く感謝と厚く御礼を申しあげます。  
  なお、これを機に富桑の歴史と文化を振り返り、地域の一層の発展に寄与することを

念じています。  
  最後に、力不足のため内容･記述等の不備が多々あろうかと思われます。各位には、忌

憚のないご批正を賜わりますとともに、更に充実した改訂版が編纂されることを期待し

ています。  

発刊記念祝賀会 
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子どもに伝えたい遊びや行事 

明徳地区公民館 

 

１ 事業の目的 

地域の子どもたちに伝えていきたい、遊びや伝承行事を通して地域の大人とのふ

れあいを深め、自分たちの住んでいる地域を知り、心豊かな子どもを育成していき

ます。 

 

２ 事業の概要 

明徳地区の子どもたちに伝えたい季節にちなんだ行事を、地域の方々・各種団体

の協力によって体験的な活動を中心に取り組んでいます。 

 

３ 実施状況 

 ○６月５日（土） ちまきづくり 参加者３６名 

地域のお年寄りの方に、団子の捏ね方や笹

の巻き方を教わりながら、ちまきづくりをし

ました。 

出来上がったちまきを囲んで「みんなで食

べると美味しいね」と地域の方々と親子で会

話もはずみ楽しい交流ができました。 

地域の方々には、前日から笹の葉取りから

下準備を手伝っていただきました。 

 

○１０月８日（金） お月見の会 参加者５６名 

童なつの会のみなさんによる“かぐや姫”の影絵を観たり、手遊びやわらべ歌を

みんなで歌いました。 

幻想的な影絵の世界にみんな食い入るように引き込まれていました。その後、女

性の会の皆さん手作りの団子汁やきなこ団子をみんなで楽しく食べました。 

 

○１２月１８日（土） しめ縄づくり 参加者３１名   

地域交流している美穂地区の方の指導で、地域のお年寄りや親子で世代間の交流

を通しながらしめ縄作りをしました。 

子どもも大人も『縄をなう』のに一苦労し、なっては解くことを繰り返しながら

要領をつかんでいきました。自分で作った飾りで新年を迎えられるのが嬉しいとみ

んな大満足していました。 

ちまきづくり  
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○１月７日（金） お正月あそび 参加者２４名 

“子どもに伝えたい日本のお正月遊び”の中から、独楽回し・福笑い・かるた・

めんこ・ジャンボ双六・トントン相撲大会などをしました。 

始めてのコマ回しに、ひもが巻けず、コマも回せなかった子どもも指導者や仲間

に教わりながらやっと大成功。みんなで大喜びしました。 

福笑いをすれば、自分の作った顔にみんなで大笑い。トントン相撲では、赤組・

青組に分かれての対戦に、子どもも大人も大歓声で盛り上り楽しい会となりました。 

 

○１月２９日（土） 立春のつどい 参加者４３名 

新春を祝う鳥大落語で笑って福を呼び、地域の方たちとジャンボ巻寿司を作り、

春の伝統行事を体感しました。 

あまり接する事のない生の落語にみんな大笑い。地域の方々に巻き方を教わりな

がら真剣に巻寿司を作りました。自分が作ると格別美味しいのでしょう、楽しそう

にみんなで巻寿司を頬張り談笑していました。子どもにも大人にも笑いの福がやっ

てきました。 

   

４ 成 果 

○子どもたちが、地域の大人とふれあいながら、忘れがちになっている季節感や伝統を

体感してもらえたと思います。        

○大人も子どもとふれあう事で、昔の良い伝統行事を共感できました。 

○地域の方に教わる姿に、世代間の温かい繋がりが持てました。 

○お年寄りも子どもとふれあう楽しい時間をもつことで、生活に活力が生まれました。 

 

５ 課題、今後の方針 

○参加者が片寄らないよう、呼びかけの面でもう少し工夫します。 

○中高生と小さな子どもたちとの交流が持てる事業も考えます。 

○幅広い活動の場を提供するため、積極的に情報収集を行い、人材発掘をします。 

○保護者の積極的な参加が少ないので、親子で参加できる事業を考えます。 

○核家族が多い今日、世代間交流を出来るだけ取り入れ、お年寄りの知恵に学ぶ機会を

持ちたいと思います。 

○伝統を伝える事業は今後も継続していきます。 

○毎月１回行っている読み聞かせの事業や子どもたちの発想や個性が発揮できるものづ

くりや遊びなども継続していきます。 
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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 

 

１ 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、街から村への視線の回帰が求めら

れる時代にあって、古くから伝わる伝統行事などへの関心が薄くなってきており、また、

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。 

 

２ 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２２年度で第８回となりました。 

     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。 

     平成２０年度からは、鳥取市立南中学校の吹奏楽部にも参加していただき、会場も公
民館から美保小学校体育館に移し、来場者数も約３００名と、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。 

 

３ 実施状況 

◆日 時：平成２２年９月２５日（土） １７：３０～２０：３０ 

◆会 場：鳥取市立美保小学校体育館 

 ◆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】さくらんぼ、小さな恋のうた他 

18:35～19:05 

４ 休憩   いも煮・お茶の提供、おはぎの販売 19:05～19:35 

５ 

第二部  箏、ヴァイオリンの演奏 
箏・ヴァイオリンのジョイント 

【曲目】花かげ、赤とんぼ、ことうた（わらべ唄）
シチリアーノ、カンダルシアのロマンス 

    見上げてごらん夜の星を、リープ 

19:35～20:25 

６ 閉会 20:25～20:30 

  

♪

 ♪
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 ◆準備等 

   ・「特色ある公民館活動実行委員会」を８月２５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時から実施し、延べ４５人のボランティアの方々にご協力いただきま

した。 
 

４ 成果 

 ○昨年度に引き続き美保小学校体育館で開催し、日頃音楽に親しむ機会の少ない大勢の

地区民に箏・ヴァイオリン・吹奏楽の生演奏を楽しんでいただけました。また、いも煮、

おはぎも大変評判が良く、秋の味覚に舌鼓を打っていただけました。 

 ○今年度は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２２年度で８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、地区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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 課題、今後の方針など 

○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。 

 

南中吹奏楽部の演奏  公民館子ども箏教室による箏の演奏  

箏とヴァイオリンのジョイント  ヴァイオリンの演奏（ピアノ伴奏）
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野菜づくり教室 

                            美保南地区公民館 

 

１ 事業の目的 

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

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

と交流を図ります。 

 

２ 事業の概要 

  地域の遊休地をお借りして、地元で農業をされている方が先生となり、おいしい野菜

の作り方を教えていただきました。参加者それぞれに畝を貸しだし、畝の管理は各自に

おまかせしました。 

 

３ 実施状況 

○ ５月１５日（土） 第１回 苗植え 

   最初に資料を使い先生の説明を聞いた後、畝にトマト・キュウリ・ナスの苗を植え、 

敷きわらをしました。また、ナスには仮支柱を立てました。 

 

○ ６月 ５日（土） 第２回 支柱立て・追肥 

地区内でとってきた竹を支柱に使い、誘引やわき芽かきの 

仕方をおそわりました。また、追肥もしました。 

 

○ ７月 ３日（土） 第３回 収穫・草ぬき 

   野菜もだいぶ大きくなり、実もできてきたので摘心と収穫の仕方をおそわりました。 

また、畑内の雑草ぬきもみんなで行ないました。 

 

○ ７月１８日（日） 第４回 収穫・草ぬき 

   ナスとキュウリが順調なので、その収穫と雑草ぬきを 

行ないました。 

 

○ ８月 ７日（土） 第５回 収穫・なすの剪定 

   トマトとキュウリが順調なので、その収穫を行ないました。ナスが原因不明で元気 

がなくなりましたが、秋ナスにむけての更新剪定の仕方を教わり、行ないました。 

 

○ ８月２８日（土） 第６回 収穫・刈り取り 

   ナスが元気を取り戻し、たくさん実がなりだしたので、その収穫を行ないました。 

トマトとキュウリは刈り取りました。 

第１回 苗植えの様子  

第４回 収穫の様子  

－２７－ 



 

○ ９月１１日（土） 第７回 秋バージョンスタート・畝作り・種まき 

   秋バージョンとして新しく参加者を募集しました。ナスを刈り取り、新しく畝を 

つくり、大根と白菜の種を蒔きました。 

 

○１０月 ２日（土） 第８回 間引き・追肥・土寄せ 

   間引きと土寄せの仕方を教わり、行ないました。また、追肥も行ないました。 

   

○１１月 ３日（水） 第９回 間引き・玉ねぎ植え 

   大根と白菜の間引きを行ない、玉ねぎの苗を植えました。 

 

【今年度の予定 ３月に玉ねぎの追肥とじゃがいもの植えつけを計画中です】 

 

４ 成 果  

  美保南地区は長い歴史のある町区と新興住宅の多い新しい町区が混在している地区で

す。今回、遊休地は古い町区の方にお借りし、参加者は若い親子などが多く、熱心な方

は毎日畑に通っていました。参加者と畑の近くに住んでいる方たちとがあいさつ等を交

わしている間に大変仲良くなっていました。 

  地元の農家の方に先生になっていただいたので、参加者から「スーパーの野菜を買わ

ずに、ふれあい市などで地元の野菜を買うようになった」という声が聞こえてきました。 

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

自分で勉強しながら様々な野菜を育てていました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  初めてで自然が相手の事業だったので、事前準備が足りなかったり、予定が立てにく

く教室を行なった日に次回の予定を考える形になりました。今年の経験を活かし、次年

度はもっと計画的に取り組み、土づくりからはじめたいと思います。ただ、最初は連作

の事を考えて、野菜ごとに畝を分ける予定でしたが、参加者の要望により、参加者ごと

に畝をわけてしまったので、次年度の野菜選びが難しくなりました。 

  教室の日以外にも参加者が畑に行くので、目がいきとどかないことも多々あり、周り

の方から苦情を受けたりもしました。その点を改善したり、周りの方への事前説明会等

も必要だと感じました。 
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おしどり教室・ひまわり教室 

                            稲葉山地区公民館 

１ 事業の目的 

●おしどり教室  
地区の実年者が親睦を深めながら、健康で明るい豊かな生活を目指す教室です。  

●ひまわり教室  
地区の女性が交流を図りながら暮らしに役立つ知識や技術を学び、明るく楽しい仲間  
づくりを目標とした女性教室です。  

 

２ 事業の概要 

  おしどり教室とひまわり教室の会員を対象に、５月から１２月まで開催するいろいろ

な講座をとおして、地域の特色を生かした活動や人権啓発活動などを行い、ふれあいと

親睦を図り、豊かな心を育みながら明るい地域を目指します。 

 

３ 実施状況 

● ５月１０日（月） 開講式 出前講座『ユニバーサルデザインの基礎について』  
参加者：３５人  講師：鳥取県人権局 人権・同和対策課 林 栄和  氏  

ユニバーサルデザイン(ＵＤ)の事例紹介や考え方、必要性など 

 を学習し、写真を見たり実際に触れて体験しました。 

シャンプーのボトルや飲料水のボトルなど、毎日のように目に 

 し触れているのにそれがＵＤであると気づかなかったもの、また 

ＵＤで作られた物や場所などを知り、当たり前とされている事に 

も、いろいろな意味があるという事を知ることが出来ました。 

 

● ７月２３日（金） 手芸『ポーセラーツ体験』 

参加者：８人   講師：伊田 幸子 氏  

白磁のハート型と丸型のふた付小物入れに、参加者それぞれが 

思い思いの絵柄を選び、綺麗に貼り付けました。仕上げは、先生 

に金や銀の縁取りをしていただき、とても素敵な作品に仕上がり 

ました。作品は、地区文化祭と市公民館まつりに展示しました。 

 

● ９月８日（水） 健康講座『しゃんしゃん体操』 

参加者：１８人  指導：地区しゃんしゃん体操普及員   

しゃんしゃん体操第１・第２・お口元気体操・キタロウ体操や 

よな GOGO 体操などのご当地体操を体験しました。 

タオルを使った体操は、棒を使うより体力を使い、とてもいい 

運動になりました。いろいろな体操があり楽しく運動できました。 しゃんしゃん体操

目隠しで UD を体験

絵柄の貼り付けに 
夢中です  
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● １０月２２日（金） おじゃまします！あの町この町『青谷町』 

参加者：１９人   講師：川六ファンクラブ代表 青木 清輝 氏 
<行 程> 

弥勒寺→紙屋神社→建山神社→かちべ伝承館→あおや和紙工房 

 →山根酒造(日置桜酒造資料館)→上寺地遺跡展示館 

 

青谷町におじゃまして、午前中は、江戸時代の石工で青谷町出 

 身の尾崎六郎兵衛氏(川六)の作品を見学し、川六ファンクラブの 

方から川六作品の繊細な作りや特徴などの解説を聞いたり、弥勒 

寺住職で書家の柴山抱海氏から書を見せていただき、ありがたい 

お言葉もいただきました。 

午後は、和紙の製造工程の説明や日置桜を造る時の米や水へのこだわり、上寺地遺跡 

のくわしい解説なども聞き、青谷町の歴史や文化などを改めて学びました。 

内容が盛りだくさんで時間が足りないほどでしたが、青谷町にはたくさんの見所があ 

る事が分かり、ふるさとの素晴らしさを再発見するいいきっかけになりました。 

   

● １２月２日（木） 閉講式 人権学習会 

  参加者：４８人   ビデオ学習『であい』 
南蔵院住職の林 覚乗氏の 「出会う人に明るさを与えられる人 

 間でありたい」を信条に、人生訓・福祉・教育など幅広いテーマ 

で感動を呼ぶ講演のビデオを視聴し、日常のささやかな出来事の 

中に大きな価値を見つける事や、出会いの素晴らしさに気づく事 

が、心豊かに生きる事につながるという事を学びました。 

     

４ 成 果  

いろいろな講座をとおして、皆で一緒に学習することの楽しさや喜びを感じ、仲間づ 

くりの輪も広がりました。会員同士の良い交流の場になったと思います。 

     

５ 課題、今後の方針等 

毎年、運営委員と公民館で講座内容の企画・立案の運営委員会を実施していますが、 

内容のマンネリ化や会員の高齢化などによる会員数の減少で、講座の参加者や運営委員 

をしてくださる方の確保に苦戦しています。 

現在、おしどり教室とひまわり教室はそれぞれ講座を分けて行っていますが、最近は 

合同で行う事が増えているので、今後は二つの教室を統合して、男性・女性の境無く誰 

でも参加できる内容にするなど、会員数を増やす為に内容の充実した魅力ある講座の企 

画に今まで以上に力を入れていきたいと思っています。 

建山神社で説明を
受ける参加者  

ビデオ視聴の様子
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「きらめき学級」を通して地域づくり 

岩倉地区公民館  
 
１ 事業の目的 

人権啓発推進事業として、地域住民の親睦を図りながら仲間づくりと人を大切にする

心を育むことを目的とします。  
 
２ 事業の概要 

毎年４月に年間事業計画（年６回～７回）を作成します。参加対象は、岩倉地区住民

の成人男女です。公民館月一回の広報で事業をお知らせして、参加募集します。参加人

数が少ない場合は、前年度の参加者に声かけをして催行定員まで達成させることとして

います。それぞれの事業内容については、住民の要望を参考にしながら実施しています。  
 
３ 実施状況   

回数  月日  テーマ  活動内容  

１ 5/20 野外自然体験学習 

鳥取自動車道開通の記念と郷土歴史や文化遺産に親しむこと

を目的に、兵庫県佐用町へ出かけて野外学習を開催しました。

地区内の参加者と一日行動をともにしながら交流と親睦を深

めて、人と人とが関わることの素晴らしさを体感しました。 

２ 9/22 
料理教室・農産物加工 

「焼肉のたれづくり」 

農産物加工をテーマに食育アドバイザーの指導のもと、「焼肉

のたれづくり」を体験実習しました。 
自然の食材を豊富に使って、たれの風味と手作りの感触を参

加者のみなさんと体験を通して学習しました。 

３ 9/27 レクレーションダンス 

フォークダンス連盟から講師を招き、円になって手をつなぎ

多彩なステップと演歌歌謡のリズムに合わせたダンスを体験し

ました。 
参加された皆様はとても熱心に、講師の合図で右に左に手を

取り合ってダンスを楽しんでいらっしゃいました。 

４ 10/14 
アートソイルポットづ

くり 

土に返る環境にやさしい特殊な素材を使って、型に合わせた

植木鉢を作りました。素材の配合で色合いの調整をみながら、

参加者の皆さんは個性のある色合いで植木鉢を仕上げられまし

た。 

５ 11/15 

こけだまづくり 前回の「アートソイルポット」に続き、自然の素材を生かし

た〝こけ〟を使った「こけだま」創作に挑戦しました。 
前回と同じ講師をお招きして、わかりやすい指導のもとで参

加者の皆さんは個性をいかして作品づくりに取り組まれまし

た。また、このたびの作品は鳥取市公民館まつりに出品いたし

ました。 
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６ 12/13 
クリスマスリースづく

り 

クリスマスシーズンに合わせて、リースづくりに挑みました。

クリスマスのにぎやかなイメージを想像しながら、杉の葉に木

の実やアクセサリーなど、参加者の皆さんは思いおもいにデコ

レーションされました。創作中の皆さんの表情はとっても暖か

でいきいきされていらっしゃいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 成果 

事業に参加することにより、参加者同士が親しくなれ仲間づくりにつながりました。

回を重ねるごとに顔なじみの方が多くなり、声かけにより喜んで参加する人も多くなっ

ています。  
 
５ 課題 

女性の方の参加が多く男性の方の参加が少ないため、男性の方も参加できる内容が課

題です。広報で呼びかける募集も大切ですが、住民同士の声かけにより参加者を増やし

て活力あるまちづくりにつなげて行きたいと考えます。  
 

野外学習（平福宿場町にて） 「焼肉のたれづくり」実習の様子 「レクレーションダンス」を体験

「アートソイルポット」創作 「クリスマスリース」創作
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もちつき大会としめ縄づくり 

倉田地区公民館  
 

１ 事業の目的 

   「もちつき大会としめ縄づくり」は地区在住の子どもたちを中心に、地区の子ども会・

PTA・老人クラブ・食生活改善推進員・地区社会福祉協議会・区長会など、まちづくり協

議会の各種団体が連携し、またその各団体が指導者となり、毎年１２月の第一土曜日に

開催しています。倉田地区の子どもから大人までの住民が一体となることで、活力ある

地域づくり・まちづくりに貢献する人材の育成・交流を図ります。 

 

 ２ 事業の概要 

   この「もちつき大会」は特色ある公民館活動事業として長年続けています。「しめ縄作

り」は今年で３回目になり、もちつきと同様、伝統行事として始めました。 

   ・期  日 ： １２月第一土曜日 

   ・場  所 ： 倉田地区公民館前庭・１階研修室 

   ・参加人数 ： 約１５０名程度 

 

 ３ 実施状況 

  ○１２月４日 土曜日  参加者 ： １４０名 

  「もちつき大会」 

毎年、臼と大人用杵は地域の方より、子ども用の杵は保育園より借りてきていますが、

近年、臼と杵はどこの家庭でも使わなくなり倉庫に眠っている状態なので、借りてきて

も使用するのが困難な状態になっていて、継続していくのが難しくなっています。 

  蒸
せい

籠
ろ

で蒸したもち米を臼に移すと、初めは大人が小
こ

搗
づ

きを入れます。その後、子ども

達が順番に搗
つ

きあげていきます。最近では見られなくなった昔ながらのもちつきに大人

が積極的に参加、子どもたちに指導をしながら、ワイワイと賑やかに楽しいひと時を過

ごしました。 

できあがった餅は、ぜんざいやきな粉餅にして、食生活さん特製の豚汁と一緒に、寒

空の中で「さむーい！おいしーい！おいしーい！」と喜んでいただきました。 

 

「しめ縄作り」 

しめ縄作りは、３年前からもちつきと共に伝統行事として行っています。しめ縄の藁
わら

は、

もち米の稲
いな

藁
わら

で、地域の方にお願いして取り置いてもらっています。地域の方にはしめ

縄作り当日まで、色が変わらないように保管してもらい、当日までにあくたも取っても

らい、しめ縄を作りやすいように打ってやわらかくしてもらっています。地域の方の協

力なくしてはできない行事です。 

  地域の老人クラブの方々に指導をしていただきました。指導者の方々の手慣れた手さ

ばきに、子どもたちも真剣に見入り、一生懸命に取り組んでいました。 
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  指導者の方々も「子どもたちに教えられるものがあって嬉しい。毎年来られるのが幸

せで喜びになります。来年も来られるかはわからないが、できたら元気でまた来て子ど

もたちの楽しそうな顔を見たい。」と、楽しみや生きがいの一つにしていただいているよ

うで、計画して良かったと改めて思った行事でした。 

 

４ 成果 

事業に積極的に参加することで、公民館活動への関心・興味をもってもらい、人と人

とのふれあい、ものづくりの楽しさなどを通して、世代間の交流を深めることができま

した。子どもたちは自分の手で物を作る良い体験になりました。事業を行うことで、新

たに地域の人材を見つけることができ、また地域の活性化のためのボランティアとして

活躍していただく機会になりました。事業終了後、参加者から喜びと感謝の言葉も聞か

れ、指導した方々もこの事業を続けていきたいという意欲がわいてきたようでした。 

 

５ 課題・今後の方針 

年々、子どもの人数が減少し、参加者が少なくなっているのが現状です。これを踏ま

えて、積極的に参加できる計画と環境を、学校・家庭・地域の各種団体等が、連携・協

力しあって取り組んでいき、地域づくり・まちづくりの拠点とし、公民館活動への興味・

関心をもってもらいたいと思います。 

 

    

 

 

    

 

しめ縄作りはむずかしいなぁ～。でも、楽しかった!! 

