


 



発刊に寄せて 
 

鳥取市公民館連合会 会長 福本幹久 

 

 

鳥取市の地区公民館は、鳥取市から生涯学習事業の 

委託を受け、「子どもと大人のふれあい事業」「人権啓 

発推進事業」「特色ある公民館事業」の３領域にわた

って、地域の実情をふまえた特色ある取り組みを進めてきました。その実績の一部は

新聞、テレビなどでも報道されていますが、各地区公民館の取り組みの情報を共有し、

生涯学習のさらなる充実を願って小冊子を発刊することにしました。 

さて、時代や社会からの要請を反映させた社会教育法の改正や自治基本条例の制定

など、公民館に対する役割や期待は大きく変化しています。公民館の新しい役割や期

待に応えるには、地域住民との協働による地域づくりをはじめ、今必要とされている

現代的課題に着目していくことが不可欠であります。 

「現状維持は退歩である」といわれるように、「例年通り」というマンネリ化につな

がる取り組みは、何としても排除したいものです。現状に満足することなく、よりよ

いものへと改善に向けたチャレンジを繰り返してこそ、公民館の役割が果たせるもの

と考えます。 

私たち公民館職員は、昨今の社会的要請や地域住民の学習ニーズを的確に把握し、

地域にこだわった講座――つまりカルチャーセンターが真似のできないその地域なら

ではのオリジナルな内容を企画実施するよう努めてきました。ここに掲載されている

一つ一つの記録には、公民館職員の汗と知恵が滲んでおり、胸を打つものがあります。 

本冊子が地域の生涯学習の充実発展に寄与することを祈念するとともに、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、岩坪神社獅子舞です。夏と秋の岩坪神社の祭礼に奉納され、「権現堂古流三方舞」

と称し、東照権現（樗谿神社）の獅子舞に習ったと伝えられています。ただし、樗谿神社のような麒

麟獅子頭ではなく、神楽獅子の頭を用いて舞い、また、２人立ちの雌雄２頭の獅子によって舞われる

ところにもその特色があります。〔鳥取県無形民俗文化財 昭和３５年指定〕 



ブロ
ック 公民館名 事　業　名 記載頁

久　松 　お堀端教養講座 １～２

遷　喬 　人権啓発推進事業・長島愛生園への館外学習 3～4

城　北 　城北ふるさと活動 5～6

浜　坂 　家族の絆を深めるふれあい野外活動 7～8

中ノ郷 　ふるさと教養
きょうようだいがく

大楽 9～10

福　部 　移動
いどうちょうみんこうざ

町民講座
 

11～12

醇　風 　醇風レディースクラブ 13～14

修　立 　夏休み子ども宿泊体験 15～16

日　進 　旧鳥取市の歴史探訪　その５ 17～18

富　桑 　２００９ まなびピア 富
ふ

桑
そう

19～20

明　徳 　明るい地域と花壇づくり 21～22

美　保 　中秋の名月とジョイントコンサートの夕べ 23～24

美保南 　男の料理教室 25～26

稲葉山 　みんな友だち～地域ともっと仲良くなろう！～ 27～28

岩　倉 　「男の料理教室」に挑んで 29～30

倉　田 　そうめん流し・ジャンボ巻き寿司 31～32

面　影 　いきいきおもかげっ子ひろば 33～34

津ノ井 　伝承活動　しめ縄づくり 35～36

若葉台 　若葉台イキイキふれあい学級 37～38

米　里 　よねさとめぐり 39～40

神　戸 　かんど創風 41～42

大　和 　大和地区公民館人権啓発事業 43～44

美　穂 　おやじ元気会 45～46

東　郷 　東郷地区歴史講演会 47～48

大　正 　大正地区歴史探訪 49～50

豊　実 　男の料理教室 51～52

明　治 　作物生育体験講座 53～54

松　保 　野外学習・ジオパークの学習と陶芸体験 55～56

湖　南 　湖南っていいな 57～58

城
　
北

市
街
地

邑
　
法

桜
ヶ
丘

千
　
代

湖
　
南

目 次



ブロ
ック 公民館名 事　業　名 記載頁

末　恒 　かずらを使ったかごづくり 59～60

湖　山 　こころあたたかコンサート 61～62

湖山西 　タグラグビー 63～64

賀　露 　中学生サークル 65～66

千代水 　千代水あおぞら教室 67～68

大　茅 　「ちまきづくり」の開催 69～70

成　器 　成器百年桜保護作戦 71～72

谷 　高齢者学級「一服亭
いっぷくてい

」 73～74

宮　下 　生きがい教室「楽々
らくらく

園
えん

」 75～76

あおば 　歴史探訪ウォーキング 77～78

河　原 　立体工作マンガ教室 79～80

国　英 　ふれあいそば畑パート２ 81～82

八　上 　そうめん流し 83～84

散　岐 　散岐地区健康スポーツ大会 85～86

西　郷 　七夕の集い 87～88

用　瀬 　夏休みわくわく教室 89～90

大　村 　大村地区「おう穴まつり」 91～92

社 　しめ縄作り体験教室 93～94

佐　治 　民俗行事 95～96

鹿　野 　第２６回「鹿野地区女性のつどい」 97～98

勝　谷 　夏休み子ども塾 99～100

小鷲河 　高齢者部歴史教室 101～102

瑞　穂 　お出かけ教室 103～104

宝　木 　宝木のおもちゃ病院 105～106

逢　坂 　くろぼこ大家族 107～108

浜　村 　浜っ子イキイキ倶楽部 109～110

酒　津 　酒津地区公民館まつり 111～112

日　置 　「世代間交流会」と「はねそ」 113～114

日置谷 　日置谷地区文化祭 115～116

勝　部 　あおや勝部発！ふるさと便 117～118

中　郷 　びわで生き活き講座 119～120

青　谷 　科学遊び広場 121～122

青
　
谷

湖
　
東

国
　
府

河
　
原

用
瀬
・
佐
治

鹿
　
野

気
　
高



講演の様子（成瀬氏）

お堀端教養講座 

                             久松地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  久松地区には政治・経済・文化等に造詣の深い方や多彩な経験や技能を持つ方が多く

在住されています。この人材を生かし地区の住民の教養を高めようと、今年度より開始

しました。公民館がお堀の近くにあることと井戸端会議のように気軽に参加していただ

きたいと意味を込めてお堀端教養講座と命名しました。 

 

２ 事業の概要 

  年６回程度、地区内に居住されている有識者の方を

講師に１時間半程度の講演会を実施しています。 

 

３ 実施状況 

○４月１５日（水） 開講式・第１回お堀端教養講座  

  講師 平井 伸治 氏（鳥取県知事） 

演題 『鳥取新時代を拓く』 参加者 約１２０名  

米子空港の滑走路延長やロシア沿海地方を結ぶ定期航路の開設など、鳥取県は今後大交

流時代を迎えます。時代の大きな転換期の今こそアイデア勝負、打って出るべき時と任期

折り返しに来た平井県政の取り組みについて意気込みを語られました。また、地域の方の

力を合わせていくことが県政の大きな力となりうることなど、時にユーモアや地区住民の

目線も交えて 1 時間半にわたり講演が行われました。 

 

○６月１３日（土） 第２回お堀端教養講座 

  講師 竹内 勉 氏 

  演題 『戦争と人間愛』 参加者 約５０名 

竹内氏は今年９０歳。町内会長・公民館運営委員長・ふるさと体験交流促進会議会長な

ど地域の発展のために長年にわたって活動をしてこられました。氏の活動の根底には戦争

体験とりわけビルマ戦線での従軍があります。幾度も九死に一生を得たこの従軍体験の中、

極限状態の中で示された現地住民や看護師などから示された人間愛について語られました。 

 

 ○８月２０日（木） 第３回お堀端教養講座 

   講師 竹内 ひとみ 氏 

   演題 『英語と私』 参加者 約８０名 

 現鳥取市長夫人の竹内ひとみ氏は海外留学を経験され、現在鳥取大学などで英語講師を

務められるなど英語と海外の文化に造詣が深い方です。今回は、これまでの歩みの中から、

英語との出会いや留学体験などから多くの人と出会い、さまざまな経験や感動を受けたこ

となどについて語られました。 

－１－ 



徳永 進  氏

 ○11 月２６日（木） 第４回お堀端教養講座 

   講師 成瀬 廉二 氏（元北海道大学教官・NPO 法人氷河・氷雪圏環境研究舎代表）  

   演題 『南極の氷と地球温暖化』 参加者 約４０名 

 地球温暖化で南極の氷は本当に溶けてしまうのでしょうか。答えは NO です。地球環境の

変化は私たちが看過できない問題ですが、実は意外な事実が隠されていたり誤解されてい

たりします。目から鱗の環境問題談義。また、南極観測隊・昭和基地での生活体験の話な

どもあり、経験者ならではの話に参加者は大いに感心しました。 

 

 ○１月１６日（土） 第５回お堀端教養講座 

   講師 徳永 進 氏 （医師・野の花診療所院長） 

演題 『筑紫哲也さんと立花隆さんは何が通じ合

うのか』 参加者 約１２０名 

 鳥取市内でホスピスを開業される氏は人の生と死に長

年向かい合ってこられました。今回はがんで亡くなった

筑紫哲也さん、がんを抱えながら精力的な活動を続ける

立花隆さんとのエピソードを紹介しながらいのちの問題

についてアプローチし、講演していただきました。 

   

 ○３月６日（土） 第６回お堀端教養講座（予定） 

   講師 米山 幸太郎 氏 （元鳥取三洋電機株式会社代表取締役社長） 

   演題 『温故知新』～過去を振り返って～ 

 

４ 成果  

 さまざまな分野の有識者の方の講演は地区内外からも注目され、公民館の看板講座とな

りました。普段公民館に来たことのない方も含め多くの方に来場していただき、講演内容

に対しても満足度が高かったようでした。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 来場者がどれくらいになるか把握するのが難しく、準備した会場に参加者が入りきらな

いこともありました。公民館だよりや広報車を使った広報を実施していますが、テーマに

ついてより分かりやすく講師の魅力を十分に紹介できるように、事前に内容をより明確に

伝えられる広報の在り方が大切ではないかと感じました。 

初年度ということで、講師陣も多彩に開催することができましたが、次年度以降さらに

魅力ある講師陣にお願いすることができるかどうかが難しい点です。また今後は、他地域

との共催ということも考えてみてはと思っています。 

－２－ 



人権啓発推進事業・長島愛生園への館外学習 

                             遷喬地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  多岐に亘る「人権」について、より正確な情報をより深く学んでいくことで、地域住

民の人権意識の向上に努め、研修で得られた教訓と成果を、館の「人権啓発推進事業」

の展開と差別解消の啓発活動に生かしていきます。 

 

２ 事業の概要 

  市の委託事業を受けた公民館と、遷喬地区 

人権教育推進協議会との共催で岡山県・邑久町 

の「長島愛生園」を訪ねました。 

現地学習ではハンセン病の病理とその実態、 

ハンセン病故に余儀なくされた差別と隔離、偏 

見によって愛生園で生涯を送らざるを得なかっ 

た方々の生活実態を学びました。 

 

３ 実施状況 

９月２６日（土）  人権現地学習～長島愛生園を訪ねて～ 

  於；岡山県瀬戸内市邑久町  参加者；２０名  講師；長島愛生園職員 

 最初に「歴史館」でハンセン病という病理を 

学習し、不条理な差別や偏見によって背負わさ 

れた苦悩や葛藤、生涯を愛生園で過された方々 

の様子等のビデオ視聴を行いました。 

その後、園内を巡り、非人道的な施設として 

残されている「消毒部屋」や「収容所」を見学 

し、愛生園で生涯を終えられた方々が眠ってい 

る「慰霊碑」に献花をしました。 

 

４ 成 果  

 ハンセン病という病気は治っているにも関わらず、入所者はすでに高齢化しており、何

らかの後遺症も有し、社会復帰が困難な状況で、ほとんどの方々が愛生園を「終の棲家」

として生活している現状や、隔離政策当時の悲惨な様子を目の当たりにし、参加者全員が

憤りとともに悔悛の情を深くしました。 

 

当時のまま残っている「消毒風呂」

収容所前にて当時の状況を伺う  

－３－ 



５ 課題、今後の方針等 

 定員一杯の参加を得て、意義深い事業が実施 

できました。今、自分自身では何ができ、次の 

世代へ何を伝えていくべきかを考えていくこと 

が最も必要なことだと思います。 

館外学習は、実際に現地へ赴き、直に見たり 

聞いたり出来るので、記憶に残りやすく人権学 

習には最適ではないでしょうか。今後も人権に 

関する現地学習を積極的に実施していこうと思っ 

ています。 

 

※長島愛生園について 

 国立療養所「長島愛生園」は、１９３０年(昭和５年)１１月２０日、日本で初めての国

立療養所として誕生しています。当時ハンセン病は、感染症とは分かっていましたが、有

効な治療法がなかったため、国の政策として療養所への隔離が行われました。 

 １９４５年(昭和２０年)頃、ハンセン病の特効薬ができ、完全に治癒することができる

ようになりましたが、隔離政策は１９９６年(平成８年)の「らい予防法」廃止まで続きま

した。 

 

※ハンセン病について 

 ある種の抗酸菌(細菌の一種)によって引き起こされる慢性の感染症であり、１８７３年、

ノルウェーの医師Ｇ・Ａ・ハンセンによって発見、確認されました。 

 現在ではハンセン病は完全に治癒する病気であり、療養所に入所している人は、すべて

治癒していますが、末梢神経の障害により「知覚麻痺」「運動麻痺」等の後遺症のため、看

護や介護を必要としています。このような後遺症を残さないためには、早期発見・治療が

不可欠です。 

 

※地域交流の推進 

 長島愛生園の入所者と小学生等との「交流会」や、高校生との「座談会」、地域の方も参

加して行われる「納涼祭」、またイベントや催しものへの参加、陶芸や絵画などの趣味を通

した交流活動も活発に行われています。 

(上記※印は、関連パンフレットより引用しています。) 

 

園内を巡り説明を伺う参加者  
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城北ふるさと活動 

                             城北地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「ふるさと城北」を、様々な角度から再発見し郷土の歴史や伝統への愛着を高めると

ともに、時代の流れと共に変わりつつある今・現在の社会をみつめ、理解を深める活動

を実施して生活を豊かにします。  
 

２ 事業の概要 

  通算 40 回を越える「城北ふるさと塾」では城北を愛する方々を対象として、地域の
歴史、文化、施設、自然など「ふるさと城北の宝」を再発見する活動を「地域読本」を

使うなどして実施。また、身近に起こっている様々な問題や世の中の移り変わりを感じ、

理解を深める「楽学サロン城北」や、地域で活動する様々なグループを支援する「城北

ふれあい広場」も実施。いずれも地域住民やグループが企画運営に加わり、多彩な内容

に取り組んでいます。  
○城北ふるさと塾  新校舎になった「城北小学校」からふるさと城北を！（6 月） 

           「ぱにーに」からふるさと城北を！（7 月） 

「森下薬農園」からふるさと城北を！（9 月） 

           「地震予知研究センター･伝吉川経家公墓所」から・・・（11 月） 

           「青葉町 1 丁目」からふるさと城北を！（2 月） 

○楽学サロン城北  地デジってなあに（5 月）  年金について（6 月）  
日本酒あれこれ（7 月）  生活習慣病（9 月）  
最近のお薬情報（10 月）知って安心 !長寿社会と生活設計（11 月） 

○城北ふれあい広場 清風茶会（6 月）体験学習「扇の里」（6 月）剪定教室（7 月）  
           若返り健康法（7 月）ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾝﾄﾞ＆ﾌｫﾙｸﾛ-ﾚｺﾝｻｰﾄ（7 月）  
           城北健康ウォーク（10 月）体験学習「長芋掘り」（11 月）  
           ﾄﾞﾚﾐﾋﾟｱﾉｺﾝｻｰﾄ（11 月）新春寄席（1 月）城北・立志の集い（3 月） 
 

３ 実施状況 

○５月２０日（水） 楽学サロン 第１回 開講式「地デジってなあに？」 

  於；城北地区公民館 参加者；55 名 講師；鳥取県テレビ受信者支援センター   

2011 年 7 月から地上テレビ放送が、デジタル放送に移行するに 

あたり、受信者である私たちがどのように対応すればよいのかを 

学習しました。たくさんの機能がついたチューナーでしっかり楽 

しむ方法や、手軽に地デジを楽しむ方法など、個々にあったテレ  
ビの楽しみ方を探ってみました。機能的に価格的により良い方法  
を知るための学習会となりました。今ある方法だけでなくもっと 

手軽で経費のかからない方法はできないか等活発な質問等が聞か 

れました。 
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○６月２３日（火） ふるさと塾 通算第 37 回 

開講式「新校舎になった城北小学校からふるさと城北を！」 

  於；城北小学校 参加者；３４名  講師；城北小学校長 浜江康雄 氏 

卒業生や自分の子どもが通っていたなど、小学校に特別な 

思いを寄せる方が多く参加してくださいました。現在の子ど 

もたちの学習の様子等を校長先生よりお聞きしました。プロ 

ジェクターを使っての学習に全員小学生になったような気分 

を味わいました。校内の最新の設備に、もう一度小学生にな 

りたいななどという声も聞かれ、和やかな楽しい学習となり 

ました。 

 

○７月２６日（土） ふれあい広場⑤ ファミリーバンド＆フォルクローレコンサート 

  於；城北地区公民館 参加者；55 名 講師；城北ファミリーバンド＆オカリナ教室  

  地域の吹奏楽サークル「ファミリーバンド」と「オカリナ 

教室」「ケーナ教室」の共演でコンサートをしました。初めて 

聞くチャランゴやケーナの音色は心地よく感じました。 

「コンドルは飛んでいく」などよく知っている曲もあり、 

みんな懐かしそうに聞いていました。ブラックシアターなど 

趣向を凝らした演出もあり、参加者は大喜びでした。 

 

４ 成 果  

わがふるさととして、城北を愛する人、城北をもっと知りたい人が、こんなに大勢い

たことを再認識。みんなが生徒、みんなが先生で毎回参加者の輪や絆も深まっています。

地域住民の力で発行した地域読本「ふるさと城北の宝」を使った地域活動も増えつつあ

ります。新しいもの古いものを織り交ぜながらの学習会で、企画･計画･運営等に加わる

方も育ちつつあります。  
 

５ 課題、今後の方針等 

  ７年目を迎える「城北ふるさと塾」は、まだまだ探究心旺盛です。近隣の地域も視野

に入れた活動を展開。学習内容に関する情報の提供も多く、「地域読本」を利用した活動

ももっと増やしたいと思っています。  
「楽学サロン城北」も参加者が定着し、毎回面白いものになっています。企画にかか

わる人を増やし、多岐にわたるジャンルで取り組みたいと考えています。  
地域の文化を支える「城北ふれあい広場」で中心となってくださる様々なサークルが、

ますます多くなり元気に活動できるよう公民館も支援していきたいと思っています。  
  これらの活動によって、心のふるさとである城北地区の歴史や伝統、文化や社会の動

きに対する理解や愛着を深める人がますます多くなることを願っています。そして、「住

みたい街」城北のまちづくりがさらに進展することを期待しているところです。 
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家族の絆を深めるふれあい野外活動 

                             浜坂地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  本事業は、地域の大人と子どもたちが共に野外活動に取り組むものである。活動を通

して、親子・他の家族・地域の大人が互いに絆を深め、相手を思いやることや協力する

ことの大切さを学ぶことを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この事業は「やまめのつかみ取り」「空山ふれあい放牧場に行こう」「上野地区でのふ

れあい交流」と 3 回に分けて実施しました。企画を実施するに当たり、青少年育成浜坂

地区会議・浜坂地区社会福祉協議会に多大の協力をいただきました。 

 

３ 実施状況 

＊７月１１日（土）  『やまめのつかみ取り』 

  於；私都姫路安徳の里  参加者；５０名  青少年育成浜坂地区会議共催 

  毎年恒例になっているやまめのつかみ取り。私都姫路安徳の里公園にある清流の一角

に 105 匹の元気なやまめが放流され、指揮官の合図で一斉につかみ取りが始まりました。    

                    約 20分間の格闘の末に 1匹残らず捕まえまし

た。その後大人に手解きを受けながら竹串に

刺して塩焼きにし、持ち寄ったおにぎりを頬

張りながら、親子で楽しいひと時を過ごしま

した。 

 

 

 

＊１０月３日（土）  『空山ふれあい放牧場に行こう』 

於；越路 風車の丘  参加者；５０名  青少年育成浜坂地区会議共催 

鳥取県営として初めて鳥取放牧場に建設された風力発電所を見学しました。企業局の

職員さんの案内で風車の中を見せてもらったり、 

発電所のはたらきを説明してもらいました。そ 

の後、牧場の爽やかな風にゆれながら、浜坂地 

区食生活改善推進員さんお手製の「カレー」に 

舌鼓を打ちました。のんびり寝そべったり、キ 

ャッチボールをしたり、時間がゆっくり流れて 

いきました。 

  午後からはすぐ近くにある「ポニー牧場」を訪ね、ポニーと触れ合いました。 

夢中でやまめと大奮闘

風車の丘にて市内を一望
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 ＊１１月１４日（土）  『上野地区でのふれあい交流会』 

於；上野地区ふれあい交流館  参加者；３５名  地区社会福祉協議会共催 

稲葉山校区にある上野地区交流館に現地集合。上野地区活性化協議会長の鈴木さんに

「百人一首とおしどりの里 稲葉山交流拠点づくり」と題して講演をしていただきました。

先だって在原行平の万葉集の歌碑（立ちわかれ いなばの山の…）の除幕式もあり、感慨

深いものがありました。歌碑の揮毫は浜坂八丁目、川上尚作氏によるものです。 

その後は中庭で楽しいバーベキュータイム。子どもたちが慣れない手つきで皮むきを

した銀杏ご飯や、地区社協浜本会長特製の本格的石焼芋も大好評でした。例年この時期

に飛来するおしどりには出会えませんでしたが、大満足の交流会でした。 

 

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）ふだんの生活環境と異なる場所での野外活動は、人々の積極的な活動を喚起し、

協力や思いやりの精神をより深めることができました。 

 （３）公民館と地域の各団体との協力・連携プレーが促進され、活動の成果が一層期待

できました。 

 （４）野外活動を実施するにあたっては、下見・打合せ・材料準備等、相当な労力を要

するが「参加してよかった。楽しかった。」の声が、次の事業への弾みになりま

した。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 （１）野外活動をともなう活動は、天候の不安がつきまとうので、安定した時季の計画

が望まれます。 

 （２）参加者の幅を広げるために、広報や募集の方法をさらに工夫する必要があると思

われます。 

 （３）多くの人に参加してもらうためにも、多くの人の手助けが必要となるので、さら

に各種団体との協力関係を築くことが大切です。 
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ふるさと教 養

きょうよう

大楽

だいがく

 

                          中ノ郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  ふるさと教養大楽は、地区在住の大人を対象とし、地域の歴史、文化、産業、自然な

どに自分の目で直接ふれることで、地域のすばらしさを再発見し、活力ある地域づくり

に貢献する人材の育成を図ることを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  この教養大楽は、ふるさと再発見(歴史・史跡)、ふるさと歳時記(自然・文化・地産地

消)、やさしいまちづくり(まちづくり・人権・環境)の３コースで実施し、年間７日程度

開講する予定です。教養大楽の学習内容は、住民５名で構成する企画委員会で立案・協

議されたものを尊重して実施します。 

 

３ 実施状況 

○５月１５日(金) 開講式・ふるさと再発見①「摩尼寺を訪ねて」 

  於：摩尼寺  参加者：２７名  講師：青木清輝 氏 

覚寺集落から摩尼寺参道にかけて現存している石仏を 

見て歩き、一つ一つの石仏について青木さんの解説を聞 

きました。普段、見過ごしている石仏には、それぞれに 

歴史的な意味があり、設置された当時の人々の願いを知 

ることができました。まさにふるさと再発見の一時とな 

り、摩尼寺戒壇巡りと併せて有意義な講座となりました。 

 

○７月２１日(火) やさしいまちづくり①「鞆の浦のまちづくりとホロコースト記念館」 

於：広島県福山市  参加者：３６名  講師：ホロコースト記念館職員他 

人権学習でホロコースト記念館を訪ね、アンネ・フラ 

ンクの隠れ家の部屋やアンネの日記が再現されている館 

内を見学し、ホロコースト(ユダヤの大虐殺)について学 

習すると共に平和の必要性について考える講座となりま 

した。参加者もその悲惨さに息を呑んで見学し、戦争の 

残虐さ平和の大切さを実感することができました。 

また万葉集にも詠まれた鞆の浦の町並みを、ガイドの 

案内で散策、古くから交易で栄えたまちづくりの様子を 

見学しました。潮待ち風待ちの港として栄えた鞆の浦な 

らではの町並みを実際に触れながら散策し、参加者一同 

楽しみながら歴史を学習することができました。 

ホロコースト記念館で解説を聞く

覚寺・椎谷神社で解説を聞く 

歴史ある町並み鞆の浦を散策 
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○９月２４日(木) ふるさと歳時記①「棚田のあるむらと江山浄水場見学」 

 於：国府町上地  参加者：３０名  講師：扇の里グループ代表 谷口寿恵 氏   

扇の山のすそ野に位置する上地集落を訪ね、“棚田”を 

活用した村づくり活動が活発に行われている取り組みにつ 

いて学びました。さらに地域の加工グループの皆さんとお 

やき作りを体験し、異なった地域との交流を深めました。 

また江山浄水場では、最新の水道施設を結集した膜ろ過 

方式による浄水処理施設を見学、自分たちの生活を支える 

大切な“水”について理解する機会となりました。 

 

 ○１１月９日(月) ふるさと再発見②「大山･圓流院と植田正治写真美術館を訪ねて」 

  於：大山町  参加者：３２名  講師：圓流院館長、大山寺住職 

   水木しげるさんの妖怪の天井絵で今話題の大山･圓流院 

  を訪ね、館長さんからお寺の由来や天井絵ができたいきさ 

つを聞きながら鑑賞しました。皆床に寝そべって天井絵を 

鑑賞、「すごい」と感激した様子でした。 

 植田正治写真美術館では、大山を望む館内でモノトーン 

の独特の雰囲気の作品をゆっくり楽しみました。 

 

［今後の予定］ 

○２月２６日(金) ふるさと再発見③「尾崎翠のふるさと岩井を訪ねて」 

～クラフト館岩井窯とばばちゃん料理～ 

 ○３月中旬    ふるさと歳時記②･やさしいまちづくり②･閉講式 

 

４ 成 果  

  地域の歴史や文化などを改めて学ぶことで、普段見過ごしているものを再発見、再認

識することができました。また今まで公民館に来たことがない人が講座に参加したり、

参加者同士の交流の場となり、お互いにふれあいを深めながら人と人との輪が地域に広

がっています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  より充実した講座の内容とするために、住民の意見やニーズを敏感にキャッチし、そ

れらをいかに講座の内容に取り入れながら、講座を一層魅力的なものにするかが大きな

課題といえます。 

また人権問題やまちづくりなど幅広く学習の場を提供する為に、職員も常に知恵を出

し工夫していくことが大切だと思われます。そのためにも職員が自分自身を高め、それ

らに対応できるようにすることがより必要であり求められているといえます。 

扇の里グループの皆さんと 

おやき作り 

大山寺圓流院にて講話を聞く 
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移動
い ど う

町 民
ちょうみん

講座
こ う ざ

 

                             福部地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  移動町民講座は、町内２１地区を対象に 健康、防災、環境などについて学習する出前

講座です。地区住民が、交流を深め充実した生活をおくることにより、生き生きとした

地域づくりを行います。 

 

２ 事業の概要 

  移動町民講座は、地区の公民館へ講師を派遣して講座を開講します。講座は健康、防

災、食の安全、年金などに関することや映画鑑賞、演芸、料理など幅広い内容を準備し

て、４月に各地区へ募集をかけます。要望のあった地区と講座の内容について打合せを

して、実施します。 

 

３ 実施状況 

○１０月１５日（木）１９時～ ３Ｂ体操（成人女性体操） 

  箭渓総合研修センター 参加者 ８名   

講師:日本３Ｂ体操協会 横山 美和さん  

 

３Ｂ体操とは ボール、ベル、ベルターという３つ 

の手具を使い、音楽に合わせてリズミカルに体を動か 

し、仲間同士で楽しみながら健康でしなやかな心と体 

をつくる体操です。運動が苦手な人にも楽しく続けら 

れるように、レクリエーション的要素を取り入れたプ 

ログラムで、より効果のある運動です。 

当日は「成人女性体操」という名称で参加者を募集 

 しましたが、夫婦での参加もあり、講師の横山美和さ 

んのさわやかな声と音楽の中で、若さを維持するスト 

レッチや筋力体操で日頃の運動不足を解消しました。 

箭渓地区は数年前に婦人部が無くなり、同じ地区に住んでいても顔を合わせる機会が

少なくなったことが残念で、今回の講座をきっかけに地域の交流を復活させる願いを込

めて実施しました。 

 

○１０月１７日（土）１９時３０分～  アロマ体操   

  岩戸健康物産センター 参加者 １１名  講師:機能改善体操指導士 田口 幸代さん 

 

