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「多数の
多数のお申し込み

ありがとうございます」
ありがとうございます
ます」

日増しに春の気配が感じられる今日こ

の頃です。天気の良い日は、小さな虫た

ちが盛んに飛び、まだ茶色な草や固い花

の芽もじっと芽吹きの季節を待っている

ようです。

４月開講の教室の申し込みは本当に多

数の方に申し込みを戴きました。幾つか

の教室で定員をオーバーして、やむなく

抽選をさせていただきました。しかし、

まだ十分に余裕のある教室も多数ありま

すので、どうぞこの機会に新たな自分に

挑戦してみてください。

３月は卒業の季節です。伯耆しあわせの

郷でも、この１年間の卒業作品ともいう

受講生募集

べき作品展も開催中です。どうぞ力作を

ご覧においでください。

今年鳥取市で行われる
全国緑化フェアの宣伝
のために来館してくれ
ました。「書初展」の
前でハイポーズ！

※申し込みは、３月５日（火）から先着順にて受付け、定員になりしだい締め切ります。
※各教室とも、受講料のほかに材料費などが必要です。

教室名 ・ 講 師

日 時

期間 ・ 回数 定員

受講料

初心者の方でも楽しく作れます。

男性のための
男性のための料理教室
のための料理教室
『 旬の春キャベツで作る
旨みたっぷりロールキャベツ他 』
管理栄養士 杉本 美智子さん

３月２２日（金）
１ 回

２０名

５００円

１ 回

２０名

５００円

１０：００ ～ １３：００

お祝いや記念日などのパーティーにも
華やかさを添えるメニューです。

春の華やかケーキ
やかケーキずし
ケーキずし作
ずし作り
倉吉北高等学校調理課講師
管理栄養士 小田 秀さん

３月の休館日

３月２３日（土）
１０：００ ～ １３：００

４ 日 （ 月 ） ・ １１日
１１ 日 （ 月 ） ・ １８日
１８ 日 （ 月 ） ・ ２５（
２５ （ 月 ）

※４月から開講する教室の受講生を募集しています。
定員になりしだい締切りますので、申込みはお早めに♪
教室名（講師）

日 時

期間・回数

教室名（講師）

日 時

期間・回数

竹細工
（盛山信行さん）

第１・３木曜日
10:00～16:00

４月～９月
１２回

きもの着付け①
（徳山公重さん）

第１・３火曜日
13:15～15:15

４月～９月
１２回

レザークラフト
（西村都紀世さん）

毎週火曜日
10:00～12:00

４月～６月
９回

いけばな
（中瀬富子さん）

第２・４木曜日
10:10～11:30

４月～９月
１２回

パッチワーク
（岩本裕美子さん）

隔週木曜日
13:00～16:00

４月～８月
１０回

はじめてのいけばな
（中瀬富子さん）

第２・４金曜日
10:10～11:30

４月～９月
１２回

日本画
（中川端月さん）

第２・４水曜日
14:00～16:00

４月～９月
１２回

民踊
（籔中みゆきさん）

第２・４木曜日
13:00～15:30

４月～９月
１２回

絵画（油絵）①
（足立純子さん）

第１・３金曜日
13:00～16:00

４月～９月
１２回

ノルディックウォーク
（岸田将志さん）

月２回火曜日
10:15～11:45

４月～９月
１２回

日用英会話
（佐藤恭子さん）

第１・３土曜日
14:00～15:30

４月～９月
１２回

ステップアップエアロ②

（河本珠紀さん）

毎週水曜日
19:00～20:00

４月～７月
１５回

マレボジャ韓国語
入門（大谷博美さん）

毎週水曜日
10:15～11:15

４月～８月
１８回

ダンスエアロビクス
（中原啓子さん）

毎週土曜日
10:15～11:15

４月～８月
１５回

大人のピアノ
（岡崎仁子さん）

月３回水曜日
9:30～11:00

４月～９月
１５回

３Ｂ体操①
（前田泰子さん）

毎週火曜日
10:15～11:45

４月～７月
１５回

文芸
（池本一郎さん）

第３木曜日
13:00～15:30

４月～３月
１２回

３Ｂ体操②
（福井留実さん）

毎週木曜日
10:15～11:45

４月～８月
１５回

煎茶①
（森翠美さん）

毎週金曜日
10:00～12:00

４月～９月
２０回

３Ｂ体操③
（福井留実さん）

毎週木曜日
14:00～15:30

４月～８月
１５回

煎茶②
（森翠美さん）

毎週金曜日
13:00～15:00

４月～９月
２０回

太極拳②
（小谷公子さん）

毎週日曜日
10:15～11:30

４月～８月
１５回

料理

月２回火曜日
10:00～13:00

４月～６月
６回

(鳥取県調理師連合会)