お父さんと一緒についたお餅は美味しかった!! 
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まちむら交流会  
面影地区公民館  

 

１   事業の目的  
面影地区と佐治町加瀬木地区とで、軽スポーツをしたり、公民館教養講座の教室

や地域の伝統文化芸能の披露などと、地産地消を主にした昼食会で意見交換を行い

ながら親睦を深め、両地区の更なる活性化を目的としています。  

 

２   事業の概要  
平成１６年１１月に鳥取市と合併した佐治町が、平成１８年に佐治町の良さを知

っていただくために、鳥取環境大学や市街地住民に交流の要請をされました。  
その中で、平成１９年から佐治町加瀬木地区と面影地区との交流が始まり、毎年

４月下旬の日曜日に加瀬木地区にお招きいただき、今年で４回目を迎えました。  

昨年からは、面影地区にも招待し、昨年は７月５日（日）に開催しました。２回

目になる今年は、特色ある公民館活動事業として実施しました。  

 

３   実施状況  
平成２２年１１月２８日（日）午前１０時から、

面影地区公民館、体育館を会場に行いました。  

面影地区から２４名、加瀬木地区から１７名の

参加がありました。  
午前は体育館で、準備運動のストレッチ体操を

した後、スポーツ吹矢を行いました。  
（社）日本スポーツ吹矢協会鳥取国府支部の森

原典子さんほか２名の講師に指導をしていただき、

呼吸法、構え方等を習い、実際に矢を吹く練習を

しました。ほとんどの方が初めてで、狙いを定め

的の中心に目掛けて吹くのはなかなか難しく、み

なさんが真剣に吹いておられました。  
吹矢をしている間に、婦人会のみなさんに、地

産の野菜等と、牛肉を使ったいも煮と、佐治町の

お米を使ったおにぎりを作っていただきました。  
お昼からは会場を公民館２階研修室に移して、

食事をしながらの意見交換となりました。  

午後からは、面影地区公民館教養講座の銭太鼓

的の中心を狙って  皆真剣！

料理作り  美味しそう！  
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教室のみなさんによる、「浪花のがしんたれ」、「き

よしのソーラン節」の２曲の銭太鼓披露があり、

ジャックイシダさんによるマジックショーと続き

ました。  

佐治町の方にも非常に好評で、昨年に引き続き

出演をお願いしました。特に“本物の鳩”が出て

くるマジックは何回見てもタネが分かりません。

満場の拍手で盛り上がりました。  
お返しにと、加瀬木の小谷寛美さんが佐治谷話

「かにのふんどし」などをしてくださいました。

佐治谷話は、何回聞いてもほのぼのと笑える面白

い話です。  
みんなで記念写真を撮り、次回での再会を約束

して、交流会を終わりました。  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

４   成果  
交流を始めて４年になり、顔見知りの方も増えて、毎年交流会を楽しみにされて

いる人も居られます。意見交換で得た情報を、地区に持ち帰って実践されている人

もあると聞き、うれしく思いました。  

 

５   課題、今後の方針等  
参加される方の顔ぶれが同じになりつつあります。新しい参加者を取り込むこと

が課題です。また、参加者をもう少し増やすことも課題です。  
これからも特色ある公民館活動事業で続けていきたいと思います。  

銭太鼓の演技  お見事！  

小谷寛美さんの佐治谷話  みんなで記念写真  

本物の鳩が出てビックリ!? 
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餃子の具づくり  

男性料理教室 

津ノ井地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「男子厨房に入るべからず」といわれ、昔から男性に料理は無縁のものという概念と

「食の文化」を教えられてこなかった団塊の世代に、伝承料理や簡単でしかも豪華に見

える料理の講習会をとおして、食生活にたいする興味を深めながら、仲間づくりとふれ

あいを図ります。 

 

２ 事業の概要 

  地域の食生活改善推進員や食育アドバイザー等の協力を得て、レシピづくりから実習

までお願いしました。男性も料理をつくる楽しさと達成感の喜びを体験しながら、男女

共同参画の意識が育ちます。できあがった料理や飲み物を囲んで、互いの地域や家庭の

様子、自分自身の身体的な話など、いろいろな意見が飛び出しました。新しいコミュニ

ケーションづくりをしていくことで、活動に参加する男性を増やし、地域の活性化を目

指しました。 

 

３ 実施状況 

○９月２８日（火）    

   参加者；１８名  講師；食生活改善推進員の皆さん 

第一回目は餃子作りで、強力粉と薄力粉を混ぜ合わせ、こねてから直径２㎝位を目安 

に平らに伸ばし、手作りの皮から挑戦しました。 

生地をこねてから直径２㎝位を目安に平らに伸ば 

し、肉餃子、野菜餃子、水餃子を２グループに分 

かれて作りました。一枚の生地に材料を包んでい 

くのであるが、はみ出したり、生地が破れたり。 

フライパンで焼くのがまた大変、何度も焼きあが 

りを確認しながら、焼きすぎたのもあったが、上 

手くできたようです。にんにくだれを作り、皿に 

盛り付け完成しました。 

○１１月２６日（金） 

参加者；１７名 

   講師；地元の食育アドバイザー漆原恵子さん 

第二回目は鳥取牛を使った料理です。産地牛肉 

で簡単クッキング。牛肉のタタキ、スモーク、ビ 

ーフライス、牛肉としめじのパスタ、もやし入り 

メンチカツを作りました。牛肉の部位の特徴、牛 

ビーフライス作り
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そば粉を混ぜる作業  

肉のパックに付いているバーコードについての説明もあり、和牛のよさも学びました。 

 

○１月２５日（火） 

参加者；１２名  講師；地元のそば屋「たかや」さん 

第三回目はそば作りに挑戦しました。 

そば粉７・小麦粉３の割合で少しずつ水を加え 

ながらしっかりとこねます。出来上がったそば 

粉にたっぷりの打ち粉を振りかけて、のし棒で 

平たく伸ばして円盤のようにしていきました。 

均一に薄くなったら丁寧にたたんで、切りやす 

い幅に折って最後にそば切り包丁で細く切りま 

す。同じ太さに切るのが大変でしたが、１分程 

ゆでて、水で締めて出来上がり。 

それぞれ、地元の食材を使うこと、にぼしや昆 

布を使って味付けをする。２つのことに心がけ 

ました。 

 

４ 成 果  

  気軽に和気藹々と参加し、料理をする楽しさを体験し、ふだんの家庭での食生活に興 

味を持つようになったと思われます。 

  また、講座を通して公民館活動への理解も深まり、さらには、参加者同士の親しみも 

生まれ、他の公民館行事へも積極的に参加する男性が増えてきたように思われます。     

 

５ 課題、今後の方針等 

  公民館で行われているいろいろなサークルに参加している男性が少ないのは、多くの

公民館の抱えている課題ではないかと思われます。公民館の利用が一部の人ではなく、

公民館で開催される地域活動にも積極的に参加して、より多くの新しい仲間を作る企画

にしていきたいと思います。 

参加者の固定化傾向の課題を解決するとともに、これらの講座が自分だけの楽しみだ

けにとどまらず、地域のための活動や地域に貢献できる男性陣の育成につながるような

講座を計画したいと考えています。 
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冬の夜に輝く、若葉台初めてのイリュージョン 

若葉台地区公民館 

 

１ 事業の目的 
「若葉台を活気のある、明るい街に」をコンセプトに、地域住民、環境大学、小学校

と連携をとり、子ども達に冬の思い出づくりを目的として実施しました。 

 

２ 事業の概要 
地域住民に家庭で不要になったイルミネーションの提供とボランティアスタッフを

募集しました。更に若葉台小学校にキャンドル作りの協力を呼び掛けました。 

イルミネーションやキャンドルの設計図は、鳥取環境大学の張先生（建築・環境デザ

イン学科）と学生さんにお願いしました。 

イルミネーション実施期間に、キャンドルナイト＆ミニコンサートを実施しました。 

 

３ 実施状況 
◎11 月 23 日 「若葉台まちづくり協議会」が、地域住民に不要になったイルミネー

ションの提供、設置場所及びスタッフの募集チラシを全戸配布し、更

に地域コミュニテイ育成事業の助成を受けイルミネーションの LED を

購入しました。 

 ◎12 月 15 日  廃油（家庭からでた天ぷら油）を使ったキャンドル作りを、若葉台

小学校の 3 年生 60 名・4 年生 83 名と環境大学の張先生の指導を受け

た地域のボランティア 7名が小学校へ出向き、子ども達と一緒に約 150

個作り容器にそれぞれ想いの絵を描きました。地域の方にも手伝って

いただき全部で 500 個のキャンドルを作りました。 

 ◎12 月 18 日  午後から作業開始、みぞれがちらつく中、デザインの変更があり、

途中で山に竹を切りに行ったり、寒さと戦いながら約 5 時間かかって

約 15,000 個の LED を設置しました。イルミネーションの設置は、地

元の電気屋さんに配線を担当していただき、地域の方・おやじの会・

メンズクラブ・環境大学生の方々18 名に手伝って頂きました。 

◎12 月 19 日～26 日 午後 5 時～8 時イルミネーション点灯 

  ◎12 月 23 日（祝日）午後 5 時から約 1 時間、ミニコンサートを開催。 

オープニングは子ども達自ら、“2010 つながり”や“ハート”を象

ったキャンドルに点灯をし、幻想的な雰囲気のなかコンサートが始ま

りました。 

出演メンバーは、公民館のオカリナ教室、放課後児童クラブの指導

員によるバンド演奏、生ギター演奏の飛び入りとクリスマスソングで

賑やかなコンサートでした。 

          見物客は約 300 名があり、準備したぜんざいは 100 食だったので子

ども達を優先に食べてもらいました。 

－３９－ 



４ 成果 
小学校・環境大学・地域と連携がとれて実施でき、小学生が作ったキャンドルに自ら

が灯りをともした為、子ども達や小学校の先生方の参加が多くありました。 

若葉台全戸にお知らせする期間が短かったのですが、たくさんの方にお出でいただき

賑やかに終了することができました（広報は小学校と保育園の全家庭に案内チラシを配

布）。地域住民の目がひとつのことに向き、まずは興味をもって参加していただいたこ

とは成果があったと思います。 

 イルミネーションやキャンドルナイトは、地区の方々から「幻想的でよかった」「き

れいですね」「楽しませてもらいました」となかなかの好感触でした。 

 

５ 課題、今後の方針 
  一過性で終わるのでなく、毎年続けていくためにはもっと地域住民の参加を増やすこ

とが課題です。小学校や環境大学、企業も含め少しずつ規模も大きくしていけたらと思

います。地区住民自ら参加してもらえる仕掛けを公民館がしていくことが大切ではない

かと考えています。 

 

 

 

 

 
  【若葉台小学校で廃油のキャンドル作り H22,12,15】 

 

 

  若葉台イリュージョン 

【～キャンドルナイトとミニコンサート～ H22,12,23】 

 

 

－４０－ 



みんなで協力し合って
火をおこしました  

初めての薪割り  
ちょっと怖い！  

夏休み子ども合宿体験 
米里地区公民館  

 
１ 事業の目的 

テレビやゲームの普及に伴い、野外で異年齢の子どもと集団生活を体験する機会が減

少し、こども達の体験不足が指摘されています。また、地域コミュニティの衰退ととも

に、地域ぐるみで子ども達を育てる取り組みの必要性が叫ばれています。 

こうした状況をふまえ、夏休みの長期の休暇期間中を活用して、小学校と隣接する公

民館で地域の皆さんにお手伝いいただきながら、宿泊を体験する「夏休み子ども合宿体

験」を計画しました。 

 

２ 事業の概要 

  小学４年生から６年生を対象に開催しました。公民館に１泊し、「自分達の事は自分達

で」を基本に、家庭ではできない地域の方との交流やさまざまな体験をしました。 

 

３ 実施状況 

 参加者１６名（４年生～６年生）を２つのグループに分け、１泊２日の２日間の日程

説明・グループの目標と班長決めを行いました。 

事業名 

日時・場所 
内 容 参加人数 

かまどづくり 

8 月 19 日（木） 

13 時～14 時 

公民館 

地域の老人会の方やボーイスカウト

の方に教えていただきながら、かまど

を作りました。みんなで重い薪を運ん

だり、なたの使い方を教わって初めて

の薪割りも体験しました。 

こども１６ 

大人  ９ 

火起こし体験 

8 月 19 日（木） 

14 時～ 

15 時 30 分 

公民館 

埋蔵文化財センターの中山さんに

人類と火の歴史について教えていた

だいた後、４グループに分かれて火起

こし体験をしました。起こした火をか

まどに移した後、竹串にパン生地を巻

き、みんなで焼いて食べました。 

こども１６ 

大人 １０ 

飯ごう炊飯 

8 月 19 日（木） 

15 時 30 分～ 

17 時 

公民館 

飯ごうにお米と水を入れ、火を入れたかまどにセッティ

ングしました。ご飯が炊ける間、老人会の方から、戦争中

のお話やキャンプのお話を興味深く聞きました。その後、

調理室で各班に分かれ、みんなで買出しをした食材を使い、

夕飯作りをしました。出来上がった夕食は地域の方と一緒

に食べました。 

こども１６ 

大人 １７ 

－４１－ 



静かに、和尚さんの
お話を聞きました  

星空観察と 

望遠鏡作り 

8 月 19 日(木) 

18 時～ 

20 時 30 分 

公民館 

 佐治アストロパークの織部さんから宇宙のお話を聞いた

後、望遠鏡を作りました。ハサミを使った作業が難しかっ

たようですが、出来上がった望遠鏡で早速外をのぞいて楽

しんでいました。その後、戸外で本格的な天体望遠鏡を使

い月のクレーターや織姫星を観察しました。天体望遠鏡を

通してみる月も星もとてもきれいで感動しました。最後に

皆で花火をしました。 

こども２１ 

大人 １５ 

坐禅体験 

8 月 20 日(金) 

5 時～ 

7 時 30 分 

森福寺 

 朝５時に起き、米里地区にある森

福寺で和尚さんのお話を聞いた後、

坐禅体験をしました。その後食事の

作法を教えていただきながら朝粥

食べました。足のしびれや眠気をこら

えながら、みんなよく頑張りました。 

こども１６ 

大人  ８ 

絵付け体験 

8 月 20 日(金) 

9時～11時 30分 

公民館 

米里陶遊会の福田さんにご指導していただき、絵付け体

験をしました。焼きあがりの色を考えたり、デザインを工

夫したりしながら、世界に一つのオリジナルの作品をつく

りました。焼きあがりが楽しみです。 

こども２４

大人  ９ 

 

４ 成 果 

地域の老人会、小学校の先生、小学校教育後援会、青少年育成協議会等の皆さんのご

協力をいただき、２日間事故無く無事終えることができました。 

戦争中の体験談を聞いたり、薪割りや絵付けを教わったりと、普段はなかなか触れ合

う機会の無い地域の方々との交流ができたことが、子どもたちにも新鮮だったようです。

また、合宿の最初の作業としてグループ毎に 2,000 円の予算に合わせて夕食メニューと

買出しリストを作成し買い物に行きましたが、最初は他の人の話が聞けなかったり、グ

ループの動きに加わらなかったりといった勝手な行動が目に付きました。けれど 2 日間

の体験を通して、また、ご協力いただいた皆さんの声かけや交流のお蔭で「集団の規律

を守る」、「みんなで協力し合う」、「他の人のことを考える」等の行動が少しずつですが、

できるようになっていったように思います。終わりの会では、お世話になった地域の方々

にこどもたちが手書きした感謝状を手渡し、この体験を通しての感想を発表し合いまし

た。その後、２日間使った部屋の掃除に取り組みました。 

 

５ 課題、今後の方針 

子どもたちに多くの体験をしてもらいたいと思い、かなりハードなスケジュールとな

ってしまいました。子どもたちには好評でしたが、次回は、「何も無い」所から子どもた

ちが自分で考え、行動できるメニューに取り組んでいけたらと思います。また、将来的

には小学校が隣接するという立地条件を生かし、平日の通学合宿等も考えていきたいと

思っています。 

－４２－ 



「安心安全・地産地消」調理教室 

                             神戸地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  今ではスーパーに行けば県外産・外国産の食材が並び、惣菜・インスタント食品など

何でも揃う中で、地元鳥取産や、自分たちが生産した物など生産者の顔の見える食材を

使い、新しい調理方法や今まで捨てていた物などの利用法などを学び、家庭の中で食生

活に対する意識を高めていただければと思います。 

 

２ 事業の概要 

  この調理教室は、毎回メインの食材を決めて、その食材を中心とした献立をたて、年

間６回程度開催します。この地区は農業が盛んで、自分たちで野菜や果物などを育てて

いる方も多いので、材料を持ち寄ったり、講師も地元の食育アドバイザーにお願いした

りと材料から講師まで安心安全で地産地消を基本とします。 

 

３ 実施状況 

○ ５月２６日（水）米粉で簡単おやつ作り  

   講師 田中真奈美さん（栄養士） 

   地産食材：米粉・長芋・板わかめ    

 米粉・板わかめ・長いもなど県産材料を使って、ボール 

１つとオーブンで簡単に作れるスティック状のおやつを２種類作りましたが、どちらも 

小麦とはまた違った味と食感で評判が良かったです。子どもにも安心して与えられ、使 

用する道具も少なくてすむので、子どもに作らせても良いのではとの声も上がっていま 

した。 

○ ７月１６日（金）目からウロコの魚のさばき方教室 講師大磯一清さん(県漁協職員)  

   地産食材：鮮魚 

  出来るようで出来ない魚のさばき方を理論的に・何のための作業か・包丁や力の入れ 

 方など、まさに目からウロコが落ち、皆さん上手に出来ました。 

 ○８月７日（土）初恋の味桃ジャム作り 講師 地元食育アドバイザー  

    地元食材：桃・梅ペースト 

  以前より、くず桃（少し傷みのある販売できない物）の食べ方を地元の方に相談され 

 ていましたので、地元の食育アドバイザーの方と相談し、ジャムにすることで付加価値 

 を付け長期保存が出来るようにと考えました。生産者の方から、前日の台風で桃が落ち 

 たとのお電話を頂き、職員が雨の中、果樹園で桃を拾ってすぐにシロップで煮て、冷凍 

 保存し、これを使って桃ジャムを作りました。生産者の方はくず桃の処分に困っておら 

 れる現状がありますが、丹精込めて作った桃を廃棄することなく活用できると大変喜ば 

 れました。 

米粉でおやつ作り

－４３－ 



○ １０月２１日（木）鳥取牛調理教室 講師 漆原恵子さん（県畜産職員・食の匠） 

    地元食材：牛肉 

  部位ごとの適した調理方法を５品教わりましたが、中でも 

 タタキとスモークは買うものだと思っていただけに簡単に出 

 来るのに皆さん驚かれました。試食会の後、県畜産農協で取 

り組んでおられる・循環型畜産業の取組みや牛の肥育方法・ 

牛の区分・肉の部位に適した調理方法などを学びました。こ 

れからは安いからではなく、安心安全なものを選びたいと思います。 

○ １１月２８日（日）クリスマスディナー 講師 奥平常男さん（ビストロフライパン） 

    地元食材：地元野菜他 

  今回は、家庭にある野菜を使ってフランス料理を教えていただきました。お家の方 

 が心を込めて作った野菜を使い、その旨味と栄養をぎゅっと閉じ込める調理法を教え 

 ていただきました。皆さん驚いたり、感心したりでした。 

○ １２月８日（水）米粉ピザと美肌料理 講師 田中真奈美さん(栄養士) 

    地元食材：米粉・桃 

  前回米粉を使ったおやつを作ったところ大変好評で、米粉についてもっと学びたい 

 との声があり、今回はピザを作ってみました。トッピングも各家庭にある野菜を中心 

 に、その野菜の栄養の特徴を生かして美肌に良い調理方法を学習しました。 

 

４ 成果 

 普段手にしている身近な食材を使用しながら専門家に教わることで、いつもとは違う

料理になったとたいへん好評です。参加者の意識も、肉や魚のプロに教わることで、ス

ーパーに行っても“地元産を選ぶようになった”“産地が気になりだした”との声が聞か

れ、食に対する意識が変わってきたようです。また今年度は米粉を２回使用しましたが

米粉ならわざわざ外国産の小麦粉を使わなくても、自分で作った米が活用できるし小麦

より風味があっておいしいので、もっと活用したいとのことでした。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  ○来年度も継続していきたい事業ですが、若い世代の参加が少ないようです。幅広い

年代の方に参加いただけるような時間設定や内容等を検討

していきたいと思います。 

○地域の特色を出すために、神戸ふれあいセンター(食品 

 加工場)と連携をとりながら神戸ならではの食材や加工 

 方法をいろいろな年代の方に伝えて生きたいと思います。 

牛にもいろいろあるのね

真剣な表情で取組みます

－４４－ 



大和地区人権座談会、人権講演会 

                                大和地区公民館  

 

１ 事業の目的 

大和地区の人推協と連携して人権問題について、住民に正しい認識を持ってもらえる

ように啓発と教育の推進をはかります。  

   

２ 事業の概要 

この啓発事業は人権問題をテーマに講演会、事業を開講します。事業内容は、住民の

要望やニーズをとり入れ、地区人推協と協議し、講師を依頼して実施します。 

 

３ 実施状況 

○７月３１日 (土)       人権座談会  「知って納得ユニバーサルデザイン」 

於：大和地区公民館  参加者：２４名  講師：中野雄治さん 

 日常生活の必需品に使われているユニバーサル 

デザイン(ＵＤ)とは何か？をワークショップ方式 

で学びました。 

ＵＤの使われているものと通常のものとを比較 

して、その違いを体験することから始まり、日々 

の生活の中で何に使われているか？ 

また、バリアフリーとの違いは？などの内容を 

学びました。 

さらに、ＵＤが使われているいろいろな文房具を実

際に使ってみることにより、事故や障がいなどによっ

て道具を使うことが難しい人でも簡単に使える事、安

全で人に優しいつくりになっていることを体験しまし

た。 

 

○１２月９日 (木)    人権講演会  「鳥取県内であいつぐ差別事件に学ぶ」 

 於：大和地区公民館  参加者：２７名  講師：下吉真二さん 

地域住民の方から、最近の部落差別の状況はどうなっているのか？という声があ 

がり、近年の鳥取県内であいついでいる差別事件について話していただきました。 

普段の生活上ではなかなか実態がわからない内容を踏まえた今回の講演は、いくつか

いろいろなものを実際に使ってみる！  

どちらが使いやすいでしょう？

－４５－ 



のかの質問から視覚だけではなかなか見えない（わか 

らない）感覚（人権感覚）を確かめるデモンストレー 

ションに始まり、現在の差別事象の現状を語っていた 

だきました。 

 

 

 

近年は公共施設や道路等の落書きや、匿名性を利用でき

る物（インターネット上での差別書き込みや差別投書など）

を悪性に利用した差別事例が多いことを教えていただきま 

した。それと同時に差別行為の卑劣さ、愚かさや空しさを 

 改めて考えさせられた貴重な機会となりました。 

 

４ 成果 

参加者にアンケートに協力していただいたところ、夏の座談会では身近にある物を題

材にしていたので、興味を持ってもらえた意見が多数を占めました。 

冬の講演会では現在近隣都市で起こった差別問題をテーマとしている為、今回の講演

にて初めて知ったという意見や、改めて人権問題の重要性を考えさせられたという意見

が多くありました。 

 

５ 課題・今後の方針等 

毎回多くの方に関心を持って参加していただけるかが今後の大きな課題です。 

また大和地区は農村地なので、農繁期を避けるなど時期を考慮し、チラシの配布、地

区内放送で周知徹底し呼びかけを今後も行っていきたいと思います。 

    

 

見えない感覚を確かめる！

話し合ってみましょう！
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元気なおやじで元気な地域づくり「おやじ元気会」 

                                                  美穂地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  おやじ元気会は、地区の有志を募り、ボランティア活動を通して、元気な仲間づくり、

地域づくりを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

この「おやじ元気会」は、清掃ボランティアを中心とし、料理教室、消火訓練、文化

祭協力、スポーツ交流等を実施しています。事業内容は状況に合わせ随時会員で協議し

ています。ボランティア活動を通して仲間づくりや交流を深め、地域の活性化にもつな

がっています。 

 

３ 実施状況 

○ ６月１６日（水）   山野草に学ぶ（安蔵散策） 

於；安蔵公園周辺       参加者；１４   

   

○ ６月１９日（土）  公民館外回り及び、スポーツ広場清掃とスポーツ交流 

於；公民館回りとスポーツ広場 参加者；５２名 

「おやじ元気会」と「清流会(ＧＧ)」の方々合同で、公民館外回りとスポーツ広場の

草取り清掃を行いました。その時スポーツ広場に練習で来ておられた「美保フットボー

ルクラブ」の皆さんにも積極的に参加していただき、大人数での清掃活動となました。

今年度最初の清掃活動のため、草もよく伸び、空ペットボトル等のゴミも多く、蒸し暑

さの中大変な作業となりました。公民館外回りをはじめ、グランドの隅々までいつもよ

り広範囲を丁寧に出来ました。 

 

○ ７月１７日（土） 通学路清掃ボランティアと男の料理教室（スタミナ料理教室） 

於；公民館、通学路周辺とスポーツ広場  参加者；１３名 

  

○１０月１６日（土）公民館外回り清掃と消火訓練及び、男の料理教室パート２ 

                              （アユ料理教室）    

於；公民館、スポーツ広場  参加者；１９名   

   

○１１月 ２（火）・３日（水）文化祭協力 

（もちつき大会）  

於；公民館     参加者；６０名     

地区文化祭の準備をはじめ、当日は、花苗売りや 

 

文化祭  もちつき大会－４７－ 



もちつき大会に協力しました。もちつき大会は、まち・むら交流事業の一環として、明

徳地区と美穂地区の子ども達も参加して、昔ながらの“うす”と“きね”を使い行いま

した。蒸し上がったもち米を食べて喜んだり、何度もきねつきに挑戦する子ども達もあ

りました。その後、まるめて小もちにしてもち作りを体験しました。最後に、つきたて

をきな粉もちにして美味しくいただきました。地区の方々の掛け声に合わせてもちをつ

く姿はほほえましく、世代間交流の場となり、地域に和やかな交流の輪が広がりました。 

 