 機能改善体操指導士の田口幸代さんを講師に迎え、肩こり、腰痛に効く機能改善体操と

足裏マッサージの実技指導を受けました。このアロマ体操は７月にも健康講座で開催しま

ベルを使った体操

３Ｂ体操の手具  
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谷口和子さんの講演  

した。岩戸地区は行事があり参加出来ませんでしたが、地域活動の女性会で移動町民講座

に申込みアロマ体操を開催しました。 

会場に立ち込めるさわやかなハーブの香りと心地よ

い音楽の流れる中、ペアでする体操、体にやさしい姿

勢や動作、日常の中で出来るストレッチや、お風呂タ

イムにゆったりとするマッサージなど、心と体をリラ

ックスさせる体操をしました。 

体操終了後は、ハーブティーを楽しみながらの質問

コーナーとなりました。自分では気付かない体の歪み

を知り、体と向き合うことで、体のトラブルを軽くし 

て健康に過ごす大切さを実感しました。 

 

 ○１０月３１日（土）１９時３０分～  介護教室 

海士公民館 参加者 １９名   講師: 鳥取中央包括支援センター 藤木尚子さん 

認知症キャラバンメイト「家族介護者の会スマイルスマイル」代表 谷口和子さん 

 

海士地区は、身近な問題「介護」についての講座を開催しました。認知症キャラバンメ

イトで、実際に認知症になった家族の介護経験のある谷口和子さんに、認知症の事例、認

知症の予防、認知症の方との接し方などの具体的な事

例をあげて、わかりやすく説明して頂きました。認知

症は、本人の自覚がなく、周りの人の理解がないこと

によって、悪化する場合があります。正しい知識を持

って、周囲が協力して認知症の人と家族を地域で支え

ていく必要があることを学びました。講演後は、保健

師の藤木尚子さんの指導で認知症診断をしました。最

新機器での診断結果は、いかがだったでしょう。 

 最後に、参加者に認知症サポーター講座の修了証 

「オレンジリング」が渡されました。 

 

４ 成 果 

 開催した各地区からは、今まで地区にあった団体が消滅して、住民同士の交流がなくな

っていく現状で毎年継続して実施したいと要望があり、住民が交流を深め、生き生きとし

た地域づくりが出来たと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

年間に実施できる予算に限りがあるので、他の地区との合同開催や公的機関を利用しな

がら地区の要望に対応して開催したいです。また、広報の仕方や、講座の内容についても

検討していきたいと思います。 

 

アロマ体操 ストレッチ  
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醇風レディースクラブ 

                             醇風地区公民館 

 

 

１ 事業の目的 

  醇風レディースクラブは「学ぶ・食べる・遊ぶ」をテーマにした女性のための講座で

す。地域在住の成人女性を対象としており、公民館を拠点に、楽しみながら学び、豊か

な人間関係を育むことを目的としています。事業をとおして、女性ひとりひとりが生き

生きと輝くことで家庭が明るくなり、さらには女性の力が地域全体へ広がっていき、活

力のあるまちづくりにつながることも目指しています。 

 

２ 事業の概要 

  この醇風レディースクラブは、年度当初に会員を募り、会員のアンケートを元に年間

の事業計画を協議・立案し、実施しています。事業の内容は、野外学習、手芸、料理教

室など、年間５回の開催となっています。 

 

３ 実施状況 

○６月１２日（金） 開講式・野外学習「だんだんのふるさとを歩こう」 

  於：松江市  参加者：２５名  講師：日本しじみ研究所職員 

ＮＨＫ朝の連続ドラマ「だんだん」で松江が注目されましたが、そのロケ地を巡ると 

ともに、番組がきっかけで４月にオープンした「しじみ館」に足を運び、普段食べてい

るしじみについて、その種類、生態、新鮮なものの見分け方、保存方法などを学びまし

た。 

   

○ ７月１６日（木） 「フラダンス体験」   

於：醇風地区公民館  参加者：２４名  講師：フラダンス指導者 柏原裕美さん 

  準備体操をして筋肉をほぐした後、フラダンスの 

基本的な足の運びを練習しました。この日は「月の 

夜は」一曲を踊りきることを目標にし、踊りだけで 

なく、フラダンスの人や物を大切にする心や礼儀作 

法についても学びました。 

  さらに、フラダンスの動作には、足腰を丈夫にし、 

 心をほがらかにする効果があることを実感しました。 

 

○１０月２日（金） 「ＡＥＤを使った救急救命講習会」 

於：醇風地区公民館  参加者：１６名  講師：鳥取市消防団女性分団 

  男女共同参画の一環として、鳥取市消防団にできた女性分団の方の話を聞くとともに、

フラダンスの準備体操
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ＡＥＤを使った救急救命法を学びました。女性分団に入団したきっかけや思い等、女性

分団のみなさんのお話はとても興味深く、女性ならではの発想や活動に感心しました。 

 女性だけどできること、女性だからこそできることがあるのだと、まだまだある女性の

可能性についても考えることができました。 

 

○１０月１６日（金） 「来年の干支づくり“寅”」 

於：醇風地区公民館  参加者：13 人  講師：森田文代さん 

  毎年恒例となった干支づくりも今年度で１１回目の開催となりました。羽子板台に細

かなパーツを貼り付けていく手法で、はり絵の中に詰める綿の量で膨らみ方を変え、立

体的に作るので根気のいる作業ですが、作り手によって表情の違う作品ができ上がり、

手作りならではの良さが感じられます。 「十二支揃うまで作りたい。」「自分の作品を玄

関に飾るのが楽しみです。」と言っておられる方もありました。 

 

○１月２９日（金）  「老化防止～手軽にできる薬膳料理」 

於：醇風地区公民館  参加者：２６人  講師：栄養士 田中真奈美さん 

  いつまでも若々しく過ごすために、手に入りやすい食材を使って家庭でも簡単に作れ

る薬膳料理を教わりました。「豆腐の照り焼き丼」、「もやしとごぼうの味噌汁」、「ゆり根

とクコの甘煮」、「ニラとクコの実のおひたし」「くるみと黒ゴマ汁粉」の５種類の料理を、

それぞれの食材の効能を学びながら、調理しました。 

 

４ 成 果  

  参加者ひとりひとりが、学びに対して、挑戦できることの喜びや達成感を感じ、新た

な自分を発見することができました。自分自身の心と健康を見直し、思いやりの心を育

み、各自の活動や生活の中で良い方向に活かせる人の輪が広がりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  活動方針を明確にしていなかったので、活動全体に自主性に欠ける部分がありました。

自主性が生まれてこそ、個人としても、グループとしても、活力のあるまちづくりにつ

ながる活動になるのではないでしょうか。今後は、自分達の住む地域を愛し、人にも伝

えていけるグループの活動と地域との繋がりや意義についても、もっと話し合い積み上

げていく活動にしたいと思います。 
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夏休み子ども宿泊体験 

 

                    修立地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  夏休み子ども宿泊体験は、地区在住の小学生を対象とし、異年齢の友達との集団生活

をとおして協調性を身につけ、更に親元離れての宿泊経験の中で自立心、感謝の心を育

てることを目的としています。 

 
２ 事業の概要 

  この夏休み子ども宿泊体験は、今回で１０回目の実施になりました。今回は、修立で

独自に取り組んでいるエコをテーマとし、２日間の生活の中で気づく身近なエコを一緒

に考えていこうというものです。また、普段体験することの少ない自然を感じる機会を

作るものです。 

 
３ 実施状況 

○７月３０日（水） 

  「エコ風船を飛ばそう！」 

     於：コカコーラウエストパーク 

     環境に優しいゴミにならない材料を使った風船に、花の種と共に自分たちの将

来の夢を書いたメッセージを入れて、高く、高く飛ばすことができました。 

 

「リファーレンいなば見学」 

   於：リファーレンいなば 

   施設でゴミ分別のビデオを見た後、分別の必要性を感じながら、実際に工場の

中を見学しました。 

 

「夕食づくり」 

  於：安蔵森林公園 

材料を無駄なく使い、川を汚さない      

工夫をしながら調理に挑戦しました。 

 

「宿泊体験」 

於：安蔵森林公園 

４棟のロゴハウスに異年齢の友達と宿泊しました。 

それぞれが食事係などの役割分担を決め、協力しあって共同生活を送りました。 

 

（みんなで食事づくり）

－１５－ 



「とうふるーとライブを聴く」 

  於：安蔵森林公園 

  夜のつどいで、鳥取名産の豆腐ちくわに穴を開けて作ったフルートの演奏を聴

きました。風情ある音色に魅せられて、実際に豆腐ちくわを使ったフルート作

りと音出しに挑戦しました。 

  

○７月３１日（木） 

   「手作り木工工作」 

     於：安蔵森林公園 

地元の指導員の方から低学年はジグソーパズル、高学年はＣＤケースの作り方

を教わりました。ジグソーパズルは、板に絵を描き思い思いのパーツを電動の

こぎりを使って完成させました。 

     ＣＤケースは釘の打ち方を習って完成させました。 

 
「川遊びを満喫しよう」 

於：明治地区公民館前の野坂川 

堰を造ったりカニを捕まえたりして 

自然を満喫することができました。 

 
 
 
４ 成 果  

   毎年この活動を通し、自然環境の中で集団生活をすることによって、視野を広げる

機会となり、子ども達にとって貴重な体験学習の場所となっています。特に今回は、

自然豊かな環境を肌で感じ、美しい自然を残すために自分たちのできることを再確認

した活動となりました。また、異年齢の友達との宿泊体験をとおして、思いやりや、

協力し合うことの大切さを実感しました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  子どもたちが、計画の段階でも内容を検討しあう機会をもって、自主的な宿泊体験と

なるよう公民館の係わり方を考えていきたいと思います。また、地域の人にも協力をお

願いして「人とのつながり」「地域活性化」の重要性を見つめ、今後も充実した内容にし

て継続していこうと考えます。 

 

（川遊びのひととき）
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旧鳥取市の歴史探訪 その５ 

 

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

ることを鳥取城跡を通して考察し、「まちづくり」の要とします。 

 

２ 事業の概要 

  平成の大合併である平成１６年１１月１日、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５として、鳥取藩３２万石 鳥取城跡及び久松山界隈を中

心とした歴史探訪を計画、実施しました。 

・ 鳥取城の成立過程 

・ 城下町の形成、（町割、町名） 

・ 鳥取藩政下における経済（商工業）、文化（神社・仏閣）、その他 

 

３ 実施状況 

・ 実施日 平成２１年７月１５日（月） 

・ 内 容 鳥取藩３２万石 鳥取城跡及び久松山界隈の歴史探訪 

・ 参加者 １５名 

・ 講 師 山陰地名を愛する会 事務局長 巽 新氏 

・ 探訪コース （）は探訪箇所 

 日進地区公民館 → 若桜橋（荒木神社、旧若桜街道） → 智頭街道（五

臓圓ビル） → 久松山鳥取城跡 → 久松公園→ 鳥取県庁第二庁舎（展望

室）→ 日進地区公民館 

 

公民館を出発し、コースに従って、最初に若桜橋に至り、旧若桜街道を確認した

り、若桜橋周辺の荒木神社等の由来について、説明がありました。 

続いて、智頭街道に出て、街道の形成、役割や当時の街道筋の賑やかさについて、

色々な角度から説明を受けました。その中でも、昭和初期のモダンと言われた五臓

圓ビル（二階町 2 丁目）についての説明では、このビルは、昭和 18 年 9 月の大地震

や 27 年 3 月の鳥取大火にも見舞われたのですが、災害にもかかわらず、現在も使用

されており「まちづくり」の拠点にと商店街は取り組んでいるとのことでした。 

その後、久松山下の鳥取城跡を目指して直行しました。そこで、左に県立博物館、

右に仁風閣を眺めながら、今でも、築城当時から現存している北御門をくぐり石段

を登りつめた後は、石垣伝いに登り、二の丸御殿跡に着きました。この二の丸は、

現在、桜の名所として多くの人々が桜の季節には訪れています。 
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そこでは、二の丸を中心に三の丸や鳥取藩 32 万石を象徴していたという各種の櫓

（天守櫓、着目櫓、三階隅櫓、渡り櫓、菱櫓等）の説明がありました。 

また、鳥取城の正面にあった大手門の礎石を確認したりした後に、堀に架かる擬

宝珠橋を渡り、鳥取県庁第二庁舎展望室に赴きました。展望室では市街を眺望し、

現在の鳥取市の姿を確認しました。 

終りに、講師からこのたびの歴史探訪のまとめがなされました。その折に、参加

者から現在の鳥取市が鳥取城の築城とともに、城下町が形成されて今日に至ってい

ることが大変よく理解できましたと感想を述べられていました。なお、当日は好天

に恵まれました。 

 

４ 成果 

鳥取城跡を見学研修することにより、今後の「まちづくり」の指針となることが

多く得られたと意を強くすることが出来ました。現在、周辺には仁風閣をはじめ、

多くの神社、仏閣の歴史的な遺産があるとともに県立博物館、県民文化会館、わら

べ館等の文化施設や中心市街地活性化の「まちおこし、まちづくり」の一環として

智頭街道の五臓圓ビル等があります。 

これらを市民が貴重な文化遺産として、保存、活用することによって、新しい文

化を創造、発展させる原動力になるのではないかということを参加者一同、理解、

認識出来たと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

(１) 課題 

・素晴らしい講師にめぐまれ、多くの資料等も準備しましたが参加者がやや少なか 

ったように思われます。 

・身近なせいか、鳥取市の歴史、文化遺産、まち等に対する興味、関心が薄いよう

に思われます。 

(２) 今後の方針 

・今後も旧鳥取市歴史探訪シリーズとして、各視点にたって継続、実施していくこ

とにしています。 

・何故、この歴史探訪シリーズを計画、実施しているかという意義を PR して、多く

の人達が参加されるように努めていきたいと思います。 

 

 

                          

二ノ丸御殿下の築城当時石垣 

説明スナップ 
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２００９ まなびピア 富
ふ

桑
そう

 

                             富桑地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  平成８年６月制定の富桑地区人権宣言では、「交流・共感・共生」のまち富桑を謳って

います。その具現化に向けて、従来の公民館主催による「公民館まつり」と隣保館（現

西人権福祉センター）主催による「解放文化祭」を統合し、地域を挙げての一大イベン

トとして平成１７年度（２００５）に第１回を開催し、本年度第５回を実施しました。 

 

２ 事業の概要 

 １）事業名 ２００９ まなびピア 富桑 

 ２）期 日 平成２１年１０月２４日（土）～２５日（日）            ポ 

 ３）会 場 富桑地区体育館、西デイサービスセンターほか       ス 

 ４）テーマ ひろげよう！ 交流・共感・共生のまちづくり       タ 

～あなたが主役の大文化祭～           ｜  

 ５）内 容  

  ①全期間 作品展（保育園児・小学生・中学生・一般） 

             人権コーナー 手工芸品 生花 無料喫茶 

  ②10/24 午前 オープニングイベント・学習発表会・ゲーム 

       午後 開会式・和太鼓演奏・意見体験発表（小中学生/一般/保小中教員） 

          人権講演会 

  ③10/25 午前 交流テント村・福祉展示・健康相談・チャリティーバザー 

          こどもイベント・（創作活動/キッチンバンド）・しゃんしゃん体操     

       午後 カローリング大会・閉会式 

 

３ 実施状況 

①  予算（単位千円） 

 事業費 330 会議費 30 需用費 70 借上料 60 広報費 40  消耗品費 30 

② 実行委員会準備会１回 (8/18)     ③ 実行委員会３回（9/18 10/19 11/25）  

④ 責任者会２回 (10/3 10/15)    ⑤ 事業実施 10/24(土)～10/25(日) 

◎人権講演会の酒井美直講師は、（財）アイヌ文化振興・研究推進機構アイヌ文化アドバイ

ザー。アイヌ文化を表現・発信することで「アイヌが自分を誇れる社会」「誰もが自分らし

く生きられる社会」を目指して活動されています。当日は、「ＡＩＮＵ  ＰＲＩＤＥ  ～私の
生きる道～」と題して自らの生い立ちとアイヌの人権・文化の衣装を纏い楽器の紹介とと

もに感動的な演奏並びご講演をいただきました。
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◎交流テント村では、健康相談 野菜市 農産物販売 餅つき・販売 焼きそば・フラン

クフルト 栗おこわ・豚汁 しゃんしゃん体操・棒づくり グラスアート パン・カレー 

綿菓子・ポップコーン たい焼き 鳥串焼 福祉作業所の製品販売 チャリティーバザー 

飲み物販売  
◎西デイサービスセンターでは、介護用品や福祉機器の展示・体験  

◎新装成った児童館では、子ども対象のキッチンバンド 創作活動  

 

                                               

              

写真②  

 

 

 

 
４ 成 果 
①行政の最先端にある公民館と西人権福祉センターの連携が年々深まっています。 

②５年目となり地域を挙げての一大イベントとして定着してきました。自治会を始め各

種団体の協力と積極的な動きも見られるようになり頼もしい限りです。更なる充実発展

をめざし、次回からはまちづくり協議会が事業の主体となって実施できるよう、今から

その準備態勢づくりに向かおうとされています。 

③内容の意見体験発表会は、他に類を見ない特色である。近年は広く人権福祉・環境問

題にまで拡がっていますが、原点には部落の完全解放があります。 

④毎回、西デイサービスセンターのご理解により、福祉送迎バスの運行をしていただき、

地域から大変感謝されています。 

 

５ 反省と課題 
①第１回から会場の設置にも紆余曲折あるも、地域の中程とは言え、多少北寄りのため、

一般参加者の固定化が否めません。 

②中高校生や若者の参加が極めて少なく、企画段階からの参画を呼びかけたいと思いま

す。 

③メイン会場内にある市営相撲道場の有効活用を考えるべく協議を重ねたいと思います。 

④子供対象のイベントもメイン会場で実施できるよう工夫したいと思います。 

⑤小動物とのふれあい活動にひと工夫したいと思います。（ポニー・真教寺公園の出前な

ど） 

⑥近年、地域改善対策事業も一般化され同和問題が忘れられようとしている感が強く、    

先にはインターネット上に記された報告もあり、啓発活動の重要性を痛感しています。 
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明るい地域と花壇づくり 

明徳地区公民館 

 

１ 事業の目的 

花壇つくりは、花を咲かせることで地域を明るい町にします。花が咲いている花壇を観

て地域住民が各家庭でも“花を咲かせてみよう”と言う意識を持ち、その意識が地域全体

に広がることで明るい町にすることができます。 

 

２ 事業の概要 

この花壇づくりは、年 3 回位実施し明徳小児童 3 年生と地域住 

民が協働で行います。 

 毎年、3 年生児童が引き継いで事業に参加し、理科的な学習体 

験をします。球根の収穫、草取り、土づくり等を含めて植物の育 

成に児童も含め地域全体で携わります。 

 

３ 実施状況 

 ○5 月 20 日(水) 花壇整備 

場所：小学校校庭西端花壇  参加者：40 名 

春に咲いた(3 月頃)チューリップの球根掘りを行い、

花壇の中や花壇の周りに生えた雑草を抜き、土を耕した

後に堆肥等花壇の整備を行いました。児童の中には、初

めて見るチューリップの球根であったり、おおきな球根

を掘り当てて喜んだりしました。 

 

 ○5 月 27 日(水)    花の苗植え 

  場所：小学校校庭西端花壇  参加者：41 名  講師：小谷邦子 氏 

整備された花壇の中に花の苗を植えます。 

 初めに、講師の方から 

 ○1 苗の植える深さ ○2 土をかける方法 ○3  水の給水方法 ○4 最初は花弁をカットして

おく等苗の植え方についてお話を聞き、児童が地域の方々と相談したり、指導を受けたり

して一生懸命苗を植えることができました。 

 

 ○11 月 25 日(水)   チューリップの球根植え 

  場所：小学校校庭西端花壇  参加者：40 名  講師：小谷邦子 氏 

花壇整備にて掘りおこした春先チューリップの球根を花壇に植えます。          

 初めに、講師の方から 

①球根をどれぐらいの深さに植えると春の一番良い時期に咲くか？            

②球根と球根の植える幅は何センチが良いか？ 

③球根を植えた後に保湿性の良い落ち葉やもみ殻を土の上にかぶ 

チューリップの球根

春に咲いたチューリップ

地域に咲いた花
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せて置くこと等を聞くことができ、学習もできました。 

 その後で、児童と地域の皆さんで班に分かれて正方形の花壇に球根を植えました。 

どの班も、春にきれいなチューリップが咲くことを願いながら、一生懸命汗をかきなが

ら協働作業を終えることができました。 

 

４ 成果 

 この事業を通して 

 ○児童 

  ①普段、土に触れる機会がない中で、土に直接触れることができました。 

  ②植物の発育や植物と土、水の関係も少しは理解してもらえました。 

  ③日頃、地域の皆さんとほとんど会話もしたことがないので、その機会を作れました。 

 ○地域の皆さん 

①地域に貢献できてよかったです。地域が花で明るくなることは、自分も明るくなれます。 

②児童と会話をしたり、一緒に作業ができてよかったです。楽しかったです。 

③これからも機会があれば、どんどん参加をしたいと思います。 

④私も家で花の苗や球根を植えて家の周りを明るくしてみたいです。 

   

５ 課題、今後の方針等 

 ○課題 

①児童の保護者の参加が少ないことです。 

  ②地域の参加者が偏っているように思われることです。 

  ③児童の 1 年を通しての参加(水やり、草取り、堆肥やり)を啓発することです。 

 ○今後の方針 

  ①地域を明るくするために、また、地域を活性化するために事業の継続をします。 

  ②地域の皆さんだけを対象とした事業企画(寄せ植え、フラワーアレンジメント)をします。 

  ③地域全体に広げていく企画(一鉢運動)を考案、実行します。 
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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２１年度で第７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」と、「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２１年１０月２日（金） １８：００～２０：３０ 

◆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 18:00～18:30 
２ 開会 18:30～18:35 

３ 
第一部  南中学校吹奏楽部演奏 
【曲目】決意の朝に、ヤングマン他 

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、サックスの演奏 
箏・サックスのジョイント 

【曲目】花筏、日本のわらべ唄、八木節スケルツォ、
永遠の友へ、スカラムーシュ、青春の輝き他 

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２０日に実施し、当日の日程・準備するも

の・役割分担などを決定しました。 
   ・当日の準備として、いも煮、おはぎの調理を午前９時３０分から、また、会場設

営を午後３時３０分から実施し、延べ３６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・サックス・吹奏楽の生演奏を楽しんでいただけました。また、いも

煮、おはぎも大変評判が良く、秋の味覚に舌鼓を打っていただけました。 

  ○平成２１年度で７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。 

○会場設営の調度品を充実するとともに、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

箏とサックスのジョイント

サックスの演奏（ピアノ伴奏）
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男の料理教室 

                            美保南地区公民館 

１ 事業の目的 

  料理はそれ自体を楽しむ点で生涯の趣味の一つともなり、男性にとって料理ができる

ということは家庭団欒につながり、日々の生活にささやかな彩りを添えるものと考えま

す。この事業がその手助けになることを期待して取り組んでいます。 

 

２ 事業の概要 

  基本的に毎月第４土曜日に実施しています。リーダーを中心に内容を決定し、公民館

とともに講師の先生を決めています。 

 

３ 実施状況 

○４月２５日（土） 第１回 男の料理教室「愛情たっぷり春の地産食材」 

 参加者；１８人 講師；鳥取県日本調理技能士会 中村 忠明氏 

    今年度、最初の教室は「鳥取の匠」派遣事業を利用して 

実施しました。鳥取の鰆やシイタケといった食材を使い 

春にふさわしい３品を作りました。新しい方も入り充実 

した年度にしようと今年の抱負を話し合いました。 

 

○５月２３日（土） 第２回 男の料理教室「家計も助かる簡単料理」 

参加者；１２人 講師；美保南食生活改善推進委員 中西 典子 氏 他２名 

 地区の方を講師にという要望があり、地区の食生活改善推進員の方を講師に迎え、 

鯵、豆腐といったどこにでもある材料を使った簡単料理を教えていただきました。

家に帰ってもう一度作ってみるためには「買い物に行けば必ず買える」素材が必要

だという話に花が咲きました。 

 

○６月２７日（土） 第３回 男の料理教室「料理の基本」 

   参加者；１０人 講師；美保南食生活改善推進委員 中西 典子 氏 他２名 

    前回の料理の時に「いろいろな切り方」や「だしの取り方」といった基本中の基    

   本がわからないので教えてほしいという要望が出たのを受け、今回も食生活改善推

進員の方に「だしの取り方」と野菜のいろいろな「切り方」を教わりました。 

 

○７月２５日（土）第４回 男の料理教室「旬の魚をつかって」 

   参加者；１０人 講師；鳥取県調理師連合会 前副会長 加藤 拓男 氏 

    今回は魚料理がしたいということで旬のイカを使って、４品を作りました。今回

は懐石料理に使われるような刺身・涼物・油物といった見栄えのする盛りつけの仕 

方や、上品な料理の数々を教えていただきました。 

春の食材を使って  
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○９月２６日（土）第５回 男の料理教室「丈夫な骨を作ろう」 

   参加者９人 講師；美保南食生活改善推進委員 中西 典子 氏 

   今回は食生活改善の料理講習の一環として、身近な素材を使った料理を教えて 

いただきました。講習とともに、骨の健康度チェックやカルシウムを多く含む 

素材、食品の栄養素なども一緒に勉強しました。 

 

○１０月１７日（土）第６回 男の料理教室 

  参加者；１０人 講師；松本 秀治 氏 

   男の料理教室では「地区文化祭」に豚汁を作ることになり、 

事前に同じ方法で同じ道具を使って練習することになりました。 

「地区文化祭」の豚汁コーナーをうまく運営するために、事前の 

買い物、切っておく野菜、道具の調達係などを決めました。 

 

○１１月２８日（土）第７回 男の料理教室 

  参加者；１１人 講師；野村 武 氏 

   文化祭の豚汁コーナーの成功を祝って石狩鍋を囲み、慰労会を開くことにしました。

一つの鍋をつついての「男の料理教室のこれから」に話の花が咲き、いつもより１時

間ほど超過して次回の予定、来年度のことなどを話し合いました。 

 

  【今年度の予定 平成２２年１月３１日（日）・２月２７日（土）の２回を計画】 

 

４ 成 果  

  男の料理教室も今年３年目に入ることができました。１年目はお客様のように出席し

ていた会員の方たちも２年目は「地区文化祭」での豚汁コーナーで自信をもち、３年目

の今年はリーダーを自発的に決め、新しい会員の勧誘も自分たちが行いました。地区活

動にも積極的に参加して頂くなど、新しい地区を担う人材の発掘場所となっていること

は公民館にとっても地区にとっても大きな成果となっています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  来年度もぜひ続けていきたい講座ですが、働き盛りの方も多く、出席率が会員の５０％

を切ってしまうこともあります。少し残念ですが、男性だけの集まりは公民館活動では

貴重な存在だけに、いつまでも続けたい事業だと思っています。また、この教室の方々

が地区活動にも積極的に参加してくださる事は、公民館事業としての大きな成果だと考

えています。 

地区推進員の方と  
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みんな友だち～地域ともっと仲良くなろう！～ 

                            稲葉山地区公民館 

１ 事業の目的 

  地域の「ちから」を活用し、地域の人たちと交流を深めながら、子どもも大人も輝け

る時をともに過ごす。笑顔が心をつなぎ、仲間づくりから地域づくりへ。誇れる人、誇

れるもの、そして、誇れる地域、自分がその地域の一員であることを自覚すると共に、

地域を愛する心を育てていきます。 

 

２ 事業の概要 

  地域ボランティアの協力のもと、子どもたちとの体験活動を中心に実施・展開してい

きます。とにかく「やってみよう！」の気持ちで取り組んだら何かが見えてくるはず。

人材の発掘と育成を図ると共にみんなの元気を引き出し、地域を丸ごと多方面から活用

することによって、地域の魅力に気づいたり、新たな発見をしていきます。 

 

３ 実施状況 

○４月２日（木）①地域交流会 ～オカリナ演奏・昔あそび・火鉢でかき餅を焼こう～ 

    小学生や幼稚園児、大人約 80 名が参加。たくさんの人が集まってくださいました。 

   オカリナ演奏で幕を開け、素朴でやわらかな音色にあわせて、懐かしい童謡・唱歌

を口ずさんでいました。途中からは、子どもと大人が向き合って互いに知っている

歌を聴かせ合うなど、優しくて温かい穏やかな時を過ごしました。 

    その後はこま回しやめんこ、お手玉、あやとりなどで一緒にあそぶ。子どもたち

は必死！いつまででもやり続けたい、楽しい楽しい時間。 

    最後はお楽しみのかき餅！子どもたちにとっては火鉢が珍しいし、かき餅を食べ

る機会も少ないようです。大人は、懐かしい道具に昔を思い出し、子どもたちに昔

の話をして聞かせ、聞きながらかき餅の焼けるのを 

待つ光景は、時の経つのも忘れさせてくれました。 

全体をとおして、なんとも和やかで微笑ましい素 

敵な場面を何度も見ることができました。地域の優 

しさ、温かさを実感しました。 

 

