
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 フラダンス　10：00　　銭太鼓　13：30

3 金 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 囲碁大会　10：00　　　光佳流　14：00

6 月 振替休館日 折紙　13：30　　書道　16：00

7 火
まなびや会 (青少年講座)　13：30
女性部会　19：30

公民館 コーラス　19：15

8 水 絵手紙　13：30　　舞踊　19：30

9 木 生涯学習部会　19：30 公民館 フラダンス　10：00　　銭太鼓　13：30

10 金
給食サービス　8：50
福市4区 小地域懇談会　19：00

公民館
福市4区公民館

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

11 土

12 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

13 月 折紙　13：30　　書道　16：00

14 火 大正琴　14：00

15 水 南公連研修会　(午後) 成実公民館 やって未来や　13：30　　ブックス五千石　13：30　　舞踊　19：30

16 木 自治連役員会　19：30 公民館 川柳　13：00　　銭太鼓　13：30

17 金 英会話　9：00　　ストレッチ　13：30　

18 土 パッチワーク　9：30　　手話　20：00

19 日 いきいきフェスタ  12:20 尚徳小学校 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

20 月 書道　16：00

21 火 福市５区小地域懇談会　19：00
福市３区・５区

公民館
五千石ぽっぽ　10：00　　やって未来や　13：30　　コーラス　19：15

22 水 松寿会　9：00　　立体ちぎり絵　13：30　　舞踊　19：30

23 木 銭太鼓　13：30

24 金 英会話　9：00

25 土 ごせんごくいもにかい　9：00 公民館

26 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

27 月 自治会長会　19：30 公民館 書道　16：00

28 火 公民館祭代表者反省会　19：30 公民館 大正琴　14：30

29 水 舞踊　19：30

30 木 福市８区小地域懇談会　19：00 福市８区集会所 フラダンス　10：00　　銭太鼓　13：30

日 曜 同　好　会　等

1 金
まなびや会音楽講座・閉講式・
茶話会　13：30

公民館 ストレッチ　13：30　　うたってみよう会　19：30

2 土 パッチワーク　9：30　

3 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

4 月 おもてなし料理教室　10：00 公民館 書道　16：00

5 火 復刻委員会　10：00 公民館 コーラス　19：15

行　事　・　会　議

行　事　・　会　議

１１の行事予定・同好会等予定

１２月の行事予定・同好会等予定

１０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11月

第８回 家庭教育講座・青少年育成会共催

「弱くても勝てる！！・強くても負ける！！」

日 時 11月7日（火）1３：３０～15：00

場 所 五千石公民館

講 師 鳥取城北高校

校長 石浦 外喜義 氏

第９回 音楽講座・閉講式

「懐かしい唱歌をみんなでうたいましょう！」
日 時 1２月１日（金）1３：３０～15：00

場 所 五千石公民館

講 師 和田ハーモニカ同好会

木村 騏一郎 氏 他

ピアノ伴奏 高林 智 子 氏

「おもてなし料理教室」
日 時 1２月４日（月）1０：００～1３：00

場 所 五千石公民館

講 師 食生活改善推進員会

会長 岩野 東世子 氏

ご冥福をお祈り致します。
諏訪4区 坂田 昭二 様 １０月 ９日

福市5区 大塚 喜代 様 １０月１９日

八幡4区 山本 広 様 １０月１９日

日 時 １1月５日（日）10：00～

場 所 五千石公民館

日 時 １1月22日（日）９：０0～

場 所 五千石公民館

今年度のいきいきフェスタは

１１月１９日（日）12：20～

尚徳小学校にて開催されます。

※ 詳細は別紙チラシをご覧ください。

日 時 １２月９日（土）～ １０日（日）

場 所 米子市文化ホール

※舞台発表の日 １２月９日（土）

五千石からは

「レイフラワー五千石」(フラダンス)の

皆さんが出演されます。

※ 詳細は別紙チラシをご覧ください。

日 時 11月25日（土）9：００ ～ 1３：00

場 所 五千石公民館

☆ 野菜の品評会 9：00 ～ 9：45

投票してくださった方に

ポン米をプレゼント！

※ なくなり次第終了します。

☆ 講 演 大山は「平和」のシンボル

講師 大原 俊二 氏

☆ 野菜即売会 講演終了後

☆ 五千石名物「芋煮会」

時 間 12：00 ～ 13：00

11月6日(月)は公民館祭の振替休館のため。

また、11月15日(水)午後12時以降は南部

地区公民館研修会のため職員不在となります。

なお、公民館は通常通り使用できますので、

事前に鍵を借りにきてください。

職員不在のお知らせ

ビンゴ大会のお知らせ
公民館祭のビンゴ大会が台風接近のため中止となり

ましたが、12月に改めて開催させていただきます。

詳細は１２月号のたよりをご覧ください。

申込み締め切り

11月27日(月)