○１２月１８日（土）  年末大掃除とスポーツ交流会 

於；公民館      参加者；２０名     

この日は、天候も悪く寒い中での清掃活動となりました。公民館玄関回りの窓ガラス

磨きや、外回りの窓ガラスは水で洗い流しました。また電球の取り換え、電球カバー洗

浄など高所の作業もありました。 

そのあと、公民館前の側溝の溝掃除を行いま 

した。側溝のフタ（グレーチング）をはずして 

汚泥を集め運ぶ作業は、重く危険を伴いました 

が無事終了しました。寒さの中、大変な作業と 

なりました。その後多目的ホールで室内グラウ 

ンドゴルフを行い、会員間の交流を図り楽しい 

ひと時を過ごしました。 

 最後に、今後の活動方法や内容を検討して、 

より充実した活動が出来るよう話し合いました。 

  

○１２月２８日（火）  公民館門松づくり 

於；公民館      参加者；８名   

 

４ 成果 

「おやじ元気会」として清掃奉仕活動を中心とするボランティア活動は、年々定着し

地域に根ざした活動となっています。また、活動内容も要望、状況を考え検討され幅広

くなってきているようです。参加者もボランティア活動を通して新しい出会いや触れ合

いもあり、さらに世代間交流を深めることができたと思います。 

 

５ 課題、今後の方針 

今後も充実した活動が出来るよう、会員の増員を図るとともに、内容も検討し合い、

元気な地域づくりを目指していきたいと思います。その上この活動が次の世代にも広が

り、ますます地域の活性化につながればと願っています。 

公民館前の側溝掃除  

－４８－ 



  はじめてのわくわくを公民館で   

                               東郷地区公民館 

 
１ 事業の目的  

東郷地区は２３０世帯。そのほとんどが、平日の日中は勤めにでかける兼業農家の田

園地帯です。 

昨年度まで、カラオケ教室や大正琴のサークルなどの限られたグループの利用があり

ましたが、地域性もあり、公民館の利用はごく少数の方に限られていました。しかし今

年度は、『気軽に足を運んでもらう公民館』を合ことばに数々の事業を企画しました。 

  

２ 事業の概要 
今年度の新しい事業としては、「わくわく着付け教室」「初めての絵てがみ講座」「ス

トレッチとアロマの教室」「お茶会」「陶芸教室」です。地区民の要望に答えながら、

各種の事業に取組みました。 

 

３ 実施状況 
○わくわく着付け教室 

  勤めをしている若い方が参加できるようにと夜の教室 

を 実施しています。月１回の練習ですが、皆さん熱心  
に学習され、４、５回の学習で一人で着物を着られるよ  
うになりました。  
着物を自分で着られること、人に着せてあげられるよ  

うになることを目標にしています。  
 

○初めての絵てがみ講座 

月２回実施しています。絵てがみをとおして季節を感 

じることができ、ほのぼのとした気持ちになります。今 

年の干支の“うさぎ”で手づくりの年賀状に挑戦しまし 

た。楽しいおしゃべりをしながらの和気あいあいとした 

講座を、参加者は楽しみにしておられます。 

 

○ストレッチとアロマの教室 

特色ある公民館活動の一つとして取組み大変好評でし 

た。「農作業でここが辛い」とか「ひざや肩が痛くてね」 

などの参加者の悩みから、痛みの緩和や予防について学 

習し、「頑張らなくて良いですよ。」の先生の声に楽し 

みながらストレッチ。参加者の中から「ぜひ定期的に、 

月１回位のペースで実施してほしい」という要望があり、 

教室の誕生となりました。 

着付け教室  

絵てがみ講座  

ストレッチとアロマの教室  

－４９－ 



○お茶会 

『しろみて茶会』『蝉しぐれ茶会』などと銘打って、季節を感じるお茶会を毎月実施

してきました。「こんな会をまっとっただで！」という力強い応援もいただいて、地域

の方の協力を得て実施しています。お茶会の度に先生がお道具を持参し、季節の飾り付

けもしてくださいます。いつもの和室がお茶席に変身するのは見事です。老人クラブの

皆さんがグラウンドゴルフを楽しんだあと、帰りに気軽に立ち寄って行かれるなど、地

域のふれあいのサロンになっています。 

東郷地区公民館まつりのお茶席には、着付け教室の皆さんがボランチィアで参加して

くださり、着物姿でのおもてなしを地域の方々に、とても喜んでいただきました。毎月

のお茶会は午前中の２時間という短い間ですが、久しぶりの再会を喜ぶ声も聞かれます。

隣の保育園の子どもたちや、「放課後子ども教室」の小学生たちもお茶席のお客さんに

なり、子どもたちのかわいい仕草に笑みを浮かべながら、お茶を楽しむ地区民の姿が見

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○陶芸教室 

「ぜひやってみたい」という声に後押しをされての体験学習で、参加者の楽しい気持

ちが伝わるひとときでした。各自、小皿を２枚ずつ作りました。余った粘土でぐい飲み

や箸置きなどの小物もたくさんできました。 

 

４ 成果 
公民館まつりに開いたお茶席では、１００名以上の参加者があり、初めての試みを楽

しんでもらいました。着付け教室の皆さんの応援も嬉しく、地域の力を感じました。 

今年度になってからたくさんの教室が誕生し、地区の皆さんに公民館に集まってもら

う機会が増えました。 
 

５ 課題、今後の方針 
 地域性もあり、公民館事業や教室を実施しても多くの参加者を望めない状況でもあり

ますが、今後もこのような事業を実施していきたいと思います。『気軽に足を運んでも

らえる公民館』を目指して活動中です。グループの育成と存続のために、公民館事業が

“きっかけづくり”となり、東郷の地域力が高まることを期待しています。  

蝉しぐれ茶会 開催中  

－５０－ 



伝統をふまえて新たな挑戦 

「新感覚のおせち料理＆ミニ門松づくり」              

大正地区公民館 

１ 事業の目的 

  日本の良き伝統、風習が損なわれていくのは寂しいものがあります。正月行事につい

ても正月飾りやおせち料理で家族そろって新年を祝うことも大切にしたい風習です。 

門松とおせちづくりの事業を通じて、昔からの伝統を守り、継承していくことの一助

となればと、ここ数年来事業として実施しています。 

 

２ 事業の概要 

  おせち料理教室は、市の食育アドバイザーに登録している地区の方を講師に迎え、簡

単にでき、美味しく、創作性を伴ったおせちづくりを 2007 年度から開設しています。 

  ミニ門松づくり教室は、昨年度初めて実施したところ、参加者から好評で今年も是非

との要望があり継続事業としました。 

 

３ 実施状況 

○１２月１０日（金）   

 おせち料理教室 

  場所 大正地区公民館 

参加者 １５名  

   メニュー 

① 鶏挽肉の松傘焼き 

② パイナップルきんとん 

③ 伊達巻   

④ 漬物なます 

⑤ 長寿飯（黒豆、銀杏入り） 

⑥ 簡単吸い物（こぶ茶でだし代わり） 

   ◇伊達巻の意味は巻いた形から巻物を表し 

学問や文化の発展を願う意味があるとか、 

また、きんとんは蓄財や生活の豊かさを願う 

そうです。 

◇鶏挽肉の松傘焼きは型を使わず手軽にでき、 

なますも市販の漬物を使ったりして簡単にできました。パイナップルが入った 

きんとんは甘い中に酸っぱさがあり、さわやかな新感覚の味でした。 

◇また当初はメニューに含まれていなかった長寿飯（黒豆、銀杏を入れ番茶で炊く）

はとても好評で急遽レシピを作成し、参加者に配りました。 

なるべく松傘
に似せてね  

⑤  ①

③

④  

⑥

②

－５１－ 



○１２月２５日（土） 

  ミニ門松づくり教室 

   場所 大正地区公民館 

参加者 １４名 

 短冊状の竹片を鉢受皿に合わせて円筒状に麻紐   

で編み、その中にオアシスを入れて基礎を作ります。 

竹を端から順番に、きつくもなく、ゆるくもなく  

編んでいくのに少しコツがいるところです。 

   そして門松の中心の作成です。斜めに切った少し太めの竹３本を好みの形に整えオ

アシスに差し込みます。 

後は松、梅、笹、千両、葉ボタン、南天などで飾り付けてオリジナル門松の完成です。 

       約２時間の制作、てこずる場面もありましたが、でき来上がりは写真のように高さ

４０㎝ほどの立派な門松になり大満足の様子で、これを玄関に飾って良い正月が迎え

られると皆大喜びでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  おせち料理や門松づくりを通して昔から伝わる日本人の心を再発見、再認識し、また、

作品や体験を家族とのコミュニケーションを深めることにも役立ててもらえたのではな

いかと思います。 

   

５ 課題、今後の方針等 

 若い世代・子ども達に日本の伝統や文化を大切にする心が養われて行くことが大切で 

あり、公民館としても事業に積極的に取り入れていきたいと考えています。 

 また、いずれの事業にも共通することですが、もっと若い世代に参加してもらえるよ

う開催日や内容を考えるなど、より多くの人々に参加していただける方法を検討する必

要があります。 

 

見本

最初が肝心だな！  

わしは足を使
って編んでみ
よう！  

－５２－ 



【おとしよりとの地域ぐるみ世代間交流】 

冬の集い「竹をつかって 凧・竹馬をつくろう」 

                             豊実地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  毎年恒例の世代間交流事業の冬の集い。老人クラブ、社会福祉協議会、民生委員、育

成会の協力により、主に昔遊びを伝承することを目的としています。それによって世代

の違う人たちとのつながり、ふれあいを高めることができればと考えています。 

 

２ 事業の概要 

  育成会役員で、冬の集いの内容を決め、老人クラブ、社会福祉協議会へのお手伝いの

依頼、民生委員へ会食の準備の依頼などをします。育成会役員は各部落の子どもたちへ

の呼びかけ、人数の把握をし、当日の作業に必要なものの準備、当日の役割分担など、

公民館と連携して行います。 

  

３ 実施状況 

○冬の集い「竹を使って凧・竹馬をつくろう」 

       於；豊実地区公民館   

参加者；おとしより１８名 

子ども２３名 

保護者、役員（社福・民生・育成会）１８名 

 ほとんどの子どもたちは凧、竹馬づくりは初めてで、最初俳画教室の先生の指導のも

と、凧の絵を書き、老人クラブに削ってもらった竹ひごで骨組みをつくりました。それ

から絵をのりづけし完成させました。次に、準備してあった竹馬の材料を、老人クラブ

の指導のもと、縄でしばり、竹を削って、完成させました。その後グラウンドで凧揚げ

をしました。駐車場では竹馬乗りに挑戦しました。うまく凧が揚がらなかったり、竹馬

に乗れなかったりで悪戦苦闘していました。やっと乗れたときには、とてもうれしそう

に喜んでいました。その後、民生委員が準備してくださった地産地消の炊き込みごはん

のおにぎりと豚汁を子どもたち、お手伝いしてくださった方全員で、おいしくいただき

ました。 

                               

                              

 

 

 

 

 

       凧の絵を書いてます         難しかった骨組み 

－５3－ 



 

 ４ 成 果 

  子どもたちは初めてで、大変な作業を老人クラブに手伝ってもらい、凧、竹馬を完成

させ、達成感を得られたと思います。お年寄りには子どもとふれあえるひと時となりま

した。昔遊びを伝承することで子どもとふれあい、良い世代間交流となりました。 

  

 ５ 課題、今後の方針等 

  少子化がすすみ、子どもが少ない、部活等で参加できない子どもが多いと、毎年参加

する子どもの数が減ってきています。学校、保育園等にもっと強く呼びかけをし、参加

してもらえるよう、広い範囲にわたっての広報誌の配布も考えているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        竹ひごの準備 

 

 

 

 

                         竹馬の竹を切っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

           竹馬乗りに初挑戦！！ 

 

 

 

－54－ 



明治地区公民館の農業体験 

                             明治地区公民館 

 

１ 事業の目的 

   自然の恵みと地区住民の知恵を、若い世代に少しでも知ってもらい、自然と親しみ作

物生育体験をし、少しでも次世代へ受け継がれていけたらとの思いを込めています。 

 

２ 事業の概要 

明治地区は、安蔵から上段まで延長１３km 余りもあり山に囲まれた「中山間地」に当

たり、戸数 365 戸の地区です。近年、高齢化が進み少子化も問題となっています。 

明治小学校は児童も、１クラス１０名に満たない小規模校であり、校区も２校区に分

かれています。 

公民館事業をするにあたっては、地区の方々と協力・参加して頂きながら進めていま

す。大自然に恵まれた明治の郷の特色を生かし、自然と人のつながり・思いやりの心・

感謝の気持を育て、地域の住民と子ども達との横のつながり・世代間交流の育成を図る

事を目的とします。 

 

３ 実施状況 

 

○５月２１日（金）  さつま芋植え 

 耕して(マルチ)で覆った畝に、地区の人の指導を受けながら一本づづ植えていきま

す。その後、水やり等小学生が芋の生育を見守りながら収穫まで管理しました。      

今年の暑さには、人も植物も大変だったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○５月２１日（金）  田植え 

    毎年恒例の田植え。田を耕し、畔
あぜ

を作り、水を入れ、田
た

掻
か

きをした田。  
老人クラブ・小学生が縄を張った田に交互に入り手植えをしました。 

       機械化が進み、農家の子どもでも経験の少ない泥田に入り一株一株手植えを経験し  
      ました。低学年は泥田に足を捕られ四苦八苦、高学年は泥田の感触を楽しみながら、   

      全員笑顔の中で田植えを終了しました。  

 

－５５－ 



                                         

○９月１６日（月）  稲刈り      

 ５月に植えた稲が実り稲刈りを実施しました。 

「稲木」を作り、鎌
かま

を使い手刈りをし、天日干しをしました。 

子ども達は、慣れない鎌を手に慎重に稲を刈り、その後四苦八苦しながら束ね、そ

れを一束一束丁寧に稲木に掛けていきました。どれだけ収穫できるか楽しみです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○１０月２１日（木）  収穫祭      

お世話になった方々をお招きし、収穫した「さつま芋」「米」を主材料として、(さ

つま芋入りおにぎり・さつま汁・スイートポテト・蒸しパン)を一緒に楽しく調理しま

した。又収穫したサツマイモの重さ当てクイズ等で、地域の人と一緒に考えたり答え

たりして楽しい時間を過ごしました。 

 

４ 成 果  

  地域の子どもと触れ合う事で、普段より目配り気配りが出来るようになり、地域全体 

の和の広がり、自然の大切さ、人と人との繋がりを学ぶ事が出来た事と思います。又、

自分達で育てた食物に対しては、好き嫌いなく口に運ぶことが出来ます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  各行事にもっと若い世代の参加を希望しています。青年・子どもを持つ世代の参加 

によりこの世代の意見を取り入れ、地区に対する愛着を今以上のものにし、地域が一体

     化するにはどうすべきか検討の余地があると考えます。  

－５６－ 



子ども一泊体験 

                             松保地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  松保地区では一泊体験を通し地域の子ども達が仲間意識（異年齢同志の交流）を深め

るとともに、大人達との触れ合いを通じ松保地区の一員である事を認識していくことを

目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  夏休み前、岩美町いこいの里で子ども５７名、大人３６名で一泊体験・キャンプを行

い、飯ごう炊飯・キャンプファイヤー・レクリエーションで交流を図りました。 

 

３ 実施状況 

○７月１７日（土）１２：３０～２１：３０   

いこいの里へ出発・開営式 

 オリエンテーション 

  自己紹介、グループ名・役割決め 

 食材争奪インベーダーゲーム 

  金魚すくいのポイを持ったインベーダーに 

向かって、水鉄砲で的当てゲームをしました。     インベーダーゲーム 

グループ対抗で、得点の高い順に夕食の食材を選びました。食材は、シチューが１グ

ループ分で他はカレーですが、肉は牛肉、豚肉・ミンチ・ウインナーと色々でした。

一番人気はシチューでした。 

夕食（カレー・シチュー・サラダ） 

      飯ごう炊飯・・５、６年生が薪割りをして、新聞紙１枚とマッチ１本で火をおこし、 

飯ごうでご飯を炊きました。上手に火をおこして３０分位で炊けたグループもあり

ますが、煙たくて途中で子ども達がいなくなり、大人が代わって炊いていたグルー

プもありました。 

      カレー・シチュー・・３、４年生が野菜を切って鍋いっぱい具だくさんのカレー・シ

       チューを作りました。 

サラダ・・１、２年生がレタス、トマト、きゅうりを切って皿に盛りました。切り方

や盛り付けも色々でした。 

片づけ、自由時間 

キャンプファイヤー 

 レクリエーション指導員の進行で「キャンプだホイ」や「スイカのめいさんち」を歌

ったり、ジャンボジャンケンを皆で行いました。寸劇・歌・クイズ・組体操等子ども

も大人もオリジナルのスタンツを披露し、夜空に笑い声が響きわたりました。最後に 
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火の大切さ、人との関わりを教わり、キャンプファイヤーの火が少しづつ落ちていく

のを待ち終了しました。 

健康チェック、就寝（常設テント） 

 

○７月１８日（日）６：００～１４：００ 

起床、健康チェック 

ラジオ体操 

朝食（ラップおにぎり、コンソメスープ） 

 おわんの上にラップを敷いてご飯をよそい、     

自分でおにぎりをにぎりました。          ソーセージ蛇腹パン作り 

スープは大人が作りました。最初コンソメが足りなくて味が薄かったが、前日のカレ

―粉の残りを入れたら、おいしくできました。 

 レクリエーション・・班ごとに三つのコーナーを体験 

  やまめのつかみどり 

   川をシートでせき止めてやまめ１３０匹を放流し、つかみどりをしました。 

グループ対抗ドッジビー 

  フリスビーを使ってドッジボールをしました。 

ソーセージ蛇腹パン作り 

 ホットケーキミックス・卵・牛乳・サラダ油を袋の中でこねて生地を丸め、ソーセ

ージに巻きつけアルミホイルで包みました。 

     昼食（ソーセージ蛇腹パン・やまめの塩焼き） 

 つかみどりをしたやまめを塩焼きにしました。 

アルミホイルに包んだパンを焦げないように何回か返しながら、鉄板で１５～２０分

焼きました。パンが厚かったので中まで火が通っているかどうか、焼き加減が難しか

ったです。 

片づけ・キャンプ場の清掃 

閉営式・いこいの里出発 

 

４ 成 果  

  私達の地区は、小学校が３校にまたがり活動しにくい状況にありながらも役員のまと

まりが良く、内容も充実し子ども同志の交流ができ貴重な体験になったと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  一泊体験の開催場所を地区公民館と野外で一年交代で行っていますが、参加された方

から毎年キャンプを行いたいとの声もあり安全面を第一に、魅力ある企画を検討すると

ともに、少しづつでも子どもたちが企画段階から参加できるような形にしていきたいと

思います。 
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～こねてまるめて！～

～笹の巻き方を教わる子ども達～

湖南の伝統と自然を満喫 

                       湖南地区公民館・分館大郷会館 

 

１ 事業の目的 

◇伝統行事を地域の人と体験する。 

◇地元で楽しく遊び、自然とふれあい、自分たちの住んでいるところの素晴らしさを 

再認識してもらう。 

 

２ 事業の概要 

◇地域の高齢者の方に教わりながら、伝統行事のちまきづくりを体験しました。 

◇地域の川で思いっきり遊び、友達や地域の方と楽しく交流しました。 

 

３ 実施状況 

◇６月１７日（木） 笹採り 

・地域のボランティアの方と職員で双六原の山 

で笹の葉を約２，５００枚採りました。 

◇６月１９日（土） ちまきづくり 

  場 所 湖南地区公民館 

  講 師 地域の方 

  参加者 ４４名 

     ・地域の子どもとその保護者及びボランティア 

の方々で、まきの粉をこねだんごをつくり笹 

の葉で巻きました。 

・三味線巻き・ほっかむり巻き・三角巻きなど 

いろいろな巻き方をボランティアの方に教わ 

りました。 

・巻き終えたちまきをゆで皆で試食をしました。 

  自分でつくるとさらに美味しさが増すようで 

大変好評でした。 

 ◇７月２５日（日） 長柄川でやまめのつかみどりとバーベキュー 

   場 所 湖南地区 長柄川周辺 

   参加者 １３４名  

・１０時開始に向けて地区子ども会育成会、青少年育成協議会の方々の協力のもと川周

辺の草刈りや川を網で仕切っていけすをつくったり、バーベキューの準備などをしま

した。 

・やまめを２００匹放流後、子どもたちは川でやまめを追いかけつかみどりを楽しみま

した。 
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～やまめとったぞ～  ～とれたやまめは炭火で美味しく～  

・小さな子どもは簡易プールに放流しているやまめをつかみどりしました。 

・つかみどりしたやまめはそれぞれ自分で（できない子は手伝ってもらって）串にさし

炭火で焼いて食べました。 

・ここ数年継続している事業ですが子どもたちはとても楽しみにしていて会場周辺は家

族連れなどたくさんの参加者で賑わっていました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  ◇ここ数年続いている行事ですが、本当に多くのボランティアの方に準備、指導等協力 

していただいており大変感謝しています。 

 ◇少子高齢化が進む湖南地区において、世代間交流を深めることのできる事業であり、 

  子どもだけでなくその保護者の参加も多く、皆が交流し地域の良さを体験できたと思 

います。 

◇案内を出すとすぐに定員に達する人気のある事業でもあり、毎年楽しみにしていると 

の声も多く寄せられ、これからも継続していきたいと思います。 

  

５ 課題、今後の方針等 

 ◇地域ボランティアの方の固定化と高齢化が進んでいるので、新しい人材の確保が必要 

  になっています。 

  ◇現在参加している保護者の方にも参加者としてだけではなく、指導者やボランティア 

としてこれからの事業に関わっていただくことができれば上記の問題点の改善にもつ

ながるのではないかと思います。 

  

 

 

－６０－ 



公民館みんなのひろば 
                                末恒地区公民館 
１ 事業の目的 
  夏休みに地域の子ども達を、地域の方々でみて欲しい、子ども達が家にばかり居ない

で公民館を、気楽に寄れる『みんなのひろば』として集い・交流して欲しい。を目的と

して取り組みました。 

 

２ 事業の概要 
  ７月２６日～８月２３日までの期間、下記の日程で実施しました。 

月 火 水 木 金 土 日 
7/26  
いご･しょうぎ① 

27 28 
ものづくり① 

29 
えいが会① 

30 
スポーツしよう① 

31 
えいが会② 

8/1 

8/2 
いご･しょうぎ② 

3 4 
ものづくり② 

5 ペットボトル 
ロケット作り 

6 
スポーツしよう② 

7 8 
かんたん木工作 

9 
いご･しょうぎ③ 

10 
 

11 
ものづくり③ 

12 
かご作り 

13 14 15 

16 
 

17  宿 題
おたすけたい① 

18  宿 題 
おたすけたい② 

19 宿題 
おたすけたい③ 

20 宿題 
おたすけたい④ 

21 宿題 
おたすけたい⑤ 

22   

23 
いご･しょうぎ④ 

24 25 26 27 28 29 
 

ペットボトルロケット作り･かんたん木工作・かご作りは、事前に申込みをもらいまし

たが、あとは参加できる時に公民館に来て気軽に参加できるように呼びかけました。 

 

３ 実施状況 
 ■いご･しょうぎ①～④ １３:００～１６：００  参加者２３名 

初心者から経験者まで様々でしたが、４名の先生から１人づつ教えてもらったり、子

ども同士で対局し合ったりして楽しんでいました。 

 ■ものづくり①②③  １３：００～１６：００  参加者６３名 

お手玉とビーズの小物を作りました。お手玉は３～

４名の先生にハギレと数珠を用意していただき、子ど

も達は先生に教わりながら、ひと針ひと針慎重に注意

しながら縫って、数珠を入れ仕上げました。 

ビーズではストラップを作りました。細かい作業で

したが、作り方を教えると器用に工夫して自分なりの

作品を作っている人もいました。 

■アニメえいが会① 10:00～12:00 13:00～15:00 参加者２３名 

 アニメえいが会② １０:００～１２:００    参加者２３名 

  スクリーンで、子ども達に人気のアニメ映画や昔話などの上映会をしましたが、大き

く迫力のある画面に興味津々の様子で、夢中になって鑑賞していました。 

■スポーツしよう①② １３:３０～１６:００   参加者３０名 

誰もが簡単に楽しめるようにと、体育館からファミリーバドミントンをしました。と

ても暑い日でしたが一生懸命頑張ってとても上手になり、大人対子どもで試合をしたり、

大人も子どもも入り混じって試合をしたり楽しく過せました。 

お手玉のぬい方 教えて~!! 
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■ペットボトルロケット作り ９:３０～１２:００ 参加者１０名 

子ども達に人気のペットボトルロケットを本格的に 

作ってみようと、参加者が集まりました。家から持参し

たペットボトルで、先生に切り方から教わり、仕上げは

カラーテープでかっこいいロケットの完成です。小学校

の校庭に場所を移し、水の量･空気の入れ方等ポイントを

聞き、発射～!!足元を泥だらけにして楽しみました。 

■かんたん木工作教室 ９:３０～１２:００ 

リファーレンいなばで実施しました。 参加者１５名 

夏休みの工作作りのお手伝いにと、かまぼこ板をリサイクルして小箱を作りに挑戦しま

した。先生の指導で鉋を使って微調整したり、小さな大工さんみたいでした。完成した

箱に絵を書いたりステンシルしたり、世界でひとつの自分用の箱の完成です。 

■クラフトテープを使ったかご作りしよう １３:００～１６:００ 参加者３５名 

ロケット･木工作につぎ、夏休み工作作りパート３でかご作りをしました。大人の方 

にも人気で公民館では何度か実施してますが、子ども用に小さめの簡単にできるかご作

りをしましたが、色使いなどそれぞれ工夫されていて、素敵なかごのできあがり。 

 

 

 

                       

■宿題おたすけたい①～⑤ １０:００～１２:００ 参加者４１名 

鳥大生の方にお願いして、夏休みの宿題をお手伝いしていただきました。家では中々

出来なかった事も、公民館で学生さんにみてもらいながら着々と片付けていました。 

 

４ 成 果 
 これまで月１回の子どもと大人のふれあい事業を実施してきましたが、今回の企画で

新しく参加してくれた子ども達が増えて、公民館の活動の様子をわかってもらえたこと、

地域の子ども達を一緒に子育てしていっていただけるようになるため、今回１４名では

ありましたが、地域の方々のご協力でやっと一歩ふみ出せたことが、成果だと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 
  今回ご協力いただいた方々で反省会を持った中で、いご･しょうぎの指導については、 

もっと指導者を増やすことや、レベルに合わせた教え方を取り入れること、お手玉作り

も作ってから遊ぶ時間も考慮して欲しいなど、次回に向けての意気込みも感じ取れまし

た。今後に向けては、地域で協力していただける方々や情報を、もっと早い時期から調

べ、お願いして行けるよう働きかけたいと思います。 

よ～し! はっしゃ～!! 