○7 月 31 日（金）    

①竹工作 ～竹とんぼ・水鉄砲・竹笛～ 

  ②スイカ割り ～地元“上野”の特産スイカで～ 

    地域ボランティアの方に、竹を取る準備の段階から携わっていただき、準備して

くださった竹で竹とんぼ、水鉄砲、竹笛をそれぞれ作っていきます。細かい作業は

小刀を使用しなければならないので心配しましたが、大きな子どもたちは大人の指

導の元、小刀を使って削ることも体験しました。出来上がると早速遊び始めます。

地域交流会・オカリナ演奏
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「誰のが一番遠くまで飛ぶかな？水がもれてきちゃう。どうしてだろう？」「きれい

な音。あなたのと音が違うね。」などなど、子どもたちは大喜び。大人も「こうした

らいいかもしれないね」と直してあげたりアドバイスしたり。一緒に作る楽しさ・

喜びを感じ、そして何よりも達成感は大きな自信になりました。 

そして「スイカ割り」。 目指すは、上野の大地でしっかりと育った大人がかかえ

ても重たい大きな大きなスイカ。目隠しをして 3 回 

まわってみんなの声に誘導されて「いざ、いくぞ！ 

えいっ！」大盛り上がり、大歓声！甘くて瑞々しい 

スイカの味はまた格別のものでした。「おいしそ～」 

みんなが競争でかぶりつく姿はエネルギッシュで、 

子どもたちのパワーに元気をもらいました。 

     

４ 成 果  

子どもたちのために何かをしている時、大人たちの顔はいきいきと輝いていきます。 

 大人たちが自分たちのことに一生懸命だと感じる時、子どもたちも一緒に輝きます。 

地域の大人たちとふれあうなかで子どもたちは大人を身近に感じ、愛情に包まれている 

ことを実感し、安心して地域に溶けこんでいくことができてきていると感じています。

公民館で出会った大人に「あっ、あの時のおじちゃんだ！こんにちは」とあいさつする

子どもの姿は、それを映し出しているのではないでしょうか。「地域の人と数多く関るこ

とで地域が見えてくる」互いに輝ける時を共有したことは、いつまでも心に残ることで

しょう。 

「できることは何でもする」という心強い言葉に支えられて、地域のネットワークも 

活用しながら、公民館応援団、地域ボランティアを増やしていくことにつながりました。

「人のちからが地域のちから」となり、地域の輪も広がっています。 

     

５ 課題、今後の方針等 

①協力者の獲得・・・・・各種団体と連携を深めながら地域ボランティア・公民館応

援団などを増やしていくことが必要です。 

  ②情報の発信・共有・・・情報を発信するタイミングも考慮しながらより多くの情報 

   を共有していくことが大切だと考えます。 

③参加者の固定化・・・・保護者の後押しが必要です。子どもの参加意欲を促進する 

ような働きかけ、保護者も企画に関るなど、保護者の積極的な参加が望まれます。 

    

上記のようなことが課題として挙げられますが、ひとり一人が地域と関っていくこ 

と、そして、地域の中でひとり一人が輝ける瞬間、場面を設定し仕掛けていくことが 

地域を育て、誇れる地域を創り出し、地域を愛する心へとつながっていくのではない 

でしょうか。地域全体が共通目標に向かって共に歩んでいきたいと思います。 

竹工作の様子
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「 男 の 料 理 教 室 」 に 挑 ん で  

岩倉地区公民館  
 
１ 事業の目的 

公民館での男女共同参画を取り入れた学習の機会を持ち、男性の立場から調理実

習を通して家庭のなかで、食生活に対する意識を高めていただくための学習事業で

す。  
 
２ 事業の概要 

男性を対象に約２０名を公民館広報で募集して、食育アドバイザーの指導のもと

に食材の選び方、包丁の取り扱い方や調理方法について、実践を通して学びました。

調理、盛りつけした献立を参加者のみなさんと一緒に懇談を交えて会食を楽しみま

した。  
 
３ 実施状況 

○テーマ 『食卓に涼を』  
夏にむけて、もずくやそうめんを素材にして涼しさを感じるメニューをアドバイ

ザーの丁寧な指導のもと、参加者の皆さんはそれぞれ熱心な面持ちで取り組みまし

た。 

○日時：平成２０年６月１２日 

○場所：岩倉地区公民館 

○講師：加藤拓男（食育アドバイザー） 

○参加人数：２０人  
 
＜メニュー紹介＞  
◇ 刺身二題     
材料：小鯛、烏賊、白髪大根  
 ・小鯛の姿造り  

    ・烏賊の糸造り  
◇ 寄せ水雲（もづく）    
材料：もづく、針生姜、甘酢、寒天、出し汁  

◇ 素麺の磯辺     
材料：素麺、海苔、荵、紅葉卸、美味出し  
（出し汁＝１、濃口醤油＝１、味醂＝１、料理酒＝１）  

◇ 下足の天ぷら   
材料：烏賊の下足、小麦粉、天ぷら粉  

 

見事に盛りつけられた小鯛の姿造り
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４ 成果 

参加者同士の親睦と交流の機会を  

持つことができました。  

一つの目的に参加者が一緒になっ  

て協力する姿勢と技能を高めること  

ができました。  

また、男性に家庭料理に親しんで  

もらうことにより、家庭の中での役  

割に参画することを学んでいただき  

ました。  

 
５ 課題、今後の方針 

参加年齢が中高齢に偏る傾向にあ  

るため、労働年齢の男性にも学習の  

機会を持っていただきたいと思いま  

す。よって、休日にも事業を開催す  

る必要性が求められます。  

真剣な表情で実習に取り組まれたみなさま
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そうめん流し・ジャンボ巻き寿司 

                             倉田地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「そうめん流し・ジャンボ巻き寿司」は、地区在住の子どもを中心に、地区の子ども

会・ＰＴＡ・老人クラブ・食生活改善推進員・社会福祉協議会など各団体と連携し、ま

たその各団体が指導者となり、毎年６月の第２土曜日に開催されています。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「そうめん流し」は、学校の週５日制に伴い始めた事業であり、特色ある公民館

事業として長年続けています。 

「ジャンボ巻き寿司」は、近年始めた事業で、参加者にも「楽しい」と大好評で、新

しい特色事業として「そうめん流し」とともに続けていきたいと考えています。 

 

・期  日： ６月第２土曜日 

・場  所： 倉田地区公民館前 

・参加人数： 約１５０名程度 

 

３ 実施状況 

○６月１３日（土） 参加者；１４０名   

「そうめん流し」 

実施一週間前に子ども会の役員数名が、直径２０ｃｍ・長さ１０ｍもの竹を地区の方

の山より切りだしてきて、公民館まで持って帰りました。そして長い竹を真半分に割り、

そうめんの流れを良くするために、節をきれいに取り、そうめん流しの竹樋を作成しま

した。子ども会役員達は長年の経験からか、段取り・手つき・道具の扱い方は慣れたも

ので、とてもきれいで格好の良い竹樋ができあがりました。 

前日準備はそうめんのだし作りです。大きな鍋３つにたっぷりのだしを作りました。 

当日、公民館の調理室では子ども会役員のお母さん方がそうめんをゆでたり、葱を刻

んでそうめん流しの準備をしました。館外では、大人たちの指導のもと、子ども達は慣

れない手つきで小刀を使って、竹をきれいに削り箸を作りました。器は、鋸を使って竹

を切り作りました。その後、その箸と器で、ゆっくり流れてくるそうめんに歓声をあげ

ながら、取りあい賑やかに食べました。なんとも風流であり格別な美味しさでした。 
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「ジャンボ巻き寿司」 

実施前日に米を、１斗２升洗って準備しました。 

当日、食生活改善推進員の皆さんがご飯を炊いて、すし飯を作りました。長机５脚を

並べ長さ９メートルの巻き寿司を作りました。海苔のうえにすし飯を広げ、具を乗せる

ための溝を作り、そして具を並べます。上手に寿司を巻くためには必要な準備です。そ

して、みんなが同時に息を合わせて、いっきに巻きます。時々息が合わなくて、具が飛

び出したりもしましたが、それもご愛敬。後で一人一人に切り分けて食べた寿司は、「最

高に美味しかった」とのことでした。 

 

４ 成 果  

  事業に参加することで公民館活動へ関心・興味を持ってもらい、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も深めることができました。子どもたちも、

小刀や鋸を使って自分の手で物を作る良い体験になりました。事業をすることで、新た

に地域の人材を発掘することができ、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。 

  参加者から喜びと感激の言葉が聞かれ、子どもたちに指導した人たちも、この事業を

できるだけ続けようという意欲が湧いてきたようでした。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  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、積極的に参加できる計画と環境を、保護者・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

持ってもらいたいと思います。 

                       

みんなでいっきに「ジャンボ巻き寿司」！

待ってました「そうめん流し」！

待ってました「そうめん流し」！ 
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いきいきおもかげっ子ひろば 

                             面影地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 児童・生徒が地域で過ごす機会が増えることを、人と人が豊かに繋がり合えるチャ

ンスと捉え、地域全体で子ども達の健やかな成長をめざすことを目的とします。  
 

２ 事業の概要 

 「いきいきおもかげっ子ひろば」は学校完全週５日制に伴い、新しく面影地区に発

足した委員会で、今年で 7 年になります。公民館はもちろん、学校、校区の各種団体
が連携して昔から伝わる行事や遊び体験学習、スポーツ、おはなし会等、月２～３回

のペースで実施しています。  
 

３ 実施状況 

６月６日（土） ちまきづくりとグラウンドゴルフ   
場所：面影小学校 参加者：１２２名  

 地域ボランテｲアの方と笹を採りに行き、前日準備で

４ｋｇ（２４０ケ分）を作り、準備をしました。当日

は、希望した事業に分かれ、家庭科室と校庭で楽しみ

ました。  
グラウンドゴルフは社会福祉協議会の担当で、ベテラ

ンの地域の方に混じってスティックを握り、最初はぎ

こちなかった動作も次第に大胆に。思いっきり飛ばし

て歓声をあげていました。  
ちまきづくりは、前日こねてあった６ｋｇのまきの粉

をこね直すところから始め、耳たぶの感触を確認しな

がらこね、３枚の笹を使って包む巻き方を教わり、各

テーブルの名人に一つ一つチェックしてもらいながら

仕上げ、グラウンドゴルフの人たちにもおすそ分けを

して、みんなでおいしくいただきました。  
 
６月１５日（月） ほたるをさがしにいこう会  場所：桜谷方面 参加者：３８名  
 青少年育成協議会担当、蛍がたくさん飛ぶかどうかは、その日の天候や気温のよっ

て左右されるので、実施日の予定が立て辛くなかなか大変です。今年は親子連れでの

参加が多く、虫取り網や虫かごを持参の子ども達もいましたが、９０分の散策の後、

「友達のところへ帰してあげる」と蛍を放す姿が、なんとも微笑ましく心が和みまし

た。  

“ようねらって打ちんさいョ”

“一人でやってみよっと”  
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８月２１日（金）広島平和学習  
場所：広島平和記念資料館・原爆ドーム 参加者：１４名  

今年初めて取り組んだ事業です。世界で唯一原爆の被害を受けた広島と長崎。その

地を訪れ痛みの大きさを知り、広島の人々が願う平和に思いを寄せることで、今の私

たちの幸せを振り返りました。子ども達は、驚いたり涙をうかべたり、その感じ方は

それぞれでしたが、「もう、戦争は絶対イヤだ」という思いは、皆同じでした。  
 

９月２６日（土）  子ども駅伝大会  場所：新袋川土手   参加者：２３０名  
１週間前にマラソン名人からジョギングの指導と心構えの指導を受け、町区ごとで

の練習も済ませ、中学生も含め１チーム８名の駅伝競走です。折り返し地点に立ち、

タイムを計り、先導と最終の自転車で応援の声をかけてくれる青少年育成の役員さん

達の声を聞きながら、たくさんの地域の人の声援を受けながら、選手たちは一生懸命

走りました。区間賞に輝いた選手の誇らしげな笑顔が最高です。  
 
１月１６日（土）  昔あそび大会   場所：面影地区公民館  参加者：４０名  
 みんなが盛り上がる“面影ジャンボかるた”をはじ

め、けん玉、羽子板、こま回し、だるま落とし、ヨー

ヨー、竹とんぼ等、昔懐かしい遊びをたくさんしまし

た。今年は意外に“羽子板”が人気で、理由を尋ねる

と、「バドミントンににとるけぇ」でした。  
お昼には、ＰＴＡ役員手作りのカレーライスをおなか

いっぱい食べ、大満足の一日でした。  
 
 この他にも、バウンスボール・七夕まつり・和紙のはり絵・おひなまつり・ソバ打

ち体験、２ケ月に１回のおはなしの会とおやつ作り等、年間を通して、地域の方と子

ども達とのふれあいを重ねています。  
 

４ 成 果  

 ７年を迎える「いきいきおもかげっ子ひろば」で、地域の人に顔見知りの大人が増

え、事業ごとに出会える名人と親しくなり、子ども達は人と関わる・繋がる楽しさを

体感しているようです。また、指導に関わっていただいた地域の人からも、「あれから、

子どもがわしの顔をみると挨拶をしてごしてよぉ」とうれしい声の聞ける事業です。 

 

５ 課題、今後の方針等 

事業を継続するために、名人（指導者）の確保・発掘が重要課題です。また、子ど

もだけ置いてあいさつもなく帰っていく保護者をどうつなげていくか、親と子が一緒

に遊べる・同じ時間を過ごせる事業に取り組んでいくことが課題だと思われます。  

“どこどこ？”あせっちゃう！
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しめ縄づくり  

伝承活動 しめ縄づくり 

                            津ノ井地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  元気な高齢者が多い地域の特性を生かし、高齢者と小学生等の交流やふれあいを深め

るなかで、①高齢者の生きがいづくり ②ものづくりの楽しさの体験等を通し、豊かな

人間関係を育てつつ、活力ある地域づくりに貢献する人材の育成を図ります。 

 

２ 事業の概要 

  近年、子ども達が地域の良さや伝統を知る機会が減少しています。また、近所や地域

とのかかわりも希薄となり同時に子どもの学びの場も減少してきている状況です。  

伝承活動としての「しめ縄づくり」は、社会福祉協議会の行う「もちつき大会」と並

行して行いました。津ノ井地区は、豊かな自然とこのような古くからの伝統行事が残っ

ている地域です。この地域の特性を生かし、次世代へ文化の継承を守り育て、郷土を愛

する心を培い、さらに地域の活性化を目指します。 

 

３ 実施状況 

○１２月１２日（土）    

    参加者；５０名  講師；老人クラブの皆さん 

  正月になれば古くから玄関や神棚、水回り、自家用車等に「魔除け」として飾られて

いた「しめ縄」ですが、子ども達が、この伝統行事としての「しめ縄」の由来を知り、

作り方を学ぶことを計画しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱心に縄をなう  
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   そこで、募集チラシを作成し、小学校の協力を得て参加者を募り実施いたしました。 

前日、準備のわら打ちを老人クラブの皆さんにお手伝いいただいて、準備が進められ

ました。 

   当日、子ども達は、なれない手つきでしたが、熱心に縄をない真剣に取り組む姿が

見受けられました。こうして完成した「しめ縄」や「めがね」は各家庭にもちかえり

飾られました。 

PTA、ボランティア、子ども会、小学校等、それぞれが協力し合いながら、子ども

達のために有意義な一日を終えました。 

 

４ 成 果  

   20 年以上も前から伝統のある「しめ縄づくり」ですが、以前は「もちつき大会」が

午前で午後に「しめ縄づくり」を行っていました。 

その関係で子どもたち、保護者とも一日中関わることとなり午後の参加が少ない状況

にありました。 

そこで、２年前から「もちつき大会」と並行して行うこととなりました。餅をつい

たり、まるめたりした後で「しめ縄づくり」も経験でき、今まで以上に中身の濃いい

体験となりました。 

しめ縄づくりに関心を持っている人の参加であるため、一つ一つ大変熱心に作業さ

れていました。 

   子ども、保護者、地域の老人クラブの方々が協力しあいながら共に活動し体験する

ことで学校や家庭以外の人から学ぶ機会は子ども達にとって貴重な体験となりました。    

 

５ 課題、今後の方針等 

   近年は物を手に入れるのにお金さえあれば大半の物は販売されています。 

努力も考える苦労も必要なく手に入る世の中になり地域の皆が協力して物づくりをし

たり行事をしたりすることがだんだん失われています。 

そのような状況において、講師の方の高齢化、わらなどの材料調達の難しさなどの

課題もありますが、この事業をこれからどう地域住民の連帯につなげ発展させていく

ことができるか、老人クラブ、子ども会、地域のボランティアの方々と公民館が一体

となって今後も定着発展させていこうと思います。 
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若葉台イキイキふれあい学級 

若葉台地区公民館 

 

１ 事業の目的 
「イキイキふれあい学級」は、地域住民を対象した、地域にある施設「特別養護

老人ホーム若葉台」と連携し、これからの高齢者の生活の自立を目的にした介護予
防の事業を計画しました。 

 

２ 事業の概要 
本事業は、いつまでもイキイキと自分らしく生きること、病気の予防だけでなく、

老化のサインをいち早く発見し、元気な暮らしを続けるための学習会と、簡単料理
講習会を同時開催で実施しました。 

  

３ 実施状況 
若葉台地区（1,400 世帯）に募集チラシを配布し、口コミも含めて 28 名の申し込

みがありました。学習内容は、平成２１年 6 月から 2 月までの間にほぼ月に一回の
ペースで開催しました。講師は特別養護老人ホーム若葉台の職員に依頼し、公民館
と協働で事業計画を練りました。 

  参加者は 60 歳代から 70 歳代が中心です。参加者が学習をした後で料理をし、そ
の後、楽しく会食をしながら、質問をしたりします。学習会と料理講習会を同時開
催したことで、毎回が楽しい会となりました。 

    

○ 6 月 11 日（木）「作って楽しむ食事会」  21 名 

～高齢期の栄養～、   
ソラマメご飯、かつおのカルパッチョ風、ほうれん草のおろし
和え、あげない春巻手作り豆腐のすり流し、果物 

○ 7 月 9 日（木）「元気でいきいきと暮らすために」   

人権学習 「おくりびと」 視聴  13 名 

○ 7 月 31 日（土）施設見学…特別養護老人ホーム若葉台納涼祭参加   11 名 

○ 9 月 30 日（水）「元気で過ごすための転倒予防教室」「車椅子体験」 15 名 

～食事で丈夫に！～   
くるみ入り田作り、フレンチトースト、牛乳卵焼き 
ふわふわカフェオレ 

○ 12 月 4 日（金）「元気で過ごすための感染予防と認知症」  16 名 

～体を温めて風邪を吹き飛ばそう～ 
カレーうどん、白菜鍋、簡単大学芋、柚子茶 

○ 1 月 15 日（金）「介護保険制度について・特別養護老人ホーム若葉台について」    

         ～お惣菜・残り物で作るごちそう～          12 名    
         うな・たまちらし寿司、鶏唐揚げのねぎソース和え 

金平ごぼうサラダ、ひじきの白和え、小松菜の煮浸し 
いわしのつみれ汁、さつま芋金とん蒸しパン 

○ ２月 10 日（水）「介護の食事の作り方」 「介護認定を受けるには」 

（予定）   ～ゼリー食、栄養補助食品の紹介・説明～ 
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講師＝ 生活指導員   西垣 正博氏、岩見 智子氏 

 栄養士     小山 彰子氏  看護師  南部 典子氏  

料理講習会＝材料代は一回ごとに 300 円を集めます。 

 

４ 成果 
昨年度は、桜ヶ丘デイサービスの介護予防教室「おげんき広場」を本公民館で実

施しました。 
今年度は特別養護老人ホーム若葉台との共催事業を実施し、地域の高齢者には回

を重ねるごとに、たのしい仲間づくりの和が広がっていきていることが確認されま
した。 
高齢者が自ら料理をし、仲間と楽しく食事をする機会が増えることは、いきいき

した生活へ、さらに安全、安心な生活に繋げていける事業と効果があったのではな
いかと考えます。 

 

５ 課題 
公民館の活動を通して、地域住民の和はだんだんと広がってきています。今後は

さらに住民の現実や状況を把握し、要望にあった事業を地域全体に展開していくこ
とが重要だと考えます。 

 

６ 今後の方針 
公民館側からできる、地域福祉の取り組みを考えていきたいと思います。 

① 定期的に開催する「なかよし倶楽部」 
会を重ねることで、仲間意識をつくり、自らの課題を自分たちで考え、解決する
ことで住みよいまちづくりを進めていく。 

② 地域にある施設と公民館がお互いに協力し事業の拡大。 
③ 施設に対する住民のニーズを理解し、それに沿った教室運営をしていく。 
④ 地域住民間で可能な福祉について考え、公民館を中心としたネットワークづくり
をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理講習会の様子（平成２１年１２月） 

 

 

                              学習会の様子（平成２２年１月） 
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森福寺にて講話を聴く

空山古墳に入ってみたよ

よねさとめぐり  
                           米里地区公民館  

１ 事業の目的 
    平成 17 年に制作された「米里かるた」に読まれた、米里地区に残る歴史や名所

旧跡を 現地に行き、実際に見て・聞いて・直接体験することで、米里の歴史の

深さや素晴らしさを実感し、ふるさとを大切に思う気持ちを育てることを目的と

して計画しました。  
 
２ 事業の概要 
    米里地区を大きく上部・中部・下部の３コースに分け、「米里かるた」の読み札

や米里地区に残る古文書等の資料を参考にしながら史跡・旧跡をめぐりました。  
 
３ 実施状況 

○ 第１回 ５月２９日(金) 中部  公民館周辺～美和～古郡家(森福寺) 

     参加者：２１人  講師：渡邊勘治郎氏 

 

    公民館周辺の歴史について教えていただいた後、美和・古

郡家に残る神社や自然の遺蹟美和清水や昔お湯が湧き出し 

ていたという湯壷等をめぐりました。その後、鳥取県の保護

文化財に指定されている森福寺でご住職の講話をいただ

き、ご本尊を拝観した後、ミニ坐禅に挑戦しました。 

 

○ 第２回 ８月２１日(金) 上部  久末～越路～空山ポニー牧場～森福寺 

参加者：３６人  講師：渡邊勘治郎氏 

 

夏休み中の子どもたちも参加して開催しました。鬱蒼とした山の中に残る六部山三

号墳や空山古墳を実際に見た後、空山のポニー牧場で乗馬を

体験しました。また、越路の村で今も受け継がれている行事

の話を聞いたり、範頼伝説にちなんだ史跡をめぐりました。

その後、森福寺で子どもたちも一緒にご住職のお話を拝聴し、

坐禅を体験しました。米里の深い歴史に触れることのできた

夏休みの一日でした。 

 

○ 番外編 １０月２０日(火) 「きのこ狩りときのこ料理」 

参加者：２６人  講師：長沢栄治氏（菌じん研究所研究員） 

 

今回は「よねさとめぐり 番外編」として、「米里かるた」には載っていませ

んが、米里地区内にある菌じん研究所の管理地(里山)を会場にきのこ狩りをしま

した。例年にないきのこの不作の年でしたが、参加者全員で里山に入り、一生懸

命きのこを探した結果、予想以上にたくさんのきのこを収穫できました。 
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きのこの分類をしています

その後、公民館に帰り、菌じん研究所の長沢研究員さ

んに採れたきのこを「食べられるきのこ」と「毒きのこ」

に分類していただきました。改めてきのこの分類の難し

さを実感しました。食べられるきのこは季節のきのこと

併せて、菌じん研究所の職員の方に料理を教えていただ

き、参加者全員で公民館で調理し試食しました。 

 

 ○第３回 １１月１２日(木) 下部  長砂～東大路～中大路～西大路 

       参加者：２２人  講師：渡邊勘治郎氏  
    普段何気なく見過ごしてしまっている長砂の六地蔵や東大路の石道標等、歴  

史的由来などを聞きながら見てまわりました。また、古文書の資料等から米里  
地区が古くからの交通の要所であったことを聞き、改めて米里地区の成り立  
ちを知るとともに歴史の深さを実感しました。大路では信仰神をおまつりした  
「おみどりさん」にお参りしたり、村の中の旧道 (たわ )を実際に歩いたりして、 
昔の人々の生活の一端に触れることができました。今は廃れてしまった「奴舞」 
や「でこまわし」のお話を聞き、米里地区に残る伝承芸能の保存の難しさとと  
もに伝承文化を次世代に継承していかなければという思いを一層強くしました。 

 
４ 成 果 
   旧米里地区は古くから稲作の盛んな地域であるとともに、物流・交通の要所で

した。そうした歴史的背景のもと多くの史跡が現存します。平成１７年の「米里

かるた」の制作により、そうした地域の歴史や文化についての再発掘がされまし

た。今回はそうした「米里かるた」に読まれた史跡や旧跡を実際に見たり聞いた

り、直接体験することで、太古より現在まで繋がる歴史の深さや昔の人々の暮ら

しに思いを馳せることができ、改めて米里地区の素晴らしさを実感することがで

きました。  
 
５ 課題、今後の方針等 

地域に残る史跡の多くは地域の人々に余り周知されていないのが現状です。また、

地域の歴史を知る方々の高齢化も進んでいます。こうした現状を踏まえ、今年度よ

り地区では史誌の編纂に向けての取り組みがスタートしました。 

今後、公民館では地区の方々が気軽に地域の歴史への関心を深められるような取

り組みを継続的に行うことで、住民の方に米里のすばらしい歴史や史跡について理

解を深めていただくとともに、史跡を守り伝える取り組みへの参加を促していけれ

ばと思っています。 

また、米里地区内には「菌じん研究所」「農業試験場」「森福寺」「ポニー牧場」等、

数多くの魅力ある施設が存在します。今後、地域の宝であるこうした施設を生かし

た事業を計画することで、さらに魅力ある地域の創造が可能となるのではと考えて

います。 
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かんど創風 

                             神戸地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  ダンスを通して世代間の交流を図り地域に元気な風を起こし、活力ある地域づくりを

目指すことを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  かんど創風は地区内行事や地区外イベントに出演・発表の機会を求めて参加し、ダン

スの練習・習得だけでなく衣装作成担当・世話方担当など地域ぐるみで支援することに

より、住民の参加意識を盛り上げて実施します。 

 

３ 実施状況 

○６月１４日（日）  神戸小学校創立百周年記念式典で発表 

  於；神戸小学校体育館 参加者；５６名  小学校全児童・教職員・創風メンバー 

  平成 20 年度末、小学校創立百周年記念式典実行委員 

会で式典アトラクションとして「すずっこ踊り」発表 

計画を提案し了解を得ました。創風メンバーで小学生 

が取り組める振り付けを考案し、構想を練り 5 月から 

踊りの指導を開始。4 月から衣装作成を始め、地域の 

たくさんの方々の協力をいただきました。 

また、「すずっこ」という鳥取オリジナルの鳴子の数 

が不足した分をポンポンで補ったことで踊りに変化が 

でき演技全体にインパクトを与えました。地域の大勢 

のみなさんや小学校の先生方の協力と子どもたちの頑張りで延べ 20 回以上の練習を重

ね、記念式典を迎えました。市長をはじめ多くの来賓や卒業生が来場した体育館は熱気

であふれました。踊る人と見る人が「よっとっ鳥取」の曲に合わせて手拍子を打ち、最

後には「ハーッ！！！」と会場が割れんばかりの大きな掛け声とすばらしい笑顔での決

めポーズ！参集者全員が感激しました。「百年に 1 回のすばらしい時にめぐり合い、二度

とできない感激を味わいました」との参加者の声・声でした。 

 

○７月２６日（日） 神戸桃祭り 出演 

  於；神戸小学校体育館 参加者 8 名 創風メンバー 

  約 1,000 人の来場者でにぎわう神戸桃祭りにオープニングセレモニーのアトラクショ 

ンとして出演しました。小学生も各コーナーの販売で参加しており、ステージの創風の

メンバーに手拍子で応援をしました。創立百周年での発表を通して、地域と一体感を持

つ楽しさを感じたのか、「わたしたちもいっしょに踊りたかったなあ。」と子どもたちの

感想でした。 

 
 
     

（小学校創立百周年記念式典）
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○８月１日（土） 神戸保育園納涼祭参加 

  於；神戸保育園園庭 参加者６名 創風メンバー 

 保育園の納涼祭は地区外に住んでいる神戸出身の人も集まる同窓会のような行事です。 

衣装をつけて踊ったのは創風メンバーだけでしたが、音楽が流れると浴衣や甚平を着た 

子どもたちが飛び入り参加、中学生や振り付けを知らない保育園児・地区外の子どもも

交じって納涼祭はこれまでにないほど、盛り上がりました。 

 

○８月８日（土） 鳥取しゃんしゃん祭りすずっこ踊り参加 

於；若狭街道 参加者；２３名  小学校児童有志・中学生有志・創風メンバー 

地域支援者 

  小学生・中学生の参加有志を募り創風のメンバーと一緒に「鳥取しゃんしゃん祭り」

に参加しました。隊列をつくっての行進と風紋広場での発表を合わせた審査のため振り

付けを一部変更し、「シャンシャンシャングリラ」との 2 曲にャレンジです。子どもたち

は緊張のため表情がとても硬くこれも経験だと感じました。送迎や暑さ対策を考慮して

地域の大人の方にお手伝いをお願いし、元気づけていただきました。大勢の方に支えら

れていることを踊り子全員が実感しました。 

 

