
日 曜 同　好　会　等

1 月

2 火

3 水

4 木 仕事はじめ

5 金 ストレッチ　13：30

6 土

7 日 囲碁　13：00

8 月

9 火 同推協役員会19：30 公民館 大正琴　12：00　　銭太鼓　14：00　　コーラス　19：15　　

10 水
やって未来や　13：30　　ブックス五千石　13：00　　絵手紙　13：30
舞踊　19：30

11 木

12 金
給食サービス　8:50
体育部会　19：00

公民館 ストレッチ　13：30　　

13 土 パッチワーク　9：30　　

14 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

15 月 書道　16：00

16 火

17 水 やって未来や　13：30　　ブックス五千石　13：30　　舞踊　19：30　　

18 木 米子市人権・同和教育研究集会
米子コンベン
ションセンター

フラダンス　10：00　　銭太鼓　13：30

19 金 ストレッチ　13：30

20 土 パッチワーク　9：30　　手話　20：00

21 日 囲碁　13：00　　光佳流　14：00

22 月 書道　16：00

23 火 やって未来や　13：30　　大正琴　14：30　　コーラス　19：15

24 水 立体ちぎり絵　13：30　　舞踊　19：30

25 木 銭太鼓　13：30

26 金
環境をよくする会　19：00
自治会長会

公民館 ストレッチ　13：30

27 土

28 日 ネギ料理　9：00　　囲碁　13：00　　光佳流　14：00　

29 月 書道　16：00

30 火

31 水 舞踊　19：30

日 曜 同　好　会　等

1 木 戦略会議　19：30 公民館 銭太鼓　13：30

2 金 ストレッチ　13：30　　うたってみよう会　19：30

3 土

4 日 囲碁　10：00

5 月 企画委員会　19：30 公民館 書道　16：00

行　事　・　会　議

行　事　・　会　議

１月の行事予定・同好会等予定

２月の行事予定・同好会等予定

12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30年1月

グラウンド・ゴルフ体験会のお知らせ

グラウンド・ゴルフ体験会は１月から３月まで

はお休みさせていただきます。

体験希望の方は公民館までご連絡ください。

４月からまたスタートしますので改めて

お知らせいたします。

ご冥福をお祈り致します。
福市11区 高橋 実 様 11月23日

福市 2区 宮下 佑樹 様 12月17日

五千石地区社会福祉協議会よりご寄付のお礼

福市 2区 中谷 博視 様

福市 2区 宮下 幸男 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。

12月 1日(金)に金婚・ダイヤモンド婚のお祝いと、

まなびや会音楽講座・閉講式が行われました。

旧年中はありがとうございました。

本年もよろしくお願い申し上げます。
五千石公民館職員一同

平成30年元旦

金婚・

ダイヤモンド婚

おめでとう

ございます！

ハーモニカとピアノに

合わせてなつかしい

歌をみんなで歌い

ました。

皆勤賞は

シクラメン

の花でお

祝いでした。

１２月２２日（金）に公民館の大掃除を行いました。

多くの方にご協力をいただき、とてもきれいになりま

した。ありがとうございました。

～お世話になりました～

12月4日（月）に食生活改善推

進員さんに指導していただき、年

末年始に役立つおいしいおも

てなし料理ができました。

日 時 ：２月１３日(火) 午前１０時～午後１時

場 所 ：五千石公民館

調理実習（生活習慣病予防食～糖尿病予防～）

献立：ハヤシライス・キャベツのスープ煮・

じゃがいものピクルス・フルーツポンチ

＊講 師：米子市健康対策課 管理栄養士

＊材料費：３００円

＊持ってくるもの：エプロン、三角巾

＊申込み：２月6日（火）までに

五千石公民館（℡26－0536）へお申し込みください。

健康相談

調理実習の時間にあわせて、体脂肪測定、

血圧測定も実施します。

おいしく食べて健康づくり教室

～あなたの食習慣を振り返ってみませんか～

みんなで楽しくお料理を作り、おいしくいただいて、

あなたご自身と大切なご家族の健康を守るための食事に

ついて学習したいと思います。ぜひご参加ください。
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こんにちは！
尚徳中学校です。