ストラップ・かご 
箱 作品の完成!! クラフトテープのかご作り  かんたん木工作教室  
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第１回学習会の様子

 

第２回学習会の様子

 

第３回学習会の様子

 

湖山学講座 

                             湖山地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「湖山学講座」は、地域の子ども（主に中学生以上）から大人までを対象として、先

人たちの築いてきた地域の歴史、伝統、文化を学ぶための講座です。“地元への誇り、愛

着なくしてコミュニティの再生はない”との考えから、「湖山」という、私たちの故郷へ

の愛着を芽生えさせ、育むことを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  地域の方を講師として迎え、座学 4 回、フィールドワ

ーク１回、全５回の講座としました。 

 

３ 実施状況 

○６月２５日（金）「湖山池の環境（魚、島、石ガマ）」 

  於；湖山地区公民館  参加者；３６名 

講師；鳥取県環境学習アドバイザー 児島 良 氏 

 湖山池の生い立ちから生息魚類の種類、水質の現状

までを写真や図表、クイズなども織り交ぜながらわかりやすく学習しました。子ども

たちからもたくさん質問が飛び出すなど、にぎやかで意義深い第一回目となりました。 

 

○７月２２日（木）「湖山を知ろう～天神山城跡と山名氏

の系譜～」 於；湖山地区公民館  参加者；４７名  

講師；村上 宏晴 氏 

 普段から見慣れた湖山の天神山。そこに実は城跡が

あり、しかも鳥取城より古い歴史をもつものであるこ

と等を学習しました。また、湖山にあるお社のいくつ

かは山名氏にまつわる歴史を持つことなどにも話しが

及び、興味深くメモを取りながら聞き入る皆さんの姿が見られました。 

 

○８月２０日（金）「日本の神話」「湖山長者の伝説」 

  於；湖山地区公民館  参加者；４８名 

講師；中川 吉太郎 氏 

 湖山に伝わる伝説を改めて学ぶこと、また湖山弁を

再考し、味わう会として実施しました。手作りの厚い

ファイル持参してこられた方、一心にメモを取られる

方など、前回に引き続き、地域の伝説を愛し、研究し
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第４回学習会の様子

 

第５回学習会の様子（左から陸コース、船コース）

  

ておられる方の多いことに驚かされました。講師の明るい語り口調につられて会場で

は笑いが絶えず、熱心な質問も飛び出す活発な会となりました。 

 

○９月２４日（金）「湖山池の形成史、開拓史」 

  於；湖山地区公民館  参加者；５２名 

講師；星見 清晴 氏 

 今回が座学の最終回となります。湖山地区周辺の

歴史について、地質学的な観点から学習しました。

湖山小学校建設時に発見された貝の化石や、昔の湖

山の写真、そして普段何気なく歩いている辺りの地質

断面図など、思わず自分の足元を見降ろして想像をめぐらすような、刺激的なひと時

です。会場からは「おお～」「へえ～」というどよめきが起こっていました。 

 

○１０月１１日（月）「現地から学ぶ（陸コース、船コース）」 

於；湖山町周辺、湖山池  参加者；延べ３３名 講師；（陸コース）中川 吉太郎 氏、

村上 宏晴 氏 （船コース）児島 良 氏 

 湖山池を船の上から探訪

する船コース、陸上をウォ

ークラリー形式でめぐる陸

コースとに分かれ、今まで

の学習内容を現地からより

深く学ぶ機会としました。 

 

４ 成 果  

 「大方の内容は知ったつもり
．．．．．．

でいたが、改めて知らないことが多いと分かった」とい

う声をいただきました。また、すべての会を通じて地域の子どもたちが多く参加してく

れました。みんなで地域を知り、育てていくための大切な第一歩となったのではないか

と感じます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 講師だけにとどまらず地域の多くの方が、湖山の歴史や文化を愛し研究してこられて

いることが分かりました。このような大きな力をいかにして今後に活かし繋げていくか

が課題です。 

 今後はプロジェクトチームを立ち上げ、学習した内容を整理、文章化し、小冊子とし

て刊行する計画となっています。大変な作業ではありますが、世代の交代とともに失わ

れてゆく貴重な資料を後世に遺し、語り継ぐための手立てです。また、その作業工程も

得難いものであります。皆さんと力を合わせて大切に取り組んでいきたいところです。 
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キムチ作りで国際交流 

湖山西地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  湖山西地区には、鳥取大学、国際交流プラザ等が有り、外国人留学生をはじめ、 

多くの外国人が居住されています。 

  湖山西地区公民館はこれら地域の特色を活かし、国際交流事業を展開しています。今

回は、韓国人留学生を講師に“キムチ作り”を体験し、和製キムチとの違いを実感する

とともに、韓国の食生活の一端にふれることを目的としました。 

 

２ 事業の概要 

  鳥取大学院生で韓国人留学生のファン・ウニョンさんを講師にお招きし、公民館 

調理室でキムチの作り方を習いました。キムチは日本でもよく食べられていますが、実

際の作り方は参加者全員が初体験で、特に唐辛子やその他に加える薬味の多さなど、韓

国ならではのものでした。 

前日あらかじめ塩漬けした白菜に材料を加えて混ぜ合

わせました。 

 

３ 実施状況 

 ○期日１月１８日（火） 

 ○場所：湖山西地区公民館 調理室  参加者：１８名 

 ○講師：鳥取大学 大学院生 ファン・ウニョン 氏 

 ○材料：韓国産唐辛子、にんにく、生姜、昆布、もち米粉、ｲﾜｼｴｷｽ、ｲﾜｼ粉、ｱﾐの塩 

辛、砂糖、ニラ、せり、青ねぎ、大根、梨、りんご 

前日に白菜を下準備するボランティアを募集し、塩漬け作業を行いました。はじ

めに、講師のファンさんよりキムチの作り方、材料の説明を聞ききました。 

   参加者は４つのグループに分かれて材料を切り、調味料を量るなど下準備にかかり

ました。先生の用意したレシピと説明を聞きながら、手順通りに材料を混ぜ合わせ、

最後に白菜を加えて更に混ぜ合わせるとキムチが完成しました。 

  

４ 成 果 

  予定していた時間より早く完成し、手軽に出来ると好評でした。また、韓国と日本の

野菜の違いや文化の違いなど、様々な話を楽しんですることが出来たので、「異文化交流」

という目的も果たせました。韓国のキムチも、地方によって入れる具材が異なり、味に

も多少違いがあるということがわかりました。 

 参加者は、講師が白菜に唐辛子をすり込む作業をじっとみつめ、同じようにゴム手袋

を唐辛子で真っ赤に染めながら楽しそうにキムチ作りを体験している姿がとても印象

ボウルいっぱいの唐辛子
粉を入れました  
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ウニョン先生のお手本を見学

最後の漬け込みの様子 幅広い年齢層の方々に体験して頂けました  

的でした。 

  漬け込んでから４，５日後が食べ頃ということで、食べてみると少々塩辛かったです

が、たくさんの野菜を加えてキムチ鍋にするととても美味しかったです。 

   

５ 課題、今後の方針等 

下準備を急いで行ったため、白菜の塩抜きが十分にできず、やや塩辛いキムチになっ

てしまいました。今後は下準備にも時間をかけ、味見を

するのを忘れないようにしたいと思います。 

また、今回の教室では先生の流暢な日本語に頼って 

しまい、参加者が韓国語に触れることがなかったので、 

「こんにちは（アンニョンハセヨ）」「ありがとう（カ 

ムサハムニダ）」などの簡単な韓国語も教えてもらう 

など、言葉の交流もできれば良かったと思いました。 

関連して、留学生は一人ではなく複数の方がより交 

流が楽しめるのではないかと思いました。 

 

《講師のファン・ウニョンさんの感想》 

  今回の公民館で開かれた『キムチ作り』は韓国の食文化を地域の皆さんに伝えられ

る貴重な体験でした。実際の韓国の家庭で作られているキムチ作りの方法で作る機会

はなかなか日本ではできないと思います。だが、公民館のおかげで大変なキムチ作り

ができ、さらに日韓の文化交流ができたと思います。韓国のキムチ作りにどれほど人

が集まるか少し心配していましたが、当日、とてもたくさんの方々の参加に驚きまし

た。そしてとても嬉しかったです。 

  韓国でもキムチ作りは年に一度くらいしか接することがないため、私自身も材料 

の量や白菜の水分抜きには頭を抱えていました。今回のキムチ作りは韓国人である私

がもう一度、韓国の食文化やキムチについて真剣に考えられるいいチャンス 

となりました。協力していただいた皆さん、ありがとうございました。 
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「冒険きち」 

-いろいろなことをしておもいっきりあそぼう- 

                             賀露地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 環境や遊びの変化からか、最近は外で元気に遊

ぶ子どもを見かけることが少なくなったように感

じます。この「冒険きち」は子どもたちがのびの

びと、大人の干渉を受けることなく、自分の意思

で遊びこむことで、外遊びの楽しさを知り、友だ

ちとふれあいながら、心豊かにたくましく育つ力

を身につけることを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

 「冒険きち」は子どもたちの週末支援事業と

して、平成１４年から NPO 法人遠足計画や保護

者、地域の有志の協力を得て、毎年２～３回実

施しています。 

 地域の小学生を対象に公民館周辺の松林を開

放し、木の端材やのこぎり、かなづち、くぎな

どの工具、ハンモックやロープ、食材、炭火や

ミニプール、ダンボール、ボールなどを準備し

ます。その中で子どもたちは自由に自分で遊び

を見つけ、たくさんの友だちや遠足計画のお兄さんお姉さん、地域の大人の人たちとふ

れあいながら、時間いっぱいに木工、ハンモック、火おこし、アウトドアクッキング、

水遊びなど思い思いに楽しんでいます。 

 

３ 実施状況 

平成２２年度 ２回実施（６月・３月） 

 

冒険きち① ６月２０日（日）１０：００～１４：００  

場 所： 賀露地区公民館周辺  

参加者： 小学生６１名  高校生 2 名  専門学校生 1 名 

     大人１３名（NPO 遠足計画、保育士、保護者、地域の有志、公民館職員）   

内 容： ハンモック、木工作、水遊び、バスケットボール、ドッジボール、鬼ごっこ、  

     木のぼり、がけのぼり、竹馬 

アウトドアクッキング（カレー、ちまき、焼き芋、焼きウインナー）など 

 

自作のテーブルでごはんを食べてます♪  

ハンモックは冒険きちで 1 番人気☆ 
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 松と松の間にかけられたハンモックをブランコ

にして１回転しそうなぐらい揺らしたり、のこぎ

りを持って林へ入り枝を切り弓矢を作ったり、友

だちとホースで水を掛け合ったりと、子どもたち

は気の向くまま遊びを展開していきます。お腹が

すいたと思えば、持参したウインナーを炭火であ

ぶって食べ

たりして、

屋外で思いっきり遊ぶことができました。一緒に

なって遊んでくれる遠足計画のスタッフを子ども

たちはお兄さんお姉さん的な存在として慕ってい

ます。また地域の大人たちは、子どもたちに工具

の使い方を教えたり、包丁を持ち野菜の切り方を

教え、温かく見守ってくれています。 

        

４ 成 果  

子どもたちは普段できない火おこしや木のぼりに挑戦し、危険を回避する事を学びな

がら、達成感も味わうことができたようです。たくさんの友だちと遊びを通じてかかわ

りあうことで、思いやりや協力、けんかや仲直り、我慢を学ぶことができたようです。

そして何よりも、時間いっぱいのびのびと遊びに打ちこみ、充実感で満たされていまし

た。子どもたちは、次はいつ開催されるのか、待ちきれない様子でした。 

また保護者や有志の方、保育園の先生、小学校の卒業生といったようにサポーターの

輪が広がり“地域の子どもは地域で育てよう”とういう気持ちにつながっていくようで

す。 

＜参加者感想＞ 

・冒険きちでたくさんの人と友だちになれたので良かったです。木を切って工作をした

り、お料理をして楽しかったです。もっと（冒険きちの）回数を増やしてほしいです。 

・遠足計画のお兄さんお姉さんと遊べて楽しかったです。 

・冒険きちに来てから、帰るまでずっと好きなことができて楽しかったです。  

  

５ 課題、今後の方針等 

 冒険きちで遊んだこと、体験したことが日常につな

がり、子どもたちが友だちと外で元気よく遊ぶように

なればと思います。また地域の中で、広くサポーター

を呼びかけ、この「冒険きち」が子どもと子ども、子

どもと大人、さらに大人と大人、地域のつながりのき

っかけの場となるよう、今後も継続していきたいです。 

ただいま竹馬、特訓中・・・

ウインナー、焼けたよ！

水遊び、最高～！！  
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夏休み子ども集会 

                          千代水地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  地域の子どもと大人が、ふれあい力をあわせて物づくりや料理・スポーツをするなど

の活動をとおして、コミュニケーションをはかり、心豊かな子どもの育成を目指します。 

 

２ 事業の概要 

  公民館が中心となって「夏休み子ども集会」を企画し、実施します。「親子でスポーツ

をしよう」「夏休み工作づくり」「子ども人権学習会」は、毎年、恒例となっています。 

 

３ 実施状況 

○７月１９日（月）「親子でスポーツをしよう」１８：００～２０：００ 

場  所：千代水体育館  参加者：２６名  

 小学生親子を対象にバドミントン教室を開催しました。 

講師よりバドミントンのルールやラケットの握り方・使 

い方などの指導を受け、楽しく取り組みました。参加者 

は「最初は空振りばかりだったけど上手にできるように 

なりうれしい。」「中学生になったらバドミントン部に入 

る。」などと話していました。 

    

 

○７月３０日（金）「なかよく遊ぼう」９：３０～１１：３０ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：２８名 

  英語講師の指導のもと、英語の音楽に合わせて身体の 

  パーツを覚えたり、アルファベットのカルタとり、アル 

ファベットカードの間違い探しなど、４チームに分かれ 

てゲームを競いあいました。チームで相談し考えている 

姿や、あまり聞きなれない単語に講師の後について元気 

よく復唱する姿はとても微笑ましかったです。 

 

 

○７月３０日（金）「子ども人権学習会」１１：３０～１３：００ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：２８名 

  ある在日一世の軌跡、苦難の道を物語にした「残された名刺」と、地獄行きになっ 

 たそうべいと仲間たちのめげずにピンチを乗り越える「じごくのそうべい」の人権ア

バドミントンって楽しいな♪  

間違い探しに夢中！  
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ニメビデオを視聴しました。子どもたちは、相手の立場 

に立ちやさしい心と思いやりの気持ちを持つことの大切 

さを感じていました。ビデオを視聴の後、お母さんたち 

が中心となりカレーライス作りをしました。なかなか上 

手く包丁が使えない下級生を上級生が教えたり、協力し 

あう姿は早速に人権学習会の成果が出ていると感じまし 

た。その後、皆で作ったカレーライスを食べながら今日 

の学習の感想や将来の夢を語り合い、皆の思いを知るこ 

とができました。 

 

  

○８月５日（木）「夏休み工作グラスアート体験」１０：００～１２：００ 

 場  所：千代水地区公民館  参加者：２１名        

  紫外線に強く色落ちしにくいイギリス製のカラフルな 

 フィルムや銅線を使ってグラスアート作りに挑戦しまし 

た。参加者は講師の指導に従いながらフィルムをデザイ 

ンの形に切ったり、下絵にそってそのフィルムと銅線を 

貼り付けるなど次々と作業を進めていきました。フィル 

ムの中に空気を入れないことが一番気を付けることで、 

大変そうでしたがなんとか仕上げ、出来上がりに満足そ 

うにしていました。 

  

４ 成 果 

城北、世紀、賀露の３つの小学校をもつという特異な地区の千代水地区ですが、夏休

みを利用した事業を実施したことで、普段顔なじみのない人たち・年齢の違う子どもた

ちが集まり、一緒に学ぶこと遊ぶことが出来きました。保護者からも子どもとの校区を

超えた交流ができて大変良かったと思いました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  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（子ども集会・キャンプ等）を検討したいと思いま

す。 

人権のアニメーションを視聴中

むずかしいよう…  
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秋を観る会 

                            大茅地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  大茅地区に位置し山陰海岸ジオパークの範囲に含まれる扇ノ山の大自然に触れる機会

をつくり、紅葉の秋を観ながら自然の美しさや山の雄大さ・自然の大切さを肌で感じ、

専門員の説明を受けつつブナ林等を散策しながら親睦を図ることを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この「秋を観る会」は、特色ある公民館事業の一環として毎年実施しているものであ

りますが、今回の企画はいつもと違い、国府東小学校児童及び保護者並びに大茅地区住

民が一体となって「秋を観る会」を実施しました。 

 

３ 実施状況 

 ○日 時：１０月２日（土） 午前９時１５分～午後２時 

○場 所：大茅地区公民館及び河合谷高原・扇ノ山登山道 

○講 師：鳥取県生物学会会員 坂田成孝氏 

○参加者：５年生児童・保護者・担任 

     講師・地区住民・公民館職員 

       計６０名  

 

大茅地区公民館へ集合し、講師の紹介・岸本館長の 

注意事項のあと、それぞれ自家用車に乗り合わせて出 

発、途中、山の中腹で休憩を取り、景色を眺めた後、 

水とのふれあい広場へ到着。ここで登山組と居残り組 

に分かれました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

登山組は登山準備を整え、扇ノ山登山口から登り始め、途中途中で講師から話を聞き

ながらブナ林を抜け、山頂まで登り、絶景を堪能しました。久しぶりに大部隊の元気な

声が山に響き渡りました。山頂で講師の話を聞いてから一斉に下山しました。登山口か

公民館集合  

中腹からの眺め
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ら山頂まで直距離は僅か 3.1km ですが、上り坂と木の根が張った、滑りやすい狭い道で

は年配の方が、そしてペースを乱した児童たちは疲れたようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、居残り組は、真青な空の下、水とのふれあい広場で豚汁の材料切り込みをして、

現地のおいしい水を使い、大鍋で煮込みました。今回は発電機を携行し、ＢＧＭを聞き

ながら調理をしましたのでとても気持ち良く、おいしい豚汁ができ、皆さん大変満足さ

れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  子どもたちと保護者・地区住民が一緒になって、登山を通じ直にふれあう良い機会が

作れました。また、後日児童たちが「公民館のみなさんへ」と題し、こころ温まる手紙

をもらい職員一同感謝するとともに今後も続けていきたい意欲にかられました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  子どもたちの数が段々と少なくなる中で、大茅地区のＰＴＡからこの事業に参加させ

てもらえないかとの打診があり、当方も二つ返事で引き受けこの計画が実現しました。

今後もこのような機会を捉え、実施したいと思っています。 

豚汁のごちそう

扇ノ山山頂にて

扇ノ山登山中
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「いきいき成器ホカリンピック」で世代間交流 

                             成器地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 少子・高齢化が進む成器地区では、そこ

子供と高齢者を対象にした事業を個 

別に実施することが難しい状況に 

あります。また、３世代同居の家庭 

も少なくなり、世代間の交流が十分 

でない一面も窺えるようです。 

そこで、子供と高齢者が一緒に楽 

しみながら、地区の絆を一層深めて 

いこうと３年前から実施しています。 

 「ホカリンピック」のネーミング 

は、心がホカホカと温かく、年輪（ネンリン）を超え、オリンピック精神で皆が参加

しようとの願いを込めて名付けたものです。 

 

２ 事業の概要 

  子供から高齢者まで、誰でも楽しめる軽スポーツやゲーム感覚の５つの競技種目を、

家族や友達、グループなどが３名でチームを編成し、種目ごとに決められた成器ルール

により順次挑戦。全種目の合計得点で順位を競います。 

  この事業は、成器地区公民館の体育部と成器っ子くらぶ（子供会）、成器地区老人クラ

ブが中心になって企画・運営しています。当初は、冬場の健康づくりと世代間交流を目

的に実施していましたが、昨年度から、高齢者が参加しやすいよう７月に設定し、また、

２回目からは遊び心を取り入れ、優勝チ－ムに「いきいきマイスター認定証」を渡すな

ど、内容を進化させています。 

 