 ○１０月４日（日） 神戸地区敬老会出演 

  於；神戸小学校体育館 参加者８名 創風メンバー  

  「鳴子」を使って新曲に挑戦と講師に山崎志穂さん 

を迎え、高齢者になじみのある「貝殻節ニューバージ 

ョン」を習いました。振り付けと隊列の変化の習得に 

なんとか追いついて発表できました。衣装も小物を変 

えて、見た目がずいぶん変わりました。おじいさんおば 

あさんにも手拍子で参加していただき、次への大きなステップを踏みました。 

  

４ 成 果  

  小学校創立百周年記念式典での発表では、全児童 38 名が参加しました。保護者をはじ

め地域が一体となって創り上げようという意識が大いに高まりました。ダンスを通して

人前での発表に自信をもち自他共に楽しさを味わうことができ、それを見守り支えてい

こうという地域の連帯感もできつつあるようです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  参加者が、小学生・中学生・現在の創風のメンバーだけでなく、さらに若者へ広がっ

ていけばと思います。「かんど創風」の活動が、地域の活気の源となり、地区住民の「元

気のシンボル」となるよう継続していくことが課題です。 

 
 
     

（地区敬老会での発表）
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大和地区公民館人権啓発事業 

                           大和地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  大和地区の同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図ります。 

 

２ 事業の概要 

  この啓発事業は、女性を対象にしたもの、人権問題をテーマに講演会を年間６回

程度開講しています。内容は、女性住民のニーズをとり入れ女性に喜んでもらえる

事業、講演会では、地区同推協とテーマについて協議し、講師を依頼して実施して

います。 

 

３ 実施状況 

○６月２日（火）  ハンギング教室 

於：大和地区公民館  参加者：１０名  講師：坂本節子さん 

季節に応じた花を多数そろえていただき、 

寄せ植えをしました。 

その寄せ植えの鉢を吊るして飾り、楽しみます。先 

生に花の特徴や世話の仕方を教わりながら実践しまし 

た。 

みなさんとてもいい出来映えで、喜んでいただけま 

した。 

 寄せ植えを習う  

  

○６月２０日（土） 人権講演会  「日常生活から気づく よりよい地域を築く」 

於：大和地区公民館  参加者：２３名  講師：田口謙二さん   

日頃、｢これって当たり前？｣「決めつけ？」と考え 

出したらきりがないことがたくさんあります。 

暮らしの中で相手を不愉快にさせずに尊重しながら 

自分の思いを伝えること（アサーティブ）を学ぶこと 

が出来ました。 

 

 

 講演会で話を聞く  

○７月２１日（火）  グラスアート教室 

  於：大和地区公民館  参加者：１１名  講師：坂本英子さん 

 ステンドガラスの雰囲気をそのままに、より簡単に短時間で安全に作ることが出

来るということで、今回初めてスタンドミラー（置き鏡）に挑戦しました。 
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鉛でできたリード線と特殊なカラーフィルムを貼って 

作りあげました。初めての方ばかりで、少し時間がかか 

りましたが、先生が優しく教えてくださり、すてきな作 

品が出来あがりました。 

 

 

                 

 

 

    

                         

 

 

○１２月１０日（木） 人権講演会  

｢地域でささえあうこと～高齢認知症の“人”ともに～｣ 

  於：大和地区公民館  参加者：３２名  講師：岸本昌宏さん 

  医師として認知証の患者さんとふれあいながら、患者さんの人権を感じ、反対に

患者さんから気遣ってもらい、支えられているという話をしていただきました。 

日々、お互いが支えあっている＝（ｲｺｰﾙ）地域でささえあうということなのでは？ 

地域医療を通して感じる『ささえあい』の大切さを学びました。 

 

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、興味があること、学んでみた

いこと、事業の仕方について等、今後の活動の参考にできる内容がかえってきまし

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悩みです。農村地なので、

農繁期を避けるなど実施時期を考慮しています。これからもチラシ配布、地区内放

送で周知徹底し呼びかけをしていくと共にアンケートの声もとり入れ活かしていき

たいです。 

スタンドを立てたらできあがり！  

真剣に作品作りに取り組む  
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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。事業内容は状況にあわせ随時会員で

協議しています。 

 

３ 実施状況 

  ○６月１３日（土）   ホームページ発信   

  於；地区公民館     参加者；５名      

  地区の方お二人を講師に、昨年から取り組んでいるホームページの立ち上げ作業

をひきつづき行いました。今回は、昨年のトップページ作成につづき、公民館概要

と行事予定表、公民館だより等を掲載しました。２２年度内発信を目指し、構成、

内容等検討中です。 

 

○６月２０日（土）   公民館を花で奇麗に！！ 

於；公民館回りとスポーツ広場 参加者；２３名  

  本年度初めての草刈りの為、公民館周辺、スポーツ広場とも草が多く大変な作業

となりました。その後プランターの土起こしをして、日々草、金魚草等を植え、玄

関前も綺麗に華やかになりました。 

 

○７月１８日（土）  通学路清掃ボランティアと男の料理教室 

於；公民館、通学路周辺とスポーツ広場  参加者；２１名  

猛暑の中、地域の環境美化、子ども達の安全の為、通学路及び県道沿い歩道のゴ

ミ拾いを行い、空き缶、ペットボトルの空容器等拾い集めました。その後地元の千

代川で取れた鮎を使い、鮎の塩焼き、鮎フライ、鮎のせごし、鮎うるかを作りまし

た。珍しい料理に会話が弾み、皆美味しそうにほおばっていました。 

 

○１０月１８日（日） 公民館外回り清掃と消火訓練    

於；公民館、スポーツ広場  参加者；６０名   

  文化祭開催に合わせ、公民館外回り、スポーツ  

広場の草取り、ゴミ拾いをし、プランターや 

 花壇の土寄せも行いました。その後スポーツ広場 

で朝月地区とおやじ元気会合同の消火訓練を行い、 消火器の取扱説明を聞く
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地区消防団協力のもと、消火器の取扱い、破裂事故に対する注意点の説明を受けた

後、実地訓練に移りました。皆真剣に取り組み、速やかな消火活動が出来ました。 

 

○１１月 ３日（日）  文化祭協力（餅つき大会と簡単工作づくり）  

於；公民館     参加者；６０名    講師；竹森貞美 

地区文化祭で子ども達を対象に、もちつき大会と簡単工作づくりコーナーを設け

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の子ど

も達も参加して、昔ながらに“うす”と“きね”を使い、掛け声に合わせて順番に

つきました。簡単工作づくりコーナーでは、どんぐりを使って、“コマ”や“やじろ

べえ”づくりに挑戦し、出来上がった作品を手に子ども達の歓声が上がり賑わって

いました。 

 

○１２月１９日（土）  年末大掃除とスポーツ交流会 

於；公民館      参加者；１３名     

この日は雪が積もり天候も悪かった為、玄関回り清掃と窓ガラス拭きとなりまし

た。玄関入り口のツバメの巣取り、電球カバーの洗浄など高所の作業と、公民館回

りの窓ガラスも水で洗い流し、寒さの中大変な作業となりました。その後多目的ホ

ールでグラウンドゴルフを行い、会員間の交流を図り来年度の方針を話し合いまし

た。 

  

○１２月２７日（日）  公民館門松づくり 

於；公民館      参加者；１１名     

年末恒例となっている門松づくりを行いました。今年は雪がありませんでしたが、

強風と寒さの中の作業となりました。地域の山から竹や松が切り出され、講師の方

の指導のもと門松の‘顔’となる竹を慎重に切り、縄で結んで設置し門松の中心部

分が出来ました。その周りに南天、葉ボタン、クマザサ、ウラジロ、実の付いた八

朔の木を生け、最後に幣と水引を飾り付け立派な門松が出来上がりました。作業は、

熟練者から初心者に伝えられ世代間交流ができ、親睦も深まりました。 

 

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に、会員の増員を目指し、世代の幅が広がる事

業内容を考え、より良い地域づくりを目指していきたいと思います。 
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東郷地区歴史講演会 

                             東郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  私達の住んでいる地域のことを調べたり、地域のお宝を再発見したことを期に講演会

を通じて、その楽しさ面白さを地区民と共有し自分の育った地域を誇りに思う気持ちを

育むと共に、東郷地区のさらなる発展・振興を図ります。 

 

２ 事業の概要 

  昨年５月頃から高速道姫鳥線の建設により、本高弓ノ木遺跡の発掘調査が行われてい

ます。江戸時代～古墳時代～３,０００年程昔から稲作づくりに営まれた水田、池、水路、

村跡などが発掘されました。 

  また、縄文土器や弥生土器も出土しており、本高地区が長い歴史を持っていることが 

 判りました。このすばらしいふるさとの由来をみんなに知ってもらうため、発掘調査講

演会を開催しました。 

 

３ 実施状況 

○１１月１日（土）東郷歴史講演会 

  テーマ：「発掘調査から見た東郷の歴史」 

  場 所：東郷地区公民館 

  講 師：下江健太先生 

       鳥取県教育文化財団調査室 

        文化財主事 

   参加者：７０名 

                          

 

下江先生による講演 

 

 ○講演会内容 

  （１）本高弓ノ木遺跡の発掘調査から出土した、稲穂を摘み取るための穂摘具などの 

     説明と太古の暮らしぶりについて。 

  （２）初歩的な勉強として「古墳とは何か」「遺構と遺物の違い」について。 

  （３）本高１４号古墳が前方後円墳としては山陰地方で最も古い（４世紀前期）可能

性が高く、市内でも６番目に大きい前方後円墳であることの紹介。 

  （４）東郷地区には本高以外に中村も古墳時代の土器が出土していた等の紹介。 
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 ○展示パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  （１）本高地区の田園がとても長い歴史を持っていることが判りました。 

  （２）当時の土木技術と木工技術水準のレベルの高さが判りました。 

  （３）東郷地区には自慢できるすばらしいものが眠っており、歴史ある郷土に住んで

いるという関心を持ちました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  高速道姫鳥線の建設事業も進行しており、それに伴う発掘調査もいずれ終了します。 

 今後は「地区公民館まつり」で展示している各集落の歴史やお宝、後世に残したいもの 

 等について、また機会があれば講演会を開催したいと考えております。 

  また、これを期にこの大変貴重な文化財を東郷地区の発展に生かした活用計画を模索 

 中です。 
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大正地区歴史探訪 

                             大正地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  大正地区歴史探訪は、地域内の素晴らしい歴史について、大人と子どもたちが一緒に

学ぶことにより、将来この地域を担っていく子どもたちが地域の良さを再認識するとと

もに、大人との共同行動を通して人とのふれあいの大切さを受け継ぎ、地域への愛着と

誇りを育むことを目的としています。 

  

２ 事業の概要 

  この歴史探訪は、青少年育成協議会との共催事業として子どもたちと一緒に地域の宝

を発掘していくもので、２００６年度から実施しています。初年度は、地区内を巡りな

がら小・中学校の変遷の説明を受けたり、徳尾神社・史跡の森などを探訪しました。以

降は「菖蒲地区にある因幡菖蒲廃寺跡や座光寺の絵巻物見学」、「重文；薬師如来像（京

都市平等寺に所蔵の重要文化財で、因幡の国司により因幡賀露津の海から引き上げられ

菖蒲に祀られたが、京の都に戻った国司の後を追って台座を残し都に飛来したと伝えら

れる）が千年ぶりに因幡の地に帰ってくるという県立博物館の企画展『はじまりの物語』

見学」と毎年内容を変更し充実を図りつつ本年度の事業実施になりました。 

 

３ 実施状況 

○１０月３１日（土）   

本高弓ノ木遺跡見学と鳥取自動車道「服部～下味野間」ウォーキング 

   参加者 約１２０名  

  菖蒲・座光寺を出発し、鳥取自動車道（姫鳥線）に繋がる鳥取西道路建設に係る埋蔵

文化財発掘調査を行っている本高弓ノ木遺跡を見学しました。弓の木遺跡は古墳時代の

集落跡から鉄製の歯で稲穂を摘み取った穂摘具が全国で始めて当時の形状をほぼ完全

に残す形で出土したことで注目されたところ

です。 

発掘調査担当者から、弥生時代以降、連綿と

水田が営まれていたこと、また、古墳時代前期

に杭、むしろ、粘土などを組み合わせて整備さ

れた大規模水路跡から当時の治水技術や土木

技術の高さがうかがえるとの説明を受け、参加

者は興味津津で感嘆しながら当時の田園風景

や場景に思いを馳せていました。 本当に、むしろの編み方は今と同じだね！ 
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また、実際に発掘している敷地内に入り、細心の注意で根気よく行われる発掘作業を

目の当たりにして、わずかな土色や土質の違いからでも色々な発見の手がかりに繋がる

ことに驚いていました。 

また、２１年度の完成を控え急ピッチで工事が進んでいる鳥取自動車道（姫鳥線）の

「服部～下味野間、片道 1.6Km(下味野トンネル 814m 含む)のウォーキングを楽しみなが

ら、トンネル内の設備や状態、さらに道路の創りなど普段じっくりと見ることのできな

い構造物に触れ、地域の新たな歴史の始まりを体感しました。 

  見学終了後は、近くの菖蒲神社境

内でＢ級グルメとして評判？の「津

山ホルモンうどん」VS「大正ホルモ

ン焼きそば」の食べ比べのイベント

が組まれており、正午をまわりお腹

の減り具合も丁度良く美味しさも加

わり旺盛な食欲を満たしていました。 

 

４ 成 果  

  大勢の大人と子どもが互いに声を掛け合い、交流を深めながら遺跡発掘現場の見学や

近く完成する鳥取自動車道を歩き実際に利用する状況を想像しつつ、新たな地域の宝を

発掘することができました。特に家族での参加者は、共通の話題や感動が得られて、家

庭内での対話が弾んだことと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 いずれの事業にも共通することですが、如何にして多くの参加者が得られるかが課題

となります。今回はウォーキングが含まれたこともあって大正健康づくり推進員連絡協

議会とも共催となったため、また、グルメのイベントも奏効したのか参加者が約１２０

名と最近の事業にはめずらしく盛会になりました。今後も子どもたちが興味を引く事業

を企画し、子どもたちが地域を理解し、大切に思ってくれるようさらに充実した内容を

目指したいと思います。 

また、折角の経費と時間を掛けて実施する事業ですので、各種団体等との合同開催な

ども含め、魅力があり、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。 

 

完成間近な道路上で記念撮影 
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男の料理教室 

                             豊実地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  男の料理教室は、地区在住の男性を対象とし、地元の恵まれた自然環境の中で収穫し

た農産物などを利用して料理を作り、住民同志の交流と料理のノウハウを学び、習得後

の家族サービスと栄養面での健康管理の意識向上を目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  参加者がメインの料理を決め、それを展開しアレンジしたメニューを何種類か考えま

す。材料は、できるだけ各家庭で採れた「安心で安全」な野菜やお米、猪の肉などを持

ち寄ります。メニュー別のグループに分かれて調理し意見・感想を交換し合いながら会

食。その後、使用した調理器具と食器の洗浄・その他の片付けや調理室の清掃をします。 

  

３ 実施状況 

○６月１７日（水）  「豊実地産地消でいろいろカレー」 

  於；豊実地区公民館  参加者；１２名  アドバイス；食生活改善推進委員２名 

事前に提案してあった①鳥取の材料（梨・カニ・らっきょう）の旨味を活かしたカレー

ペーストに地元で収穫した野菜と猪の肉を入れた『鳥取カレー』②水を入れないカレー

もあるのか？！『華麗なるドライカレー』③まな板・包丁を使わない『だまされたと思

って納豆カレー』の３種類の材料を独自で考え出したレシピの手順を見ながら、それぞ

れのグループで配分し作りました。お米を研いで炊く人、材料を洗って切る人、鍋や計

量器などの調理器具を準備する人など自主的に動いて調理作業を行いました。普段カレ

ーを作っている人は、自慢の隠し味の伝授や包丁の使い方を指導されていました。出来

上がった後は、配膳の準備をして会食。他のグループのカレーも味見をして意見を交換

しました。その後、全員で片付けをしました。 

 

○1 月１８日（月）  「あったか～い いろいろ鍋」 

 於；豊実地区公民館  参加者；１５名  

 寒い時期なので、テーマが『鍋』に決まりました。①健康 

 思考で『豆乳鍋』②最近はやりの『イタリアントマト鍋』 

 ③猪の肉を使った『カレー鍋』④韓国パワーの『キムチ鍋』 

と 4 種類の鍋を４グループに分かれて作りました。材料は、 

手作り豆腐をはじめ猪の肉・野菜・お米が持ち込まれました。 

４グループとも美味しくなるように味見を重ねながら、真剣に作っていました。出来上

がった４種類の鍋料理を全員でいただきましたが、自分のグループの鍋が一番おいしい

という声が多く聞かれました。その後の片付けは、要領よく協力して行われました。 

 

材料を慎重に切る
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４ 成 果  

  この「男の料理教室」の事業は、Ｈ２１年度より始まり、今ではチラシが届くのを楽

しみに待つ方がいる程、毎回好評になりました。 

日程が決まると直ぐに申し込みをする方、「誘ってみる 

けー」と呼びかけをする方など、回数を増すごとに参加 

人数を心配することがなくなりました。これは、「男の料 

理教室」がメンバー同士の気持ちのいい交流の場になっ 

てきたといえます。始まった頃のメンバーは、調理室に 

入る前の準備であるエプロン・三角巾をどう身に付けた 

らいいのかわからない方や調理室で何をしたらよいかわ 

からなくて、ぎこちなさそうでしたが、今では手際よく身支度をして、調理器具や食器

を慣れた手つきで使用できるようになりました。 

調理に使う食材は、地産地消が意識付き、家庭で収穫した米・野菜数が増えました。

無農薬の安心で安全な地元の野菜で、健康の事も考えるようになりました。また、自家

製のお漬物や調理に余った肉で焼肉が振舞われました。 

 調理作業は、メニューのグループに分かれて行います。手順を効率よくこなすには、

チームワークが必要で、レシピを見ながらグループ内で分担して行われました。細かな

包丁さばきが必要なところは、メンバーの中の得意な人が担当。火加減を見る人、食器

を準備する人などチームワークが、この教室のいい雰囲気を作っています。 

                会食は、まず自分たちのグループが作ったものを食べ    

て、おかわりに他のグループの味見をします。アレン

ジ次第でいろんな味になり、さらに外見も違うので楽

しいようです。この時間は、世間話から次回のテーマ

の話などにぎやかな交流の時間になっています。 

                会食後の片付けの習慣も会を重ねるごとに自然に身に 

                付いてきました。 

 

 

 

５ 課題、今後の方針等 

  調理内容や方法を幅広く考え、例えば火を使わな 

い料理・フライパンを使わない簡単なものなどレパ 

ートリーを増やしていく。また料理の出来上がりを 

工夫したり、健康・体調の管理を食品からも意識を 

持ってもらうように調味料を減らし薄味になれるようにするなども、テーマの中に入れ

ていきたいと思います。和気藹々に行われて、今後も大いに期待できる「男の料理教室」

です。 

片付けまできちんとします 

わからない事は教えあう 

得意分野の分担 
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作物生育体験講座 

                             明治地区公民館 

 

１ 事業の目的 

作物生育体験講座は、地区在住の老人と子どもを対象とし、(さつま芋植え)(田植え・

稲刈り)等自然に触れながら、昔行っていた機械に頼らずみんなで力をあわせ協力しなが

ら作物を作ることで、自然の力・収穫の喜びを再発見し、感謝の気持を分かち合い地域

の人々の横の繋がりを図ります。 

 

２ 事業の概要 

  この作物生育体験講座は、山紫水明で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、昼間留守にする両親に代わり、

地域の住民と子ども達との横のつながり・絆の育成を図る事を目的とします。 

 

３ 実施状況 

○５月１８日（月）  さつま芋植え 

  於；小学校前の畑  参加者；４９名   

今年は「べにあずま」を植えました。全校生徒が、あらかじめ耕し畝
うね

を作り、マルチ

で覆った畝に苗を植えていきます。 

この後、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。 

成長過程、自然の神秘、収穫の喜びを実感してくれた事と思います。 

  

○５月２１日（木）  田植え 

於；小学校前の田  参加者；７４名  

  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

きをした田に、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 

も経験のない泥
どろ

田
た

に入り一株一株の手植え。田植えの難しさ、仕事の大変さを経験して 

もらいます。一粒の種籾
たねもみ

が 150 粒位(150 倍位の収量)に成長し、日々の主食となり皆の 

活力源となる米の大切さを感じてもらえたらと実施しています。また、老人クラブの方々 

も小学生と接する事により、子ども達のエネルギーをもらい、日々の生活に潤いが生ま 

れ、又目配り気配りが生まれる事を目的とします。 

 

○９月１７日（木）  稲刈り      

於；小学校前の田  参加者；７１名  

５月に植えた稲が実り稲刈りを実施しました。 

田の乾きが少し悪かったのですが、老人クラブの方々の指導の下、鎌
かま

の使いかた・稲

の束ね方を教わりました。子ども達は、慣れない鎌を手に慎重に稲を刈り、その後 
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苦八苦しながら束ねていきました。その間に、「稲木
い な き

」を作ります。 

下級生は、鎌を使い・束ねる事は無理なので、 

束ね終わった稲を「稲木」の側に運び「稲架
い ね か

け」 

のお手伝いです。 

その後約 1 カ月、天日干し、脱穀・精米し収穫 

際に使用します。 

米を作る手間の大変さ、収穫の喜び、皆で協力 

し作りあげる喜びを実感出来たらと思っています。  

 

○１１月１２日（木）  収穫祭      

於；明治小学校  参加者；８５名  

児童と老人クラブの方々、そして日頃お世話になっている方々を招いて収穫祭をしま

した。 

春に植えた「さつま芋」「米」を収穫し、それらを使用し《さつま芋入りおにぎり》を 

中心に６種類ばかりの料理をしました。焚火
た き び

をして《焼き芋》をしたり、その他料理も

皆で手分けし協力しながら調理し、そして皆でいただきました。 

 参加者全員で「昔遊び」「クイズゲーム」等で、和気藹々と楽しい一時を過ごしました。 

 

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。 

        

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。子どもを持つ世代の参加によりも

っと充実した内容となり、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。  

 

刈取後稲木に干す
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野外学習・ジオパークの学習と陶芸体験 

                             松保地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「山陰海岸ジオパーク」の世界ジオパークネットワーク加盟に向けた取り組みが行わ

れている中、「山陰海岸ジオパーク」についての地域住民の理解を深め、県外の方にも自

信を持って説明できるような意識の向上に努めます。また、岩美「真名かいろうの里」

で陶芸を体験します。 

 

２ 事業の概要 

  「野外学習」は以前行っていた女性教室の流れをくむ人権啓発推進事業で、私たちの

暮らす鳥取の魅力を再発見するとともに、様々な体験を通して人権意識を高め地域住民

同士の交流を深めて、今後の公民館活動や地域づくりに役立てていくことを目的に実施

しています。 

 

３ 実施状況 

≪ジオパークの学習≫ 

日 時：平成２１年１１月１１日（水）              

１０：００～１１：３０ 

場 所：山陰海岸学習館 

参加者：２４名 

講 師：鳥取県観光政策課専門員 

鳥取地学会員  安藤和也 氏 

まず、展示室に設置してある山陰海岸のジオラマや地形・地質のパネル、カニ類のはく

製、海藻類の標本等の展示物の説明を受けました。 

 その後、体験学習室にて「山陰海岸ジオパークについて」のレクチャーを受けました。 

①  ジオパークとは何か 

②  世界遺産とジオパークの違い 

③  山陰ジオパークのエリア 

④  山陰ジオパークの特徴 

⑤  鳥取砂丘の再発見（鳥取砂丘の火山灰露頭・景観・地形） 

⑥  湖山池・白兎海岸 

⑦  浦富海岸の再発見（リアス式海岸・日本屈指の水質・多種多様な海中生物） 

⑧  世界ジオパーク認定に向けて（○山陰海岸の地質や自然の保護・保全○地域との協働に

よるプログラム開発～語り部が重要～○地形・地質を活かした地場産業の振興○地域資

源を活かした体験学習の場づくり） 

などについて学習しました。 

展示物の説明を受ける 
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≪陶芸体験≫ 

日 時：平成２１年１１月１１日（水） 

     １３：００～１５：００               

場 所：真名かいろうの里 

参加者：２４名 

講 師：難波 勲氏                初めての陶芸に取組む        

 真名焼は、近くの休耕田から掘り出した粘土を使い、いっさい釉薬を使わずに松の灰

だけで仕上げる焼き締め陶器です。 

 講師の指導のもと、参加者は準備された１㎏の粘土を使ってコップや花瓶、皿など思

い思いの作品を仕上げていました。 

 

４ 成 果  

  ≪ジオパークの学習≫ 

 今行政も力を入れておりマスコミでも盛んに取り上げられている「ジオパーク」につい

ては、住民の関心も高くそのニーズに応えるべく事業として開催しました。 

 参加者は、専門員から「ジオパーク」について直接に詳しく説明を受け、わからないこ

とはその場で質問することができました。「大変良く理解でき、とても勉強になった。」と

いう声が多く聞かれました。 

≪陶芸体験≫ 

 陶芸は以前から興味があったという方も多く、最初は慣れない手つきでしたが最後は時

間が足らないくらい作陶に熱中していました。参加者は、無から有形のものを自分の手で

作り上げていくという創造の喜びや達成感を感じていたようです。「実際に陶芸体験できて

とても楽しかった。久しぶりにものづくりに時間を忘れるくらい熱中した。」という感想が

多かったようです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 まず、地域住民がどのような学習要求をしているのかを的確に把握し、その要望に迅速

に応えることが肝要です。しかしその一方で、単なる民間のカルチャーセンター的趣味の

講座ばかりではなく、今回の「ジオパークの学習」のような行政と連動した公民館にしか

できない講座や事業を展開していくことも公共施設の役割と思われます。 

 現在、学習者は「自分でいろいろ体験してみたい」という体験型の講座を希求する傾向

にあります。また、学習要求は年々多様化・高度化してきています。そのために、公民館

のネットワーク等を利用して常に情報収集を行うとともに、公民館職員は公民館運営に関

わる知識を習得し住民に対する接遇も含め職員としての資質の向上に努めていかなければ

なりません。 
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↑出合いの森 きのこ教室  

湖南っていいな 

湖南地区公民館・大郷会館 

 

１ 事業の目的 

・地域の再発見 

・物作りの楽しさを体験 

・世代をこえ地域の輪をつなぐ 

 

２ 事業の概要 

  ・自分たちで生産した食材や鳥取ならではの食材を使い、加工・調理し食すること 

で、「食」の楽しさや大切さを実感していただく。 

  ・ものづくりを体験します。 

  ・子どもたち、地域の大人、高齢者の方々の交流を 

を図ります。 

 

３ 実施状況 

日時・場所 参加人数 内  容  等 

６月 ４日（木） 

吉岡地区 

 

８３名 

○さつま芋の苗植え 

（保育園児と高齢者のふれあい事業） 

６月１２日（金） 

湖南地区公民館 

 

６１名 

○健康講演会 

講演『よくわかる脳卒中の話』 

講師生協病院 脳神経外科専門医 

しゃんしゃん体操 

６月１５日（月） 

湖南地区公民館 

 

１０名 

○らっきょうの一発漬け 

（塩漬けのいらない一発漬け ） 

６月１７日（水） 

湖南地区公民館 

 

１１名 

○竹細工のかご作り 

 講師 仁人竹工房 斎江範人氏 

細く切った竹を使って花篭づくり 

７月１０日（金） 

中電ふれあいホール 

 

１０名 

○電化キッチン料理教室 

（電化の安全性便利さなどを体験 ） 

７月３０日（木） 

湖南地区公民館 

 

１５名 

○らっきょうを使った料理講習 

らっきょうを使ったバラエティ豊

かなメニューを講習    

８月 ７日（金） 

湖南地区公民館 

 

５２名 

○救急法講習会 

 講師 赤十字救急法指導員 

救急法・ＡＥＤの使い方 
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日時・場所 参加人数 内  容  等 

１０月 １日（木） 

若桜町 

 

２２名 

○野外教室 

 若桜鉄道乗車・若桜駅見学・ 

 若桜宿散策・せんべい作り体験 

１０月１４日（水） 

湖南地区公民館 

１２名 ○プリザードフラワーづくり 

（講師 フラワー工房ＨａＲｕ  ） 

１１月 ４日（水） 

吉岡地区 

１９名 ○いちごの苗植え 

（保育園児と高齢者のふれあい事業） 

１１月 ６日（金） 

とっとり出合いの森 

１９名 ○きのこ教室 

 講師 とっとりきのこ愛好会 

 現地にて、きのこの観察 

 きのこ中毒を防ぐための説明 

１２月１０日（木） 

湖南地区公民館 

 