五千石地区社会福祉協議会よりご寄付のお礼

福市5区 大塚 静香 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。
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子どもは大人の姿を見て育ちます！

残念ながらまだ傘を差して自転車に乗っている大人(２０代の若者と年配の男女)を見かけます。また、信号を無視して横断歩

道を渡る姿、空き缶をポイ捨てする姿、犬の散歩で糞をそのままにしていく飼い主の姿も時々見かけます。子どもはそうした

ルール違反をする大人の姿をよく見ています。大人がまず自分からルールやマナーを守る姿勢を示してください。

子どもは日頃から大人の立ち振る舞いを見て育っています。家庭は勿論、地域でも子どもの手本となる責任ある行動や態度

を示しましよう。

不審者に注意を！
本年度４月以降９月末までに米子市内で子どもが不安を覚える不審者事案 が４２件寄せられました。

主な被害は車で近づき｢家まで送ろうか？｣「名前教えて？名札見せんと××するよ・・」「お金あげるから足触らせて・・・」など

といった声かけや携帯電話やカメラでの盗撮、後をついて来る、変質的行為などで、中にはすれ違いざまに抱きつくなどの事

案も発生しています。

時間帯は午後３時頃から午後８時頃にかけて多発し、子どもの下校中、部活･塾帰りが目立ちます。

これから日が暮れるのが早くなります。日没後は、出来る限り送り迎えを家族で行ない子どもの１人行動を控えましょう。

（被害防止・対応）

◆児童生徒が被害に遭わないよう、家庭では普段から「いかのおすし」（こども安全標語） や「こどもかけこみ１１０番」の家な

ど発生時の対応要領などを教えましょう。

◆塾や部活などで遅くなる場合は、保護者の送迎が効果的です。

◆地域の皆さんによる登下校時間帯における通学路などでの「パトロール（見 守り活動）やジョギング・犬の散歩・玄関先で

の掃除・庭木の手入れ」などが、不審者の出没を許さない安心安全な環境となり効果的です。

米子市役所第２庁舎３階 米子市少年育成センター

電話 ３５－０８５２

「マジックショー」
１０月１２日（木）にドクター市場こと市場和志 氏を

お迎えしてマジックショーが開催

されました。笑いあり、驚きありで

大変楽しい講座でした。

「ハーブの寄せ植え」
１０月１７日（火）に

フラワーデザイナーの

よみ かずみ 氏にハーブ

の寄せ植えをご指導

いただきました。

イケメン先生

大人気！！

「ふるさとまなび愛 作戦！

～未来に伝えたい五千石の今と昔～」

9月26日(火)に 福市10区

大森 計吉 氏を

講師にお迎えして

安養寺・同慶寺に

ついて学びました。

台風接近の為外でのイベントが中止となってしまいまし

たが、作品展示や子どものイベントが開催されました。

足元の悪い中ご来館ありがとうございました。

開催にあたりご尽力くださいました皆様、大変お世話になりありがとうございました。

《愛のさけび！？》

力いっぱい叫んでいただきました！

《射的》

的をねらっ

てみんな真

剣でした。
《わたがし》

甘くておいしい！

わたがし

大好評でした。
《市長さんを囲んで》

地域活性の有意義なお話

ができました。

《作品展示》
皆さんの力作

が勢ぞろいし

ました。

《企画展示》

なつかしの写

真に話もはず

みました。

こんにちは！
尚徳中学校です。
西部地区駅伝大会、 女子が県大会出場！
９月２１日（木）にどらドラパーク陸上競技場周回コー

スを会場として西部地区駅伝が開催されました。女子は１
４位、男子は１６位になり、女子は県大会への出場権を獲
得することができました。男子は残念ながら県大会への出
場は叶いませんでしたが、男子も部結成から約２ヶ月、夏
休みの暑い中の練習をよく頑張ったと思います。
そして、１０月１７日には、西部地区と同じコースで県

駅伝が行われ、女子チームは２０位に入りました。西部地
区大会を１分以上短縮するタイムでゴールし、出場できな
かった男子の思いも襷（たすき）にこめた力走でした。駅
伝の練習やレースで培った力や経験をこれからのさまざま
な場面で発揮してもらいたいと思います。駅伝部の健闘を
讃えるとともに、地域の皆様の応援に感謝いたします。

尚中大健闘！ 西部地区新人戦結果
○卓球男子 団体 優勝

個人 ベスト８(２年男子２名･１年男子１名)
ベスト１６(１年男子１名)