３ 実施状況 

○日時：７月３日（土）9 時～12 時 ○場所：成器地区体育館  ○参加者：３０名 

                 ○開会式 

・体育部長・公民館長のあいさつ 

・ルール説明 

・子供と高齢者の代表が選手宣誓 

・準備体操 

                ○競技種目（５種目） 

・競技種目：カローリング、室内ペタンク、 

輪投げ、スリッパ飛ばし、豆ひろい 

ストーンの行方を見守る子供達の目も 
真剣そのものです（カローリング） 
 

代表者による選手宣誓（開会式） 
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○競技ルール 

・カローリング：一般的な標準ルールによる。 

・室内ペタンク：一般的な標準ルールによる 

が、進行状況によりルールを緩和する 

・輪投げ：一般的な標準ルールによるが、進 

行状況により、的までの距離を短くする 

・豆ひろい：箸で小豆をつまみ、１分間で別 

のボールに移した数を競う 

・スリッパ飛ばし：スリッパを片足で飛ばし、 

直線距離の長さを競う 

○閉会式 

 ・成績発表・表彰 

・いきいきマイスター認定証授与：熟年女性チ－ムが獲得 ・各賞と参加賞贈呈 

 

４ 成果  

カローリングから豆ひろいまで、話題性や昔遊びの要素も取り入れた企画を心がけた

結果、梅雨時期のうっとうしさを吹き飛ばす、爽やかな交流が出来ました。特に、子供

たち以上に、高齢者の皆さんが嬉々として全種目に意欲的に挑戦する様子や、女性グル

ープのパワーには圧倒されました。 

家族であれ、グループであれ、「ホカリンピック」を通じて、それぞれのチームの中

で出来たチームワークや、世代を超えた交流の絆は一層深まったと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

イベントの参加者を確保することは、企

画する者の大きな課題で、この事業も例外で

はありません。事業の実施時期や、競技種目、

ルール、ＰＲ方法など、まだまだきめ細かい

工夫が必要だと感じています。 

この事業がスタートした当時は、「ホカリ

ンピック」を成器地区発祥のイベントとして、 

 町内はおろか、鳥取市から全国に向けて発信

し、いずれは全国大会まで発展させようと大

きな夢を持っていました。もとよりその夢は

捨てておりません。一日も早く、広い地域の

皆さんに参加の呼びかけが出来るよう、体制

を固めていきたいものと思っています。 

家族チームも熱中しました（豆ひろい） 
 

遊びのようで、割と簡単では 
ありません（輪投げ） 
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エコキャンドル点灯 

                              谷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

谷地区の中心に位置し、四季折々の花を咲かせ、そこを通る人々の心を和ませている

通称「谷地区お花ばたけ」に、廃油を使った「エコキャンドル」を灯し、子どもと大人

のふれあいや、地域の活性化を図ることを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

お花ばたけをボランティアでお世話されている方々の呼びかけで、昨年から始まった

エコキャンドルの点灯ですが、今年も多数の方に参加して頂くために、公民館まつりの

来場者を対象に、キャンドル作りを行いました。さらに、１２月に入ってからも、子ど

も達や地域の皆さんに呼びかけ、より多くのキャンドルを作りました。当日は、子ども

から大人まで多数の方に集まって頂き、お花ばたけにエコキャンドルを点灯しました。  
 

３ 実施状況 

○１１月７日（日） 

谷地区公民館まつりにて       

来場者に声かけし、紙コップを利用してエコキャンドル作りに参加して頂きました。

紙コップに一人ひとり名前を書いてもらい、点灯式当日の参加を呼びかけました。この

日だけで２００個近くのキャンドルができ上がりました。 

 

○１２月４日（土）  
子どもとエコキャンドルづくり  

  ８０℃ぐらいに温めた廃油にクレヨンを入れ、  
色が均一になるまでかき混ぜてから凝固剤を入れ  
割り箸ではさんだ芯を容器に入れ流し込み、冷ま  
して出来上がりです。点灯式前日には、地域のボ  
ランティアの方々に、風除けのキャンドルカバー  
として集めたペットボトルを、カラースプレーで  
色付けし、味わいのある雰囲気をかもしだしました。  

 
○１２月１８日（土）  

 子どものクリスマス会＆エコキャンドル点灯式 

公民館に集まって２人ペアで床に新聞紙を敷きその上に立ち、別のペアとジャンケン

をして負けたほうが新聞紙を折りたたんでいき、立てなくなったら負けという「新聞ジ 

 

子どもたちとエコキャンドルづくり
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ャンケン」で盛上がり、皆んなでクリスマスソングを合唱。それから身近にある厚紙と

タコ糸を使ってブンブンゴマ作りをしました。厚紙で作ったコマをうまく回すには，糸

の引きとゆるめのバランスが合わないと回りません。回ったときはとても嬉しそうでし

た。最後にケーキ作りをし、食べているうちに外は薄暗くなりメインイベントの点灯式

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員でお花ばたけに向かい、集まられた地域の方々と一緒にキャンドルに火を灯し、

幻想的であたたかな光の中で、一体感を味わうことができました。寒さも厳しい中でし

たが、温かい飲み物で乾杯し、点灯式を盛上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  昨年は声かけによる少人数での参加でしたが、今年は子どもから大人まで年齢に捉わ

れず、多数参加していただきました。なるべくお金をかけず、再利用出来るものを使う

という気持ちや、普段交流のない年齢層の方々とふれあえるとても良い機会となりまし

た。キャンドルのやわらかな光が通行する人々の関心を引き、「まちづくり」の一助とな

りました。  
 

５ 課題、今後の方針等  

  昨年からの試みで始まった事業ですが、これからまだまだ地域の皆さんに関心をもっ

ていただき、より多くの方々が参加されるよう工夫が必要です。谷地区のシンボルとな

るよう、又今後と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と思

います。  

点灯式  

ブンブンゴマ回し  ケーキ作りに挑戦  
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地域伝統芸能継承活動「手笠踊り」 

                             宮下地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 宮ノ下小学校の児童へ地域伝統芸能「手笠踊り」を指導し継承していくことで、子ど

もたちの地域伝統を大切にする心を育むと共に、ふるさとを愛する心を養い、明るい活

力のある心豊かな地域づくりを目指します。  
 

２ 事業の概要 

  宮下地区は宇倍神社、因幡国庁跡、池田家墓所等の文化史跡を有し、古くから政治・

文化の中心地として栄えた地です。また、無形文化財も宇倍神社麒麟獅子舞、因幡の傘

踊り、手笠踊り等多くの伝統芸能を有しています。 

公民館では宮ノ下小学校の協力を得て、５年生の総合学習に地域伝統芸能「手笠踊り」

の指導を行ない継承活動に取り組んでいます。発表の場として９月に行われる宮ノ下校

区大運動会には、婦人有志と一緒に手笠踊りを披露して運動会を盛り上げています。 

 

３ 実施状況 

○ ５月２７日（木） 会場：宮下地区公民館 参加者：５０名  

１回目の総合学習は、５年生の児童５０名が公民館大広間に集合し、講師の西垣康子

先生から鳥取市無形民俗文化財「手笠踊り」の由来を

教わりました。続いて、西垣先生の号令をもとに、踊

りの 1/3 を練習しました。子どもたちからは「むずか

しい！」「よう分からん！」「腰が痛い！」そんな声が

聞こえていました。 

笠の持ち方、回し方、足の出し方等、とても難しく

手も足もバラバラでしたが、その日の練習課題までを

何回も踊るうち、大半の子どもが、何とか先生につい

ていけるようになりました。 

    

○６月３日（木）  会場：宮ノ下小学校体育館 参加者：５０名 

２回目は練習会場を小学校体育館に移し、前回練習した 1/3 までを復習しました。続

いて残りの 2/3 の踊りを練習しましたが、お互いが回りながら交差する難しい振りのと

ころで、子ども同士がぶつかったり、同じ方向にしか回れなかったりしました。また、

腰を落として踊る振りは、とても苦痛そうでした。 

何度も注意を受け、涙を浮かべる子どももいましたが、全員が踊りについていけるよ

う一生懸命に練習をしました。 

 

○６月１０日（木）  会場：宮ノ下小学校体育館 参加者：５０名 

３回目の練習は、まず全員が号令で踊りました。その後５つのグループに分かれて、

「鴨緑江」を練習中
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少し上手な子どもをリーダーにグループ練習を行いました。グループ練習では苦手な振

りを確認しながら何度も繰り返して練習をしました。 

続いて全体練習を行い、「鴨緑江」の曲に合わせて踊りました。子どもたちは、西垣先

生から「何回も踊って身体で覚えましょう。」と言われ練習をしましたが、どうしても交

差する振りが上手く踊れず、その振りを重点的に練習することにしました。 

その結果、先程まで順番を覚えるのがやっとだった子どもたちも、難しい振りを必死

に何回も繰り返して練習したことで、全員の踊りが何とか揃うようになりました。 

子どもたちの顔も笑顔になり、改めて子どもたちの習得力の早さに驚かされました。 

 

 ○９月１２日（日） 会場：宮ノ下小学校校庭 

今までの練習の成果を発表する宮ノ下校区大運動会の日がやってきました。５年生の

児童と婦人有志の合同で午後一番のプログラムに出場します。子どもたちは入場門で待

機している間、少し緊張しているのか踊りの振りを確かめ合ったりしていました。一緒

に並んでいる婦人の方からは「踊りは難しかった?」「今日は頑張ろうで！」と話しかけ

られ、子どもたちも少しリラックスして出番を待つことが出来ました。 

本番の踊りは、児童の列が婦人の列を挟むよ

うな体系で手笠踊り「鴨緑江」を一生懸命に元

気よく踊りきり、会場の皆さんから大きな拍手

をいただきました。 

踊り終えた子どもたちは、今日まで一生懸命

に練習してきた成果を発揮することができ、

「やれば出来る」という自信と達成感で、いつ

までも笑顔が絶えませんでした。 

 

４ 成 果  

地区の運動会や納涼祭で「手笠踊り」を披露し、地域の方に「手笠踊り」の継承活動

をアピールすることが出来ました。また、昨秋に行なわれた「池田家墓所灯籠絵」のイ

ベントに出演して灯籠絵を盛り上げ、地区外の方にも地域の伝統芸能を知っていただく

ことが出来ました。このように、子どもたちの「手笠踊り」を通して、地域の大切な財

産を、地域全体で共有しているという意識の醸成につなげることが出来ました。 

また、子どもたちは「何事もやれば出来る」という自信を身につけるとともに、地域

の伝統文化を大切にする心と、地域を愛する優しい心を育むことが出来ました。 

   

５ 課題、今後の方針等 

今後は宮ノ下小学校と連携しながら、５年生の総合学習にとどまらず、校内のクラブ

活動へ発展させて、正確な振り付けの伝承を行っていきたいと思います。 

子どもの時から「手笠」に触れることにより、子どもたちが「手笠踊り」の楽しさを

知り、将来的に次世代の後継者育成へと繋がっていければと願っています。 

今後も、この活動で「明るい活力のある心豊かなまちづくり」を行なっていきます。 

運動会に「手笠踊り」を披露しました
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子どもとおとなのグラウンドゴルフ大会 

                            あおば地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  子どもとおとなのふれあいグラウンドゴルフ大会は、地区住民の誰でも参加でき、生

涯スポーツとして親しまれているグラウンドゴルフを通して健康づくり・仲間作りを推

進し、ふれあいと交流の地域づくりを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

グラウンドゴルフは誰でもできる生涯スポーツで、健康づくりとしても人気がありま

す。あおば地区子どもと大人のふれあいグランウドゴルフ大会は、あおば地区健康づく

り推進員協議会との共催事業として、ゲームの楽しさを味わいながらふれあいと交流を

目的として毎年開催しています。 

 

３ 実施状況 

 ○１０月１６日（土） 「子どもと大人のふれあいグラウンドゴルフ大会」 

    ・場 所 あおば公園  ・参加者 ４６名（うち小学生１５名） 

開催にあたり、参加募集についてはチラシを作成し全戸配布するとともに、小学生へ

の参加呼びかけとして別に、地区子ども会にもチラシを配布しました。 

午前９時にあおば公園に集合し、しゃんしゃん体操普及員と一緒に参加者全員が準備

運動と普及活動を兼ねたしゃんしゃん体操でスタートしました。 

それぞれのチームには、グラウンドゴルフあおば会の会員の皆様に入っていただき、

競技と得点の記録の書き方等についての指導を受けながら、和気あいあいと楽しくプレ

ーをいたしました。各ホールでは、ホールインワンが出る度にあちこちで歓声が上がり、

大変盛り上がっていました。 

 また、あおば会の皆様は、日頃の練習の腕前を披露され、２回、３回とホールインワ 

ンを出され、子どもたちもさすがと感心していました。 

 競技終了後は、健康づくり推進員さんの方々の 

お世話でボランティアの方の調理による焼きそば 

に舌鼓を打ちながら、競技を振りかえり、様々な話 

で世代間のふれあいと交流の場となりました。 

 

 

 

 

 
目標に向かって元気よく！
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４ 成 果  

  競技にあたってお世話をいただいたあおば会の会員の皆様には、孫やひ孫のような地

域の子ども達とふれあうことで顔見知りになり、子どもたちも良く挨拶をしてくれるよ

うになったと喜ばれています。また、開催にあたっての健康づくり推進員さん、子ども

会の役員さん、地域のボランティアの方々等たくさんの皆様のご支援についても、世代

間の交流を深め、地域全体の和づくりと健康づくりの場となっております。 

 さらに、健康づくり推進員協議会との合同開催とすることで、地域に貢献する人材の

育成も担っています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  あおば地区は、校区が２分化され体育活動をはじめとし、色々な問題が表面化してき 

ています。校区は別々であっても同じ地区の住民であることを認識し、人と人のつなが

り、地区と地区のつながりを更に充実・強化させなければならないと考えております。 

 今後も「ふれあいグラウンドゴルフ大会」等を通じ、子どもたちの交流や地区住民の

交流を図りながら、公民館を拠点とした「あおば地区協働まちづくり会」の活動とも連

携し、よりよい地域づくりを目指した魅力ある事業を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでしゃんしゃん体操！  
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クリスマスリースとカップケーキづくり 

                             河原地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  クリスマスリースとカップケーキづくりは、河原在住の子どもと大人を対象と、今年

で５年目となる行事です。 

 

２ 事業の概要 

  いろいろな大きさや形のかずら（葛）に好きな木の実や杉の葉などを使い、オリジナ

ルのクリスマスリースを作りました。また、カップケーキづくりではスノーマンやクリ

スマスツリーを作りました。 

 

３ 実施状況 

○１１月２８日（日） 午後１時～４時 

  参加者；２７名   

 

  クリスマスリースづくりでは、事前に近所の山に 

出かけかずら（葛）・松ぼっくりやドングリなどの実 

を準備します。木の実には、金や銀のスプレーで色を 

付けたものを準備しました。 

いろいろなかずら（葛）の中から好きな物を選び、 

次に木の実や杉などを選びます。材料を選び終わると、 

どのように配置をするか考えながらグルーを使い材料 

をかずら（葛）につけていきます。杉の葉を使う人、 

使わずシンプルに作品を仕上げる人さまざまです。何 

処に何を配置するか考えながら作業に取り組み、素晴 

らしい作品が出来上がりです。 

  次に、大きな松ぼっくりを使い、クリスマスツリー 

を作りました。緑や金の色のついた松ぼっくりにビー 

ズ・スパンコールを散りばめ最後に紙粘土で作った土 

台に乗せ綿を付けたら完成です。 

 カップケーキづくりでは、事前に用意したカップケ 

ーキを使い作ります。スノーマンケーキはカップケー 

キの上に、スズカステラを乗せ、その周りには生クリ 

ームをつけ、クリスマスツリーケーキには抹茶の入っ 

た生クリームを使います。クリームは子ども達が泡立 

てました。飾り付けには、お菓子を使いかわいく仕上 

クリスマスリースづくりの様子

カップケーキづくりの様子
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げました。中には、サンタクロースとトナカイを作っている子どももいました。それぞ

れが個性のある作品に仕上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  事業を通して世代をこえ地域の方々が交流を深める事ができました。また、身近な自

然にある材料を使い、すばらしい作品を作ることができました。カップケ―キづくりで

は、サンタやトナカイといったオリジナルのものを作る子もいて、子どもから大人まで

真剣に作品づくりを行い楽しむことができました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今後も、楽しいクリスマスリースを行うにあたり、事前の材料収集の段階から参加し

てもらうことを考えていけば楽しさも倍増するかなと話し合っています。 

   

カップケーキ完成  参加者  
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はっぴ作りとソーラン節おどり体験 

                国英地区公民館 

 
１ 事業の目的 

  子ども達の豊かな想像力と、親子や地域みんなで一つの目標に向かって取り組むこと

の大切さを育むことを目的としました。 

 

２ 事業の概要 

  今年度からスタートしたまちづくりの事業である、「第３６回 国英地区体育まつり」

への参加を目標にして、真白な手作りのはっぴに子ども達が自由な発想で絵柄を描き、

１１日間にわたりソーラン節踊りの練習を頑張りました。 

 

３ 実施状況 

 ○６月１３日（日）  「はっぴ作りとソーラン節 

おどり体験」 

  於；国英地区公民館  参加者；子ども１６名 

保護者 ９名 

  まず、参加者一人ひとりに合わせて作られた真 

白なはっぴにアクリル絵具を使用し、自由に絵柄 

を描き、オリジナルのはっぴを完成させて、みん 

なでソーラン節を踊りました。  

 

○６月１７日（木）  ソーラン節おどり練習 

 於；国英地区公民館  参加者１２名 

 この日以降も、放課後や夏期休業を利用してソ 

ーラン節おどりの練習日を設けました。いずれも 

子ども・保護者合わせて１０人以上の参加があり、 

本番に向けて日を追うごとにメキメキと上達して 

いきました。 

 

○８月８日（日）  第１回いきいき国英納涼祭 

への参加 

 於；国英地区スポーツ広場  参加者１７名 

 まちづくり事業最大のイベント「第１回 いき 

いき国英納涼祭」へ参加しました。 

緊張しましたが、練習の成果を発揮してみんな 

元気一杯に踊りきり、納涼祭に華を添えました。 

 

はっぴに思いおもいの絵柄
を描きました。 

本番に向けてみんな熱心に
練習を重ねました。 

納涼祭で元気なソーラン
節おどりを披露しました。 
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４ 成 果 

  目標にしていた１０月の体育まつりは、前日からの悪天候のため、当日は、グラウン

ドのコンディションも悪く中止となってしまいました。一生懸命練習を重ねてきた子ど

も達も披露する場がなくなったことで、大変残念そうでした。 

しかし、みんなで公民館に集まり練習をすることで、顔を合わせた夏期休業中、疎遠 

になっていた子ども達同志の繋がりを再確認していた様子でした。 

そして、納涼祭では地域の少子化に伴い子ども達の声を普段あまり耳にすることも少

なくなりましたが「国英にも元気な子どもがよーけーおるが・・・」と地域の皆さんに

元気を与えてくれたようです。 

みんなで自由に描いた自慢のはっぴを着て、地域のみなさんに練習の成果をお披露目 

し、地域の一員として、まちづくりへ一役貢献できたことは、子ども達にとっても自信

に繋がっていくことでしょう。 

  

５ 課題、今後の方針等 

  いつでも気軽に立ち寄れる公民館を目指し、日常の学習・体験から地域に根ざした、

“生きる力”をつけること、“ちょこっと学習”“ちょこっと体験”が出来るコーナーを

設けるなど、年間を通しての親子で楽しい体験学習を続けていこうと考えています。 
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八上地区ミニ作品展 

八上地区公民館  
１ 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日本画、油絵、水彩画、

押花木工作、竹細工、生花、手芸、エコクラフト作品、河原あゆっこ園園児作品等の作

品及び、地域の女性有志による喫茶コーナーにおいて、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。 

 

２ 事業の概要 
八上地区公民館文化部を中心に、地域の皆さんの暖かい協力によっていろいろな作品

が集まり、来館された方々が作品を観賞され“ひとときのやすらぎ”を提供し、地域の

人達とのふれあいを通して、“住民ひとり一人のつながり”の大切さを伝えることができ

ればと思います。 

 

３ 実施状況 
○11 月 6 日(土)～7 日（日） 於：八上地区公民館 

 ＊出展者数：68 名  ＊作品数：211 点  ＊来館者数：128 名 

   多くの方に協力して頂き 2 週間前から作品を回収、前々 

日から文化部員さんと共同で作品に傷をつけないよう展示 

に一苦労しながら準備をして来ました。 

作品展期間中は一階和室に“八上の元気な婦人の有志” 

の方々による《茶処・一福庵》を開店し、ボランティアで 

運営していただきコーヒー･お茶・お菓子などを用意し、 

“和気あいあい”とした楽しい“ひととき”を提供してい 

ただきました。 

作品は地域住民のみなさまのご協力により多岐にわたり 

紙人形リサイクルかご、グラスアート、ランプシェード、 

和紙ランプシェード、絵手紙、手芸、キルト、組紐、川柳、 

ちぎり絵、立体ちぎり絵、写真、油絵、日本画、水彩画、 

書道、押絵、押し花、裃、木工作、竹細工、盆栽、野菜、 

生花、自由研究（小学生）、その他に公民館事業（八上地区 

敬老会）、協働のまちづくり協議会活動状況、人権教育推進 

協議会事業の報告もあわせて展示しました。 

第 1 日目のイベントとして、三枝通天先生をお招きして 

“絵手紙体験”を行い 14 名の参加で各自味わい深い絵手紙 

を作成し、第２日目は八上地区健康づくり推進員さん方と 

の協賛事業で、日本予防医学療術協会認定ヨガインストラ 

クター田中聡子先生をお招きし、子どもから大人（お年寄 

り）までできるような呼吸法をゆっくりとした動きの中で 

歪み、リラックスするための“ヨガ体験”を 43 名で行い心地よい汗を流しました。 
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４ 成果 
合併前から続けている当地区を代表する事業の中の一つであり、事業展開にあたって

は役員をはじめ、ボランティアでご参加頂いた地区の皆様に大変お世話になり作品を提

供された方をはじめ来館された皆様に感謝しています。 

３集落の狭い地区でこのような｢ミニ作品展｣が開催できることは地区住民の協力無く

しては開催の運びにはなりません。 

また、作品を始めて見学に来られた方々の中には「今まで来て見たことが無かったけ

ど、作品を見させてもらってとても中身の濃い作品が多く見たかいがあった。｣そして、

作品を出展された方からは、｢中身が充実していて来年はもっと素晴らしいものが出展で

きるように頑張りたい。｣と言う意見をいただき、作品と来館された人とのコミュニケー

ションの輪が広がり地区住民相互の親睦を深めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 課題、今後の方針 
この作品展を開催するにあたって、この地区における有意義なイベントの“一つ”で

あり活性化にも寄与できるものと信じています。全ての事業に当てはまりますが、年々

作品提供者・参加者の固定化について課題が山積しているのが現状です。 

今後は、いままで以上に日程調整を図る必要があり、家庭・学校・各種団体などの協

力体制の強化と、リーダー的人材の育成も大切だと思います。新しく作品の提供者・参

加者を増やすためにも運営委員会等各種会議において周知徹底を図り、多くの方の協力

を得て公民館自らが各部落に出向いて行く方法もあるのではと思います。 

また、公民館は“まちづくり”と連携を図り、いままで気づかなかった地区の魅力に

気づき、地区に関わる全ての人々がそれぞれの分野における様々な知識と情報を共有し

ながら、生活を取り巻くあらゆる要素を総合的に検討、判断し、多角的・協調的・継続

的な活動を通して真に豊かな暮らしを創造してゆくことが、これからの公民館のあり方

ではないかと考えています。 
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地域
み ん な

の楽校
がっこう

つくりの会 

                             散岐地区公民館 

１ 事業の目的 
  平成１２年の散岐小学校改築を契機に、小学校を拠点とした地域の資源（自然、人材等）

を活かし子ども達が自然体験・関連活動の機会を設け、子供から高齢者まで幅広く校区住

民の集いの場となる為の活動を目的として PAT 役員が中心になって平成１３年より発足。

平成１８年からは当地区公民館も「子供と大人のふれあい事業」の一環として、共催して

取り組んでいます。 

 