＊平成２５年２月２２日現在＊

平成 24 年度 各種教室作品展(前期)
２月１６日(土)～３月３日(日) 開催中

関金陶芸教室
書 道 教 室

日本画教室
いけばな教室

仏像彫刻教室

鳥取県立図書館 郷土文化講演会
第 回 鳥取県出版文化賞 受賞記念

今月初め、日本工芸
会正会員で鳥取県無
形文化財保持者の福
井貞子さん（伯耆しあ
わせの郷織物教室講
師）が、講師を務めら
れる講演会が開催さ
れます。

倉吉がすり～藍に生きて～

開館２０周年記念事業

「書楽」書初展を開催しました。

【参加無料・申込不要】

秀作品１４０点が展示され、週末にはご家族

会場には、小学生から高校生までの書初め優

周年記念事業の締めくくりとなった書初展の

亭書道会主催）が開催されました。開館２０

の郷の展示ホールで「書楽」書初展（山陰蘭

２月６日（水）から６日間、伯耆しあわせ

日時：平成 25 年 3 月 9 日（土）
10:00～11:30
会場：倉吉交流プラザ視聴覚ホール
倉吉市駄経寺町(倉吉市図書館 2 階)
主催：鳥取県立図書館

で作品を鑑賞される方々の姿も多く見られま
した。

毎年開催しているお雛様
作り教室ですが、もう少し手
をかけたお雛様を作ってみ
たいという受講生のご要望
から、今回初めてお昼を挟ん
だ一日がかりの教室を開催
しました。お雛様の個性が一
番出る顔立ちを作る工程に
入ると、受講生は髪型や目鼻
の位置などから表現される
微妙な違いを楽しみながら、
それぞれのお雛様を完成さ
せて帰られました。

みそ作りの工程は、通常米
麹の仕込みから始まって３
日間かかります。この教室で
は、３日目の工程とおいしい
みそ作りのポイントを学び
ます。今年は 人の方々に
受講頂きましたが、例年に比
べ、初めての方が多かったに
も関わらず慣れない作業に
も楽しそうに取り組まれ、熟
成して美味しいみそとなる
９月頃を待ち遠しそうに、６
㎏前後のみそを持ち帰って
頂きました。

２３

ちりめん細工教室
16 日
(土)

味噌作り教室
６日(水）
７日(木)

36

２月に開催した特別教室を紹介します。

～倉吉絣展覧会ｉｎロシア～
２月２０日（水）鳥取県国際交流課の担当者や国
際交流員を迎え展覧会に向けての準備作業を行いま
した。鳥取県の担当者の説明を受け、簡単なロシア
語の練習をしたりし、実際にロシアに展示する作品
のお披露目を行いました。この度、４７点の作品を

【 時 間 】９時～２０時
多数展示しますので、ぜひご覧ください。

ロシアに持参することになりました。前半の展示班

【後期日時】３月９日(土)～３月２４日(日)
後期の各種教室作品展を開催します。受講生の力作を

と後半の撤収班に参加する参加者全員も揃い展覧会
開催に向けての機運も高まってまいりました。

２月９日（土）倉吉市内をはじめ近隣の町からも「ものづくり」を楽
しもうと、小学生や父兄およそ３００名が集まった。中部ものづくり道
場主催、当施設が共催して行われたもので「簡単パン作り」「リンゴジ
ャムを作ろう」
「竹細工のコースター」
「LED を使った電子工作」
「リリ
アン編み」「七宝焼きのスプー
ン制作」
「再生紙で器を作ろう」
の各ブースが設置され、指導者
養成講座を修了した地域の講
師が指導者となり、小学生が申
し込んだブースで「ものづく
り」を楽しんだ。

多くの報道機関にも取材していただきました。

【 場 所 】伯耆しあわせの郷 展示ホール
【展示内容】陶芸教室、竹細工教室

和布細工教室、絵画教室ほか

※写真は以前の様子です

編 集 後 記

今年４月に「ウラジオストック絣織物展」に

同行させて頂くことになりました。おかしなも

ので今までほとんど関心がなかったロシアや

ウラジオストックについて急に興味が出てき

て、相手の国の言葉を理解することが一番の交

流と思い、昨年十二月にはロシア語講座に参加

してみました。今年に入ったら在ウラジオスト

ック日本センターの大石所長が講演に来られ

た折、参加してお話をうかがいました。前述の

ロシア語については、せいぜいアルファベット

が読めるようになった程度で、かなり難しい。

それでもあいさつ程度はロシア語で出来るよ

うになりたいものです。後述の大石所長のお話

はかなり興味深いものでした。それによると、

ロシアは今後極東地域にかなりの資本を投資

して、産業を育成し、アジア太平洋地域の経済

発展を取り込んで自国の発展に結び付けよう

としている。天然ガスなどのエネルギー輸出や

日本や韓国の質の良い技術の導入などで製造

業や農業などで発展を図ろうとしている。また

ウラジオストックはとりわけ対日感情が良く、

いわゆる着物などの「日本的なもの」に対して

大変興味があるとのこと。「絣織物展」に多く

ｔ・ｎ

のロシアの方々が訪れてくださることを願っ

ています。

