
資料１

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

料理教室「サザエ料理」 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）　参加者：14名

３B体操教室 勝谷地区公民館  　　　　　　　　　　　　参加者：15名

8.31 土 土曜夜市
前田製紙工場跡地（主催：土曜夜市実行委員会、NPO鹿の助

スポーツクラブ、鹿野まつりちゃんの会、鹿野まち普請の会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：1300名

ペタンク大会 旧鹿野小学校校庭(主催：鹿野地区公民館）　参加者40名

小鷲河地区グラウンドゴルフ大会 鹿野町運動広場（主催：小鷲河地区公民館）　参加者：100名

9.3 火 手作りおもちゃの会 勝谷地区公民館　　　　　　　　　　　　　　参加者：23名

9.7 土 鹿野学園　第２回運動会 鹿野学園流沙川学舎　

9.8 日 勝谷川・浜村川清掃 寺内～宮方～梶掛　（主催：勝谷地区公民館）参加者：28名

9.9 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：9名

布おもちゃで遊ぼう こじか園　(主催：３地区公民館)　参加者：22名

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：6名

9.11～9.12 水～木 牛乳パックでイスを作ろう 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：3名

9.13 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：10名

9.17 火 鹿野学講座 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：23名

9.18 水 こわしがわ健康講座　（減塩料理教室） 小鷲河地区公民館　参加者：12名

9.20 金 エコクラフト教室① 勝谷地区公民館　　　参加者：19名　

旧小鷲河小学校　植木手入れ 旧小鷲河小学校（主催：小鷲河地区公民館）　参加者：20名

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：8名

9.26 木 エコクラフト教室② 勝谷地区公民館　　　参加者：18名　

手ごねパン教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：9名

健康講座　３Ｂ体操教室 勝谷地区公民館　　　参加者：15名　

城山・旧鹿野小学校校庭清掃 城山・旧鹿野小学校校庭(主催：鹿野地区公民館）　参加者：85名

交流・滞在施設「しかの宿　殿町」「しかの宿
山根町」オープニングセレモニー

しかの心（主催：ＮＰＯいんしゅう鹿野街づくり協議会）　　　

虚無僧行脚 鹿野城下町地区（主催：ＮＰＯいんしゅう鹿野街づくり協議会）　　　

10.1 火
市政130周年記念式典
新本庁舎開庁記念式典

新本庁舎

勝谷地区大運動会 勝谷地区コミュニティ施設（主催：勝谷地区公民館）参加者：500名

小鷲河地区大運動会 小鷲河地区コミュニティ施設（主催：小鷲河地区公民館）参加者：250名

10.6 日

9.1 日

9.10 火

9.24 火

9.27

9.29 日
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資料１

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

10.8 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：9名

10.9 水 手芸教室① 小鷲河地区公民館　参加者：13名

10.10 木 第3回鹿野学講座（歴史探訪） 青谷方面(主催：鹿野地区公民館）参加者：15名

10.11 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：13名　

10.12～14 土・日・月 鹿野芸術祭03 鹿野城跡公園　お城山（主催：鹿野芸術祭実行委員会）参加者：300名

10.14 月・祝 鹿野町災害対応防災ヘリ訓練 鹿野学園流沙川学舎（主催：気高消防署　共催：市消防団鹿野地区団）

10.16 水 手芸教室② 小鷲河地区公民館　参加者：12名

10.17 木 ＬＥＤあかりアートづくり 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：8名

10.19 土 第11回鷲峯おろし音楽会 小鷲河地区公民館（主催：鷲峯おろし音楽会）　参加者：80名

かちみ園との防災避難訓練 かちみ園・勝谷地区公民館　　　　　　　参加者：175名

しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館） 参加者：１０名

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

かんたん押絵教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

高齢者部歴史教室 智頭方面（主催：小鷲河地区公民館）

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

10.24 木 男の料理教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

10.25 金 　鹿野わったいな祭り　〔作品展示〕 農業者トレーニングセンター（主催：鹿野わったいなまつり実行委員会）

10.26～27 土～日 　鹿野わったいな祭り　〔鹿野ええもん市・芸能発表〕 河内川河川公園・トレセン（主催：鹿野わったいなまつり実行委員会）

10.26～11.17 土・日・祝 週末だけのまちのみせ 鹿野城下町地区（主催：週末だけのまちのみせ実行委員会）

10.26～11.17 土～日 ＢｅＳｅＴｏ演劇祭２６＋鳥の演劇祭１２ 鳥の劇場とその周辺（鳥の劇場運営委員会）

10.28 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

10.31 木 植木の剪定教室 鹿野学園　王舎城学舎周辺（主催：３地区公民館・しかの学校応援団）

11.2 土 鹿野学園文化祭 鹿野学園　流沙川学舎

11.3 日 グランドゴルフ大会 河内川河川公園（主催：鹿野地区公民館）

11.5 火 手作りおもちゃの会 勝谷地区公民館

11.7 木 高齢者部料理教室 小鷲河地区公民館

11.8 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

10.21 月

10.23 水

今後の予定

2



資料１

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

勝谷元気まつり＆第７４回米子鳥取間駅伝炊出し 勝谷地区コミュニティ施設（主催：勝谷地区公民館）

城山公園の自然と景観を守るイベント 城跡公園（主催：城山まもりたい　鹿野地区公民館）