２ 事業の概要 
会員（PAT 役員のＯＢ・地区公民館）、地域住民が連携

して年間４～５回程度、基本的には土曜日の午前中を利

用して、子供たちに体験活動の機会を持たせたいと始め

られました。どこか校区外に出かけてというのではなく、

地域の中で地域にあるものを利用して、子供も大人も一

緒に楽しもうという発想のもとに始まったそうです。 

 笹まきつくり 

事前に会員が近くの山に行き笹採りなど分担して準備しています。当日は地域の方を先

生に指導を受け、子供も大人も一緒にささまきを体験します。出来上がるまでの時間は体

育館で大縄とび、空き缶積みなど「みんなでチャレンジ」と銘打って遊びます。 

 川遊びと魚とり 

お盆過ぎ農家では稲に水の要る時期ではありますが、和奈見大井出用水を半日だけ堰き

止めさせてもらい、ヤマメを放流し魚とりを楽しんだ後、

竹で筏を組み井出に水が戻ると筏遊びも体験します。今

年は竹串作りにも挑戦してみましたが、大人でも大変、

かえって大人の方が夢中になりました。皆で持ち寄った

野菜、ヤマメなどでバーベキューをします。地域の理解

も頂き、区長さんからのスイカの差し入れ等、毎夏の行

事として定着してきたようです。 

 

 親子料理教室 

  食生活改善推進員さんの協力を得て、子供たちが野菜を刻むなど調理実習、栄養バラン

スの良い料理を教えて頂きます。出来上がるまでの時間、小学校の作品展に向けて作品作

りの年もありました。体育館で大人と子供が一緒にドッジボールで汗を流した年もありま

す。いずれも後で自分達が作った料理で会食します。これがまた格別な味です。 

 もちつき 

  ２月頃、臼・杵・焚き物等会員が持ち寄り、杵でもちつき体験。昨年は同時に地域の老

人会の方に手伝って頂きながらレジ袋でタコ作りをしました。会食の後には凧あげにも挑

戦しました。鳥大の科学実験出前講座を招いた年もあり、毎回役員で企画を練ります。 

事前に、会員で笹採をします。

竹で筏も組みました。
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３ 実施状況 
今年は、地域の楽校つくり発足１０周年を迎え記念の年ということで、年度当初より秋

には、何かイベントを開催しようと計画して取り組みました。 

４月 総会 年間計画  

    ５月 第１回活動（笹まきつくり）の打合わせ  

※以降事前打ち合わせ反省会を持ちながら年間事業を開催 

    ６月 17 日（土）ささまき作り…事前に会員で笹採り 

          午前９時～１２時半   子供３０名  大人約３０名 

    ８月 21 日（土）魚とりと川遊び…竹串作り、魚の串刺しに挑戦 

          午前９時～１２時半   子供２４名  大人３０名       

    11 月 27 日（土） 

地域
みんな

の 楽 校
がっこう」

つくりの会１０周年記念感謝の集い《小学校作品展同時開催》 

午前９時～12 時半 子供 60 名 中学生 20 名 大人 40 名 

 親子料理教室…食生活改善推進員さんの指導 デコレーション押し寿司・豚汁        
 河中ブラスバンド演奏会…昨年までの先輩達が実際に楽器を演奏している姿に感激。 

 河原連合青年団の人形劇…オリジナル脚本。仕事で参加出来ない配役を地域の人がピン

チヒッターとして練習にも参加し上演する。幼児に大変好評。 

 柿の種とばし大会…散岐地区特産の富有柿を使い、種とばし大会。児童・大人の部 
 お茶席…地域のお茶の先生、地域の方に指導いただく。子ども達がお運びをします。 
茶菓子はこの日のために、地域の婦人の

方々が商品にならない梨を利用して公民館

調理室で梨ゼリーを作り使用、上等な干菓

子となり、大変好評をいただく。 

 当日参加者全員で会食…準備したものが
足りないほどの盛況ぶりでした。 

 
４ 成 果  
 発足当時公民館の事業ではなくここにと

り上げることを躊躇しましたが、現在は、

会員・公民館・学校が一緒になって子ども達のために取り組んでいると地域の皆さんの理

解をいただいています。集落に遊ぶ友達がいない少子化が現状、現役保護者だけでなく、

OB の皆で学校、地域が一つになって地域の子供を育てようという意気込みが感じられます。 

今年度はあと、２月に餅つきを予定しています。 

 

５ 課題、今後の方針等 
  １０周年の記念事業も終え一つの節目となりました。いずれの催しにも会食があるので

参加率は高いようです。OB 保護者の方々も地域住民です。公民館事業にも皆さん関って下

さいますが、共催だから出来ているという気もします、継続されることを望みます。 

青年団の人形劇
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西郷っ子夏休みわくわく教室 

西郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

学校が長期休暇となる夏休み期間を利用して、普段の生活では知る機会の少ないこと

を学ぶ手助けをします。また、身近な内容を取り入れることによって小中学生の自由研

究や工作の課題としても応用できるようにしています。子供たちの知的好奇心の向上を

図るとともに、事業を通して子供と大人のふれあいの場を提供していくことを目的とし

ています。 

 

２ 事業の概要 

①ガラスアート、②植物採集、③工作会＆星のお話、④手話教室 と全４回の事業を

行います。それぞれ内容に応じて講師の方を地区内外よりお願いし、小学生を中心に大

人も含め参加者を募集します。多くの人に参加してもらえるように、内容の違う教室を

ひとつの事業としています。 

 

３ 実施状況 

①ガラスアート ７月３０日(金)午後１時半より公民館にて開催 

地区在住の有田さんを講師に招き、ガラスアート専用の絵具を使いガラスコップに絵

をかいていきます。ガラスコップの絵具を乾かしている間に、小石にマジックを使って

ペイントをしていき、ガラスコップとペイント小石の２種類を作成しました。 

②植物採集 ８月 ６日(金)午前９時半より公民館周辺・公民館にて開催 

清末さんを講師に招き、公民館裏手にある山道を植物採集しながら散策します。植物

の名前や豆知識など、普段知る機会の少ないことを学びました。また、採集した植物を

公民館へ持ち帰り、標本の作り方など教えていただきました。 

①  ガラスアート  
 

②  植物採集  
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③工作会＆星のお話  ８月２０日(金)午後３時より公民館にて開催 

さじアストロパークの職員さんを講師に招き、牛乳パックを使った簡易望遠鏡を作り

ます。また、特殊な望遠鏡での太陽観察や、望遠鏡・双眼鏡を体験しました。 

 ④手話教室  ８月２３日(月)午後１時半より公民館にて開催 

地区在住の谷村さんを講師に招き、手話を実際に体験していきます。簡単な挨拶や自

己紹介を覚えました。また、人推協との共催事業として、スクリーンを使っての子供向

け人権ビデオ上映会を同時開催しました。 

 

４ 成果 

全４回の実施で、大人子供含め延べ７２人の参加となりました。さいごう児童クラブ 

に通っている児童の半数程が参加し、地区住民の大人も参加してくれたことで、作業を

通して双方のふれあいを深めることができました。それぞれの教室で、普段の生活では

関わる機会が少ないことを体験し、夏休みという長い期間を利用して専門知識・貴重な

体験をもってもらうことができました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

参加者のほとんどが小学校低学年で大人の参加が少なかった為、来年度以降実施して

いくにあたり、子供とのふれあい・地区でのふれあいを深めていくために事業内容や広

報について考えていく必要があると思われます。今回の参加者が来年も参加することを

考え、同じ内容でも今回とは違うことを取り入れるなど、少しずつ変えていくことも考

えたいと思います。 

小学生だけでなく、中学生や高校生にも参加してもらえるように、事業を検討してい

きたいと思います。 

 

③  工作会＆星のお話  ④  手話教室  
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女性教室 
用瀬地区公民館 

１ 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。 

 

２ 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町内探索・手

芸教室・ヨガ教室の事業を開催しました。 

 

３ 実施状況 
 ＜因州用瀬 山と歴史の探索＞ 

 ＊日 時：６月１２日（土）１０：００～１２：００ 

＊場 所：流しびなの館→瀬戸川沿い《お茶屋本陣→         

   安井家精米搗
つ

き屋（水車跡）》→用瀬駅→歴 

  史資料館  

 ＊参加者：１４名 

＊案  内：もちがせ上方往来散歩径のメンバー４名  

  ＊初夏の気持ちの良い日差しの中、江戸時代から伝

わっている町の歴史を学び、住んでいても気づかな

かった見どころを案内してもらい、往時の用瀬を偲

んで楽しいひと時を過ごしました。 

 お茶屋本陣跡には当時馬が１９頭つなげる馬屋が

あったことや、瀬戸川に水車が１７基あったこと、

また用瀬町歴史資料館には、昔の用瀬の生活が垣間

見られるような道具が沢山展示してあり、とても勉 

 強になりました。 

 

 ＜押し花ランプづくり＞ 

 ＊日 時：９月１４日（火）９：００～１５：００ 

＊場 所：あおや和紙工房  

 ＊参加者：１４名 

 ＊因州和紙の温もりに、イメージを膨らませ色とりど

りの押し花をあしらって、世界にひとつのオリジナル

ランプが出来上がりました。押し花が思い通りの位置

に落ち着かず難しかったですが、やり始めると楽しく

て最終的には自分のイメージ通りに仕上がり、明かり

を灯すのが楽しみだと喜ばれました。 

江戸時代にタイムスリップ 

イメージがだんだん膨らんで! 

用瀬の歴史を学びます 

－９１－ 



＜ヨガ教室＞ 

＊日 時：１１月２６日（金）１９：３０～２１：００ 

＊場 所：用瀬地区公民館 

＊参加者：１５名 

＊講 師：ＹｏｇａＳｔｕｄｉｏ Ｓｕｋｈａ（スカ） 

    ヨガインストラクター 田中 聡子さん 

 ＊住民の方の要望にお応えして実施しました。深い

呼吸に合わせて無理のない寝ポーズや座りポーズで

ゆっくり体を動かしたり、少しスピード感のあるハ

ードな動きもあったりと楽しく体験しました。優し

い音楽とぼんやりとしたランプの灯りの中で一日の

疲れを癒しました。       

 

＜ひなタペストリー教室＞ 

＊日 時：１２月４日（土）１３：３０～１６：３０ 

１１日（土） ９：００～１２：００ 

＊場 所：用瀬地区公民館  

＊参加者：１８名 

＊講 師：前田 栄子さん 

＊地元在住の前田さんに、ちりめんのくるみ絵（押

し絵）のひなタペストリーを教えていただきまし

た。細かい手仕事で、台紙に布を張り形どってい

く作業が難しく四苦八苦しましたが、きれいなお

雛様の出来上がりに皆さんとても満足されました。 

 

４ 成果 
参加者のひとり一人が学びの中で新しい発見に喜び、ものを作る楽しさと達成感

を味わうことができ、参加して良かったと喜んでいただきました。 

また、地元の方に講師になっていただいたことで、学び教えるという信頼関係を

深め、コミュニティをとることで交流の輪を広げることが出来ました。 

 

５ 課題、今後の方針等 
  参加者が固定化しつつあるので、地域の現状と住民のニーズを把握し、より親し

みを持って参加してもらえる工夫を凝らしていく必要性を感じました。 

住民の皆さんが、公民館事業にもっと高い関心を持ってもらえることが課題です。 

呼吸法の練習中…吸って～ 

細かい技の伝授…なるほど！ 
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＜現在の坑口＞

大村地区「おう穴まつり」 

                             大村地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 ○ 大村鉱山の見学を通して、かつてマンガン鉱が採掘されていたことを学習し、地域の

歴史を知る。 

○ 赤波おう穴群を会場に、ウォーキング・レクリエーションなどを通して大村の自然の

素晴らしさを体感するとともに、子どもと地区住民・大学生ボランティア・他地区の

方との交流を図る。 

○ 毎年、地区のボランティアにより「おう穴群」の景観保護・環境保全に努めているが、

この事業を通して大村が誇る自然遺産を次世代へ受け継いでいく。 

  

２ 事業の概要 

  毎年、内容を少しずつ変えながら取り組んでいる事業であり、今年４回目を迎えまし

た。今回はまちづくり協議会主催で開催致しましたが、生涯学習の面でも‘子どもと大

人のふれあい事業’として位置づけ、昭和２９年頃から４２年頃まで採鉱されていた大

村鉱山跡地を見学し、地域の歴史について学習する機会を設けました。また、レクリエ

ーションを通して世代間交流、及び「まちとむら」の交流に取り組みました。 

 

３ 実施状況 

 ・ ボランティアによる大村鉱山跡地付近の枝打ち等、見学のための環境整備。 

・ ボランティアによる桜の植樹地とおう穴群周辺の草刈り等、整備作業。 

 ・ 青少年健全育成懇談会を開き、大村地区生活安全懇談会との連携を推進。 

 ・ おう穴まつり実行委員会、各係責任者会議を開き内容について検討。 

 ・ 事業前日に大村鉱山跡地見学付近・おう穴群周辺の 

草刈り作業等、会場周辺の整備。 

・ ８月２９日（日）《大村地区「おう穴まつり」開催》         

   【参加者 122 名】（うち地域、学生ボランティア５４名） 

＜内容＞ 

  大村鉱山（マンガン鉱採掘跡地）の見学 

    マンガン鉱採掘当時の話・現状について 

話を聞く。 

  沢登りトレッキング 

    役員・鳥大ボランティアの安全管理のもと、 

小学 5 年以上を対象に実施。 

 

 

 
 
    

大村鉱山見学の様子  
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  わくわくウォークラリー 

    身近な動植物やおう穴・マンガン鉱等の 

クイズ（１５問）に答えながら歩く。 

  ヤマメのつかみ取り 

  バーベキュー 

  自由遊び（水遊び） 

 

４ 成 果  

  ・大村鉱山跡地見学については、鉱山があることを知らない方も多く、地域の歴史を

知る良い機会となりました。また、当時は複数あった坑口・大村鉱床の採掘と現状

について、地域の方にお話をしていただき、より学習を深めることができました。

ボランティアの方々による環境整備のおかげで安全に、かつ景観を楽しみながら事

業を終えることができました。 

  ・沢登りトレッキングにおいて、大学生（ボランティア）と参加者がおう穴を身近に

感じながら、互いに交流を深めることができました。また、ウォークラリーなどの

レクリエーションを通して、身近にある動植物やおう穴について関心を示すと共に

世代間行流、および「まちとむら」の交流が行われました。 

   

５ 課題、今後の方針等 

  ・今後、事業を通して地域の文化や歴史・自然について地区住民に伝え、地域の良さ

を再認識、再発見するきっかけとなるような事業を考えていきたいと思います。ま

た今回は、大村鉱山跡地に興味を持たれた方も多く、安全に留意しながら今後も継

続して学習を深める方法を探っていきたいと思います。 

  ・子ども達が事業を通して、地区内外での世代間交流が図れるよう配慮していきたい

と考えます。 

   

    

 

 

 
 
      

沢登りトレッキングの様子
おう穴の形状を利用した水遊び  

魚のつかみ取りの様子  
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鬼の岩屋  

洗足山登山 

                              社地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  洗足山（７４３ｍ）は、鳥取県内に数少ない一等三角点（７３６ｍ地点）にある永久

標識のある山です。私たち地元住人が、登山を楽しく行い地域の交流の場として、地域

のすばらしさや自然とのかかわりの中で地域の良さを再確認することを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  洗足山は、鳥取市に於いて整備されていた遊歩道完成に伴い、「地元の山でありながら、

機会がないと登ることがない」との意見が多く、公民館事業の健康ウォークを洗足山登

山とし、地域の自然を知るいい機会になるのではと実施しました。 

  

３ 実施状況 

○１０月１７日（日）   

  於：洗足山（７４３ｍ） 参加者：４０名   

  晴天の中、参加者４０名で金屋広場より頂上を目指し出発し、 

２０分程で登山口に到着しました。 

入山して、いきなり急な登り坂になり、気が重くなりドッと 

疲れてしまいましたが、経験者は先頭になり登っていました。 

初心者は、後尾を休みながらついて行っている状態でしたが、 

中ふくでは見晴らしの良い場所があり、眼下に広がる国道５３ 

号線沿いの街並みや遠くには、日本海も望むことも出来もうひ 

と頑張りと自分にいい聞かせ登りました。登山道は整備のお陰 

で登りやすく歩きやすい道となっていました。 

頂上の近くに、鬼伝説でしられる“鬼の岩屋”という

岩の 祠
ほこら

があり３０名余りが見学をしました。人がひとり

入ることの出来る岩場でした。 

 ２時間あまりでクマ笹も刈られ小高くきれいに整備さ 

れた三角点に到着しました。（頂上はなだらかな道を７ｍ 

登った 743ｍ地点）三角点で昼食、休憩、記念写真を撮

り、下山を開始しました。登りに比べ難なく１時間３０ 

分あまりで無事、下山することが出来ました。 

皆ここちよい汗を流し解散としました。 

 

 

登山口到着頂上めざして
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三角点にて  

４ 成果  

あらためて、地域に誇れる山だと思いま 

した。登山のあと新聞に掲載され、公民館 

や総合支所に問い合わせが入り、今なお、 

多くの登山家が一等三角点を目指して登山 

をしています。 

 

 

 

５ 課題、今後の方針等 

  登山道の整備で気軽に登ることが出来るよう 

になりましたが、多くの登山者が入山すること 

により、山に自生する花木など植物の採取、ゴ  

ミのポイ捨てなどによる自然破壊の問題が心配 

されます。そこで「いきいき社まちづくり協議 

会」の“安全環境部会”による洗足山登山道の 

維持管理の計画の中で、地域の方にボランティ 

ア（仮称・洗足山遊歩隊）を募集し登山道に休 

憩場所の整備、日本海や町内が一望できるよう 

樹木の伐採など必要に応じ維持管理を推進し公 

民館・まちづくり協議会の共催として「洗足山 

登山」を年２回開催し、登山後「千賊鍋」で参 

加者と、コミュニケーションを図りたいと思い 

ます。 

この洗足山を社地区のシンボル、地域のコ 

ミュニケーションの場となるよう子どもの頃 

よりどんな山なのか、保育園児や小学生に洗 

足山物語の人形劇・絵本の読み聞かせ・紙芝 

居などで慣れ親しむことが必要だと思われま 

す。 

そして、小・中学校の学校行事として洗足 

山登山を取り入れてもらえるよう地域と学校 

と連携し取り組んでいける事業にしたいと思います。 

 

金屋から見た洗足山です。
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染 物 体 験 

《特色ある公民館活動》 

                             佐治地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  町内には多彩な技能や経験を持つかたが何人か在住されています。その中の一人であ

る講師の西尾さんは「絞り染家」で独自の絞りをはじめ、町内にアトリエを構えており

町内外で個展も開催されています。本格的な染物をとおして、参加者同志の交流や手作

りでプロなみの楽しさを感じてもらう事を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  地元講師に子ども対象の染物体験と、大人対象の本格的な絞り染体験を各会場で開催

し教わりました。 

 

３ 実施状況 

○８月２日（月）  【子ども染物体験】 

  於 ；佐治町中央公民館  参加者；２０名   

講師；西尾 正道 氏 

 

 子ども達があまり体験した事のない「染物」を簡単に体験出来る方法を講師に考えてい

ただきました。身近にある素材を利用して、スタンプ式で思い思いに白い大判バンダ

ナに飾り付けする方法です。子ども達の発想はとても豊かで、大人では想像しないよ

うな模様に仕上げていました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

木片や洗濯バサミなど

がスタンプに！！ 

いろんな模様ができ

ました～(^O^)／ 
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○８月９日（月）  【大人染物体験】 

  於 ；おもしろがろう kiyu-  参加者２０名 

講師；西尾 正道 氏  

 

 講師の構えている工房にて体験することができました。染物初体験の参加者のみな

さんは、講師の作品を手に取ってみては「こんなにきれいに仕上がるにはどうすれ

ば？」と出来上がりを想像しながら白いバンダナを割りばしで挟んだり、糸で絞った

りして作業を楽しみました。講師オリジナルの染料に漬け込み、丁寧に洗い流してバ

ンダナを広げた瞬間は、自然に笑みがこぼれ、みなさん感動でした。これまで体験し

たことのない本格的な絞り染め体験の全行程を自分で経験することで、染物の深さを

味わうことができました。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

４ 成 果  

  子ども体験と大人体験では染め方法はちがいましたが、それぞれが楽しみながらの初

体験で参加者同志の交流を深める場にもなりました。特に大人の本格的な染は参加者の

創作意欲を沸き立たせ、次回の公民館事業へと参加してくださるきっかけとなりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今後も子どもから大人までのニーズに応えられる生涯学習体験を計画すると同時に、

地域の自然や歴史・文化を再発見できるような教養講座にも取り組み、郷土の魅力を学

習できたらと思います。地域が元気になる事業づくりに地域内の有識者や巧みな技の持

ち主に協力をいただき、展開していきたいと考えます。 

講師オリジナルの染料にじっくり

漬け込みます 

ステキー！と出来上がりに

歓声！！ 
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世代間交流防犯球技グラウンド・ゴルフ大会 

                             鹿野地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  グラウンド・ゴルフを通して地域の方々と子ども達の交流を深め、少子高齢化の中、

互いに近所の人の顔を知っていただき、また確認することにより防犯意識を高め、子ど

も達の登下校時、日常でのあいさつや声かけの意識向上が防犯に繋がるよう子どもと大

人のふれあい事業として、永年取り組んでいる事業です。 

 

２ 事業の概要 

  この世代間交流防犯球技グラウンド・ゴルフ大会は、近年４月２９日の昭和の日に行

っており、３歳から８０歳くらいまでの老若男女がそれぞれチームを組み、グラウンド・

ゴルフを通し世代を超えて親睦を深めています。 

 

３ 実施状況 

○世代間交流防犯球技グラウンド・ゴルフ大会 

日  時 平成２２年４月２９日（木）昭和の日 午前８時４５分試合開始 

  場  所 鹿野小学校 校庭 

  参加者数 ６１名 

開 会 式 午前８時３０分・・・挨拶と試合の説明 

試合方法 各８ホール計１６ホール ２コートに分かれて１６組が同時にスタートし、

１６ホールの合計打数で競う。 

記録&コース取り グラウンド・ゴルフ協会員 

 表  彰 *個人賞（子どものみ）･･･１～６位 

       *努力賞（子どものみ） 

       *ホールインワン賞（試合に参加され 

  た全員が対象） 

  当日は晴れでしたが、強風で肌寒い中みなさん

に参加していただきました。まず、鹿野地区公

民館長が挨拶し、駐在さん、そして浜村警察署

生活安全課による防犯についてのお話の後、

グラウンド・ゴルフ協会の方にルールの説明

をしていただきました。小さな子ども達は、

保護者と一緒に幼児コースへ、小学生以上は

それぞれスタート位置につき館長の合図で

試合開始です。 

 幼児コースの様子 

浜村警察署の方による防犯についてのお話 
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  各チーム１６組が同時にスタートし、８ホール周った後、休憩をはさみ残りの８ホー

ルを回ります。みんなホールインワンを狙いホールポスト目がけてボールを打ちます。 

  力の入れ過ぎでとんでもない所にボールが行く子どもや、何回も何回も打ってようや

くホールポストにたどり着く子どもなど様々でしたが、みなさん和気あいあいと親睦を

深めながら楽しくゲームに取組みました。 

  試合終了後、個人賞１位から６位までと

ホールインワン賞の表彰式を行いました。 

 