○卓球女子 団体 ６位
個人ベスト８(２年女子１名 １年女子１名)

○野球 １回戦（負 対岸本･溝口）
○サッカー 予選リーグ２位

２次リーグ(負 対弓ヶ浜・負 対福生)
○陸上 女子総合６位、

女子２年１００m(３位)８００m(２年５位)
１５００ｍ(２年３位) 砲丸投げ(１年６位)

○バスケットボール女子
予選リーグ敗退(負 対福生 負対東山)

○バスケットボール男子
５･６位決定トーナメント(負 対弓ヶ浜) 

○ソフトテニス男子 団体 ５位
個人(ベスト１６に２年２ペア)

○ソフトテニス女子 団体 ２回戦敗退、
○バレーボール女子 予選グループ戦１位通過

決勝トーナメント:５位(負：対東山 勝:対福米 勝：対美保)

○バドミントン女子 団体 予選リーグ敗退
個人 ダブルス２年１ペアがベスト１６

※県民スポレク祭出場→バレーボール女子（第３位）
卓球男女･ソフトテニス男子

○吹奏楽 ソロコンテスト
金賞(審査員特別賞 ３年女子１名)
金賞(３年女子１名) 銀賞(２年男子１名)

尚郷祭（文化祭）を開催します
１１月３日（金）、４日（土）に尚徳中学校文化祭『尚郷

祭(しょうきょうさい)』を開催します。第１日（３日）は

中学校の体育館で、吹奏楽部演奏・３年生の学級劇などを

発表します。また、１・２年生は、教室で学級展示を行い

ます。その他、部活動や教科の展示もあります。
第２日(４日)は場所を米子市淀江文化センター(さなめ
ホール)に移し、「合唱コンクール」を行います。ご都合
がつきましたら、生徒の活躍する姿をどうぞご覧ください。
お待ちしています。
◎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

１１月の行事予定
１（水）安全点検日 ベルマークの日 登校指導

２（木）音楽発表（３・４年）

３（金）文化の日

６（月）あいさつ運動 全校朝会 委員会

７（火）米子市合同音楽会（３・４年参加）教育相談

８（水）ほっとHOTタイム

９（木）月例計算テスト

11（土）学習発表会（弁当）

12（日）第２回ＰＴＡ資源回収 ＰＴＡスポーツ交流会

13（月）振替休業日

14（火）教育相談

15（水）登校指導 ２年生活科校外学習①

16（木）教育相談 ２年生活科校外学習②

17（金）児童集会13：55

19（日）いきいきフェスタ12：20（会場：尚徳小）

20（月）尚徳中校区ＰＴＡあいさつ運動（五千石小）

クラブ

21（火）２年生活科校外学習③

22（水）ほっとHOTタイム ＡＬＴ学習①

23（木）勤労感謝の日

24（金）月例漢字テスト

27（月）委員会

29（水）米子市中学校区人権教育研究発表会

（五千石小他）

30（木）教育相談 ＡＬＴ学習②

「いきいきフェスタ」開催－11月１９日（日）－
今年の「第１９回いきいきフェスタ」は、尚徳小

学校を会場として開催されます。五千石公民館

“チームえがお”の演技発表は、子どもたちと、

地域の皆さん等で、人権劇「みんなで いじめを

のりこえよう」を演じます。また、ＰＴＡによる

体験教室は、「きらり☆からくり六角形」を行い

ます。多くの皆さんにご来場いただき、盛り上げ

ていただきますよう、ご協力よろしくお願いいた

します。

第2回ＰＴＡ資源回収にご協力を！
第２回ＰＴＡ資源回収を下記の通り行います。第

1回の資源回収では、皆様のご協力のおかげで、

１３７，５８８円の収益がありました。この度の

資源回収にもご協力をよろしくお願いいたします。

１ 期 日 １１月１２日（日）
２ 時 間 ８：００～

（地区ごとに五千石小学校へ持ち込み）

＊小雨決行ですが、雨天中止の場合は７：００

に報送をします。

稲刈りをしました！
１０月１０日（火）に４～６年生が稲刈りを行い

ました。子ども達は、ぬかるんで足がはまる田ん

ぼの中で一生懸命稲を鎌で刈り、束ねていました。

刈りとった稲は、３週間程度はで干しした後に脱

穀をする予定にしています。１２月２日（土）の

「もちつき集会」が楽しみです。今回もご指導・

ご支援いただきましたＪＡ青壮年部、地域、保護

者の皆様、本当にありがとうございました。

詳細は１２月号のたよりをご覧ください。



１０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。



資源回収にもご協力をよろしくお願いいたします。

ぼの中で一生懸命稲を鎌で刈り、束ねていました。