１８名 ○こんにゃく作り 

 地元で収穫された、こんにゃく芋 

を使い、こんにゃく作り 

１２月１１日（金） 

湖南地区公民館 

１３名 ○こんにゃく料理 

 前日の手作りこんにゃくを使い 

 メインからデザートまでこんにゃ

くを使った料理講習 

 １月１９日（火） 

湖南保育園 

３２名 ○陶芸教室 

 講師 湖南陶芸クラブ 

 今年で２０年目となる卒園児と 

保護者の陶芸教室 

 

４ 成 果  

  ・事業を通して世代をこえ地域の方々の交流が深めることができました。 

  ・自分たちで生産した食材や鳥取ならではの食材を使い、加工・調理し食することに 

より、「食」の楽しさや大切さを実感してもらえたと思います。 

  ・来館時の声掛け等の成果もあり、新しく事業に参加して下さる方が増えました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  ・地域の中で、まだ、公民館事業に参加したことのない方はたくさんおられるので、

幅広い世代の方が参加できるような、内容・時間設定等検討していく必要があると

思います。 

  ・地域色のある事業を行うためにも、地域の指導者等、人材の確保と育成が必要だと 

   思います。 
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かずらを使ったかごづくり 

                             末恒地区公民館 

 

１ 事業の目的 

   豊かな自然に恵まれている末恒地区の特性を生かしたものづくりの体験を通して、

地域の人同士が交流を深めながら学びます。 

 

２ 事業の概要 

   地元に詳しい方を講師に迎え、参加者が一緒に山へ出かけ、かずら（藤のつる）採

りをし、切り取ったかずらを公民館に持ち帰り駐車場で編み方を教わりながら各自が

色々な形のかごを編みました。 

 

３ 実施状況 

 １０月１３日（火）場所：伏野の山・末恒地区公民館  参加者：１０名  

 講師： 三原 武幸 氏 

 講師の三原さんと一緒に地元の山へ出かけ、 

あけび・くず・うめもどき・藤などいろいろな 

かずらをみつけた。その中でも藤のかずらで作 

ったものは一番強く、外に置いても何年も持つ 

ため材料としては最適ということです。またか 

ずらが巻くと木の成長が悪くなるので、木に巻 

きついているかずらは、できるだけ取り除いた 

ほうが良いという説明も受けました。 

そのあと、藤のかずらの巻きついている木を 

みつけては木によじ登り、のこぎりや剪定ばさ 

みを使って切り取ったり、下から何人かで力を 

合わせ引っ張ったりして、とても大変な作業を 

して集めたが、しっかりと巻きついてたかずら 

については残念ながら取ることが出来ませんで 

した。 

そのほか、飾りに使うために赤い実のついて 

いる、いばらやうめもどきも持ち帰りました。 

切り取ったかずらは軽トラックに乗せて公民 

館に持ち帰り、天気も良かったので駐車場で編 

むことにしました。かずらの太さ・長さ・ねじ 

り具合を考えて分別し、三原さんに基本的な編 

み方を教わりました。 

 

①骨組みを作る 

②下から編でいく 
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①  底に漢字の“井”の形になるようにかずら６本並べ、半分の長さのものを一本加え

奇数にしてから土台の骨組みを作る。 

②  底から骨組みに交互になるよう、かずらを編み上げていく。 

③  最後に持ち手を付けたあと、つるの始末をしたら“かずらのかご”の出来上がり！ 

 

創作をしながらかずらとかずらのつなぎ目を 

上手く重ねながら編んでいかないときれいに仕     

上がらないことがわかり、ここが出来映えのポ 

イントだと思いました。 

出来上がったかごにミニバラや折鶴ランを飾 

ると、一段と見栄えが良くなり個性豊かな力作 

となりました。参加者は皆、疲れも忘れ大変満 

足な様子でした。 

   

４ 成 果  

   身近な自然の中にある材料を使って、オリジ 

ナリティあふれるすばらしい作品を作ることが

出来ました。参加者の中には「玄関先が明るく

なりそうだ」「友達といっしょに山にでかけて作

ってみたい」「もっといろんな作品に挑戦してみ

たい」「また来年も計画してほしい」等たくさん

の声をいただきました。 

   今回のかずらを使ったかごづくりを通して、 

自然のすばらしさと地域の人同士の交流を図る 

ことが出来たと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

藤のかずらを使ったかごづくりだけではなく、そのほかの素材を使ったものにも、 

挑戦してみたいです。 

また、地域の特色をさらに発掘してたくさんの方が関心をもって参加してもらえる

事業を考えていきたいと思います。 

 

 

③できあがり！

創作しながら編み上げる
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こころあたたかコンサート 

                             湖山地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 湖山地区で音楽活動をされているサークル等の活動発表の場とすること。 

 芸術活動を通じてこころ豊かなまちづくりを目指すこと。 

 

２ 事業の概要 

  湖山地区を拠点に活動しておられる音楽サークルと、プロの演奏家の皆さんに出演を

お願いしました。 

  【出演団体等】 

 華の会（大正琴 指導者：山根澄子さん） 

 レインボー湖山（ウクレレ 指導者：小幡潔さん） 

 ハーモニーこやま（ハーモニカ 指導者：村山千代子さん） 

 湖山コーラス教室（コーラス 指導者：浦池佑佳さん） 

 宮永あやみさん（元劇団四季団員、鳥取市民ミュージカル 

劇団アルティスタ代表） 

 浦池佑佳さん（湖山コーラス教室講師、 

平成 20 年度「県民による第九」倉吉公演ソリスト（ソプラノ）） 

 藤田俊介さん（鳥取県高校総合音楽祭独唱コンクール優秀賞受賞） 

 玉川恵光さん（東京芸術大学音楽学部声楽科在学） 

 邨上美子さん（ピアノ） 

 

３ 実施状況 

 日時：平成 21 年 11 月 14 日（土）13:30～15:30 

 会場：湖山地区公民館 

 コンサート開催は今回が初めての試みとなります。そのため試行錯誤の中での開催で

はありましたが、各サークルの皆さんを始め、地域の皆さんの協力を得て実施のはこび

となりました。実際にはどのくらいの方々が聴きにきて下さるのかと心配しましたが、

当日は立ち見が

でるほどの盛況

ぶりでした。 

 「良い会だっ

た」「感動した」

という嬉しい感

想を多数いただ

きました。 
コンサート風景 (レインボー湖山 ) コンサート風景 (華の会)
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４ 成 果  

 鳥取大学を始めとする各学校、保育園、幼稚園、ＪＲ湖山駅や鳥取大学前駅など最寄

り駅の協力も得て事前にポスターを掲示していただきました。そのお陰もあって地域外

から聞きにきてくださった方もあったようです。 

 開催に当たっては、前日からの会場設営、当日のステージ係、終了後の後片付け等、

地域ボランティアの皆さんがいたるところで大活躍してくださいました。出演された皆

さんも含め、献身的に尽力してくださった多くの方のお陰で盛会のうちに終了すること

ができたことに心より感謝しています。 

 また、「湖山にこんなにすごい人たちがいることが分かって誇らしく思った」といった

感想もいただきました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 課題としては、会場が狭いこと、音響条件が整っていないことなどが挙げられます。

ただ、だからこそこころあたたか
．．．．．．．

なコンサートにな

るのだという声もありました。 

 「来年も出演したい」「来年を楽しみにしている」

という声もすでに頂戴し、ありがたいことだと感じ

ます。ただ、反響が大きかったからこそ、今後長く

愛されるものにしていくための工夫が今一度求めら

れるところではないでしょうか。 

 音楽をはじめ

とした芸術を通

してのまちづく

りに今後も積極

的に取り組んで

いきたいと、心

を新たにしてい

るところです。 
コンサート風景 (湖山コーラス教室 ) コンサート風景 (ハーモニーこやま ) 

コンサート風景 (特別ゲストの皆さん ) 
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タグラグビー 

湖山西地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  湖山池に臨む芝生の広場「グリーンフィールド」は、景観に優れ、スポーツや地域行

事、散歩など広く住民に親しまれ、利用されています。当事業は、このグリーンフィー

ルドを活用し、主に地区在住の子どもを対象として、体を動かすことの楽しさや地域の

自然のすばらしさを知ってもらうことを目的とします。なお、タグラグビーとは、ラグ

ビーを鬼ごっこの感覚で楽しむ、子どもでも危険なく参加できるニュースポーツです。 

 

２ 事業の概要 

  グリーンスポーツ鳥取の指導を受け、湖山西壮年団の協力のもと、事前に協議したう

えで実施しました。当日は現地集合とし、雨天時は地区体育館を利用しました。タグラ

グビー中に、昼食のカレーライス（ご飯は飯盒で炊く）を公民館職員と壮年団とで準備

しておき、終了後に皆で食べました。 

 

３ 実施状況 

○１０月４日（日）   

  於；グリーンフィールド  参加者；４５名   

講師；グリーンスポーツ鳥取代表 ニール・スミス 氏 

はじめに、講師のニールさんよりルール説明 

 を聞きました。タグラグビーの楽しさや芝生の 

良さを知ってもらうことが目的ですので、技術 

的な難しい説明はせずに、簡単にルール説明を 

し、あとはゲームをしながら教えていただきま 

した。また、ニール氏が所要のため途中で場を 

離れなければいけなかったため、審判・指導役 

としてグリーンスポーツ鳥取から３名参加してい 

ただきました。 

  ２チームに分け、試合形式でゲームを開始し 

ましたが、昨年参加している子どもも多く、す 

んなりとゲームに入ることができました。 

途中休憩をはさみながらゲームをしましたが、 

当日は秋晴れの気持ちの良い天気で、地面も芝 

生で転んでも痛くないため、子ども達ものびの 

びと運動できたようです。裸足になって走り回 

る子どもも多く、タグラグビーが終わる頃には 

壮年団と協力して準備した飯盒のご飯もできあ 

湖山池に臨むｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

タグラグビーの様子
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がり、皆でカレーを食べました。思い切り体を 

動かした後なので、子ども達も食が進んでいま 

した。 

 

４ 成 果 

  けがもなく、子ども達ものびのびと運動でき 

る場所で思う存分に汗を流し、無事に終えるこ 

とができました。タグラグビーのルールについ 

ても理解できたようであり、また芝生のグラウ 

ンドでの運動のしやすさも感じてもらうことが 

できと思います。 

 昼食では、子ども達にとってはめずらしいためか、“おこげ”のある飯盒のご飯も人気

でした。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  小学校高学年の参加が多かったため、体力等の差で低学年の子どもがややついていき

にくいように見受けられました。どの年齢の子どもが参加しても楽しめるような工夫が

必要でした。また、昼食の準備はほぼ大人だけでしてしまうので、集合時間を早くして

ゲームの前に子ども達で飯盒の準備をする等、準備から片づけの段階まで、何らかの形

で子どもも準備に係れるようにしたいと思います。 

  グリーンスポーツ鳥取、湖山西壮年団とよく協議し、マンネリ化しないように新しい

試みも取り入れながら来年度以降も続けていきたいと考えます。 

 

 

 

昼食風景

【タグラグビーとは】 

 基本的なルール 

  ・腰に｢タグベルト｣を巻き、そこにマジックテープで左右２本の｢タグ（飾りヒモ）｣ 

   を付けて、このタグを取ることでタックルの代わりとする。 

  ・攻撃側は、ボールを持ったまま走り、味方にパス（自分より後ろにいる味方のみ）をつ

ないだりしながら、相手チームのゴールを目指す。相手のゴールラインまでボールを持

ち込んで両手で置くことで｢トライ（得点）となる。 

  ・防御側は、相手を止めるためにボールを持っている人の腰に付いているタグを取る。 

   タグを取ったときには大きな声で｢タグ！｣と言って頭上にタグを上げ、相手に返す。 

  ・タグを取られた人はその場で前進をやめ、返してもらったタグを腰に付けた後に、味方

へのフリーパスからゲームを再開する。タグが４回取られると攻守が交代する。 

  ・攻守ともに相手の体に接触してはいけない。 

  ・１チームは５人で試合を行なう。 

（※ただし、当事業では参加人数によって１チームの人数は変則的） 
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中学生サークル 

                             賀露地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  公民館との関わりが少なくなる中学生対象に友だちや地域とふれあう機会を作り、自

主性、責任感を養うとともに、達成感を味わい、自信につなげる事を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  中学生が主体となってアイディアを出しあい実施しま

す。日時、内容、チラシ作り、打ち合わせ、準備等、職

員のサポートを受けながら進めます。「夏まつり」「クリ

スマスケーキ作り」「チョコ作り」「新入生との交流会」

が毎年、恒例となっています。 

 

３ 実施状況 

○夏まつり ７月３１日（金）１６：００～２０：３０ 

場  所：賀露地区公民館   内 容：たこ焼き、お好み焼き、肝だめし、花火 

参加者：中学生１４名 大人３名  

 

〈実施までの過程〉ワクワク湖東職場体験中の生徒と一緒に企画、実施していきます。 

①内 容      

自分たちが公民館で友達と一緒にやってみたい事について意見やアイディアを出し

合いました。 （案）たこ焼き、花火、かき氷、すいか割り、肝だめし・・など 

②日 時 

夏休みを利用し、部活動などを考慮し、中学生の集まりやすい時間を決めました。

塾や部活などで遅れて参加してもよいことにしました。 

  ③広 報 

＊ポスター・・自分たちでポスターを作成します。中学校の先生に事業の主旨を説

明し掲示の許可を得て、各階の目立つ場所を話し合いながら決め、掲示しました。 

＊チラシ・・手づくりでチラシを作成し分担して友だちに配布、声かけをして勧誘

しました。 

  ④準 備 

   例年、打ち合わせ会を行いますが、今年は中学生の都合がつかず、食材の買い出し

は職員が行いました。その他の内容については、当日中学生と話し合いながら進め

ていくことにしました。 

⑤当 日 

早く来た参加者で材料を切り、たこ焼き、お好み焼きを作りました。部活が終わっ

夏まつりでたこ焼きに挑戦  
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て途中参加の中学生も加わり、カラシ入りのたこ焼きを誰が食べたか当てる‘たこ

焼きゲーム’や、みんなで作るかき氷の味は格別のようでした。調理室を片付けた

後、暗くなるのを待って４階建ての館内にてみんなで話し合ってルールを決め、肝

だめしをしました。友だちをおどかしたり、おどかされたり、思いっきり楽しんで

いる様子が伺えました。 

⑥感 想 

「お好み焼きやかき氷を作るのがおもしろかったです。」 

「途中からの参加だったけど楽しかったです。中でも、肝だめしが一番でした。」 

「肝だめしで大声を出し、ストレス解消になりました。」 

「夜、友だちと遊ぶことがないので、なんとなくウキウキしました。」 

⑦中学校との連携 

 中学校に公民館事業を理解していただき、中学生が参加しやすい体制を整えてもら

っています。例えば「新入生との交流会」では部活の先生が、「部活を休んでいいか

ら進入部員を勧誘してきなさい。」と参加を許可してくださいました。 

 

 その他の事業 

○クリスマスケーキ作り(１２月) ○チョコ作り(２月) ○新入生との交流会(３月) 

 

４ 成 果  

  中学生が自らやりたいことを企画することで、友だちに声かけをしたり、準備等に意

欲的に取り組めるようです。１番の成果は顔見知りになることで中学生から挨拶してく

れたり、公民館や体育館を借りにきてくれたりと地域とのつながりができた事です。一

昨年には、発足当時（Ｈ１４）の中学生が「同窓会をしたいので公民館の部屋を貸して

欲しい」と申し込み、同窓会が行なわれました。また、中学生サークルのケーキ作りに

ＯＢが参加し、中学生と一緒に楽しく交流している様子や、公民館祭でボランティアと

して参加し、地域の中で活動している様子を見るたびに、人と人とがつながり、子ども

たちが成長していく姿が見られ、継続していく事の大切さを感じています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  内容が固定化してしまっているので中学生が自分た

ちの観点で新しい企画をし、組み立てていく方向を考

えています。特に調理が中心となってしまっているの

で、例えば何かを作ったり、地域と関われるような事

業が一緒にできたらいいと思っています。 

これからも中学校との連携を大切にし、中学生の日

程に合わせ準備を進めサポートし、そして“人づくり” 

につなげていきたいと思います。 

チョコブラウニーの完成  
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千代水あおぞら教室 

                            千代水地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 千代水地区の身近な自然や歴史・文化などについて、現地で学習することにより直接

見たり触れたりしながら認識を深めるとともに、自分たちの地域のすばらしさを再発見

し愛着を深め、いつまでも地域のよさを保存していくことの大切さを学ぶことを目的と

します。 

 

２ 事業の概要 

現在安長の南に亀井茲矩が築いた安長土手（輪中堤）が５００メートルほど当時のま

ま残っています。安長土手周辺には元文の一揆のリーダーであった松田勘右衛門をはじ

め処刑された人々の霊を慰めるために建立された地蔵尊や、因幡二十二士の一人である

山口謙之進正次の住居跡等の史跡が多く存在しています。 

今年度は安長土手の史跡と関係する事項を中心にして、次のように現地学習を計画し

実施しました。 

①  安長土手と亀井茲矩の功績（鹿野城跡で現地学習）  

②  安長土手及び周辺の自然と歴史（安長土手ウオーキングと周辺の史跡に関する歴史

学習）  

③  元文一揆と勘右衛門の功績（八頭町東で現地学習と城下町若桜の蔵通り・寺通り・

カリヤ（仮屋）の見学、不動院岩屋堂の内部見学等） 

 

３ 実施状況 

○６月２７日（土）   

①千代水あおぞら教室「安長土手と亀井 矩の功績」 

場 所 鹿野町鹿野城跡 参加者；１９名   

解説員 ぷらっと鹿野ガイドの会の皆様 

４００年前の雰囲気を残す鹿野城跡や城下町の散策を 

しながら城主亀井茲矩・山中鹿介等の人物像や街並み等 

についてガイドさんの説明を受け、あらためて二人の偉 

大さを認識するとともに、おおくの事業と技術の素晴ら 

しさについて理解を深めることができました。 

 

○９月２９日（火）   

②千代水あおぞら教室「安長土手及び周辺の自然と歴史」 

場 所 安長土手周辺（鳥取市安長） 参加者１８名   

解説員；佐藤彰博氏（公民館長） 

山中鹿介の説明を聞く参

加者（鹿野） 

勘右衛門地蔵（安長土手）
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安長土手を中心に勘右衛門地蔵（元文一揆）・山口謙之進正次（因幡二十二士、本圀寺

事件）の住居跡・神明宮などの解説を聞きながらウオーキングを行いました。 

身近であっても知らないことも多く、新しい発見や認識を深めることができ、地域へ

の関心が深まりました。 

 コース＝千代水小学校跡→安長土手・大井手川→勘右衛門地蔵→神明宮・秋葉大権

現→東円寺→池中の森→山口謙之進正次の住居跡 

  

○１１月２０日（金）  

③千代水あおぞら教室「元文一揆と勘右衛門の功績」 

場 所 八頭町東・若桜町若桜 参加者２４名 

講 師；下田智大氏・野田大和氏（八頭町教育委員会）  
 勘右衛門は鳥取藩史上最大の一揆である「元文一揆」 

の首謀者として元文５年に処刑されました。彼は一 

揆の首謀者ということだけではなく、農民の生活の安定のために、私財をなげうって堤

防を築いたり飢餓への備えをするなど多くの功績を残していますが、特に巨石の石組

み・藤蔓やニラをうえることで地盤強化を図るなど、築堤の技術の素晴らしさが直接実

物を見たり触れたりするこ 

とによりよく理解できました。 

さらに地域の人たちが勘右衛 

門を大変誇りに思っている様子 

など歴史のみならず勘右衛門の 

人柄などにも触れることができ、 

大変意義のある現地学習でした。 

 

４ 成 果  

○現地学習であり、気軽に地域の自然や歴史、文化に直接触れることができ、理解や認

識をより深くすることができました。 

○自分たちの身近な地域でありながら知らないことが多くあることに気付くとともに、

其々の地域の自然や歴史・文化などに直接触れることができ、新しい発見や感動するこ

とも多くありました。さらに自分たちの地域への関心も強くなりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

○現地学習にとどまらず、座学なども行い内容をより詳しく学習することも必要である

と思います。また、幅広い年代の人々が参加しやすいように、内容・日程等の工夫をし

たり、広報活動も活発に行う必要もあると思いました。 

○学習をさらに拡大発展させ年間の行事として事業を興したり、また継承活動を行うな

ど具体的な活動として将来につながるようにしなくてはならないと思いました。 

勘右衛門の顕彰碑（八頭町東）

元文一揆と勘右衛門土手について、下田・野田両先

生の解説を聞く受講者 （八頭町東） 
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「ちまきづくり」の開催 

                             大茅地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  端午の節句は、奈良時代から続く古い行事です。今回の実施時期はひと月以上後にな

りましたが、みずみずしい新緑がきらめくさわやかな季節に、元気いっぱいの子どもた

ちに、日本の伝統的な食文化を伝えていくことで、子どもと大人のふれあいを楽しみな

がら、心身共に健やかに育てとの願いを込めて行うものです。 

 

２ 事業の概要 

  この「ちまきづくり」は、子どもと大人のふれあい事業の一環として企画したもので、

おおかやの小学生６名と保護者等が集まり、地元の女性を講師に招いて、一緒に「ちま

きづくり」を実施しました。 

 

３ 実施状況 

 ○６月１０日（水） 岸本館長及び畑中主事により、雨の中、河合谷高原近辺で笹の葉

を１５００枚程度採取しました。 

           （なるべく新鮮で大きい葉を選ぶのにひと苦労でした。） 

○６月１３日（土）  

場 所：大茅地区公民館及び大茅の里   

参加者：１５名   

講 師：大石在住 野津 芳江さん 

 

「公民館倉庫」で笹の葉を選定し、まきの粉を 

練ったり、丸めたり、包んだりした後、「大茅の 

里」で蒸しあげ、昔ながらの手作りおやつづくり 

 を体験しました。（笹の葉３枚、５枚、７枚使用 

 などいろいろと試しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まきの粉を練る。

笹の葉の選定

笹の葉で包む。
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大茅の里（畳の間）で試食会をして、残ったちまきは各自持ち帰りとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  子どもたちと大人が直にふれあう良い機会が作れたと思います。 

 

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ことで、この事業がいつまでできるか疑問ですが、

中学生や高校生も含めて実施できるものを今後模索したいと思っています。 

 

ちまき試食会
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成器百年桜保護作戦 

                             成器地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  成器地区の中心部、鳥取市国府町中

河原にある旧成器小学校のグランド

には、樹齢１３０年と伝えられる桜の

古木があり、長年にわたって成器地区

の歴史を見守りながら、地区の人達の

目を楽しませてきました。 

そこで、この桜の古木を「成器百年

桜」と名付け、成器地区のシンボルと

して大切に保護していくことにより、

ふるさとへの愛着心を養うと共に、大

人と子供の世代間の交流を図ること

を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  旧成器小学校のグランドにある２本の「百年桜」と、グランドの周辺にある１０本の

桜を保護するため、毎年３月に地区全体に呼びかけ、子供から大人まで参加し「成器百

年桜保護作戦」と名付けて共同作業を実施しています。 

  また、４月には、見事に咲いた桜のもとに地区の人達が集い、趣向を凝らして「成器

桜まつり」を実施し交流を深めています。 

 

３ 実施状況 

○３月１日（日） 「保護作戦（共同作業）」 

  ・場 所 旧成器小学校グランド ・参加者 ４０名 

  ２本ある「成器百年桜」には、根元に腐葉土や油粕などの肥料を施したり、支柱を立

てて風雪で折れないようにするほか、樹皮に生えたコケなどの寄生植物を取り除きます。 

また、グランドの周辺にある１０本の桜も、相当な樹齢に達し老朽化しているため、

同じ様に支柱を取り付けたり、コケを取り除くなどして保護しています。 

この作戦は、地区の人材とノウハウを十分生かして、作業内容ごとに班編成を組むと

共に、安全面の気配りもしながら、子供達にも出来ることをしてもらい、午前中で作戦

を終了します。 

作戦の内容については、定期的に樹木医のアドバイスも頂きながら実施しており、今

年は、広く地域の皆様にこの桜を見守ってほしいとの思いから、「成器百年桜」の由来を

書いたＰＲ文を掲出しました。  

成器百年桜の樹皮についたコケを取る小学生 
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○４月４日（土）  「成器桜まつり」 

 ・場 所 旧成器小学校グランド  ・参加者 ６０名 

   桜が満開となる時期を見定め、見事な花を咲かせた桜のもとで実施しています。 

  内容は、地域のグループによる邦楽や大正琴の演奏を聴いたり、茶席を設けて雰囲

気づくりをする一方、野菜などの食材を持ち寄り、公民館の料理教室のメンバーや子

供達も参加して料理を作りみんなで会食するなど、手作り感のある温かな交流を目指

しています。当日は、日頃、公民館に設置している「成器の桜募金箱」を会場内に置

いて浄財を募り、桜の保護活動に役立てるようにしています。 

  また、桜の開花期間中は夜間のライトアップを行い、見事な夜桜を大勢の皆さんに

楽しんでもらっています。 

  

４ 成 果  

  「成器百年桜保護作戦」は、スタートしてから５年を経過し、地区の毎年の恒例行事

としてすっかり定着しました。お陰様で、一時期、枯れるのではないかと心配した古木

も元気を取り戻し、新しい若枝も伸びて見事な花を付けるようになり、地区の人達を安

心させました。 

  保護作戦や桜まつりの取り組みを通じて、地区の合言葉「いきいき成器」の元気な活

力を確かめながら、ふるさとへの愛着心を養い、地区の人達の世代を越えた絆を強める

ことが出来ました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 年毎に少子・高齢化が進むこ

の地区で、事業の参加者を確保

することは大きな課題となって

います。そこで、今後、保護作

戦については、公民館だけが単

独で取り組むのではなく、まち

づくり協議会（まちづくり・い

きいき成器の会）など広く地区

全般に呼びかけ、息の長い事業

として継続していこうと相談し

ています。 

また、桜まつりは、写生会や 

撮影会を取り入れたり、他の地 

域との交流も検討しながら内容を充実させるなど、「成器百年桜」が、鳥取の桜の名所の

一つとして地域の賑わいの場となるよう願っています。 

 

満開の成器桜のもとで、大正琴の調べを楽しみ 
ながら交流する参加者の皆さん 
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高齢者学級「一服亭
いっぷくてい

」 

                              谷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  高齢者学級「一服亭」は、家にこもりがちで、体を動かす機会の少ない高齢者の方を

対象とし、月に１回公民館に集い、日頃会えないメンバ－と交流をはかりながら活力を

やしない、日々の生活にはり合いを持っていただくこととしています。 

 

２ 事業の概要 

  この高齢者学級「一服亭」は公民館事業の一環としてボランティアグル－プ「さわや

か会」と企画、運営し、なつかしい歌、よく口ずさむ歌を合唱、ゲームやおしゃべり、

手先を動かすため小物作り、暖かい季節に郊外学習、皆が持ち寄っての昼食等、高齢者

の方に楽しく公民館に集い喜んでいただけるよう活動しています。 

 

 

３ 実施状況 

○６月１７日（水）ちまき作り 

参加者：１３名  ボランティア９名 

ちまきと言えば、５月の端午の節句のときに  
食べるのが日本の一般的な習わしですが、その  
伝統もすたれてきており、ササの巻き方を受け  
伝えていくためにちまき作りをしました。前日 

 Ⅰ、２００枚の笹の葉を採りに山に出かけ、１ 

枚づつていねいに洗い水につけ準備を終えまし 

た。当日は、参加者の方に手ほどきを受け、普通にちまきを作っていた当時の話を楽し

く聞きながら、ちまき作りを行い、蒸しておいしくいただきました。   

伝統行事をすたれさせないため、次の世代に受け継ぐことの大切さを学びました。 

 

○９月１６日（水）  敬老の日を祝う会 

 参加者：１５名 ボランティア６名 

 参加者はほとんど８０歳以上であり敬老の日 

前ということで、長寿を祝い、楽しいひととき 

を過ごしてもらおうと企画したものです。 

昔話をしたり、ボランティアによる踊りや演 

芸の披露。職員による手品。運動を兼ね、輪投 

げを使ったビンゴゲーム。大声を出しての童謡 

ちまき作りに挑戦  

カモメの水兵さんに合わせて合唱  
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の合唱などを行い、笑いの絶えない一時となり 

ました。又、昼食はボランティアによる、おは 

ぎや手作り料理が振る舞われ、参加者はとても 

おいしそうに召し上がっておられました。 

 

 

○１０月２１日（水）キュ―ピー人形の作製 

 参加者：１２名 ボランティア６名 

 フェルトを使い、ミニキューピー人形の洋服 

を仕上げていく作業に挑戦しました。指先を使 

った細かい作業でしたが、参加者はひとつひと 

つ丁寧に進めていかれました。リボンやスパン 

コールで装飾し、各自創作しながらオリジナル 

人形が完成。個性的な作品が出来上がりました 

この作品は地区公民館まつりに出品展示し、子 

どもたちの人気コ―ナーとなっていました。 

 