４ 成 果  

毎年、たくさんの方に参加していただい 

ていますが、今年も小さい子どもや小・中

学生から８０歳位のお年寄りまで参加して 

ていただき、普段あまり交流の無い異世代間の親睦を深めることができました。 

この少子高齢化の中、顔みしりを作り人との関わりを広げることで地域の安全や防犯

に繋がればと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

毎年、部活の試合等で参加できない小学生もい

ますが、今年は地域の他の事業と重なってしまい、

例年より参加者が少なかったです。 

年々子どもの数が減り、各集落で人数確保する

のが難しくなってきますが、これからもできるだ

け多くの方に参加して欲しいと思います。 

今後も、子どもからお年寄りまでたくさんの方

に参加していただき、異世代間の交流を通し人と

のつながりを深め、安心してくらせる地域 

づくりに努力していきたいと思います。 

グラウンド・ゴルフの様子 

グラウンド・ゴルフの様子 

グラウンド・ゴルフの様子 
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夏休み・冬休み子ども塾 

勝谷地区公民館 

 
１ 事業の目的 

地域の子どもと大人のふれあいを通じ、子どもたちに様々な体験の機会を提供し、

地域のすばらしさ、温かさを再発見し、心豊かな子どもの育成を目指します。 

 

２ 事業の概要 
子どもの健全な育成のため、公民館が中心となって、「夏休み・冬休み子ども塾」

を開催し、活動の支援を行っています。また、地域の方にも協力していただいて交

流を深め、勝谷を愛する心と思いやりのある子どもの育成に力を入れています。 

 

３ 実施状況 
〇7 月２６日に、夏休み子ども塾の一環で、地 

区体育会との共催・指導を受けて、『泥田でド 

ッヂボール』を開催しました。  

普段できない泥んこ体験に、集まった子ども 

の人数は、約２０人。最初は田圃に入るのを嫌 

がる子どもの姿も見られましたが、楽しそうに 

遊ぶ子どもの様子を見て、恐るおそるつられて 

田圃に入って行きました。 

照りつける日差しの中、思い切り泥まみれに 

なってドッヂボールを楽しむ子ども達の姿を田 

圃の畦で見守る大人達は、声援を送りながらカ 

メラを構えていました。きっと素敵な写真がた 

くさん撮れたことだと思います。 

  

〇８月１９日に、『ペットボトルロケットを飛 

ばしてみよう』を開催しました。 

開催場所は、子ども達が集まりやすいように 

 鹿野小学校のグラウンドを借りて行いました。 

 集まった子どもの人数は約４０人。たくさんの 

子どもが参加してくれました。 

汗びっしょりになりながら、楽しそうにペッ 

トボトルロケットを飛ばしていました。ときお 

り噴射する水しぶきと跳ね返る砂がかかり、悲 

鳴が聞こえてくる事もありましたが、遠くまで 

飛んで行くロケットを嬉しそうに見つめていま 

した。 

泥田でドッヂボール 

ペットボトルロケットを飛ばしてみよう 
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○１月５日に、冬休み子ども塾の一環で、『新聞紙で遊ぼうと揚げタコ焼き』を小鷲

河地区公民館と合同で開催しました。開催場所は、鹿野小学校の体育館を借りて 

行いました。 

この日はとても寒かったので、子ども達が 

来てくれるのか心配していましたが、雪の降 

るなか集まった子どもの人数は約３０人。小 

学校の体育館で新聞紙で作ったプール・輪投 

げ・グローブ・紙鉄砲などでのびのびと遊ん 

でいました。 

その後、散らかった新聞紙をみんなで片付 

けてから、お楽しみの揚げタコ焼きを食べて 

帰りました。  

 

○その他の子ども塾行事 

お菓子作り（2 回）/おもしろ遊びをしよう（泥団子作り）/ジャンボシャボン玉/

じげの川で遊ぼう（勝谷・小鷲河地区公民館共催）/羊毛フェルトでカエルとヒヨコ

を作ろう/おもしろ工作をしよう（折り紙を楽しもう）/エコクラフトのマスコット

作り・鳥の劇場へ行こう・防犯ドッチボール・ペットボトルロケットを飛ばしてみ

よう（3 地区共催）/卓球/おもしろ工作をしよう（ゴム動力カーとふわふわロケット）

/羊毛フェルトで作る干支うさぎ/宿題をしようと雑煮/おはなし会とレクリエーシ

ョン 

 

４ 成 果 
 夏休み・冬休み子ども塾を実施して、子どもにとって良かったことは、自分たち

が集まりやすい公民館と小学校で子ども塾が行われたことです。そうすることで、

減少していた子ども塾の参加者が増えました。一方、参加者が多いと公民館職員だ

けでは手が回らないこともあります。そんな時、親子で参加してくれた大人の方が

とても力になります。職員だけではいたらないところを率先して手伝ってくださっ

てとても助かりました。地域の方のサポートは何より心強く、ありがたいことです。

こういったお互い支え合い相手を思いやる心を、これからの子ども達が引き継いで

くれるよう指導して行きたいです。 

 

５ 課題、今後の方針 
今後も、この「夏休み・冬休み子ども塾」を実施するにあたって、参加者の意見・

感想などを取り入れ事業内容の充実を図ります。また、子どもたちの将来の夢を応

援できるような事業をもっと取り入れて行きます。そして、子ども達だけでなく大

人の方も一緒になって楽しめる事業を企画し、参加を呼びかけて地域住民とのコミ

ュニケーションを図っていき、地域の活性化と子どもたちの健全育成を図り、心豊

かに安心して過ごせる地域づくりを目指します。 

新聞紙で遊ぼうと揚げタコ焼き 
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じげの川で遊ぼう 河内川でヤマメのつかみ取りをしよう 

小鷲河地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  当地区の誇るべきものとして豊かな自然環境があります。西因幡県立自然公園の区域

内にある秀峰鷲峯山と清流河内川はその代表的なものです。春から夏にかけてはブナの

若葉に心癒され、秋には紅葉も楽しむことができるので、登山シーズンには、登山を楽

しむ人々の姿をよく見かけます。河内川では、３月に入ると渓流魚の解禁を待ちわびた

釣り人が多く、６月になると蛍が乱舞する幻想的な情景を見ることもできます。 

ところが、恵まれた環境に住んでいるにもかかわらず、最近の子どもたちは、川遊び

や魚とりといった自然体験をする機会が少なくなってきています。 

そのような現状に対して当地区公民館では、夏休み期間中に公民館前の河内川にヤマ

メを放流して親子でつかみ取りをし、それを塩焼きにして食べることにより親子のふれ

あいと地域住民同士の交流を図るという事業を、この１５年以上にわたって継続して行

っています。 

 

２ 事業の概要 

ボランティアスタッフの協力を得て公民館前の河内川の一部をせき止めて流量を調整

し、近くの養魚場より提供されたヤマメを放流します。参加者は川に入って素手でヤマ

メを捕まえます。捕まえたヤマメを旧小鷲河小学校の校庭で塩焼きにして食べます。合

わせてボランティアの方に作っていただいたおにぎり、焼きそば、冷たい麦茶なども提

供して、交流を深めました。 

 

３ 実施状況 

平成２２年度は８月１日日曜日に実施しました。前年は長雨による川の増水と当日の 

 

 

 

 
ヤマメのつかみ取りを楽しむ参加者たち ヤマメの塩焼きで交流を深めています 
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悪天候のため旧小学校の幼児用プールで実施せざるを得ませんでしたが、今年度は幸い

連日の猛暑続きで好天に恵まれ、よいコンディションで実施することができました。 

今年度初めての試みとして、同じ旧鹿野町内の勝谷地区公民館との共催で実施しまし

た。地区内外からおおぜいの方に参加していただくことができ、総数で 150 名余の参加

者がありました。 

小鷲河ふる里をまもる会（当地区のまちづくり協議会）会長の開会宣言と合図を受け

て、幼児から小中学生、大人までの参加者がいっせいに川に入り、逃げ回るヤマメを追

って、衣服の濡れるのもかまわず、夢中で魚を追いかけていました。大人の助けを借り

ずに捕まえることのできた子どもたちの、誇らしげな顔があちこちで見られました。 

 

４ 成果 

少子高齢化が著しく、児童数が激減している当地区では、地区外の住民にも参加して

もらえるような事業展開が必要となっています。今回は、近隣の勝谷地区公民館との共

催ということで、大勢の方に参加していただくことができました。ヤマメの塩焼きだけ

でなく、おにぎりや焼きそばを提供して地区内外からの参加者とスタッフが交流する時

間を持つことができてよかったと思います。 

 

５ 課題、今後の方針 

単にヤマメのつかみ取りをし、捕まえた魚を塩焼きにして食べるというだけでは、子

どもたちも親たちも与えられたものを享受するという受け身の姿勢になってしまいがち

です。 

地区内の山中を水源とする河内川の清流がどのようにして保たれているか、水質や水

量を守っていくためにはどのようなことをしなくてはならないか、といったことを大人

と子どもたちが一緒になって考えていく事業を実施していかなくてはならないと感じて

います。また、山林や田畑、地域に生息する動植物がどのような役割を果たしているか

についても学ぶ必要があります。具体的な取り組みとしては、川を流れる水の水質調査、

動植物の生息調査と観察、水源地に近い山の散策と観察などを行っていきたいと考えて

います。 
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お出かけ教室 

瑞穂地区公民館 

                           

１ 事業の目的 

  知っているようで案外知らない身近な地域の歴史や文化を訪ね、その地域の人々の考

え方や特性、それらに基づいた過去から現在までの移り変わりを教わるとともに、私た

ちの暮らしとどのように係わりがあるのかまた、それらをこれからどのように取り入れ

ていくのか、学習します。 

 

２ 事業の概要 

  県東部を中心に、歴史的建造物や文化財・遺跡、食文化等をそれぞれの地域の方の解

説を受けながら学習の機会を深めました。また、地域の活性化に向けて取り組みを展開

している地域との交流を図ることにより、瑞穂地区の地域活性化にむけたまちづくりの

参考としました。 

 

３ 実施状況 

○お出かけ教室①《智頭町体験まちめぐり》 

６月２５日（金） 参加者：１７名 

案 内：智頭町ボランティアガイド 

・諏訪神社→石谷家住宅→塩屋出店→西河克己映画 

記念館→木工体験（ちづ木の香り工房） 

 

石谷家住宅など結構皆さんが一度は行ったことがある場所もありましたが、ガイド

さんの説明を聞きながらまちめぐりをするのは、個人でめぐるのとでは違い、細かく

故郷の歴史を知るいい機会となったようです。意外なのはと言ってはいけないかもし

れませんが、昼食をとった芦津を訪れたのが初めてなのだと言われる参加者がおられ

びっくりしました。なかなか来る機会がなく、誘われて来たが良かったと笑顔でした。 

午後は智頭町の木工施設「ちづ木の香り工房」で、杉箸と椅子づくりに挑戦しまし

た。金づちは苦手だから作らないと言われていた方も挑戦されましたが、出来栄えに

満足な笑顔を浮かべておられました。何事も仲間がいれば楽しく、挑戦できるのだと

実感しました。 

 

 

 

 

 

 

智頭町ボランティアガイドさん

と、まちめぐりの開始です。  

椅子づくりに夢中になり

ました！  
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○お出かけ教室②《とっとりてくてくまちめぐり》９月２４日（金） 

   参加者：８名   案 内：鳥取観光ガイド友の会会員 

・パレットとっとり→花見橋→川端通り→五臓円ビル→元魚町→栄町 

→鳥取県庁→仁風閣→鳥取県立博物館 

 

   鳥取のまちなかで、昔ながらにガンバっている人たちと触れ合いながら、鳥取の歴

史、伝統、文化を肌で感じるという企画です。話を聞きながら、子どものころから慣

れ親しんできた鳥取のまちなみで、また、一度は食べたことがあるだろう、せんべい、

たい焼き、和菓子、豆腐ちくわの原点に触れました。午後は県庁ギャラリー、仁風閣、

博物館と過去と現代を垣間見て来ました。また、他の鳥取のまちなかの話が聞きたい

ものだと参加者の声をいただきました。 

  

 

○お出かけ教室③ 

 《倉吉てくてくまちめぐり》 

１１月２６日（金）参加者：２０名 

案 内：倉吉観光ガイド  ・白壁土蔵群→赤瓦→古い街並み→大蓮寺→大岳院 

         →倉吉パークスクエア（倉吉未来中心・鳥取二十世紀梨記念館）  

 

            参加者からは「ああ、また連れてきてな。」「ただ歩くの

ではなく、ガイドさんの話を聞くことで気づかなかったこ

と、知らなかったことが良く分かった。」と毎回声が上がり

ます。また、未来中心では館長さんの案内で、普段入る事

の出来ない場所にも案内していただき大人の社会見学を楽

しむことができました。 

 

４ 成 果  

  他地区にでかけて行くことは、ふるさと再発見のきっかけになったと思います。 

  他地区の方との交流の中で、自分のところはどうかな？と参加者同士の会話が生まれ

たことは成果の一つと思います。また、住民同士声かけ合っての参加があったことも成

果の一つと考えます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  地域住民のこの事業に対する期待度は高いものがあります。事業の目的を明確にし、

安易な方向に流されないよう留意することが大切です。  
  住民の学習意欲の高まりに結びつくような企画が立案できるよう、職員の研鑽が求め

られると思います。  

未来中心大ホールのステージから

観客席を見上げて感激！！ 
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宝木の畑へ行こう 

                             宝木地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  整った生活環境の中で生まれ育ち、自然とふれ合うことが少なくなった子ども達に 

 作物を栽培し、土に触れて働くことを体験させ、蛙や昆虫などの小動物、野草に興味を

持たせて命を大切に思い、自然を大切にする気持ちを育てます。 

  

２ 事業の概要 

  地域ボランティアさんの指導を受け、青大豆を栽培します。食の安全を第一に考え、

農薬は一切使用せず、肥料は生ゴミから作られる液肥のみを使用します。 

又、大豆を加工して作られるいろいろな食品の種類を学び、その中で日頃食卓に供さ

れる味噌汁の「味噌」を作る行程を学びます。 

 

３ 実施状況 

○６月１９日（土）  畑の準備も出来、種まきです。 

 列幅を１ｍ取り２５ｃｍ間隔に２､３粒の大豆をまきます。野球のバットで穴を開け段

ボールの筒を使用して、腰を曲げることなく種をまく、楽です。さすが先人の知恵、子

ども達もびっくりです。 

 

 

 

 

 

 

○６月２３日（水） 発芽しました。  ○７月１２日（月）順調に成長しています。 

 

                     

 

 

 

 

○７月２９日（木） 総勢１８名で草取りです。 

気温３４､６℃ 真夏日でしたが、子ども達の体調を見ながら雑草

と格闘です。土壌改良の効果もある生ゴミ液肥を

しっかりと施してあるので、大豆はもちろん雑草

もしっかり根を張り大豆に負けないくらい育って

います。足を踏ん張って引き抜いていました。 
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○１１月２０日（土） 秋晴れの気持ちよい日差しの中、収穫です。 

 地域ボランティアさん１１名の応援を受け、

はじけそうに実った大豆を落とさないよう丁

寧に収穫し、公民館の軒下で乾燥させます。

子ども達は移動するたびにパラパラ落ちる大

豆を一粒 一粒 拾い集めていました。 

 

○１２月４日（土） 豆落としです。    ○１２月１１日（土） 選別です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ６月初旬から準備にかかり、１２月の収穫まで成長を観察し、農作業に汗を流して 

１０５ｋｇの青大豆を収穫しました。  

 

 ○１月２９日（土）  味噌作り。  麹作りと大豆を煮る作業は、事前にボランティアさんに

お願いしました。子ども達に味噌作りの工程を説明して、今日は最後の

工程です。麹・大豆・塩を混ぜ合わせミキサーで潰

し、味噌にします。容器に入れる時に空気が入ると

腐るので、団子状に丸め叩きつけるように、空気を

抜きながら入れます。 

酒粕で蓋をして重しを乗せ、６ヵ月くらい熟成させると美味しい味噌の出来上がりです。 

 

４ 成 果 

  多岐に渡る農作業の難しさを体験し、収穫作業の中でこぼれた大豆を一粒 一粒 拾い集める姿

を見た時、食べ物を大切にする気持ちが育っていると実感しました。 

また、大豆の花を見たり、実の付き方を観察することにより、作物が育っていく様子を学習し

ました。 

  

５ 課題、今後の方針等 

  耕運・液肥散布・土寄せなど子ども達には出来ない作業も一通り見学させ、観察記録を作り学

習を深めます。広報、参加呼びかけを工夫し、多くの子ども達に経験させたいと思います。 

よく乾いた大豆のさやを叩き台に打ち
付け豆を取り出します。 

唐箕（とうみ）という農具でゴミをふるい
分け、手作業で一粒ずつ選別します。 
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公民館まつり 

逢坂地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  逢坂地区公民館まつりは、逢坂小学校の学習発表会とともに開催し、「子どもと大人の

ふれあい事業」として、地区をあげての大きなイベントであり地区民の交流の場となっ

ており、一番身近に感じられる文化祭でもあります。 

 

２ 事業の概要 

このまつりは、公民館の文化部役員を中心とする実行委員会のもと検討をかさね、毎

年１１月の土、日の二日間で開催しています。今年のテーマは《よらいな逢坂》とし、

内容は地区民による作品展、芸能発表会、ふれあいバザー、小学校児童による学習発表

会です。 

 

３ 実施状況 

○１１月１３日（土）  ８時３０分公民館に集まった役員が準備にかかります。パネ

ル運搬・設営、作品展示、音響設営、芸能発表会リハーサルとすべて地区民の手で行い、

てぎわよく進んでいきます。 

作品展は、午後１時から翌日の日曜日にかけて逢坂地区公民館を会場として開催し、

展示作品の中には放課後を利用して活動している小学生の“わんぱくクラブ”の生花が

公民館の玄関で出迎えます。書道、水墨画、パッチワークなど公民館のサークル活動の

作品や、人権に関するパネル展示、また日ごろ地区のみなさんが作成している自慢の作

品など活動の成果を発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１１月１４日（日）  １０時 逢坂小学校体育館を会場として、小学校児童による

学習発表会がスタートし、体育館周辺では地区民やむらづくり協議会によるふれあいバ

ザーを実施します。大勢の家族連れでにぎわい、天候に恵まれたこともあり盛況です。 

作品展  小学生による生花  
《花あそび》  
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午後からは、すべて地区民による進行のもと芸能発表会の始まりです。 

特に今年は、プログラムのトップをきっ

て、逢坂むらづくり協議会の事業で完成し

たご当地かるた「逢坂かるた」を使っての

部落対抗かるた大会が会場を盛り上げます。

１チームの選手は５名までとし、子どもか

ら年配の方までと幅広い選手層です。会場

には特大スクリーンを準備し、選手以外の

会場のみなさんにもかるたが紹介できるよ

う工夫しました。 

また、むらづくり協議会の活動状況を紹

介するコーナーも設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果 

小さな地区ではありますが、地元を大切に思う気持ちはどこにもまけません。ご当地

かるたは、地元逢坂のよさを再発見するきっかけとなりましたし、かるた大会は大人も

子どもも同じ時間をいっしょにすごし交流することで、ふれあい事業として成果があり

ました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

作品展の展示期間が実質１日半と非常に短く、せっかくの創作が地区民の鑑賞にこた

えられません。常設展示について期間、場所等について検討が必要です。 

また、年々芸能発表の出演団体が少なくなっています。むらづくり協議会をはじめと

して、各団体とも連携をとり、地区民でつくりあげていく形を大切にしながら気軽に参

加できる公民館まつりにしたいものです。 

逢坂かるた  
地域の行事、名物を読み込

んだご当地かるたです。

かるた大会  
読み手の声に、いっせいに

絵札を探しています。  

ふれあいバザー  
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浜っ子 Big Family 

                             浜村地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  浜っ子 BigFamily は、子どもたちが日常の家庭生活から離れ、地域施設から学校に通

学する集団宿泊体験をするもので、異年齢と集団活動や生活体験をすることにより、子

どもたちの自立心の向上を図り、協調性・社会性を高め感謝する心や自ら実践する地か

らを身につけることを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  今回で７回目となった共同生活をしながら学校へ通う「通学合宿」は、小学校４年生

から６年生までを対象とし、参加児童の保護者と地域住民、公民館で実行委員会を構成

し実施しています。 

 

３ 実施状況 

 ○日 時：平成２２年６月２３日（水）～６月２６日（土）３泊４日 

  場 所：浜村地区公民館  参加者：男子１０名 女子６名 計１６名   

  日 程 

初日 ６月２３日（水）  ２日目・３日目  最終日 ２６日（土） 

時刻 活動内容  時刻 活動内容  時刻 活動内容 

16：30 

17：30 

18：30 

 

20：30 

21：15 

21：30 

開校式 

夕食準備 １班 

夕食・片付け 

お風呂等 

自由時間 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

6：45 

7：30 

15：15 

 

17：30 

18：30 

 

20：30 

21：15 

21：30 

起床 

朝食準備 

朝食・片付け 

登校 

下校 

宿題・自主活動 

夕食準備 

夕食・片付け 

お風呂等 

自由時間 

就寝準備 

消灯 

 6：00 

 

7：00 

8：00 

 

9：00 

11：00 

起床 

朝食準備 

朝食・片付け 

掃除 

荷物の整理 

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

閉校式 

解散 

 

初日は、参加の子どもたちは公民館に直接 

下校します。 

午後４時半より開校式、合宿中は食事、洗濯、 

  掃除等すべて子どもたちでします。 

 

開校式 
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  食事メニューは、子どもでも出来るメニューを事前に食生活改善推進員さんと検討 

し大人の方の指導のもと食事を作ります。 

   

                     

   

 

 

 

 

 

最終日には、体育館でスポーツ大会を行い、感想文を書き終えた後閉校式をして解散 

 となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  家では当たり前のように生活しているけど、この合宿に参加した子どもたちは、お母 

さん、お父さんの大変さが分かったと思います。高学年がしっかりと下の学年の面倒を 

見、みんなで協力しながら楽しく３泊４日を過ごすことが出来たこと嬉しく思います。 

感想文を見ると、「楽しかった、来年も参加したいです、たくさんの大人の方にお世話 

になりました、ありがとうございます。」と、感謝の心も身につきました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今後も続けていきたい事業ですが、年々参加者が減ってきているので内容の見直し、 

 また、参加の子どもたちが遊びの気持ちで申込みしているので、合宿の目的等きちんと 

 説明を行わなくてはいけないし、保護者の協力を今後もいかにして得るかが課題です。 

夕飯準備中！ 
みんなでいただきま～す 

学校から帰ってさぁ！宿題 スポーツ大会 
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岸壁に絵を描こう！ 

                             酒津地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  『岸壁に絵を描こう！』という行事は、酒津地区公民館と地区の小学生とその保護者

で作る酒津子ども会との共催事業です。みんなで協力して毎年港内の岸壁に大きな壁画

を描くことにより、《思い出作り》《仲間作り》《達成感》を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  『岸壁に絵を描こう！』は、平成１２年から気高町時代の『休日活用事業』の一環と

して取り組まれ、当初は酒津ふれまちさんの協力もあったようですが、現在は高齢化も

進んできたので、子ども会との合同事業となっております。生涯学習事業の中の『特色

ある公民館事業』として毎年７月から８月にかけての夏休み期間に実施されています。 

  平成２２年度は、２３年度に鳥取市で開催される「第３１回全国豊かな海づくり大会

鳥取大会」に向けての記念壁画を作成しました。 

 

３ 実施状況 

○７月１０日  暑さの中、地区内の協力者２名と職員２名で足場を築きました。 

 

 

 

 

 

 

○７月２１日  夜、保護者と協力して２０名で 1 回目の下地剤を塗りました。 

○７月２２日  翌日も保護者と協力して１６名で第２回目の下地剤を塗りました。 

 

 

 

 

 

  

 
 ○７月２７日  夕刻、職員２名で文字の下書きをしました。 

 ○７月２９日  夕刻、職員２名と子ども会会長の３名で絵の下絵を描きました。 

   平成２２年度は、天候が例年とは全く違い、足場を組んでからは雨続きで下地剤に

かかれず、晴れれば猛暑で日中に作業が出来なくて大変でした。 

下地剤を塗って準備をします。  

足場を組みました。  
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○７月３１日  当日、県の実行委員の方から酒津でとれる魚の説明を受けました。 

