
日 曜 同　好　会　等

1 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

2 月 南公連グラウンド・ゴルフ大会 淀江スポーツ広場 書道　16：00

3 火
社福役員会　19：00
運営委員会　19：30

公民館 コーラス　19：15

4 水 運動会振替休館日 山野草友の会　13：30    やって未来や　13：30　　舞踊　19：30

6 金 英会話　9：00　　ストレッチ　13：30　   うたってみよう会　19：30

7 土 パッチワーク　9：30　

8 日
秋季一斉清掃　8：00
グラウンド・ゴルフ体験会　13：30

地区内
五小グラウンド

囲碁　13：00　

9 月

10 火 子ども会育成会　19：30

11 水 絵手紙　13：30　　舞踊　19：30

12 木 まなびや会　14：15 公民館 銭太鼓　13：30

13 金
給食サービス　8：50
松寿会清掃作業 〃 水墨画　9：00　　英会話　9：00　　ストレッチ　13：30　

14 土

15 日 ソフトボール大会　8：30 五小グラウンド 将棋大会　10：00　　光佳流　14：00

16 月

17 火 （学） ハーブの寄せ植え 19：30 公民館 コーラス　19：15

18 水 在宅役員会　9：00 〃 やって未来や　13：30　　舞踊　19：30

19 木 川柳　13：00　　　銭太鼓　13：30

20 金

21 土 公民館祭準備　8：00 公民館

22 日 公民館祭　9：00 〃

23 月 書道　16：00

24 火 やって未来や　13：30　

25 水 立体ちぎり絵　13：30　

26 木

27 金 英会話　9：00　

28 土

29 日 ネギ料理　9：00　　囲碁　13：00　　光佳流　14：00

30 月 書道　16：00

31 火

日 曜 同　好　会　等

1 水 館報座談会　19：00 公民館 やって未来や　13：30　　舞踊　19：30　　

2 木 銭太鼓　13：30

3 金 自治連研修会 愛媛方面 ストレッチ　13：30　

4 土 パッチワーク　9：30　

5 日 環境部植栽　9：00 公民館 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

行　事　・　会　議

行　事　・　会　議

5 木
女性部会　19：00
公民館祭全体会　19：30
自治会長会　環境部会　総務企画部会

公民館

《演芸の部》

五千石小学校マーチングバンド・五千石保育園・尚徳中学校吹奏楽部・同好会・地域の方の発表

・金婚・ダイヤモンド婚お祝いなど。

《作品展示・バザー》

同好会や地域の方の作品展示・バザー・ビンゴ・健康相談・企画写真展示【五千石の今昔】

・フリーマーケットなど

大声大会など地域の皆様が気軽に参加して楽しめるイベントを企画しております。

お誘い合わせのうえおでかけください。

10月の行事予定・同好会等予定

11月の行事予定・同好会等予定

９月２０日現在の予約に基づいて記載しています。予定が決まっている同好会は早目に記載お願いします。

TEL ２６－０５３６

FAX ２６－４８５２

メールアドレス

gosengok@chukai.ne.jp

平成２９年10月

「ハーブの寄せ植え」
日 時 10月17日（火）19：30～21：00

場 所 五千石公民館

講 師 フラワーデザイナー

よみ かずみ 氏

材料代 １，５００円

定 員 30名 ※定員になり次第締め切ります。

持ち物 移植ごて（ある人）

※ お申し込みは五千石公民館までお願いします。

第７回 教養講座

「マジックショー」
日 時 10月12日（木）14：15～15：00

場 所 五千石公民館

講 師 ドクター市場

境港市 市場医院

院長 市場 和志 氏

日 時 10月15日（日）8：30～（雨天中止）

場 所 五千石小学校グラウンド

スポーツの秋です！

皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

日 時 10月22日(日) 9：00～15：30

場 所 五千石公民館

今月の展示は折り紙さんです。

ご冥福をお祈り致します。

諏訪2区 小磯 福一 様 8月１日

五千石地区社会福祉協議会よりご寄付のお礼

福市６区 中川 れい子 様

諏訪２区 小磯 文子 様

より香典返しのご寄付を いただきました。

地区の福祉活動に役立てさせていただきます。

ありがとうございました。

振替休館日のお知らせ

10月4日(水)は五千石地区民大運動会、

11月6日(月)は公民館祭の振替休館のため職員は

不在になります。

なお、公民館は通常どおり使用できますので、

事前に鍵をかりにきてください。

企
画
展
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９月２０日現在の予約に基づいて記載しています。予定が決まっている同好会は早目に記載お願いします。

９月８日(金)に月に一度の給食サービスが行われました。

在宅福祉委員さん、ボランティアの皆様ありがとう

ございました。

第５回 健康講座 食事は「元気で長生き」への道しるべ

が 8月25日（金）に 開講されました。

普段の食事を気をつけてとることが健康に過ごすため

には大切だということがよくわかりました。

第6回 現地学習は、9月15日（金）に

呉市海事歴史資料館「大和ミュージアム」と

海上自衛隊呉資料館「鉄のくじら館」の見学に

行ってきました。

皆さん戦争について考えさせられたのでは・・・

バスの中では、和気あいあいとして楽しい1日でした。

「伯耆・秋の手づくりまつり」開催
手づくり作品を作ってみませんか？教室：『ICラジオ』

『古代時計』『かんたん本立て』『レジンアート』他

開催日：２9年11月26日（日曜日）です。皆さまの

参加をおまちしております。チラシは11月上旬各小学

校へ配布します。

【問合せ】米子ものづくり道場

TEL：0859-38-6497

爽やかな秋晴れの中、9月24日(日)に五千石地区民大運動会が開催されました。

白熱した戦いが繰り広げられ、地区の結束も深まった一日になりました。

開催に伴いご尽力いただいた役員の方、ボランティアの方、本当にありがとうございました。

 