４ 成 果  

  地域の高齢者が「家にこもりがち」、「寝たきり」にならないようにと平成９年にはじ

めてから１３年、当初から参加されている方が５名おられます。皆さん「一服亭」の日

を中心に農作業、家事にいそしみ、当日みなに喜んでもらおうと手づくりの品を下げて

参加。今では「とても楽しくいつも心待ちにしています」との声に代表されるように、

高齢者学級が元気のみなもととして参加者の中に息づいています。 

 

５ 課題、今後の方針等  

課題としては、参加者が固定化してきて体調のおもわしくない方も増え、横ばいか下

降気味です。新しい人をふやすか、男性の方にどう参加してもらうか、ボランティアの

方も高齢化になりつつあり若い人の理解と参加が課題です。  

これらの課題も念頭におき、暖かい季節になれば戸外での学習、史跡めぐり等、体調

を考えながら、多くの方へ参加を呼び掛け、今後とも取り組んでいきたいと考えていま

す。 

 

 

職員のマジックショ－

キュ－ピ－人形作り  
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生きがい教室「楽々
らくらく

園
えん

」 

                             宮下地区公民館 

 

１ 事業の目的 

 生きがい教室「楽々園」は特色ある公民館活動事業として中高齢者を対象に、みなさ

んがふれあいを大切に、楽しみながら集い学ぶことで、明るい活力のある心豊かな地域

づくりを目指します。  
 

２ 事業の概要 

  この生きがい教室は、原則毎月第３木曜日に開催し、内容は各種講座の聴講、童謡唱

歌の合唱、軽スポーツの実践、季節の「おやつ」づくり、料理実習、史跡めぐり、芸術

鑑賞、ビデオ視聴等を組み合わせながら年間 10 講座を実施しました。 

 

３ 実施状況 

○５月２１日（木） ①開講式・童謡唱歌・ビデオ「心豊かに」を視聴 

  参加者；２０名   

開講式の後、童謡唱歌を全員で合唱し、南蔵院住職の「こころ豊かに」のビデオを視

聴しました。 

○６月１９日（金） ②「笹巻き」づくりと「童謡コンサート」 

  参加者；２３名 

季節のおやつ「笹巻き」を、子どもの頃の生活や風景など懐

かしい話をしながら、楽しく作りました。その後、宮ノ下小学

校体育館へ移動して音楽鑑賞「わらべ館童謡コンサート」に参

加し、児童と一緒にプロのすばらしい歌声を聴きました。 

 ○7 月１６日（木） ③童謡唱歌と「かま焼き」づくり 

参加者；３３名 

「夏のうた」を集めた童謡唱歌を、プロジェクターに映し出される絵と歌詞を見なが

ら合唱しました。その後、摘みとったばかりの新鮮な「ミョウガ」の葉を使い、昔懐か

しい「かま焼き」作りを行いました。 

 ○８月２０日（木） ④軽スポーツ「カローリング」 

   参加者；１４名  於宮ノ下小学校体育館   

  中高齢者でも簡単なルールで、特別な技術も力も必要としない手軽に楽しめるスポー

ツ「カローリング」の試合を、4 チームに分かれて行いました。  
○９月１７日（木） ⑤「転倒予防体操と骨粗しょう症予防」の料理実習  

   参加者；１７名  
   食生活改善推進員の指導で「転倒防止の体操と骨粗しょう症予防」の料理４品の調理

実習を行いました。適度な運動を心がけて、塩分や加工食品等の摂り過ぎに注意するよ

う指導をしていただきました。  

みんなで「笹まき」づくり
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 ○１０月１５日（木） ⑥館外研修「相田みつを展」見学と若桜町散策  
   参加者；２０名  於「たくみの館」  
  若桜町「たくみの館」で開催された「相田みつを展」を鑑賞しました。独特の書体と

詩には心打たれるものがあり、「育てたように育つ」の詩には、皆さんが共感されてい

ました。  
 ○１１月１９日（木） ⑦とっとりの芸術宅配便「鳥取県警察音楽隊」の吹奏楽を鑑賞  
   参加者；２０名  於宮ノ下小学校体育館  
  「とっとり芸術宅配便」鳥取県警察音楽隊の演奏を宮ノ下小学校の児童と鑑賞しまし

た。皆さんが楽しい演奏と息の合ったドリルに大変感動されていました。  
 ○１２月１９日（土） ⑧クリスマス交流会  
   参加者；３４名  
   おやじバンド「アールファイブ」の X マスソングの生

演奏やマジックショー、カラオケ、ゲーム等、盛りだく

さんの催しを楽しみましだ。最後に、全員で「冬のうた」

の童謡唱歌を合唱し、楽しい交流会となりました。  
 ○１月２１日（木） ⑨明るい選挙啓発ビデオと「同行  

二人」ビデオ視聴  
   参加者；２０名  
  明るい選挙啓発ビデオを視聴しました。視聴後、「今年はいろいろな選挙が予定されて

いるので、政治に関心をもち、選挙に参加しましょう」と話し合いました。  
 ○２月１８日（木） ⑩地区コミュニティ計画の講演、２１年度閉校式  
   講師；宮下地区まちづくり協議会会長 田中道春氏  
   宮下地区「地域コミュニティ計画」の講演と２１年度の閉校式を行い、全 10 講座を

受講された 2 名の方に皆勤賞を贈呈しました。  
 

４ 成 果  

定期的に開催したため、受講者の仲間づくりの輪が広がりま 

した。また、他の公民館事業へも積極的な参加が得られるよう 

になったとともに、小学校の子どもたちとのふれあい、交流を 

図ることができ、非常に有意義な事業となりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

男性の参加が少なかったので、男性の参加を促すような広報の仕方や事業内容の検討

が必要です。また、継続性のある充実した事業とするために、公民館職員と一緒に受講

者自らが、事業企画を行う等、事業立案システムの検討が重要と考えます。 

  今後も、地域の皆さんが健康でいきいきとこころ豊かに暮らせるような、充実した教

室にしていきたいと感じました。 

 

クリスマス交流会  

明るい選挙啓発ビデオを視聴  
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あおば地区ふれあい歴史探訪ウォーキング 

                            あおば地区公民館 

１ 事業の目的 

  歴史探訪ウォーキングは、国府地域にある史跡を自分の目で確かめ直接ふれて学習す

ることで、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見すること、ウォーキングを

楽しく行なうこと、地域の仲間づくりをすることなどを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  平成１６年１１月の市町村合併を機に、「鳥取市民健康づくり推進員協議会」が新たな

組織として誕生し、それ以来、公民館を拠点とした共催事業の検討がされ、結果として

毎年平均で６つの合同事業を実施しています。 

「歴史探訪ウォーキング」は、あおば地区健康づくり推進員協議会との合同事業の一

つで、平成１８年度には「さわやか歴史探訪」として国府町大茅地区の自然と歴史を学

びながら歩き、平成１９年度には、「今木山に秘められた古代ロマンを今解き明かす」、

平成２０年度には「１３００年前の岡益へタイムスリップ！」アマンジャクの石、梶山

古墳、岡益廃寺、石堂などの学習とウォーキングの会を開催し、平成２１年度迄で連年

４回実施しました。 

現在では、「歴史探訪ウォーキング」として地域に定着し、地区在住の方を対象に国府

地域にある史跡（整備してあるものから放置されているものまで）を自分の目で確かめ

直接ふれて学習しながらウォーキングを楽しむ事業として親しまれています。 

 

３ 実施状況 

○１１月１４日（土） 歴史探訪ウォーキング“空白のヒバ谷ロマン” 

  内  容；ウォーキングと学習 

・なぜ池田家墓所をここに定めたのか ・池田家墓所のすべて 

・武内宿禰はヒバ谷から神になった  ・謎の石塔 

・私が暮らしている近くは凄い所だった 

   講  師 
池田家墓所解説員 沖 廣俊 氏 

ヒバ谷解説員   磯見義隆 氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
あおば地区公民館＝＝袋川土手＝＝池田家墓所＝＝ヒバ谷巡り＝＝ 

9:00 出発           9:30    11:00 
 

＝＝あおば地区公民館 
     12:00 帰着 

（雨天の時は池田家墓所まで歩きます）
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参加者；２７名  午前９時にあおば地区公民館 

 を出発。池田家墓所までの約１・５キロメートルの 

道のりをウォーキング、池田家墓所で池田家墓所管 

理人の沖廣俊さんから池田家初代藩主池田光仲公が 

どうして鳥取藩主になったのか等の解説を聴き、池 

田家墓所内を巡りながら約１時間解説を聴きました。 

あいにくのお天気でヒバ谷巡りは中止となりました 

が、ウォーキング終了後には、豚汁とおにぎりを参 

加者全員でいただきながらヒバ谷の映像の入っているＤＶＤをプロジェクターで鑑賞。

映像に沿って磯見義隆さんの解説を聴き、参加者から講師の方へたくさん質問も出され、

地域のよき学習の場となりました。 

 

４ 成 果  

  歴史探訪ウォーキングを開催するに当たり、公民館だよりと歴史探訪ウォーキングの

チラシを全戸配布したのに加えて、健康づくり推進員さんが個々に呼びかけもしてくだ

さり、多くの参加をいただきました。 

また、当日は、足が痛くてウォーキングに参加したいが体調に自信の無いと言われる

方、あるいは、健康づくり推進員だが、それぞれの事情で最後まで参加はできないとい

われる方などが中心になり、お昼の豚汁とおにぎりづくりのお手伝いに参加してくださ

いました。自家製の漬物を持参くださる方、自前の資料原稿を用意して解説員としても

協力くださる方など、地域のたくさんの方々に支えられ事業ができていることを感じま

す。 

また、天候の具合等でウォーキング予定地は滑りやすい状況もありましたが、皆さん

が互いに声を掛け合い助け合ってウォーキングを楽しんでおられ、地域の仲間づくりに

もなっていると実感しました。 

何よりも皆さんが来年も参加したいと言ってくださることと、自分たちの住んでいる

地域の素晴らしさを再発見、再認識することが出来たと言ってくださることが一番の成

果であったと思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

あおば地区の健康づくり推進員の皆さんは、国府地域のウォーキングマップを作成す

ることを目標にされておられ、公民館も「あおば地区協働まちづくり会」と融合できる

ところは融合させてマップづくりだけでなく、他の事業もまちづくり協議会も入ってい

ただく方向で合同開催できればと考えています。 

また、マイクロバスを利用して事業を開催する時などは、参加申込が殺到するため、

先着順の受付となり申込者全員に参加していただくことが出来ないという状況もあり課

題と考えています。 

 

池田家墓所で解説を聞く
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立体工作マンガ教室 

                             河原地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  立体工作マンガ教室は、地区在住の子どもと大人を対象とし、平成９年から開催して

いる行事です。講師は、マンガ工房の岩田廉太郎先生です。 

作品を作りながら想像力と観察力を養っていきます。 

 

２ 事業の概要 

  この立体工作マンガ教室は、講師の先生の指導で、クラフト紙を切ったり丸めたりし

て、色紙の上に立体的な作品（干支）を完成させます。 

 

３ 実施状況 

○１０月３日（土） 午後１時～４時 

  参加者；２１名  講師；まんが公房 岩田廉太郎 氏 

    

立体工作マンガは、カッターやハサミを使い、 

  色々なクラフト紙を下線に沿って切ったり、切り 

込みを入れたりする部品づくりから始めます。 

 部品を切り終わると、次に専用のガラス棒を使 

って、丸めたり、シワを寄せたり、ウェーブを作 

り立体的になるように丁寧に部品づくりに取り掛 

かります。折り線は、カッターの背を使います。 

   今回は、“寅”です。まずは、顔から始めます。 

  使う部品をさらに立体感が出るように丸めてノリ 

付けしていきます。クラフト紙同士が触れる部分 

のみにノリを付けます。鼻や口のまわり…目の位 

置やひげ・足先や体ののそっとした動きのある丸 

み・尻尾の細い丸み…。胴体のどの位置に顔をつ 

けようか…など考えながら制作します。 

いまにもこちらに向かって来そうな“寅”が出 

来上がりました。次に松竹梅に合わせて、竹を丸 

く輪にし、松・竹の葉を付けます。今度は、色紙 

のどの位置に置くのか考えます。“寅”をどういう 

風に置くとこちらに向かって来そうなのか考え、 

裏に筒状のかませをつけ、よりリアルに仕上げます。 

 

      

制作の様子  

      

講師による指導  

－７９－ 



 

“寅”を色紙に置くにも慎重です。いよいよ最後の仕上げに梅の花を飾りその後、 

マンガ工房さんに特注して作って頂いたそれぞれの落款印を貼り付けて完成です！ 

落款印を張り付けることでより作品が生きてきます。  

製作時間は、約２時間半～３時間程度かかります。 

   同じ作品ですが、それぞれ違って見えるのはなぜでしょう…？？ 

   作品完成後も、作品を交えて話も弾みます。これで良い年が迎えられそうです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  参加者は、一枚の紙から立体的なものを自分の手で作り上げていくという創造の喜び

や達成感を感じているようです。手先を使っての作品づくりに時間もかかり細かい作業

ですが、子供から大人まで時間を忘れ、最後まで頑張って作品を完成させています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今後も、この立体工作マンガ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。現在、デザインも講師の先生にお任せしていますが、

参加者の方のデザインで立体工作マンガを制作してみたいと思っています。デザイン日

とどう立体的にするのかを考える日を設けるとより愛着のある自分だけの作品が出来上

がると思います。 

また、ハサミを使っての作業が多いでのすが、うまくカッターを使いこなし、カッタ

ーだけで作品を仕上げるようにしたいと思っています。 

   

      

完成した“寅” マンガ工房参加者  

      

－８０－ 



ふれあいそば畑パート２ 

                             国英地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  ふれあいそば畑は地域の子ども達が作物を育て、収穫するまでの苦労を体験してもら

い、食べ物に対する感謝や自然への喜びを育くむことを意図しています。 

 

２ 事業の概要 

  地域のボランティア６名の方々を中心に取り組んでいる事業です。 

子ども達とそばの種まきから収穫、そしてその食物を食べるという一連の作業を体験

します。 

 

３ 実施状況 

○８月８日（土）  そばの種まき 

  於；公民館下の休耕田  参加者；２３名   

公民館でそばづくりをするということを聞きつけた 

そば栽培を実践している地域の方が、積極的にうね作 

りの指導をしてくださいました。 

その指導のもと、ボランティアの方々が慣れない作     〔うね作り〕 

業に汗しながらうねを耕しました。きれいに整えられ 

たうねに、参加した子どもや保護者が種まきをしまし 

た。                    

  種まきの様子を見ていた地域の方から、休耕田の面 

積に対して種の量が多いとのアドバイスを受けました。 

今後の活動に役立てたいと思います。 

                               〔種まき〕 

                                

○９月半ば、畑一面そばの白い花が咲きました。        

  うねを整えたので、きれいに咲いてくれました。 

 

 

 

 

 

                             

        

         〔そばの花〕            〔子ども達が作った看板〕 

－８１－ 



 

 ○１０月１７日（土） 収穫作業 

  参加者：１５名 

  子ども達は横一列に並び、雑草と間違えないよう、 

 ていねいにそばの刈り取りをしました。 

  作業に余裕が出てきた子ども達は、バッタを見つけ  

たり、そばの実の大きさを比べたり、楽しみながら 

 刈り取りをしました。                   〔刈り取り〕 

次に、刈り取ったそばの実を取る作業に移ります。 

そばから小さな実だけを取る作業は根気のいるもの 

です。最初から最後まで作業できる子ども達もいれ 

ば、集中できない子ども達もいます。そういう子ど 

も達も、周りの大人たちに励まされながら、作業を 

終えることができました。 

 

                             〔実を取る作業〕 

 

 ○１２月１２日（土） そば打ち体験 

講師：落合博典氏  参加者：２２名 

  始めに、収穫したそばの実の量を報告しました。 

 続いて講師の指導のもと、悪戦苦闘の中、楽しくそば 

 打ちをしました。 

  そばに空気が入らないように、丸める工夫やそばの 

伸ばし方を教わり、上手に作ることができました。 

打ち立てのそばは大変美味しく、大好評でした。 

また、たくさんのそばを茹でたつゆは濃厚で、めった    〔親子でそば打ち〕 

に味わえないものです。 

収穫時の大変さが報われた瞬間でした。 

 

４ 成 果                        

一連の作業を通して物を作る大変さ、そして共同で作業する楽しさや食べる嬉しさを、

体感できたのではと思います。作物の不思議さもわかってくれたようです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  課題としては、収穫作業をもっと楽しいものにする工夫が必要と思います。 

  今後も体感できる、また、大人になって自信に繋がるような事業に取り組んでいきた

いものです。 

－８２－ 



そうめん流し 

                             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異世代の人たちを対象にそうめん流しを行い、交流を

深めながら、子ども達が地域とのつながりを感じる豊かな心の育成を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  大国主命（おおくにぬしのみこと）と八上姫（やかみひめ）が結ばれるという「八上

神話」は、７１２年（和銅５年）に作られた日本最古の書物「古事記」に記されていま

す。その八上姫を祀る売沼
め ぬ ま

神社と嶽
だけ

古墳（八上姫の墓と伝えられています）のある曳田

川周辺１ヘクタールを八上姫のロマンを伝える公園に於いて、古くから当地区では、旧

暦に願い事を書いた色とりどりの短冊や飾りを笹の葉につるし、星にお祈りをする習慣

が今も残っています。 

この五節句のひとつにも数えられています“七夕”になぞらえて、八上地区公民館青

少年部を中心に、地域の方々、婦人の方々の温かい協力によって、体験的な活動を行い、

また親と子のふれあい、地域の人達とのふれあいを通して、地域とのつながりの大切さ

を子ども達に伝えたいと思います。 

 

３ 実施状況 

○８月 ２日（日）  「そうめん流し」 

  於；八上姫公園  参加者；５２名  講師；國本忠敏 氏・田中宏夫 氏 

梅雨も明けきらない空の下、ＰＭ２：００から講師 

の方々を中心に、地域の方からご提供して頂いた竹を 

使って役員、子ども達が竹割り・節取りを行い全長２ 

 ０メートルのカーブを生かした本格的なそうめん流し 

 台を完成させた後、巨大な笹の葉にいろいろな飾りや 

短冊に参加者それぞれの願いを書き、ようやく会場を 

彩る七夕飾りを完成させました。 

ＰＭ５：００から地域の婦人の方々にもご協力を頂 

き、早速そうめんを流し、地域の方々から提供して頂 

いた赤、黄色のトマト、キュウリなどを次々と流した 

後、青少年部の役員方の積極的な進行により鳥取市（ 

世界砂像フェステイバル）、河原町（あゆ祭り）、八上 

 地区（八上姫伝説）にちなんだ○×クイズ、宝釣り、 

ヨーヨー・スーパーボールすくい、風船割りゲームな 

ど盛り沢山に行い、そろそろ日が暮れかかる頃、最後 

（そうめん流し）

－８３－ 



打ち上げ花火で大変盛り上がり、青少年部部長の閉会挨拶の後、参加者全員で後片付け

を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ○８月 ８日（土）  「エコクラフト工作会＆ジャンボしゃぼん玉遊び」 

 

４ 成 果 

  今年度４回目の開催となりますが、事業開催にあたっては地域の方にそれぞれの得意

分野での指導や協力をして頂き、子ども達も体験することにより、興味や関心をもち、

積極的に参加することで地域のつながりの大切さを感じました。また、役員の積極的参

加もあり、参加された子どもから大人の方まで一緒に楽しく取り組むことが出来、より

一層のふれあいを深めることが出来ました。（＊高齢者の参加もありました。） 

 

５ 課題、今後の方針等 

  年々、地域の子ども達が少なくなっている当地区に於いて、事業への参加者が増えて

いることは喜ばしいことでありますが、習い事やスポーツなどで週末も予定が入ってい

る場合が多く、参加しやすい子とそうでない子があり、特に、小学校高学年層及び中学

生の参加者を増やすため、今後は、今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、大人がすべてお膳立てするのではなく、子ども

達が自分で考え行動できる事業を計画していくことや、リーダー的人材の育成も大切だ

と思います。 

また、参加者が固定化しているため、新しく参加者を増やすためにも、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。 

  

－８４－ 



散岐地区健康スポーツ大会 

                             散岐地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  散岐地区の６０歳以上の高齢者が一同に集い軽いスポーツを通してレクリェーション

活動と健康生活への関心を高め、生涯健やかな充実した生活を過ごせる様な豊かな長寿

社会を築き、高齢者相互の親睦をはかること、ひいては地域のこどもたちとのふれあい、

並びに地域行事への参加を目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この健康スポーツ大会は旧河原町時代の平成５年からに町民福祉課の後援で始められ

た「散岐地区健康を守る会」の事業の一つとして６０歳以上の住民対象に、毎年６月末

の土曜日の午後の半日を利用して行われるミニ運動

会です。合併後この健康を守る会の活動は公民館事

業へと引き継がれ今日に至っております。 

六月上旬に区長さん、健康づくり推進員、公民館

の企画委員などで打ち合わせを行い、部落ごとに参

加者の呼びかけや、とりまとめを行います。 

競技には参加できない方でも、交流、親睦の機会

を持っていただけるようにと 応援、見学のみの参

加も歓迎しています。種目は例年同じく４つですが、昨年度より参加者全員でのしゃん

しゃん体操も加わりました。また、地元の散岐保育園児とお年寄りとのふれあい演技、

散岐小学校の福祉環境委員会の子供たちも丹精込めて育ててくれた花の苗を参加者全員

にプレゼントしてくださる場も設けられております。その他合間には外部から招いたア

トラクションもあります。 

３ 実施状況 

 平成２１年６月２７日（土）  １３時３０分～１６時  

 参加人数 ６０歳以上１７６名 役員他 約３０人  園児、小学生２０人        

  内容  

・散岐小学校児童による花の苗の 贈呈式    

 ・団体競技（部落ごと）  ボール送り、玉入れ 

 ・個人競技 パン食い、ボール当て（ボトル倒し） 

 ・保育園児と一緒になってふれあい演技 

・全員でしゃんしゃん棒を手にしゃんしゃん体操  

・アトラクション 地元出身、小谷勇さんハーモ    

ニカ演奏にあわせ歌詞カードを準備し皆で歌を  

歌いました。  

張り切ってパン食いです

花の苗をありがとう大事に育てますね  

－８５－ 



４ 成 果  

今年度で１７回を数え、地域の方にも恒例化し毎年楽しみにしておられるようです。 

 参加者の感想です。 

 ・ 役員で仕方なしにというのが本当だったが、初めて参加してみて大変楽しかった。来

年も是非夫婦で参加したい。（６０代） 

・ＰＴＡ、農協婦人部など地域の皆が集う機会が少なくなって、本当に久しぶりに顔を 

 合わせた方もあり、大変懐かしかった。７０代、８０代の方々が大勢元気で参加され  

ておられる姿に私もまだまだ頑張らなければと刺激を受けた。（６０代） 

 ・合併後地域の公共の施設が次々と閉鎖され地区民の集い話し合いの場がなくなり淋し 

いかぎり、せめてこの会に多くの方が参加されて更に親睦を図る機会にしてほしい。 

（８０代） 

お世話をする方たちも大変ではありますが、

区長さん、健康つくり推進員さん方の協力、地域

の保育園、更に小学校では、春からこの日のため

に種をまいて育てて下さるなど、皆が協力して取

り組んだおかげで、この大会が開催できていると

実感しています。しゃんしゃん体操の取り組みも

事前に、若い役員等も練習するなど、和気藹々と

した雰囲気も生まれ良かったです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  旧河原町時代からの継続事業であり、地域住民にも馴染み浸透しているものの、反面 

マンネリ化してはいないだろうかという反省もあります。しかし参加された方々の中に

も今後も続けてほしいという声が多く、各部落の役員さんがたにも是非協力を頂きなが

ら、地域づくり、まちづくりの観点からも今後とも継続して行きたいと考えています。  

少子、高齢化の現代、お年寄りと接する機会の少ない子供たちのためにも、指導される

先生方の負担も大きいとは思いますが、やはりわざにでも、子供たちと高齢者との交流

の場を設けるということも大切ではないかと思います。 

公民館から距離のある村では、参加さ

れるお年寄りを村の役員さんが送迎す

るというシステムにしておられるそう

です。参考にしていきたいです。 

  また、競技の入賞賞品など準備する際

に 地域の特産品や地元の商店など利

用するのはどうだろうかというような

意見もありました、難しいことでしょう

が、一考の余地があるかと思います。 

うちの孫ではありません･･･ョ

参加者全員でしゃんしゃん体操  

－８６－ 



七夕の集い 

                             西郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「七夕の集い」は２３回目となり、老若男女問わず地区民が一同に会する最も大きな

イベントとなっています。各部落の獅子舞や古くから伝わる手踊りなど伝統芸能の発表、

保育園、小学校による歌やダンス、サークルさんの発表など、地区住民の親睦を図るこ

とを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  各部落に依頼をし、七夕飾り（竹３メートル位）と、地域の特色を題材とした句（代

表句と呼んでいます。）を、会場まで運んでいただき、飾り付けをします。会場準備は、

公民館執行委員でおこなっています。 

  午後 6：30～9：00 を予定しています。 

 

３ 実施状況 

○７月１１日（土） 公民館体育部員、文化部員、体育会役員による打ち合わせ会 

  各部落への要請と、出演団体への呼びかけについて話し合いました。 

また、体育会の協力（バザー）について協議しました。 

 ○７月２４日（金）プログラム編成を行いました。 

 当日の各役割分担について（司会者、カメラ、照明 

受付）等を決めました。 

○８月２日（日） 第２３回「七夕の集い」 

於 ： 西郷小学校体育館  参加者２００名 

  準備を午後２時より小学校体育館で行い、各部落 

 から持ってきていただいた七夕飾りや代表句の設 

置を行いました。 

開会  午後６時３０分 

  西郷保育園園児による歌とダンス、西郷小学校３,４年生の 

歌とリコーダー 会場から参加によるクイズ、ゲーム、鳥取大学奇術部のマジック 

  ピアノ演奏にのせて代表句の発表、4～５点の七夕飾りの願い事の発表 

  そして最後におたのしみ抽選会を行いました。 

  閉会 午後９時００分 

 

 

園児の歌とダンス

－８７－ 



４ 成 果  

  同じ地区にいながらなかなか会えない人と会場で一緒になり、地区のかわいい子供た

ちのうたやダンスを楽しんでいただき、獅子舞や手踊り、傘踊りなど他部落の伝統に触

れることが出来ました。一番に大切なことは、親睦を深めることです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  ２３回と伝統のある地域事業ですが、ここ数年少子化の影響も伴い年々参加者が減っ

てきているのが現状です。内容についてもマンネリ化しており、プログラム編成でも芸

能発表など何を取り入れるのか、四苦八苦しています。自分の子供の出番が終われば帰

ってしまう方も多く、いかに最後まで会場にとどまって頂ける内容にするのが、大きな

課題となります。予算的なことも含め、今後は、他地域の例など勉強、研究することが

大切だと思います。 

 

 
 

 
小学生による歌とリコーダー

－８８－ 



夏休みわくわく教室 

                             用瀬地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  わくわく教室は、地区在住の小学生を対象とし、自主学習はもとより、地域の人たち

とのふれあい・自然とのかかわりの中で地域の良さを再確認していきます。 

 

２ 事業の概要 

  教室の内容は、夏休み期間中に入ってからの子どもたちの自主性を育て、自立を促す

ために午前中の２時間から３時間の活動として定着しています。 

  この１０日間の中で、自主学習・三角山の登山・工作・クッキングなどを織り混ぜな

がら実施しています。 

 

３ 実施状況 

○７月３１日（金）  飾りうちわつくり（エコうちわ） 

 於；用瀬地区公民館 参加者；２３名  講師；リファーレンいなば職員 ２名 

   最初に、お買い物クイズをし、自分にも 

できるエコ活動を学習しました。 

リサイクルのうちわの骨組に、好きな色 

  の和紙を挟んで作るうちわに挑戦しました。 

  作業そのものは単純でしたが、色合わせに 

より一本一本雰囲気が異なり、個性の光る 

うちわつくりを一生懸命作りました。 

                              

 

○８月 ３日（月）  三角山に登ろう！ 

  於；三角山  参加者；９名  講師； 中尾和則氏 

    昨年、三角山に関する話やクイズをして 

学習したこともあり、今年は実際に三角山に 

登り、体験しようと山登りを実施しました。 

頂上には御社が祀ってあり、大きな岩がい 

くつも突き出している様を目のあたりにし、 

先人の思いを知ることができました。 

 

 

                   

 

お買いものクイズに挑戦

三角山の険しい道
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○８月 ５日（水）  木工キット工作 

  於；用瀬地区公民館  参加者；１６名   

講師；作野友康 氏（鳥取市ものづくりアドバイザー） 

 工作キットを使って、楽しく遊びながら 

夏休みの工作の一つとしてチャレンジしま 

した。同じキットでも、下絵によりそれぞれ 

個性的な作品が生まれ、子どもたちは歓声 

をあげていました。 

 

                            

 

○８月 ７日（金）  かんたんクッキング 

  於；用瀬町民会館 参加者；２２名 講師；食生活改善推進委員 ５名 

    わくわく教室の最後は、みんなで昼食を作り、 

１０日間の締めくくりとしています。今年の 

メニューは、オムライス・コンソメスープ・ 

果物です。食生活改善推進員の方に手ほどき 

を受け異学年の班で上級生が下級生の面倒を 

見ながら賑やかに楽しくいただきました。 

 