布おもちゃで遊ぼう こじか園（主催：３地区公民館）

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

11.13 水 こわしがわ防災講座 小鷲河地区公民館

11.16 土 第5回表鷲の巣立式・教育講演会兼人権教育町民集会 鹿野学園王舎城学舎・流沙川学舎（主催：鹿野学園・人権教育推進協議会）

小鷲河ふるさとまつり 小鷲河地区公民館

ソフトバレーボール大会 農業者トレーニングセンター(主催：勝谷地区公民館）

11.18 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

11.19 火 第２かちみ園との交流 勝谷地区公民館

11.21 木 正月飾り教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

11.25 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

11.26 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

11.29 金 ３B体操教室 勝谷地区公民館

12.1 日 みんなの集い
～講演：いつも家がスッキリ片づいている７つの習慣　～

農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

12.6 金 ３B体操教室 勝谷地区公民館

12.9 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

12.10 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.12 木 男の料理教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.13 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.14 土 関係人口シンポジウム～地域の未来と地域に関
わっていただくことについて考える～

しかの心（主催：鳥取市・ＮＰＯいんしゅう鹿野街づくり協議会）

12.15 日 鹿野地区卓球大会 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.20 金 キムチづくり 勝谷地区公民館

12.23 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

甘酒作り教室 勝谷地区公民館

12.25 水 フラワーアレンジメント教室 勝谷地区公民館

年越しそば打ち体験・冬休み子ども塾 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

ミニ門松作り 勝谷地区公民館

門松作り 勝谷地区公民館

正月用フラワーアレンジメント 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

11.10 日

11.12

11.17 日

火

12.24 火

12.27 金

12.26 木
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令和元年度津和野町交流事業実施要領(案) 

 

1. 目的 

歴史的友好交流を展開している津和野町を訪問し、地域課題解決のためのヒン 

トを探るとともに親交を深め、両地域の相互発展に資することを目的とする。  

  

【特記事項】 

① 歴史的友好交流の原点である両地域の歴史を改めて深く探り、地域の魅力

向上と観光振興に資する。 

 

② 気高・青谷地域の参画を促し鳥取市西地域の一体的な振興に寄与するとも

に、歴史的友好交流事業の一層の深化・発展・継続に資する。 

 

 

2. 事業内容 

鳥取市西地域・津和野町共通の歴史資源「亀井公」に関するご当地検定事業を 

創出すること目指して、現地調査・意見交換等を実施する。 

 

 

3. スケジュール概要 

１０月 「亀井さん検定実行委員会」委員募集  ※別紙規約案参照 

      ※気高・青谷地域住民の外、鹿野学園児童生徒等の参画を推進する。  

     

１１月～ 同実行委員会による検定問題案(鳥取関連)の作成 

       

  ２月  津和野町訪問(津和野関連作成のための現地調査) 

 

     ４月～ 検定ガイドブックの編集、検定イベントの開催 

 

 

4. その他 

① 事業予算  ４１０千円(旅費等) 

        ※必要に応じて「輝く中山間地域創出事業補助金(計画策定)」が 

活用可能(10/10 上限 10 万円) 

 

② 将来展望 

○亀井さん検定(仮称)を初級～上級等、長期的視点で段階的に発展させる 

中で、望ましい歴史的友好交流の在り方を模索する。 

 

   ○検定ガイドブックの発行を通じて、地域の情報・魅力の発信強化に繋ぐ。  

 

  

資料２ 



亀井さん検定(仮称)実行委員会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、亀井さん検定(仮称)実行委員会（以下「委員会」という。）と称

する。 

（目的） 

第２条 委員会は、「亀井さん」の歴史を探る「亀井さん検定事業」を創出・実行

することで、亀井家が鹿野から津和野へ国替えとなった縁で昭和６０年から行

っている交流事業を発展・深化しながら継続し、互いの地域の発展に役立てる

ことを目的とする。 

（事業） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）検定問題の作成・実施及びガイドブックの作成等 

（２）（１）を実施・検証するための現地探訪 

（３）その他委員会の目的を達成するために必要な事業 

（構成） 

第４条 実行委員会は、次の者をもって構成する。 

（１）鳥取市西部地域に在住の有識者、本事業に意欲をもって取組む者 若干名 

（２）その他会長が委嘱する者    若干名 

（役員） 

第５条 委員会に次の役員をおく。 

（１）委員長  １人 

（２）副委員長 １人 

２ 委員長及び副委員長は実行委員の互選により充てる。 

（役員の職務） 

第６条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあった時にその職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会の会議は、第３条の事項を審議決定する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を

聞くことができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務を処理するため、事務局を鹿野町総合支所地域振興課に置

く。 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長

が別に定める。 

 

 附 則 

１ この規約は、令和元年年１０月  日から施行する。 