 

《 １０月の行事予定 》 
２日（月） 登校指導・ベルマーク・あいさつ運動 
      全校朝会・委員会 
４日（水） フリー参観日・学級懇談 

       ・３校時 非行防止教室（2・4・6年） 
       ・５校時 児童集会 
７日（土） はで作り 14：00 

市児童科学作品展（～19日） 
【会場：米子市児童文化センター】 

８日（日） 五千石地区一斉清掃 
９日（月） 体育の日 

１０日（火） 稲刈り 10：00（4・5・6年） 
１１日（水） ほっと HOTタイム 
       ２年生活科校外学習（境港市） 
１２日（木） 「こころの劇場」（６年）・県陸上大会 
       月例計算テスト・教育相談 
１３日（金） 稲刈り予備日・県陸上大会予備日・教育相談 
１６日（月） 登校指導・クラブ 
１８日（水） いもほり 10：50（1・2・3年） 
１９日（木） 校内マラソン大会 
２０日（金） 校内マラソン大会予備日 

就学時健康診断 13：30 
２１日（土） 脱穀 14：00・子どもの世界展（～11/6） 

【会場：米子市児童文化センター】 
２２日（日） 県スポレク陸上・五千石公民館祭 
２３日（月） 委員会 
２５日（水） ほっと HOTタイム 
２６日（木） 月例漢字テスト・ゴーゴータイム・教育相談 
２７日（金） 教育相談 
３０日（月） クラブ 
 

たくさんのご声援、ありがとうございました！ 

 ９月１６日（土）の秋季大運動会には、たくさんの方々にお

越しいただきありがとうございました。天候が危ぶまれまし

たが、子どもたちは日頃の体育等の学習の成果をしっかりと

発揮することができました。地域の皆様やご家族の方からい

ただきました温かい声援や励ましが、子どもたちの大きな自

信となりました。 

今後とも、運動会同様ご支 

援いただき、子ども達の学校 

生活がより充実しますよう、 

よろしくお願いいたします。 

 

「五光会」へのご協力、ありがとうございました 

 「五光会協力費」のお願いをいたしましたところ、地域の

皆様方より多大なご協力をいただき、ありがとうございまし

た。いただきました協力金は、学校環境の整備（中庭藤棚の

修繕）や学習環境の整備（図書購入費等）をはじめ、各スポ

ーツクラブ・諸団体の活動費補助や米作り活動費などの教育

活動費として大切に使用させていただきます。 

 こんにちは！ 

尚徳中学校です。 

  

尚魂祭（体育祭）を行いました！ 

秋晴れのよい天気に恵まれ、９月９日（土）の尚魂祭を大成

功に終わらせることができました。開会式の前に、それぞれ

の色別のチーム（あか組・あお組・き組）が自発的に士気を高

める声だしを行い、良い雰囲気で尚魂祭がスタートしました。

生徒たちは、どの演技も全力で取り組み大いに盛り上がって

いました。その中でも特に力が入る種目が、リーダーの３年

生が夏休みから取り組んだ縦割りの応援パフォーマンスで

す。上級生と下級生がともに練習を重ね、葛藤しながらひと

つの演技を創りあげていく尚魂祭の目玉といってもよいもの

です。どのチームも趣向をこらし、軽快なダンスと隊形の変

化を取り入れ、チームの一体感と笑顔がとても印象に残る素

晴らしい演技を披露してくれました。今年は、３年生の綱引

きのときに下級生たちが肩を組んで応援するなど、例年以上

に色別チームの一体感を感じさせる場面が多く見られまし

た。これが縦割りの良さであり目的でもあると思います。こ

れまで培ったことが伝統として受け継がれていることに喜び

と感動をおぼえました。 

 たくさんの地域のみなさまにご来場いただき温かいご声援

をいただきました。また、バザーにもご協力いただきまして

本当にありがとうございました。 

  

人権講演会を開催しました！ 

９月１５日（金）に中倉茂樹さんをお招きし人権学習講演会を行い

ました。中倉さんには３年前から講師としてかかわりを持っていた

だいており、自らの部落差別との闘いを、具体的な事例をとおしユ

ーモアをおりまぜながらお話ししていただきました。生徒たちの人

権意識を高める大変良い学習の機会になりました。 

◎この項に関してご意見、ご質問などがございましたら、 

２６－３４５１（尚徳中）までお電話ください。 

☆ホームページ: 

  http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/syotoku-j/ 

☆Ｅメール：syotoku-j@mailk.torikyo.ed.jp 

結果発表

☆ 総 合 ☆

優 勝 諏訪１区

準優勝 諏訪４区

第３位 福市１区

☆ 混成リレー ☆

優 勝 諏訪 ４区

準優勝 福市 ３区

第３位 福市１０区

落し物のお知らせ

ピンクのかわいい

お子様の帽子を

お預かりしています。

お心当たりの方は

五千石公民館まで

お願いします。

パン食い競争

風船とり

もらってびっくり

百足競争

タイヤころがし

みんなでジャンプ
混成リレー

尻圧測定 マーチング

子どもかり人競争

選手宣誓

お知らせ

７月１日より薮内峰子主事の退職に伴い臨時職員として

岡本智美が着任しました。

ご報告が遅れましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
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