        終了後、みんなで壁画に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  平成１２年より酒津漁港の岸壁に、毎年『岸壁に絵を描こう！』と銘打って、魚の絵

を中心に継続して描いています。そして、少しでも海をきれいにするということで、標

語も入れ子どもの頃から海に親しみを持ってもらい、併せて海を大切にする気持ちを持

ってもらうことにつながると考えます。 

  公民館が主催する屋外行事では港内の広場を使用しますが、自分たちが描いた作品に

囲まれ、被写体のバックに必ずと言っていいほど写りこむので、明るくて元気な様子が

うかがえます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  壁画も当初の頃のものは下地剤の処理がしていないものもあり、色あせてきています。

一昨年より傷みが激しい西側の部分から修複して新しく描きあげていますが、浮き上が

ったペンキを剥がすための剥離剤が高額で、限られた予算では少しづつの修復となって

しまいます。今後は、まちづくり協議会の教育文化部と生活環境部との協力で予算をと

り、修複に取り掛かりたいと考えています。 

一方では、子ども達も年々少なくなり、父兄の負担も多くなって継続も危ぶまれます

が、これも、まちづくり協議会との連携で住民を巻き込んだ形で、地区のみなさんが壁

画作りに参加してくださる方向にして行きたいと考えています 

最後に、９号線酒津第１トンネルと第２トンネルの間で海側を見ていただきますと壁

画が見えます。興味がある方は、ぜひ地区内にもお越しください。  

県の方からの説明風景  

仕上げの記念にみんなの手形を押しました。  
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ひおき青空市 

日置地区公民館  
 
１ 事業の目的 

  ひおき青空市は、日置地区まちづくり協議会と日置地区公民館が共同開催しています。

特に地元日置産にこだわり地産地消を目指すものです。また生産者が地域の人や近所の

人なので、ご近所同士のきずなが深まり豊かな人間関係を作り、そこから生まれる地域

力・日置力を発揮してもらうことを目的とします。  
 
２ 事業の概要 

  青空市では、地元日置産の新鮮な野菜・果物・加工品等取り揃えて販売し、地区の皆

様によろこんでいただけるように心掛けています。会場は、第１回からあおや和紙工房

前庭を利用し、地域の方はもちろんですが、和紙工房に来られた方にも利用していただ

いています。休憩所を設けていますので、ゆっくりとお気に入りの品物を買うことがで

きます。青空市は夏・秋と年２回開催して、その時々の品物を取り揃え、現在までに５

回開催しています。  
 
３ 実施状況 

 ○平成２２年８月１日（日）  第４回 青空市  午前９：００～１１：３０  
内容： 青空市実行委員を中心に、朝早くから各集落役員の方、出品者の方々のご協    

   力により、隣接のあおや和紙工房前庭で開催します。まず全員で会場設営を行

い、集落ごとに担当を分け野菜・果物・加工品等を販売しました。例年にない

猛暑で日置産の野菜・果物は、なかなか集まりませんでしたが、地域の方の手

作りの加工品に力を入れてもらいました。人気の商品はしぐれ漬け・バラジャ

ム・山菜おこわなどです。来場者にはところてんが振る舞われました。  
 
 ○平成２２年１１月２１日（日）  第 5 回 青空市 午前９：００～１１：３０  

内容： 青空市実行委員を中心に、朝早くから各集落役員の方、出品者の方々のご協  
力により、今回は市議会議員選挙での集客を望み、公民館近くのあおや和紙工

房グラウンドゴルフ場の一角で開催します。全員で会場設営を行い、集落ごと

に担当を分け、野菜・果物・加工品を販売しました。山陰の味覚、親がにの販

売が大好評で飛ぶように売れました。今年まちづくり協議会環境部により沿線

美化、休耕田利用対策の１つとして、ふれあいそばづくり実行委員会が立ち上

げられ、収穫された日置産そば粉を使ったそば団子汁・そばかりんとうが、  

来場者に振る舞われました。  
 
  

 －１１５－ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 成果 

多くのお客様が来店され、出品されたものはほぼ完売、笑顔が溢れ、いい雰囲気にな

りました。また、地域の方の手作りなので、お気に入りの商品が安心して手に取り、買

われていました。  
  秋の青空市に、地域の方のご協力で初収穫した日置産そば粉を使ったそば団子汁・冬

の味覚の親がにと、これまでと一風変わった品物で、青空市を PR できました。市議会議

員選挙とも重なり、多くの方が来られて、とても活気がありました。 

 地元日置産の商品を買われて、ご近所同士の関わりが深まっていくことがわかりまし

た。また集落役員の活躍が、大きく地域の力の大切さに感謝しています。 

 

５ 課題、今後の方針 

 一番は「声かけからのつながり」を重視して、出品物を増やしていきたいと思います。

そのためには、日頃から地域の方との関わりを持つためにあいさつ、通りすがりでも声

をかけて、明るい日置にしていきます。「家庭菜園で作ったけど食べきれない」という方

にも声をかけ、出品物が増えることで来られる人の数も増え、ご近所同士・地域の方と

公民館職員のきずなを深くしていきます。  
平成２３年の青空市には、日置産の手打ちそばが並ぶので地区の方はもちろん、和紙

工房に来られた方にも、挽きたて・打ちたて・湯がきたてのそばを味わってもらえます。

今後も緑が豊かな活気ある日置を目標として、日置地区を盛り上げたいです。  

青空市の様子  

青空市 売り場の様子  
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映像で振り返る「日置谷のあゆみ」 

第 20 回日置谷地区文化祭 【発表・演芸の部】事業 

日置谷地区公民館 

 

はじめに 

「ここは日置谷、私たちの日置谷です。集落の姿が 

見えています。あなたの家は、見つかりましたか？ 

でも、少し変です。三階の校舎等が見えません。 

そうです！これは昭和 45 年頃の光景です。 

日置谷も日々姿を変え、変遷しています。 

この変遷を歴史と言います。 

さあ、日置谷の歴史を振り返って見ましょう・・・」 

と、ＢＧＭにのってナレーションが流れ、体育館ステージ上、即席大スクリーンに映像

が映し出されました。 

 

１ 事業の目的 

  生涯学習の成果を発表すること、そして、住民全員で地域の文化、産業、歴史等の現

状を確認し合い、互いの繋がりを一層強めることを目的とし、毎年、日置谷地区文化祭

を開催しています。今年は、第２０回の節目をむかえました。その記念に相応しい内容

にし、盛り上げていこうと実行委員会で話し合いました。 

 

２ 事業の概要 

【展示】【体験コーナー】等、各部が分担し、創意ある企画が組まれました。 

【模擬店の部】は、小学校廃校に伴い校舎内が使用不可になる中、広場にテント６張を設

置、「お食事処テント村」を開設 

【歴史の部】は、「地域の屋号」について、現状と歴史を調査し、成果を発表 

【盆栽・茶席の部】は、体育館に盆栽と浮世絵に囲まれた茶席を設け、お茶を提供 等々、

第２０回の節目に相応しい文化祭を実施することが出来ました。 

【発表・演芸の部】は、地域のみんなで「地域の歴史を振り返ろうと」、写真と記憶を蒐集

し「パワーポイント」の作成に取り組みました。  
 

 

 

 

 

 

 

 

ここは、日置谷  

茶席の様子  「お食事処」テント村 展示コーナー  
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３ 実施状況 

  １１月７日（日）、地区文化祭は、体育館と地区公民館前広場を会場に開催されました。

当日午後、【発表・演芸の部】は始まり、映像の大画面が映し出されました。６月１６日

に、総務部会を開催し基本方針を決定、７月１７日に実行委員責任者で構成する準備委

員会を開き、具体化を進めました。 

【発表・演芸】部会は、９月１３日を皮切りに、１０月に入りプロジェクトチームを

中心に、部会を週１回のペースで、１０月下旬からは連日の作業が続きました。 

  ９月頭に、チラシを全戸配布し地域の皆さんに写真と歴史に関わる品物の提供を呼び

かけました。古墳の写真から秋のウォーキングの写真まで１００枚を越す写真や、明治

時代初期の卒業証書等貴重な資料が集まりました。提供いただいた写真をもとにストー

リーを作成、補足する写真探し、説明資料づくりの為の聞き取り作業等々と、委員全員

が手分けして当たりました。 

７８コマのパワーポイントにまとめました。直前の２週間は、その調整、ナレーショ

ン原稿調整、ＢＧＭの選曲等など、徹夜の作業が続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

 時間的余裕もなく、資料蒐集についての不安や、途中の映像点検中、皆さんが関心を

持って最後まで見ていただけるだろうか等の不安でいっぱいでした。しかし、沢山の方

の協力をいただき、完成した映像も、会場の皆さんに食い入るように見ていただく事が

出来ました。「よく分かった」「CD に落として配って欲しい」等の声もいただきました。 

  多くの方に好評で、何よりも「残る記録」が作成できた事に達成感を味わうことが出

来ました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  この映像で、この地に人が住み始めた時代、日置谷の地名の由来、小・中学校・保育

園の歴史、集落の出来事、地区の行事等など組み入れました。しかし、地場産業の歴史

が含まれていない事等、内容の充実が課題です。この資料をどう生かしていくかも課題

です。 

  第２０回を契機に、地区文化祭の質の向上や、住民の繋がりの一層の強化を目指し、

力を合わせて進みたいと決意を固めています。 

奥崎集落の祭り  旧小学校  第１回地区文化祭
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やまびこ学校 

勝部地区公民館 
１ 事業の目的（「やまびこ学校」の歩み） 

「やまびこ学校」は、鳥取市立勝部小学校で平成１２年度から通学宿泊合宿としてス
タートし、ＰＴＡ事業として運営されてきました。平成１５年度からは３年生以上の全
員が春と秋の２回勝部地区公民館に宿泊し、高学年がリーダーとなって食事の準備や片
付け、清掃なども自分たちで行い、３泊４日の集団生活を通して社会性を培ってきまし
た。その勝部小学校が、児童数の減少により平成１９年３月３１日をもって１３０年の
歴史を閉じました。 
しかし、「やまびこ学校」は一部の保護者や地域のボランティア「やまびこくらぶ」の

協力で、地区内の小学生や中学生を対象にし、旧勝部小学校校舎を会場として夏休み期
間中に続けられてきました。その後、地区内の児童・生徒数の減少で集団生活の体験が
欠けるなどで問題が生じたため、一昨年度より町内にある児童養護施設「青谷こども学
園」にも希望者を募って行うこととなり、併せて、昨年度からは、勝部地域まちづくり
協議会の協力も得て運営されるようになりました。 
勝部地区公民館は、地域の事業としてささやかな協力をしてきていましたが、今年度

から公民館活動の一環として共催し、職員あげてバックアップと全面協力で参画するこ
とになり、８月に２泊３日の日程で実施しました。 

 
２ 実施状況 
１）目的  ①地域の｢人｣｢自然｣｢文化｣を大切にする心を育てる。 
      ②集団の中で互いに助け合える人間関係を作る。 
      ③｢気づき・考え・行動する｣という態度を育てる。 
２）期日  平成２２年８月１７日（火）午後 1 時 30 分～１９日（木）午後 4 時 30 分 
３）場所  旧勝部小学校校舎（１階）、弥勒寺 
４）参加  ①児童・生徒：２４名（一部参加者も含む）  
      ②協力者（各教室の指導・見守り・生活指導協力）：３０名 
        ※事前の会場準備として、８月１６日(月）に地域の方２０名の協力

をいただき、旧小学校内外の清掃等とガス風呂場の設置作業を行い
ました。 

５）内 容   
＜生活全般＞食事の準備・片付け、洗濯、掃除など大人の指導協力を受けながら、子

どもたちで話し合って決めた当番で合宿生活をしました。 
 ＜１日目＞  
 ○和紙折り紙教室：青谷町内を中心に活動している 
和紙おりがみの会「郷の華」のみなさんの指導で、 
地元の和紙などを使ったミニ色紙の「ふくろう」づ 
くりに取り組みました。 
○エコ活動：地域の方に協力をお願いして収集して 
いただいた牛乳パック、廃油、ペットボトルキャッ 
プなどの資源を、子どもたちが手分けして地域を歩 
き、回収して廻りました。 
 勝部岩力おどりの練習風景  
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○勝部岩力おどり練習①：弥勒寺の境内を会場に勝部岩力おどり保存会のみなさんの
指導で、地域に伝わる伝統芸能「勝部岩力おどり」を習いました。 
○おはなし会：森 佳樹さんに地域の昔話などをしていただき、夜のひとときを過ご
しました。 
＜２日目＞ 
○絵画教室：小林貴宏さんの指導で、弥勒寺での勝部岩力おどり練習の水彩画に取り
組みました。 
○勉強時間：高校生のお兄さんや、やまびこくらぶの大人の方に見てもらいながら夏
休みの宿題をしました。 
○ぞうきん縫い：勝部岩力おどり保存会の女性メンバーの指導で、ミシン縫いや手縫
いのぞうきんづくりに取り組みました。 

  ○勝部岩力おどり練習② 
○おはなし会と肝試し：弥勒寺の柴山智慶副住職さんから妖怪話を聞いたあと、お寺
の境内で肝試しをしました。こわがりながらもとても楽しんでいました。 

  ＜３日目＞ 
    ○川遊び：地域を流れる勝部川で、魚とりをしたり、 

堰堤の滝にうたれたりして自然の中で遊びました。 
子どもたちには一番楽しかった活動となりました。 
○座禅と写仏：弥勒寺で座禅を組んで瞑想。その後 
静かな気持ちで写仏に取り組みました。 

 
３ 成果 
  今回の学校で、公民館職員は事務的な部分や記録写真の撮影などのお手伝いをしなが
ら、子どもたちと一緒に学校生活をおくりました。また、今年は館報かちべ（公民館だ
より）に活動の写真と子どもたちの感想コメントの特集を、また、地区文化祭では、子
どもたちがつくったやまびこ学校新聞や、各教室でつくった作品を展示し、やまびこ学
校の活動をもっと地域の方に知ってもらおうと広報活動をしました。この報告をみて、
今年参加しなかった子どもたちや地域の方が来年は参加または協力したいと思って下さ
ったらうれしいです。 

 
４ 課題、今後の方針など（「やまびこ学校」で思うこと） 
  自然味あふれる環境で生活しながら改めてその楽しさを体験した喜び、虫に刺されな
がら蒸し暑い板間で雑魚寝をする楽しさ、大人たちの協力で味わった肝試しのスリルな
ど、この学校での体験は子どもたちの記憶として永遠に刷り込まれることでしょう。子
どもの数が減り、村中で群れて遊ぶ子供たちの姿が見当たらなくなりましたが、自然の
素晴らしさだけでも子供たちに伝えたいものです。大人は年齢を重ねるに従って過去の
思い出に浸る傾向にあります。この地に生まれ育った者として、次世代を担う子どもた
ちにこの地の良さを肌で感じさせ、ふるさとを大切にする心を育てたいものです。少子
化など環境改善を図るのはなかなか難しく、対策も大変です。 
そんな状況の中で、子どもたちに集団生活や自然体験をさせるには意図的に仕組まれ

た方法で体験させるのも一つの方法だと考えます。今回公民館共催で取組みましたが、
準備や当日の運営などなかなか大変ですし、何よりも大人たちの協力がなくてはできま
せん。今後も地域の活性化推進の一助として取り組み、末永い活動を続けたいものだと
考えています。 

楽しかった川遊び  
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世代間交流 

                             中郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  小学校が閉校となり「ふるさと中郷」という思いを持つ子ども達が段々といなくなり

つつあります。 

中郷という言葉、そしてふるさとという思いが薄れていくのを痛切に実感する現状の

中で、地域の方々と子ども達がふれあう機会をより活発に進め地区の活性化、そして中

郷というふるさとづくりを推進するために、地域有志の協力のもと小学生、中学生、地

域の皆さんが集まって心の交流、地域文化の継承に取り組みながらいつまでもふるさと

を大切にしたいと思い続けることができる「中郷づくり」を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  地域の子どもと大人が伝統行事で交流したり、グラウンドや地域の憩いの場として大

切に残したい中庭を活用して楽しく交流するものです。 

 

３ 実施状況 

○鯉のぼり掲揚＆グラウンドゴルフ交流会 

４月２５日（日） 

＜鯉のぼり掲揚＞  

於；公民館駐車場 

参加者；３４名（内小学生１０名） 

毎年地域の方に新しい青竹を切り出していただき、 

地区老人会や地域の方の協力で支柱をたて、大人と子 

ども達が一緒に鯉のぼりを掲揚し、地域の子ども達の 

成長を願いました。 

＜グラウンドゴルフ交流会＞ 

     於；中郷グラウンド 

     参加者；２８名（内小学生１０名） 

鯉のぼり掲揚後、地域の子ども達と大人がグラウン 

ドゴルフを通じて交流しました。子ども達はベテラン 

の方からルールや打ち方のアドバイスを受けながら和 

気あいあいと楽しいひとときを過ごしました。 

 

 

 

 

青空に泳ぐ鯉のぼりの下で  

楽しくグラウンドゴルフ  
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○ちまきづくり交流会 

  ６月１２日（土） 

        於；公民館調理室 

        参加者；２６名（内小学生９名） 

地域で活動している食事サービスボランティアグル 

ープの指導でちまきづくりをしました。交流会に向け 

 て事前に地域の方に笹やわらの準備をお世話になりま 

した。  

○ふれあい竹細工クラブ 

８月２日（月） 

        於；旧中郷小学校中庭 

        参加者；３９人（内小学生１７名） 

  地区まちづくり協議会、地区老人会の方々の指導・協力により竹の器と箸を作った後、

地区内の女性の方々の協力も得てそうめん流しを通し交流を深めました。そうめん流し

の樋は、鯉のぼり掲揚の青竹を再利用しました。  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

   世代間交流を通して伝統行事やものづくりの大切さを知る良い機会になりました。鯉

のぼり掲揚で使用した青竹が「ふれあい竹細工クラブ」でのそうめん流しの樋と運動会

の入退場門の支柱として再利用し地域の方々の心を受け継ぐことができました。 

  

５ 課題、今後の方針等 

  事業を継続するためには後継者づくりが重要課題となっています。また、参加者が固

定化してしまったり、少なくなっている現状があります。 

地区公民館、駐車場、中郷グラウンド、中庭、体育館などの拠点施設の整備、活用の

拡大を地域と連携しながら図っていきたいと思います。 

 

 

ちまきづくりに挑戦！  

そうめん流しで使う竹の器と  
箸づくり  

流れてくるトマトやキュウリ  
に子ども達は大喜び！！  
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わくわく講座 

                             青谷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  公民館事業により多くの人に参加してもらいたい、興味のある講座に来てもらい公民

館事業に参加するきっかけを作って欲しい、そういう願いから「わくわく講座」は始ま

りました。いろいろなジャンルの講座を開催し、地区住民の興味関心がどこにあるのか

を探るというのも講座の目的のひとつです。  
 

２ 事業の概要 

  １１月から１２月の約１ヶ月間に「手芸」「健康・福祉」「園芸」「現地研修」「料理」

の分野で２～３講座ずつ、初心者向けの講座を開催します。単発の講座なので一つでも

複数でも参加でき、自分の興味と予定に合わせて気軽に参加できるのが特徴です。「わく

わく講座」自体は２年目の事業ですが、以前から「しっとこ講座」という名称で同じよ

うな事業を行っており、好評な講座は続けています。新しい講座を必ず入れるようにし

て、マンネリにならないよう工夫しています。  
 

３ 実施状況 

日時・場所 参加人数 内容等 

１１月 ９日（木） 青谷地区公民館 １０名 プリザーブドフラワー教室  

１１月１０日（水） 智頭町内 

２６名 

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、石谷家住宅を中心に智頭の町並

みを視察しました。 

１１月１１日（木） 青谷地区公民館 １３名 きめこみパッチワーク教室  

１１月１６日（火） 青谷地区公民館 １４名 健康体操教室 

１１月１９日（金） 青谷地区公民館 １２名 ポーセラーツ教室 

１１月２４日（水） 伯耆町・米子市 

２８名 

とっとり花回廊と瀬戸内寂聴展 

とっとり花回廊の美しい景色を楽し

み、瀬戸内寂聴展で見聞を広めまし

た。 

１１月２５日（木） 青谷地区公民館 

９名 

男の料理教室 

「サバのおろし煮」「里芋のうま煮」

「ほうれん草の海苔あえ」「とろろか

き玉スープ」の４品を作りました。 

１１月２９日（月） 青谷地区公民館 １５名 親子クッキング 
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日時・場所 参加人数 内容等 

１２月 １日（水） 青谷地区公民館 １１名 押し花 

１２月 ２日（木） 青谷地区公民館 １０名 寄せ植え教室  

１２月 ７日（火） 青谷地区公民館 ２１名 介護講習会 

 
以上が全体の内容ですが、今年度特に印象に残った講座を紹介します。  
○プリザーブドフラワー教室  

  初めての取り組みで、参加者も初めての人ばかりでした。講師の「見本を作ると同じ

ような作品になってしまうので、あえて見本は用意しませんで  
した。自分の好きなように作ってください」との言葉に戸惑う  
場面もありました。でも、講師にアドバイスをもらったり、慣  
れてくると参加者同士が助け合ったりしながら作品を作ってい  
きました。その結果、ひとつとして同じものの無い作品ができ、  
非常に達成感のある講座になりました。  

 
○親子クッキング  

  例年好評の料理教室です。「親子」としていますが、子ども

だけでも参加できる事業です。昨年までは公民館に調理室が

無く、バス研修を兼ねての事業で参加者も多かったのですが、

今年は料理教室のみの開催になりました。心配していたとお

り昨年より参加者がぐっと少なくなりました。でも、楽しそ

うに調理しておいしそうに食べる子どもたちの笑顔に、事業

のよしあしは参加者の人数ではないと励まされた気がした講

座でした。  
 

 

４ 成 果  

 講座により参加者が違うので、地域住民に広く公民館事業に参加してもらうきっかけ

になっているようです。年々口コミで参加者が広がっていくのも感じます。また、「もう

一度これがしたい」「こんなことがしてみたい」との声が届くなど、地域に定着しつつあ

るのも感じています。  
 

５ 課題、今後の方針等 

  新しい企画をどんどん取り入れながら今後も継続して開催し、秋に行う公民館事業の

目玉にしていきたいと思います。また、地区住民の要望の多い講座については通年の開

催を考えていきたいと思います。 

 

力を合わせてクッキング  

完成した作品の数々  

－１２４－ 



冊子編集委員 
《順不同、敬称略》 

職名 氏 名 所 属 等 備考 

委員長 星見 清晴 
 鳥取市公民館連合会 副会長 

 鳥取市湖山西地区公民館 館長 

 

委員 

安木 秀子 
 鳥取市公民館連合会 理事 

 鳥取市宮下地区公民館 主任 

 

岸   睦 
 鳥取市公民館連合会 理事 

 鳥取市賀露地区公民館 主事 

 

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 
 

 

 

 

 

 

「我が地区の一押し！」 
～平成２２年度公民館事業～ 

発行年月  平成２３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 

公民館設置に関わる社会教育法の制定から６２年が経過しました。この間、日本

の世情は大きく変わり、公民館の果たす役割も多岐にわたってまいりました。鳥取

市の公民館も合併や少子化高齢化等の世情の変化に対応して、従来の社会教育、生

涯学習に加えて地域のコミュニティ活動を積極的に取り上げる事業に取り組んでい

ます。 

 このたび刊行した「我が地区の一押し！」は各館の事業取組状況を記録に残すと

ともに、お互いに情報交換を行ってよりよい公民館運営を行うための資料集といた

しました。この資料集をきっかけとして各館同志の絆を更に強め、お互いに切磋琢

磨しながら公民館運営の向上を目ざしたいものです。この資料集が各館で利用され、

次年度も特色ある実践活動を通してよりすぐれた記録集が作られることを期待して

います。 

《あとがき》
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