                          

  

○７月２７日、２８日、２９日、３０日、８月４日、６日は自主学習の日 

 

４ 成 果  

   小学生の子どもたちが年々減少するなかで、地域としてのかかわりが少なくなって

きているため、子どもたちと地域の大人たちとの接点が作れる良い機会になっている

と感じます。下学年の保護者からも要望があり、５年目を迎え定着してきたように感

じます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

   夏休み期間中に限らず、小学生に公民館利用をしてもらえるように、働きかけをし

ていくことと、放課後児童クラブ等とも連携した行事内容を計画・実施できるような

体制づくりの検討。 

   今後も、住民（保護者）からの要望を取り入れながら、将来を担う子供たちの育成

に関わっていく公民館事業でありたいと考えます。 

 

工作で釘の使い方を習う 

オムライスのトッピング 
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大村地区「おう穴まつり」 

                             大村地区公民館 

 

１ 事業の目的 

○  赤波川渓谷おう穴群を会場に、ウォーキング・レクリエーションなどを通して自然
の素晴らしさを体感すると同時に、子どもと地区住民の交流を深めることを目的とし

ます。  
○  大村発電所の見学を通して、地区の大自然から大きな恩恵を受けていることを学習
し自然の恵みに感謝する心を養い、次世代が受け継ぐ森林の保護や環境の問題につい

て考えることを目的とします。  
○ 毎年、ボランティアによる「おう穴群」の景観保護・環境保全に努めていますが、

この事業を通して大村の誇る自然遺産を次世代へ受け継いでいきたいと考えます。  
 

２ 事業の概要 

  「おう穴まつり」は大村地区の自然遺産である赤波川渓谷おう穴群において、毎回少

しずつ内容を変えながら取り組んでいる事業であり、今年三回目を迎えました。今回は

「大村の子どもは大村のみんなが見守り、育てよう」「大村の自然を、地域を愛する気持

ちを育もう」をスローガンとして取り組みました。 

 

３ 実施状況 

・ 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、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。 

・ 実行委員会（２回）、代表者打ち合わせ会を開き内容について検討。 

・ 事業前日におう穴群周辺の草刈り作業、会場周辺の整備。 

・ ８月２３日（日）大村地区「おう穴まつり」開催 

    参加者 約１１０名（内ボランティア４２名） 

  ＜内容＞ 

* 大村発電所見学 

発電にまつわる話を聞いた後、施設内の見学。 

* わくわくウォークラリー 

身近な動植物やおう穴等、自然にまつわる 

クイズに答えながら歩く。 

  * ヤマメ、イワナのつかみ取り 

  * バーベキュー 

  * 自由遊び（水遊び） 

 

 

大村発電所の見学  

わくわくウォークラリー
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４ 成 果  

・  発電所見学を通して、地域の自然から受けている恩恵について気付くことができま

した。 

・  ウォークラリー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

代間交流が盛んに行われました。 

・  おう穴の形状を利用した水遊びが子ども達には大好評であり、次回へ期待の声も聞

かれました。 

・  ボランティアの方々による適切な環境整備の 

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。 

 

５ 課題、今後の方針等 

・  会場の広さ等を考慮する必要がありますが、 

「おう穴」のもつ素晴らしさについて、もっと 

地区内外へ伝えられたらと思います。 

・  参加者からの要望もあり、今後も内容を工夫しながら続けていきたい事業のひとつ

と考えます。 

・  おう穴群から少し範囲を広げ、以前集落のあった場所等も今の子ども達に伝え、昔

の生活についても地域の方々と一緒に学習できるような機会があればと思います。   

・  事業を通して、地域の文化や自然について子ども達やその保護者・若者に伝え、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚のつかみ取りの様子  

おう穴の形状を利用した水遊び  
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しめ縄作り体験教室 

                              社地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「昔ながらのしめ縄作り体験教室」は、地元に古くから伝わるしめ縄の作り方や、昔

の話を聞きながら、同じ社地区でも違う文化があることを再発見し、伝統行事の継承と

コミュニケーションを図る事を目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  この「昔ながらのしめ縄作り体験教室」は、社グランドゴルフ同好会の有志の方に現

在も家で作り飾っている、しめ縄を「なう」ところから、うらじろ、ゆずり葉、を下げ

るまでの一連の作業を指導してもらい、完成作品を各自家に持ち帰り正月飾りとて新年

を迎えてもらいます。 

 
３ 実施状況 

○平成２１年１２月１９日（土）   

  場所；社地区公民館   参加者；１7 名   講師；社グランドゴルフ同好会有志３名  

  社地区公民館２Ｆ和室で参加者１7 名と講師の３名 

で昔ながらのしめ縄作り教室を行いました。作業にか 

かる前に「昔は、神さんに係わることは男がすること 

で、しめ縄を妹がまたいだだけでも母親がごつう叱っ 

たものだ」と話をしてくださいました。 

まずはわらの持ち方の説明を受け、手水を用意して 

６本のわらを３本ずつに分け、手の平に水を少しつけ 

け手前に滑らすようにわらをなうことをしましたが、 

なかなか思うように縄にならず、先生を呼んでは指導 

してもらっていました。  
ようやく３０センチほど編めた所にわらを１本加え、

垂れ下がるようにしてわらを足し、また３０センチほ

ど編み今度は５本垂れさがるようにします。また３０

センチほど編んだ所に３本垂れさがるようにします。

あと３０センチほど編んだら半間の完成です。一間の

場合は、また同じ作業を繰り返したらいいとのことで

悪戦苦闘の末ようやく一間の長さが出来あがりました。 

あとは、うらじろ（裏を表として使う葉っぱ）とゆ

ずり葉を１、５、３と垂らした間に交互にわらの真ん

中辺にねじ入れて、しめ縄の完成です。  

説明を聞いている所  

わらを１本足した所
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４ 成 果  

  とても楽しく一生懸命作ったかいがあり、大変 

よいしめ縄が出来上がりました。各部落でしめ縄 

の作り方が違うことに感心しました。 

昔、親が作っていた物、わらで遊んでいた頃の 

思い出や祖父・祖母とした行事など、懐かしいば 

かりでなくこれからは、伝え残していかないとい 

けない事業であると確信しました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今回は、あらかじめわらもきれいにたたいて使いやすいようにしてもらっていたので、

すぐになうことが出来ました。来年からは、わらをたたいて「そづいて」（使いやすい様

に）からしめ縄作りにかかりたいと思います。 

  あと、小学生の参加が一人しかなく、参加者を増やすことと、昔の遊びなど語り継ぐ

ことの出来る人材の確保をすることも課題の一つです。また最近では、稲刈りも機械化

となり、わらを残す事が難しくなって来ているので、飾り用青わらの確保に努めたいと

思っています。 

最後に、世代を超えたコミュ二ケーションの場を多くもてる場所づくりや、地域にあ

った公民館事業に気軽に参加してもらえる事業を考えていくことが最大の課題だと考え

ます。 

 

 

 

一間編みました

しめ縄の完成です！  
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民俗行事 

                             佐治地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  古くから伝わる季節ごとの文化を地域の方に教わり、いろりを囲んでユーモアあふれ

る佐治谷話を聞き、子ども達の心を解きほぐし地域の方との交流の場とします。 

 

２ 事業の概要 

  民俗資料館を利用し、季節の伝統行事である『ささ巻き作り』を子どもと地域の方を

対象に行います。実施日は小学校運動会の振替休日に開催し、子どもが参加しやすい日

程にしています。 

また、１月の『春の七草』・２月の『節分体験』（予定）・３月『桃の節句』（予定）は

小学校へ協力をお願いし、授業時間内に組んでいただき、２学年ずつの参加学習として

取り組んでいます。それぞれの伝統行事を体験した後には、文化遺産として見直されつ

つある佐治谷話を保存伝承されている「さじ民話会」のメンバーに語っていただき、佐

治でしか味わえないほのぼのとした特色ある事業になっています。 

 

３ 実施状況 

○６月８日（月）  【ささ巻き作りと佐治谷話】 

  於 ；佐治町歴史民俗資料館  参加者；３９名   

講師；「さじ民話会」・長谷淑子 氏 ・小谷寛美 氏 

 

 佐治町でも核家族や共働き家庭が増え、近年作る 

ことが少なくなった『ささ巻き作り』を旧節句時期 

に合わせ小学生と地域の方を対象に行いました。 

お団子を練るところから悪戦苦闘の子ども達でした 

が、さじ民話会のメンバーや一緒に参加された地域 

のおばあちゃんに丁寧に教わり、手助けしてもらい 

ながら笹にお団子を巻いていました。 

   

ささ巻きを蒸している 

間に楽しい「佐治谷話」を聞き、いよいよ蒸したてア

ツアツのささ巻きに舌鼓でした。自分の巻いたささ巻

きをお土産に持ち帰り、きっと家庭からもあたたかい

気持ちになったことと思います。 

 

 一緒に参加したおばあちゃんもお手伝い

笹に巻くのはむずかしいな～  
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○１月１４日（木）  【春の七草】 

  於 ；佐治町歴史民俗資料館  参加者３４名（小学３・４年生） 

講師；「さじ民話会」・谷上一行 氏 ・長谷淑子 氏  

 

 佐治小学校の協力により３・４年生対象に行いまし 

た。講師による幼少時代のお正月の体験話や“七草” 

にまつわる話を行儀良く珍しそうに聞き入って、児童 

達は 70 年前にタイムスリップしたかのようでした。 

七草を実際に手に取り、感触と香りを体験したあとは、 

公民館で準備した七草粥を苦い顔をして食べる児童や、 

きなこ餅をおいしそうにたいらげて笑顔を見せる児童 

もいました。最後に、楽しくとんちのきいた佐治谷話 

でお腹も心もほっとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○この他にも、２月には５・６年生対象に『節分体験』、３月には１・２年生対象に『桃

の節句』を計画しています。 

 

４ 成 果  

  町内の人でも民俗資料館を利用したことがない方も多く、今回の『ささ巻き作りと佐

治谷話』に親子で参加された方は、「昔の生活が体感でき地元のおばあちゃん達と触れ合

うよい機会だった」と話に花がさき民俗資料館を身近に感じてくださいました。 

また、１月から３月の行事は小学校の協力で実施させていただき、学校と地区公民館

との連携を密にし、地域との繋がりもできて児童が伝統的な民俗事業を体験できる場所

を提供して喜ばれています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  地域の特色を生かし、子どもから大人までのニーズに応えられる伝統文化を体験しな

がら、先人たちの生活を考えていただける年間の事業づくりに地域の有識者を巻きこみ、

展開していきたいと考えます。 

七草を手に取ってみました  

いろりを囲んで むか～し、むか～し、でお話のはじまり
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第２６回「鹿野地区女性のつどい」 

                             鹿野地区公民館 

１ 事業の目的 

  鹿野地区婦人部の主な事業は、人権啓発推進事業の一環として取り組んでいます。 

この「女性のつどい」も今年度で２６回目になりました。毎年１２月の最初の日曜日に

開催し、一年間お世話になった各自治公民館代表の婦人部の締めくくりの研修会です。 

いつの時代も、より良い地域づくりには何と言っても女性のパワーが必要不可欠なも

のと考え、いろいろな分野での研修をしています。 

その時々の情勢に即応した問題を、女性の視点で捉え研修を重ねています。近年は、

心と身体の健康づくりをメインテーマとして、講演会と軽い運動（ストレッチ等）で、

いつまでも若々しくイキイキと活動する女性を目指しています。 

 

２ 事業の概要 

  その年のはじめに各自治公民館代表の婦人部長会を開催し、役員選出と各種事業とそ

の内容等について協議し、決定しています。 

  鹿野地区公民館婦人部の重要な事業のひとつに、「鹿野地区敬老会」出席者の取りま

とめと余興や運営等に参加・協力し、地域の高齢者を大切に、ふれあいながら労をねぎ

らい、参加して「よかった。楽しかった。」と喜んでいただくことを第一に毎年開催して

います。 

また、標記の「鹿野地区女性のつどい」も婦人部が実施する大切な事業で、地域の女

性を対象に、女性の目線で問題点を捉え、その時々のニーズに即応したテーマを題材に

取り上げ、婦人部と相談しながら多面的に取り組んでいます。 

 

３ 実施状況 

○第２６回 鹿野地区女性のつどい 

日  時…平成２１年１２月 ６日（日曜日）１３時３０分～ 

場  所…鹿野町中央公民館 和研修室（椅子席も準備し幅広い年齢層の参加も可） 

挨  拶…鹿野地区公民館長→まちづくり協議会（鹿野まち普請の会）進捗状況説明 

    ◎鹿野地区公民館を事務局とするまちづくり協議会は、平成２１年３月１日

に「鹿野まち普請の会」として発足し、“四季薫るまち鹿野”をメインテ

ーマに、花あふれる歴史と文化のまちづくりを基盤に安心・安全で環境や

人にやさしく、健康で笑顔あふれるまちづくりに取り組んでいくことを目

標として、女性のパワーをいただきながら進めていきたいこと等を説明。 

  挨  拶…山根 鹿野地区婦人部長 

      ◎今年一年の事業（①鹿野地区敬老会 ②第２６回鹿野地区女性のつどい ③

各種趣味教室等）に対してご協力してくださった婦人部のみなさんにお礼の

言葉を述べられました。 

－９７－ 



  事業報告…平成２１年度婦人部の事業報告（今日までと今後の予定事業について） 

       ・２月１２日…平成２１年役員による婦人部長会 

       ・４月３０日…平成２１年度鹿野地区敬老会打合せ 

       ・６月 ９日…敬老会余興の練習と最終打合せ 

       ・６月１４日…平成２１年度鹿野地区敬老会の運営と余興に参加 

      ◎その他のおもな事業 

       ・パッチワーク…毎月第一木曜日午前１０時～（いつからでもどうぞ） 

       ・着付教室…「いんしゅう鹿野盆踊り」に協力（浴衣の着付けを２回実施） 

・エコ学級…エコクラフトでカゴバックづくり 

             古布利用のリサイクル玄関マットづくり等 

その他一般の公民館事業にもたくさんの女性にご協力いただいています。 

講  演… 今回の演題は、若返り女性塾 ～肩こり・腰痛予防の運動～として、フィ 

     ットネス ジャングル運動指導員の河村 郁子さんにお世話になりました。 

         とても明るく元気な先生で、笑いを交 

えながらの講習にみなさんは時間が経つ 

のも忘れ、楽しくリラックスした気分で 

身体を動かし、笑顔で散会しました。 

  途中、休憩を挟み、普段なかなか会え 

 ない方との談話時間も設けたティーコー 

ナーも和気あいあいとし、大好評でした。 

   

４ 成 果  

（参加者感想）①毎日姿勢を正し、若々しくあるよう努力したい。足裏マッサージも気

持ち良かった。②話しを聞くだけと違って身体を動かしながらの講演で解りやすかった。

“笑いは健康の源”を実践されていました。③普段、意識していない筋肉を少し伸ばす

と足も軽く、姿勢も良くなるのに気づいた。今後も企画してほしい。④河村先生最高で

す。明るく、楽しく、元気で解り易い指導で良かった。鹿野に先生のような女性が増え

ていくためには、“安心、安全”なまちづくりと楽しく明るい家庭づくりが基礎だと思い

ます。“母親の笑顔”は家庭にもまちづくりにも一番大切だと思います。 

（事務局感想） 今回は６４名でしたが、毎年、各自治公民館婦人部長の声かけでたく

さんの方に参加・協力していただいています。たいへん有難く感謝しています。参加さ

れた方に笑顔で「よかったよ。また、してな！」と言ってもらえた時が一番嬉しいです。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  今後も女性がいつまでも健康で若々しく輝いて活動できるための研修を積み重ね、活 

気に満ちた、元気な鹿野にするための“女性磨き”を続け、家庭からも地域からも、笑 

顔の絶えない明るく元気な鹿野にしていきたいです。 

 
 
 

女性のつどい
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夏休み子ども塾 

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、「夏休み子ども塾」を企画、

活動の支援を行い、また、地域の方々にも参加していただいて交流を深め、心豊

かで思いやりのある子どもの育成に取り組みました。 

 

３ 実施状況 
〇７月３０日（木）夏休み子ども塾の一環で、「ジャンボシャボン玉を作ってみよ

う」を実施。 

参加者：１３名 講師：水上 洋八さん 

子どもが喜ぶ遊びには何が良いのだろう

と考え、「ジャンボシャボン玉」をやってみる

事にしました。今回のメインは、“シャボン玉

の中に入ってみよう！”（写真）雨天にもかか

わらず、保育園児から小学生の子どもたちが

集まり、普段は出来ない大きなシャボン玉や

サイコロのような形のシャボン玉を作って楽

しみました。 

 
 
 

〇８月８日（土）「勝谷川で遊ぼう」を実施。 

参加者：１６名 講師：香月 正治さん 

勝谷地区公民館の裏手にある勝谷川には、ド

ジョウ・ドッカー・ズガニ・メダカ等の生き物

が生息しています。子どもだけでは危険だから

と、普段は体験することが少なくなってきた川

遊びですが、保育園児から小学生までの参加が

ありました。子どもたちは、魚を捕ろうと網を

構えて必死で魚を追っていました。その姿は実

に微笑ましい光景でした。そして、肌で自然を 

感じることができるとても良い体験をすること 

が出来たと思います。 

 

勝谷川で遊ぼう  

ジャンボシャボン玉を作ろう  
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〇８月２２日（土）「お菓子作り」を実施。 

参加者：１０名 講師：竹森 佳代さん 

 お菓子作りは、男の子・女の子を問わず、

参加したい行事の一つです。ぎこちない手

付きで包丁を使ったりする姿はハラハラさ

せられますが、“頑張る”の気持ちが伝わっ

てきます。このような体験をもとに、将来

はパティシエールになりたい！など、子ど

もの夢に対して応援できる行事も増やして

行きたいです。 

 

○その他の子ども塾行事 

卓球（７／２７）参加者：９名 

おもしろ遊びをしよう（７／２８）参加者：３０名 

お菓子作り２回（８／１，２２）参加者：８，１０名 

ジェラートのキーホルダーを作ろう（８／３，５）参加者：１４，１２名 

防犯ドッジボール（８／１１）参加者：１０名 

おもしろ遊びをしよう（８／１８）参加者：３２名 

キックベースボール（８／２０）参加者：１５名 

ペットボトルロケットを飛ばしてみよう（８／２１）参加者：１８名 

 

４ 成 果 
 夏休み子ども塾を実施して、子どもと大人のふれあいについては、分からない事

があれば、「ここはどうしたらいいの？」と積極的に子どもの方から聞いて来るし、

困っている子どもがいれば、大人の方から「どうしたの？」とやさしく声をかけ

てあげるなど、微笑ましい光景が目に付きました。少子化が進み近所で遊べる子

どもの数が減っている中、普段では遊べない年齢の違う子どもたちが集まり、一

緒に遊ぶことが出来たのは、子どもにとって良い刺激になったと思います。そし

て、子どもも大人もお互いに思いやる心を感じ、楽しく交流する事ができたと思

います。 

 

５ 課題、今後の方針 
 今後も、この「夏休み子ども塾」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

きるような事業も取り入れて行き、良い知恵を聞かせてもらえるように、お年寄

りの方にも出来るだけ参加していただけるように、地域住民とコミュニケーショ

ンを図っていきます。そして、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作りを目指します。 

お菓子作り  

－１００－ 



高齢者部歴史教室 

小鷲河地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  高齢者部歴史教室は、小鷲河地区公民館高齢者部の主催で、高齢者部（老人クラブ）

会員を対象とし、地域の歴史、文化、産業、自然などに自分の目で直接ふれることによ

り、地域のすばらしさを再発見し、活力ある地域づくりに貢献する人材の育成を図るこ

とを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この歴史教室は、一年間に３回程度開催しています。学習内容は、高齢者部役員と公

民館職員とで企画・立案して実施しており、今年度は３回実施しました。 

 

３ 実施状況 

第１回 智頭町の歴史と文化遺産を訪ねる 

  実施日：６月２６日（金） 

行 先：智頭町智頭、板井原地区  参加者：２７名  講師：梶川 宗治 氏 

   ボランティアガイド梶川宗治氏の案内で智頭町内の石谷家住宅、諏訪酒造、板井原

集落などを見学しました。 

 

第２回 大山町・日野町の歴史と文化遺産を訪ねる 

実施日：１１月３０日（月） 

行 先：大山町円流院、日野町金持神社他  参加者：２７名 

大山寺円流院の来歴について説明を受け、天井一面に飾られた水木しげるさんの妖

怪の絵を拝観しました。その後、日野町根雨で日野川のオシドリを観察し、金持神社

に参拝して金持神社の由来等について学習しました。 

 

 第３回 郷土の歴史を知ろう 飛田砦跡（ふだとりであと）について 

実施日：１２月７日（月） 

行 先：鳥取市鹿野町河内  参加者：１４名  講師：倉益 悦夫 氏 

   平成２０年１１月町内鷲峯地区にある狗屍那城（くしなじょう）跡を現地探査した

ところ、非常に評判がよく、さらに別の遺構を見学したいという声が多かったので、

今回は飛田砦跡を現地探査しました。本来なら付近にある荒神山城跡を見学したかっ

たのですが、途中の山道があまりにも急峻であるため高齢者に配慮して、飛田砦跡を

見学することにしました。 

 

－１０１－ 



 

 

 

  はじめに地区公民館で中世の城の構造、用語等について学習した後、車で現地に移動。

農道から杉林の中の道を１０分ほど歩いて現地に到着。講師の解説を聞きながら遺構を

踏査したところ、曲輪（くるわ）、竪掘（たてぼり）、土塁などが明瞭に残っていること

が確認できました。 

これらの３つの遺構はいずれも天正８年（1580 年）に豊臣秀吉の命を受けた亀井 矩

によって攻略されています。なお、天正９年は吉川経家の守る鳥取城が豊臣秀吉により

攻め落とされた年です。 

〔参考文献：鹿野町誌上巻、新訂郷土読本 わたくしたちの鹿野〕 

 

４ 成 果 

  適切な講師の解説を聞きながら身近にある歴史遺産を実際に見ることにより、日本の

歴史の流れの中で郷土がどのような役割を担っていたかを考える機会が持てたと思いま

す。歴史が自分たちと無関係ではないことを知ることにより、地域に愛着と誇りを持て

るのではないでしょうか。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  自分たちの住む地域にも歴史的遺産がたくさんあることは承知していながら、実際に

そこに足を運んで学習する機会は必ずしも多くはありません。学習を深めるためには学

習者に関心を持ってもらえる企画と企画内容を的確に解説することのできる講師が必要

です。来年度以降も高齢者部役員と公民館職員とで協議して、郷土の魅力を発見してい

ける企画を立案・実施していきたいと思います。 

  

 

砦の遺構について説明を受ける  正面に荒神山（手前側）を臨む

－１０２－ 



お出かけ教室 

瑞穂地区公民館 

                           

１ 事業の目的 

  お出かけ教室は、歴史、自然など他町の文化に触れるとともに、環境づくり、まちづ

くりの取り組みなども見聞し、さらに他地域の方々と体験、交流し、瑞穂地区の学習意

欲の高揚と活性化へのきっかけづくり、さらには一人で出かけることが億劫な方々も仲

間がいれば気軽に出かけてみようと思われる地区在住の大人を対象としています。 

 

２ 事業の概要 

  今年度のお出かけ教室は、私たちが暮らしている因幡地方の古代国府庁が置かれてい

た「史跡のあるまち再見聞《万葉のふるさと 国府町》」、また活性化が求められる浜村

温泉の今後のあり方を考える「温泉歴史を中心としたまちづくり《三朝体験町めぐり》」、

古くから伝承されている流し雛にまつわる学習「ふるさと歳時にふれて《用瀬町を訪ね

て》」の３回構成としました。 

 

３ 実施状況 

○お出かけ教室①《万葉のふるさと、国府町》１０月２０日（火） 

参加者：２０名   講 師：河根 裕二 氏 

学行院→殿ダム展望台→雨滝→岡益の石堂 

→梶山古墳→因幡一の宮→池田家墓所 

 

一度は行ったことがある場所もありましたが、講師の河根さんの説明を聞きながら

あらためて故郷の歴史を知るいい機会となったようです。途中扇の里の交流館で昼食

をとりましたが、上地のみなさんのむらづくり、交流のお話もお聞きし、一つの集落

ですばらしい取り組みを展開されていることに感心しました。 

また、因幡一の宮からはボランティアガイドの方も加わり、説明を受けましたが、

特に池田家墓所でのお話しには大河ドラマの後という時でもあり、テレビでは出てこ

ない一面の話に、参加者からは「ここの所だけでももう一度話が聞きたいなあ」との

要望が出ていました。 

 

 

 

 

 

 

因幡一の宮にて

広大な殿ダム現場にて  雨滝にて記念のひとこま撮影中  

－１０３－ 



○お出かけ教室②《三朝体験町めぐり》１１月２７日（金） 

   参加者：１２名 

   解 説：三朝温泉観光協会部長 中村 氏 

三朝めぐり→ふるさと健康村(陶芸体験) 

 

  中村さんをはじめ町の方々から温泉を中心とした 

まちづくりと、歴史を聞き、午後は体験学習として 

陶芸をしました。 

町のいたるところでカジカ蛙が出迎えてくれます。 

これもまちづくりの一端だそうです。また、三朝小唄にまつわる映画撮影の裏話、実は

夢千代日記のモデルの芸者さんは三朝温泉に居たなど、地元の方の説明を聞かなければ

知りえないことばかりでした。地元の自然、歴史に深く目を向けることの大切さを知る

きっかけとなりました。 

  

午後の陶芸体験では、欲張っちゃ後で大変だよ

との先生の言葉を無視？して参加者一同大作に挑

戦し、先生の根気の良い指導でみなさんの作品が

完成しました。後は焼きあがってくるのを指折り

数え待つだけだと楽しみにされていました。 

 

   普段一緒することのない人が同席し一日を過ご

し、体験する機会をこれからも考えてほしいと要

望がありました。 

 

○お出かけ教室③用瀬町予定３月１９日（金） 

  

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 

  今後も継続していきたい事業です。 

単に出かけて行き、ああ良かったと終わってしまわないように、企画の段階でテーマを

明確にし、参加者にも理解していただき参加できる事業を心がけたいと思います。 

中村さんの説明に聞き入る参加者  

楽しそうに作品作りに夢中の皆さんです  

－１０４－ 



院長自慢の手作り工具箱  
ドラえもんのポケットように  
何でも出てきます  

宝木のおもちゃ病院 

                             宝木地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  物を修理して使うことが少なくなった昨今、大切にし、修復することを学びます。又、

おもちゃの仕組みを知ることで、物作り離れの子どもたちに経験させ、作り上げる喜び

の場を提供します。 

   

２ 事業の概要 

  月に一度開催。壊れたおもちゃを募集し、出来るだけ親子で修理をします。指導は地

域のボランティア３名が行い、壊れたおもちゃを病人に見立て、代表者を院長とし他は

看護師で補助をします。 

 

３ 実施状況 

○５月１０日（日）  プラモデル骨折（腕がとれて）による診療 

 パーツの分解をし、何処が壊れているか、まずは診察を行います。構造等を丁寧に説

明し、修理出来るようアドバイスをします。幸いなことに、部品が有り、欠けている部

品のつなぎを作り完治しました。写真の子どもは今回３回目でドライバーや他の工具に

も関心を持ち始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○８月８日（日）  マジックハンド診療 

  地区外からの診療です。３歳児のマジックハン

ドが動かなくなったと持ち込まれました。すべて

分解をし、原因を探ります。分解したり、組み立

てたり、院長は楽しそうです。今回は、直ったつ

もりで、試行していたら小指が動かなくなり、再

修理となりました。喜んだり、がっかりしたりと 

毎回変化があり、これも楽しみとなっています。 

 

ど
こ
が
壊
れ
た
か 

説
明
を
う
け
て
い
ま
す

自
分
で
修
理
に
挑
戦
！ 

優
し
く
見
守
る
院
長
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懐かしいおもちゃが沢山集ま
りました  

○１０月３１日（土）  気高町ボランティアフェスティバルへ往診 

普段は地区公民館開催ですが、気高町総合福祉セン

ターを主会場とし、気高町中央公民館及び駐車で開催

の各種イベントの一つとして参加しました。壊れたお

もちゃの中に、レコード針のプレーヤーがありました。

その存在にびっくりしましたが、それ以上にセットで

来たレコード盤を見て更にびっくりしました。昭和５

０年代頃、子ども教材付録で、赤くて薄く、透かせば

向こう側の見えるプラスティック製ソノシートです。

電池ボックスと針のアーム部分の接触不良が故障の原

因でしたが見事に完治しました。音が出たときには、

周りの人から拍手が起こりました。大切にしている物への感動でした。 

 

○１２月６日（日）  気高町ボランティアフェスティバルが初診で、ファンができま

した。直ったおもちゃがうれしくて、病院が開院されるのを心待ちにし、「公民館へ行

こう」とせがんでいるそうです。子どもが小

さいので扱いが悪く、購入しても直ぐに壊れ

てしまう場合もあるのでご両親も大変喜んで

おられます。また、顔馴染みになることで地

域の中で交流も広がって来ました。見た目が

簡単な物が意外に手間取り、今回は苦戦後入

院し、次回退院というケースでした。  
 

 ○修理品例 お絵かきトーマス（接触不良） クレーン車（コントローラー部品なし）

ラジコン（IC 接触不良） プラモデル（骨折） おしゃべり人形（異物混入）   

 ○修理出来なかったもの アメリカンバイク（ギア破損。輸入中止の為部品交換出来ず） 

   

４ 成 果  

  院長や看護師の助言により患者（おもちゃ）が完治（修理）出来た時の来院者は笑顔

いっぱいで満足の様子です。帰り際は来院者たちと病院職員は喜びを分かち合うことが

出来、地区民の交流の場となっています。時には、お礼の手紙が届き開院の喜びを感じ

ています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  壊れたおもちゃは捨てられ、「直す」という観念が少なく、肝心の患者（おもちゃ）が

非常に少ないのが現状です。物を大切にすることを啓発していきたいと思います。 
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くろぼこ大家族 

                             逢坂地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  くろぼこ大家族は、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

する集団宿泊体験活動をするもので、異年齢の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・社会性を高める感謝する心や自ら実践する

力を身につけることを目的とします。 

 

２ 事業の概要 

  地域住民・小学校・公民館の地区全体で協力し合い、この事業は今回で７回目になり

ましたが、内容は、小学４年生から中学３年生までを対象とし、小学校ＰＴＡ・各団体・

公民館で構成するくろぼこ大家族実行委員会と参加する子どもたちで立案・協議された

ものを尊重して実施しています。 

 

３ 実施状況 

○ ６月２１日（日）～６月２７日（土） 

於；逢坂地区公民館  参加者；児童・生徒２４名 

初日、午後２時３０分より開会式・オリエンテーション。 

食事・掃除は、最終日まで役割分担表に従い大人の協 

力で、グループごとに準備。初日のクライマックスは 

全員でバーベキューをし、買物は１日おきに、近隣の 

マーケットへ買出しに行きました。入浴は、買物をす 

る日は温泉へ行き、他の日は毎年恒例となっている地 

区の人達の家へ「もらい湯」に行き入浴をさせてもら 

いました。就寝前には必ず健康観察をし、子どもたち 

の健康状態の確認をとりました。 

 

 食事のメニューは、 

事前に子どもたちよ 

りでた意見を取り入 

れ、地域の人達とい 

っしょに作りました。 

 

 

 

 

夕食のメニューと食事の様子  

開会式後全員で
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なお、６月２５日（木）の入浴は、本来近隣の温泉に行く予定でしたが、役員が汲ん

だ温泉で、「くろぼこ温泉」と銘をうった手作り温泉に入りました。外側から見えないよ

うに暗幕で目隠ししたもので、入ってくれるのかどうか少し心配でしたが、子どもたち

の間で楽しかったと、大変好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
また、６月２６日（金）夜、鹿野町の「鳥の劇場」の団員の協力を借り、小学校にて

「肝試し」をすることに。肝試しは第６回目より行っており､大変好評なので今回も実行

しました。 

. 

６月２７日（土）起床後、食事・片付けを終え、１ 

週間の感想をアンケートとして記入した後、終了式 

をして解散となりました。 

  

 

４ 成 果  

  子ども達が共同生活をするなかで､食事づくり・ 

 片付け・掃除・洗濯と協力し合い大変良い経験と 

 なりました。アンケートの結果を見ると、全員が一週間という長い期間であったにもか

かわらず、楽しかったと記入していました。実際に終了後、自宅に帰ってからも手伝い

をする子どもが増えていました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  くろぼこ大家族の大きな特徴である「もらい湯」は、地域の人達の自宅の風呂を借り

ています。しかし、貸し手は少なく交渉の必要があります。その辺りは、もう少し保護

者等の協力が必要なのではないかと思われますが、今後もくろぼこ大家族は続けていく

予定です。 

 

 

くろぼこ温泉に入る子どもたち

学校から帰って宿題  
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浜っ子イキイキ倶楽部 

                             浜村地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  浜っ子イキイキ倶楽部は、地域の子どもを地域の大人とのふれあいを目的としていま

す。勉強、工作教室や、さまざまな体験の機会を提供し、心身ともに健やかな子どもを

育成していきます。 

 

２ 事業の概要 

  この倶楽部は、浜村校区の小学生を対象とし、夏休み期間中午前中は宿題の場として

公民館を開放、地域の方々が指導者となって子どもたちに勉強を教えます。また、午後

からは工作教室や体験教室を開催します。 

  この教室をとおして、子どもたち同士の協力しあう心、思いやりの心を養います。 

 

３ 実施状況 

 ○勉強会 ８月６日（木）・７日（金）・１０日（月）・１１日（火）１７日（月） 

      １８日（火）・２０日（木） 

  場 所；浜村地区公民館 

  参加者；計４０名  指導者；地域の高校生 

  内 容；学校で出された夏休み宿題をする。わからないところは指導者に聞いたり 

     上級生に聞いたりして、助け合いの心を育てました。 

 

○７月２９日（水）  工作教室①「廃油でキャンドル作り」 

 場 所；浜村地区公民館 

  参加者；１０名  指導者；地域の高校生＆公民館職員 

内 容；廃油にクレヨンを溶かし、色のついた廃油をプ 

      リンのカップに流し込みキャンドルを作りました。 

 

○７月３０日（木）  工作教室②「牛乳パックで貯金箱」 

 場 所；浜村地区公民館 

  参加者；７名   指導者；地域の高校生＆公民館職員 

  内 容；牛乳パックを使って、お金を入れると羽が回る貯金 

箱を作りました。 

○８月６日（木）  工作教室③「ペットボトル工作」 

 場 所；浜村地区公民館 

  参加者；７名  指導者；地域の高校生＆公民館職員 

  内 容；ペットボトルとストローを使って、水中輪投げを 

      作りました。 

廃油キャンドル作り 

キャンドルの出来上がり！ 
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 ○８月７日（金）  体験教室「紙すきと和紙工作」 

場 所；あおや和紙工房 

  参加者；２３名  指導者；あおや和紙工房職員 

  内 容；紙すき体験と和紙でカバンを作りました。 

   

 ○８月１１日（火）  工作教室④「スライム作り」 

場 所；リサイクルドリームハウス 

  参加者；７名  指導者；リサイクルドリームハウス職員 

  内 容；食塩水、洗濯のり、ホウ砂を使ってスライムを作 

りました。 

 

 ○８月１９日（水）  体験教室「簡単おやつ作り」 

  場 所；浜村地区公民館 

  参加者；１０名  指導者；公民館職員、地域の高校生 

  内 容；子どもでも出来る伊藤家の裏ワザ・簡単おやつ 

「マシュマロを使ってレアチーズケーキ＆ピー 

ナッツバターでさくさくクッキー」を作りました。 

 

 ○８月２０日（木）   工作教室⑤「いろんなシャボン玉を作ろう！」 

  場 所；リサイクルドリームハウス 

  参加者；７名  

  指導者；リサイクルドリームハウス職員 

  

 

４ 成 果  

  家にいるとゲームやテレビで時間を過ごすことが多く 

なりますが、この浜っ子イキイキ倶楽部に参加すること 

で、これらのことが少なくなってきました。また、他の学年の子どもとの交流があるこ

とにより、子ども同士の友だちの輪の広がりが感じられました。 

学校の先生や親以外の普段ではあまり交流が無い地域の高校生と交流することが貴重

な体験となりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

 ・低学年の参加がほとんどだったので、高学年も参加したいと思えるような魅力ある内

容を考える必要があります。また、今後大人が事業内容を考えそれを与えるのではなく、

子どもたちに企画から実施まで考えさせ、もっともっと子どもが集まる事業にしていく

方向で考えていく必要があります。 

 ・地域の大人にもっと PR し、たくさんの方にかかわっていただくことが大切です。 

紙すき体験 

簡単おやつ作り 

大きなシャボン玉ができたよ！
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酒津地区公民館まつり 

                             酒津地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  酒津地区公民館まつりは、いわゆる地区あげての納涼祭で、地区住民、お盆で里帰り

している帰省客を対象としています。久しぶりに帰省した家族や同級生と和気あいあい

で楽しく過ごすことを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この酒津地区公民館まつりは、生涯学習事業の中の『子どもと大人のふれあい事業』

として公民館主催で毎年８月１３日、１４日の２日間実施されています。 

区長、区会計、各組常会長、地区体育部長、地区子ども会会長、消防第５分団長、ふ

れまち代表、老人クラブ代表、バザー代表、踊り代表、高校生男女各代表、公民館運営

委員、公民館職員で構成する『実行委員会』で運営されています。 

 

３ 実施状況 

８月１３日   午前８時半より午前中を目安に、西の公園にステージ、やぐら、音響

等の会場設営を実行委員でします。 

 

 

 

 

 

     
     

午後 7 時より、盆踊り、ビンゴゲーム、カラオケ（21 年度）等を実施

しています。 

        以前は他地区からの『龍舞の醒龍團』や『逢鷲太鼓』等の催し物をして

いただいたこともあります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

地元業者の大型トラックを借り上げ、足場を組んでステージを設営します

逢鷲太鼓さんの演奏と地元子ども達との交流会（２００８） 盆踊り風景（２００９） 
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  ８月１４日   午後８時前のカウントダウンによる 

         盛大な花火の打ち上げからスタートし、 

地区住民の有志１０組ほどによる芸能 

発表で会場は大いに盛り上がります。 

         終了後は、お楽しみ抽選会で再度盛り 

上がります。 

  ※バザー実行委員会による出店は、両日とも住民や 

帰省客で賑わいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

  事業は委託金の市費と地区費で運営されていますが、花火は区からの助成金と住民か

らの寄付金で賄われています。昨今の不況で寄付金が減少するのではと懸念しましたが、

皆さんが地元で花火がみられてありがたいと言って下さり続いています。 

芸能発表も地区には芸達者な方が多く、練習等にも余念がありません。地元に宮坂流

銭太鼓保存会の方もおられますが、日頃の活動を地区の方に見てもらえたらと快く一般

住民として出演してくださいます。 

 ２００８年からは『ゴミのない公民館まつりにしよう！』をスローガンに掲げ、ゴミ

箱を設置しないかわりにポリ袋を配布して、出たゴミは各家に持ち帰り分別して捨てて

もらうことにしました。他地域から遊びに来ている子ども達も、積極的にポリ袋をもら

いに来てくれ、お陰様でゴミが無くなり、会場の後片付けが格段に速くなりました。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  現在は、公民館主催でありお盆の最中の行事なので、中心となる公民館職員の家庭に

差支えがあった場合どうするか懸念もしています。『まちづくり協議会』を立ち上げるな

かで、実行委員会の充実により運営されるようになればと希望しています。 

男子中高生のﾀｷｵｿｰﾗﾝ踊り  

酒津銭太鼓サークルの演技

演技に見入る観客席

宮坂流銭太鼓保存会の三味線演奏と傘踊り

小学生女子有志＋保育園児

によるローラースケートダ

ンスの演技 

－１１２－ 



「世代間交流会」と「はねそ」 

                             日置地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  保育所、小学校統合に加え高齢化といわれる中、地域の方々と子どもたちのつながり

が優しさの中にあるようにと、防犯意識も含め、地域にこういう方々や子どもたちがい

ることをお互いが再確認しながら、一緒に楽しみふれあい、笑える場の一つとして毎年

取り組んでいる事業です。                 

 

２ 事業の概要 

  地域の方で構成されている《和紙工房グランドゴルフ友の会》のみなさんが日頃から

あおや和紙工房前の芝生の手入れをしてくださっています。抜群の環境整った中、いく

つかのグループに別れ、グランドゴルフを行います。 

 

３ 実施状況                   

○平成２１年１１月８日（日）           

  於；あおや和紙工房前の芝生  参加者；３５名   

２１年度世代間交流会は、インフルエンザの影響もあり、例年の年の半分の人数で

のスタートとなりました。恒例の事業でもあり、毎年楽しみにされている方も多く、

参加者人数は少なかったですが、天候にも恵まれにぎやかな楽しい時間を過ごす事が

できました。開会式をした後、8 チームに分かれ、グループごとにスタートをし、 

  グループ構成は混合で、記録をとりながら２回コース  

  を回りました。   

   お昼は外にシートを敷き、青空の下、育成部の方々 

  にお世話になり、みんなでカレーと豚汁を食べました。 

   食事後、結果発表をし、表彰式を行いました。 

           

                                

グランドゴルフの様子  

和紙工房から見た芝生  

食事と表彰式の様子  
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○平成２１年９月１２日      

  「はねそを踊ろう」 

     日置地区には長く伝えられている、伝統芸能「はねそ」といわれる盆おどりが 

    あります。「はねそ保存会」の方にお世話になり、毎年この時期に子ども達は勿論、 

    地域の方を募り練習をし、地区の運動会で披露します。 

     

              

                 

 

４ 成果  

    小学校が統合となり、子どもたちの通学もバスや自家用車になり、以前は日々の

生活の中であたり前のように交わしていた通学途中の挨拶は勿論、地域の方々と子

どもたちとふれあう機会も減っていく中、「地域の芸能文化」を受け継ぐ喜びや大

切さを感じ、笑顔の中で時間を共有し楽しみながら事業を行うことができました。 

 

  

５ 課題、今後の方針等 

    少子化に加え、年々高齢化も進み、事業を行うにあたり、よりたくさんの地域の 

   方の参加を望む中、交通手段の確保が大きな課題となります。 

    少しでもたくさん、高齢者のかたに外での楽しみを感じていただき、その中に、

いつも子どもたちの笑い声があるよう、地域と公民館一丸となって、今後も日置地

区が人に優しく住みよい所となるよう、それぞれの事業に尽力していきたいと思い

ます。また、これらの事業を充実させる事により、「芸能文化の伝承」や、「生き生

きとした日置力」「老人力」が発揮できるよう取り組みを更に進めていこうと思い

ます。 

                                         

体育館の中：練習風景  
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日置谷地区文化祭 

                            日置谷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  地区文化祭は、地区公民館で通年実施している生涯学習成果の発表と、住民全員で地

域の文化、産業、自然や歴史等の現状を確認しあう事、及び、住民のつながりを一層強

める事を目的とし、総力を挙げて毎年実施しています。 

 

２ 事業の概要 

  次のような内容を行っています。  
①地区公民館活動や教室、講座、及び、サークル等の成果を発表・紹介する  

 ②地域の産業、特に、地域の農産物展示・販売を中心に、農業の現状認識を共有する  
 ③年度毎にテーマを定め、地域の歴史を学び、継承する  
 ④写真・生花等個人の活動紹介や、個人所有の「お宝」紹介等、隠れた文化の紹介する  
⑤地区外から公演を招く等、豊かな文化・芸能に触れる  
⑥「日置谷蕎麦」や手造り美味模擬店、餅つき、諸々の体験や見学等の各種イベント、

その他「人権啓発」コーナー等多彩な催しを盛り込み、沢山の豪華賞品が当たる抽選会

を楽しんで閉会を迎えます。  
 

３ 実施状況 

○６月 7 日（日） 地区文化祭実行委員会【総務部】部会 

於；日置谷地区公民館  参加者；１１名 

 

○８月２３日（日） 地区文化祭実行委員会代表者会議 

  於；日置谷地区公民館  参加者；１９名   

 

○９月１５日（火）・１０月２５日（日） 地区文化祭【演芸の部】部会 

１０月３日（土）・２５日（日）・１１月３日（火） 地区文化祭【歴史の部】部会 

  １０月１０日（土）・３１日（土）・１１月３日（火） 地区文化祭【展示の部】部会 

  １０月１０日（土）  地区文化祭【模擬店の部】部会 

  １１月７日（土） 地区文化祭【体験コーナーの部】部会 

 

 ○１０月１８日（日）地区文化祭実行委員会代表者会議 

 於；日置谷地区公民館  参加者；１４名  

 

○１１月１４日（土）会場設営、作品展示 

 

賑わうミニ博物館コーナー

芸能「小畑つくし会」
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○１１月１５日（日）日置谷地区文化祭 

  ９時開場、開会、１０時模擬店、販売開始、１３時３０分よりステージ発表 

  於；青谷小学校南校舎特別教室・体育館  参加者３００名（地区人口の３分の１） 

  〔実行委員会構成 72 名、部の構成 8 部（展示部会は更に 4 部門に）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成 果  

 地域の皆さんに披露できる展示や発表の舞台が設定される事は、日ごろ研鑽に努めて

いる人々の大きな励みになっています。一般の方にとっても、片道約 1.5 ㎞の道を発表
の鑑賞に、手押し車で参加されたお年寄りもおられる等、待ちどおしい１日です。  
 歴史コーナーでは、昨年は「家紋」を、今年は「酒にまつわる器」とテーマを持ち、  
記録や現物を展示・発表しています。年度始めから準備が必要ですが、会を重ねる度に

内容が深まり、地域の歴史を学ぶ良い機会となっています。  
 地域の中心産業である農業問題を、皆で考える機会にもなっています。その年の出来

具合の確認から、農業従事者の高齢化の課題等が話されます。農産物の展示コーナーに

今年は、「高齢者に守られた日置谷の畑」の写真が、約 80 枚張り出されました。  
 地区文化祭の準備や催し参加の為、多くの人・団体・サークルが長い時間をかけて取

組み、当日は、地区の世帯数をはるかに越える人数の参加者で賑わっています。  
「日置谷の未来へ 心をつなごう 手をつなごう」が、今年の地区文化祭テーマでし

た。住民皆さんがお互いのつながりと、歩みをともにしている事を確認し合うことが出

来ました。  
 

５ 課題、今後の方針等 

  地域で活動を継続しているサークルや団体の支援、これらの組織を増やしていく取り

組みが必要となっています。地区公民館が実施すべき生涯学習への企画力を高める事も

必要です。農業の振興、後継者確保への問題提起も必要な課題となっています。  
  急がれる具体的な課題として、青谷小学校南校舎の廃校が、平成 22 年 3 月に迫って
いる事があります。校舎の一部を利用してきた催しです。この施設が利用できなくなっ

た場合、催しの企画をもとから練り直す必要があります。新年早々から検討を始めます。  
  

力作ぞろいの「作品展」 大盛況の農産物販売 歴史コーナー「酒」
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あおや勝部発！ふるさと便 

                             勝部地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  「あおや勝部発！ふるさと便」は、青谷町勝部地区で栽培し収穫した農産物やその加

工品を詰め合わせ、「勝部ふるさと便」として、親戚や知り合いの方々に発送することで、

ふるさと勝部を想い出していただき、また地域出身の住民との交流を促進します。そし

て、一層の販売先の拡充を行い、地域産業の振興を図り、地域活性化に資することを目

的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この「あおや勝部発！ふるさと便」は、勝部地域特産

物振興部会会員や地域で熱心に農作物を栽培している人

たちが、勝部地区で収穫したコメ、農産物、山菜などの

特産品やその加工品を詰め合わせ、「勝部ふるさと便」と

して発送しています。発送は、年２回、１０月と１２月

頃に行い、それぞれの旬の農産物を中心とした内容とな

っています。 

当部会で毎回「ちらし」を作成し、地区内の全家庭に

配布し購入希望者を募集しています。また、発送時には

「館報かちべ」（公民館だより）及び日本海新聞（発送日

のもの）を同封し、ふるさとの情報を提供しています。 

 

３ 実施状況 

（平成２１年の実施例） 

○秋（１０月１７日発送）の内容 

とれたて新米の勝部産ひとめぼれ・新興

梨・渋抜き西条柿・干し椎茸・青菜・ 

さつまいも（紅東）・手作りコンニャク・ 

梅干し 計８品目 

 

○冬（１２月１９日発送）の内容 

勝部産米コシヒカリ・あたご梨・もち 

（４種類）・手作り味噌・ゆず・干し柿・ 

手作りコンニャク・かぼちゃ・生しいたけ・ 

ぎんなん・白菜・里芋・ブロッコリー 計１３品目 

 

ふるさと便の中身（冬）

ちらし
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４ 成 果  

  品物を受け取られた方々からは、「勝部の新米がおいしかった。」との声が寄せられる

など大変好評であり、毎回注文していただく方も多いです。また、同封している「館報」

を読まれた方からは、電話や手紙などで、ふるさとへの想いや感謝の言葉が公民館に届

けられています。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  勝部地区は典型的な中山間地域で、過疎化が進み、おのずと当部会会員も高齢化して

きており、新規会員の確保などの対策が必要です。 

また、現在は地区内世帯へ「チラシ」を配布し募集を行っていますが、今後は販売手

段の確保・充実を図るため、広く県内外へ情報発信をする必要があります。そのため、

地区のホームページへの掲載、報道機関への情報提供を積極的に行い、行政機関との連

携を取りながら進めていきたいと考えています。 
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びわで生き活き講座 

                             中郷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  びわで生き活き講座は、地区住民を対象とし、地区の貴重な特産物である「びわ」を

様々な形で活用し楽しんでいくことで、「びわ」を「地域のシンボル」として据え、「郷

土を知り愛する気持ち」を育てることを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  この講座は、「びわ」の生産農家（引地・絹見地区）の協力で、実、葉、枝木の木灰な

ど提供していただき、年間５種類の講座を実施します。 

 

３ 実施状況 

①陶芸講座 ～びわ釉
ゆう

をかけたオリジナル陶器をつくろう～ 

＜第 1 回＞６月２８日（日）電動ろくろで作品づくり! 

＜第 2 回＞７月１９日（日）びわ釉をかけて色づけをしよう! 

 於；公民館別棟陶芸教室（旧中郷小学校音楽室） 

 参加者；８名（内小学生６名） 

 講師；因幡
い な ば

九十九
つ く も

焼
や

き陶芸教室講師 九十九正一 氏 

地域の陶芸家の指導で電動ろくろ陶芸を楽しみ、びわの剪定枝木の木灰を調合した

上薬（びわ釉）をつかって色付けをします。焼付けは旧小学校から譲り受けた灯油式

の窯で行ないます。 

 ②びわの加工講座Ⅰ ～びわジャムをつくろう～ 

  ７月２０日（月） 

        於；びわの里 ふれあいの館（絹見） 参加者；１０名（内小学生４名） 

        講師；引地女性会の皆さん；８名 

   びわの生産地の女性会の指導で、出荷できない規格のびわを使用してびわジャムづ

くりの体験をしました。会場は地域の加工施設を利用しました。   

③染織講座 ～びわの葉で草木染めをした糸で 

機織りストールをつくろう～ 

  ＜染色＞１０月３日（土）  参加者；１０名 

  ＜機織り＞１０月５日（月）・１０月６日（火）・１０月７日（水） 

       於；公民館別棟研修室(旧小学校家庭科室・視聴覚室) 

   参加者；１０名  講師；染織家 山下早苗 氏 

   町内在住の染織家の指導で、びわの葉による草木染めと機織り 

  を体験しました。機織りは、地元の県立青谷高校から卓上機織り 

  機を借用しました。 

卓上機織り機で染
色した糸をストー
ルに織り上げる。
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④染色講座 ～びわの葉でスカーフやストールを絞り染めしよう～ 

  １０月３日（土） 

       於；公民館別棟研修室（旧中郷小学校家庭科室）  

参加者；６名（内小学生 1 名） 講師；染織家 山下早苗 氏 

   町内在住の染織家の指導で、シルクスカーフをびわの葉で絞り染めをしました。 

  媒染液で茶系、グレー系、黄色と染め上がりの色がかわったり、絞り方で染め上がり

の模様が工夫できたりと、短時間で結果が見られるのでとても喜ばれました。 

⑤びわの加工講座Ⅱ ～びわの葉茶をつくろう～ 

  平成２２年３月中旬予定 

       於；公民館別棟研修室（旧中郷小学校家庭科室）講師；公民館職員 

  いろいろな効能があると言われるびわの葉茶の作り方を多くの方に知ってもらうよ

う講座を企画しました。 

  

４ 成 果  

  地区の貴重な特産物である「びわ」を様々な形で活用し楽しんでいくことで、地域の

人々が健康で生き生きとなり、また、これに更なる付加価値を付けることで、地域も活

き活きとしてくるよう願って始めた講座で、今年で５年目になります。それぞれの講座

の参加者は多くはないですが、公民館だよりで講座の様子を必ず地域にお知らせするよ

うにしているので「びわ」は「中郷のシンボル」「中郷の自慢」という意識が住民の中

に広がってきていると思います。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  講座の内容がマンネリ化してきているので、何か新しい活用方法を考えて講座に組み

込んでいかなければと思っています。また、まちづくり計画の中の「特色ある中郷づく

り」でも「びわ」が挙げられているので、まちづくり協議会と協力して、地区内はもと

より地区外にも「びわ」についての情報発信をしていき、「びわの里 中郷」が広まって

いけばと思います。 
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科学遊び広場 

                          青谷地区公民館 

 

１ 事業の目的 

  科学遊び広場は、青谷小学校の児童を対象とし、簡単な科学工作や実験を通して物理・

科学の基本を学び、日常の理科への興味や理解が増すことをねらっています。この活動

を公民館活動に取り入れることで、公民館に子どもたちが集い楽しみながら学ぶ場とし

ての公民館づくりを目指します。 

 

２ 事業の概要 

  講師に理科大好きボランティアコーディネーターで高校教諭の足利氏を迎え、講師が 

 準備・開発した活動内容を、公民館職員と高校生や地域住民のボランティアスタッフが

中心となって実施しています。 

 

３ 実施状況 

○１２月５日（土）  クリスタルテレフォンを作ろう 

  於；青谷地区公民館 参加者；１５名   

講師；理科大好きボランティアコーディネーター・ 

鳥取工業高校教諭 足利裕人氏 

まず、糸電話の仕組みを説明し「電気のはたらきで聞こえ 

る電話を作ろう」と子どもたちの興味を高めてから活動に 

入りました。プラスチックコップに圧電素子を貼り配線 

コードを半田付けしてクリスタルテレフォンを完成させ 

ました。半田付けが子供には難しく、大人の手助けが必要 

な場面でしたが、高校生のボランティアが手伝ってくれて 

大変助かりました。出来上がってから二人一組で遊びました。 

高校生も一緒になって「聞こえる！聞こえる！」と大喜びでした。 

 

○１月２３日（土）   ボルタ電池・備長炭電池を作ろう 

  於；青谷地区公民館 参加者：１９名 

講師；理科大好きボランティアコーディネーター・鳥取工業高校教諭 足利裕人氏 

電池の仕組みを説明したあと、子どもたち一人一人が備長炭電池を作りました。濡ら

したキッチンペーパーとアルミホイルを備長炭に巻きつけると電池になってメロディ

ＩＣが鳴ります。簡単に電池が作れると子どもたちが興味を持ったところで、プラ板

にマグネシウム板と銅版を貼ったボルタ電池を作りました。それにメロディＩＣを接

続し、鳴らせて楽しみました。電池に詳しい保護者が来て下さり、子どもたちの手助

けをしてくれました。 

半田付けに挑戦だ  
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４ 成 果  

  継続して活動することで、「この次も来たい」「次はどんな活動をするのか」等の声が

子ども達から聞かれるようになり、待ち遠しい活動になっているようです。まだ、成果

として形になってはいませんが、確実に子どもたちの理科への関心や理解が増している

ように思います。また、何回か参加することで子どもたちにとって公民館が気軽に寄れ

る場になり、他の子ども対象の公民館活動にも積極的に参加してくれるようになってい

ます。 

 

５ 課題、今後の方針等 

  回数を重ねると科学広場の題材が乏しくなり、講師のアイディアに任せっぱなしにな

っています。幸い意欲のある講師に恵まれているので、子どもたちに飽きられている様

子はなく、楽しみにしている様子なので安心しています。また、ボランティアの確保が

だんだん難しくなっているので、地域の人に参加してもらう呼びかけが課題です。 

今後は、課題解決を探りながら、科学遊び広場の活動を定期的に続けていきたいと思

っています。 
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冊子編集委員 

《順不同、敬称略》 

職名 指名 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 

加藤 美鈴 
 鳥取市公民館連合会 理事 

 鳥取市豊実地区公民館 主任 

 

宮脇 陽子 
 鳥取市公民館連合会 理事 

 鳥取市神戸地区公民館 主任 

 

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２１年度公民館事業～ 

発行年月  平成２２年３月１日 

発  行  鳥取市公民館連合会 

編  集  冊子編集委員会 

 
平成の大合併が実施されてから早くも５年が経過しました。この間、公民館では従来

から実践してきた社会教育のほかに、新たに地域コミュニティの場としての活動が始め

られました。こうした激変する社会の中にあって各公民館は地域の特色を見失うことな

く、また、地域住民の方々が生き生きと活動できる場として日々努力を重ねています。

このたび刊行した「我が地区の一押し！」は地域住民と公民館職員が心血を注いで実践

した記録集となりました。この記録集は各館の活動状況や特色が一目でわかるもので、

お互いに参考にして今後の公民館活動に生かしていくことが期待されています。今後

も、こうした日ごろの取組がしっかり受け継がれ、切磋琢磨するとともに、お互いの絆

を確認しながら次年度もよりすぐれた記録集が作られることを期待します。 

《あとがき》
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