第４２回米子市中学校区

人権教育研究発表会

去る１１月２９日（水）の午後、中学校区２保育園、３小

学校、中学校で標記の研究大会が開催されました。本校

では、各学年の授業公開と学年別の分科会、加えて特別

支援教育部会、ＰＴＡ部会を行いました。学校関係者やＰＴ

Ａ、行政関係等、本校だけで合計で２００名を超える参会

者がありました。

部落問題やLGBT（性的マイノリティ）の問題、日常生活の

中にある差別について授業実践を行い、分科会で意見交

換を行いました。公開授業は次のとおりです。

１年生：学習会に学ぶ

２年生：性的マイノリティの人権

～多様性を認め合える社会を目指して～

３年生：より良い生き方を求めて

～「結婚差別」を通して～

フレンズ１：街角の風景

１年生ではゲストティーチャーをお招きしての授業、２年

生ではＬＧＢＴの問題、３年生は部落差別による結婚差別

を取り上げて授業を行いました。今後とも人権学習をとお

して、身近な生活の中にある偏見や不合理・差別に気づ

き、見逃さず、注意し合えることや一人の問題を自分たち

にかかわる問題として話し合え・支え合いのできる仲間づ

くりを進めていきたいと思います。

また、ＰＴＡ部会では、校区小中学校ＰＴＡの取り組みを

発表されました。発表内容は、「いきいきフェスタ」と「生活

にこにこキャンペーン（メディアコントロール）」についてで

した。地域と家庭と学校が連携することの意義や大切さの

伝わる発表でした。

この研究発表会を新たな出発ととらえ、人権学習の一層

の充実に努めたいと思います。来年１月１８日に文化ホー

ルを会場に開催される、米子市人権教育研究集会にも本

校の取り組みを発表します。

◎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25日（土）毎年恒例の「いもにかい」が開催

されました。皆さんの丹精込めて育てた野菜の品評会、

即売会、講演会、芋煮会と盛りだくさんの内容で楽し

い時間を過ごしました。

☆ 講 演
大山は「平和」のシンボル

講師 大原 俊二 氏

知られざる大山の興味深い

お話でした。

12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。

～「役員って どんなことをするの？？？」～
各自治会では間もなく役員改選の時期を迎えられると思います。

そこで、はてさて・・・「公民館の部」ってどんなことをするの？！と思っておられませんか？

今回は公民館の５つの部について平成２９年度の活動の主なものをお知らせしますので、ご参考に。

このほかにつつじまつり・公民館祭の準備・実施にはご協力いただいていますし、各事業の前には部ごとに何度か部会

を開き企画運営を検討していただいています。

会合や事業があり負担に感じておられる方もあると思いますが、顔を合わせるうちに親しくなって、地域のこともわか

るようになり、「役員をやって良かった！」というプラスの面も大きいと思います。できる範囲でご協力いただき、地

域の活性化・公民館運営に力をお貸しいただければと思います。

☆ 五千石名物「芋煮会」

おいしい芋煮とおにぎりを

お腹いっぱいいただきました！

ごちそうさまでした。

☆ 野菜の品評会・即売

「平成29年度 よなごアカデミー」
《前編》

○講師：大山町教育委員会 社会教育課 課長 西尾 秀道 氏

日時：平成30年2月10日（土曜日）午後1時30分から3時

演題：「大山信仰と日本遺産」

○講師：大山町教育委員会 社会教育課 課長 西尾 秀道 氏

日時：平成30年2月25日（日曜日）午後１時３０分から３時

演題：「発掘調査等からみえる大山寺の姿」

会 場 米子市立図書館 ２階 研修室1 受講料 前編５００円（2回分）後編500円（2回分）定 員 《前編》60名 《後編》60名

募集開始 平成30年１月10日（水曜日）から受け付けます。（定員になり次第締め切ります。）

■電話、またはファクシミリでお申し込みください。申込の際は、氏名、住所、電話番号、希望される講座をお知らせください。

申し込み・お問い合わせ 米子市教育委員会事務局 生涯学習課 電話：２３－５４４４／ＦＡＸ：２３－５４１４

《後編》

○講師：米子市教育委員会 文化課 学芸員 濵野 浩美 氏

日時：平成30年3月11日（日曜日）午後１時３０分から３時

演題：「大山と米子城」

○講師：米子市教育委員会 文化課 学芸員 濵野 浩美 氏

日時：平成30年3月17日（土曜日）午後１時３０分から３時

演題「大山と米子城下町」

※演題、時間については変更になる場合があります。

12月17日（日）におやじの会主催の

もちつき大会が行われました。

まかれたもちをみんなでひろったり

ついたり、丸めたり、

とても楽しい会と

なりました。

もちつき大会の後、場所を小学校の体育館に変えてビンゴ大会

が行われました。120人をこえる方々に集まっていただき大変

盛り上がりました。

１月の主な行事予定

1（月） 元日

8（月） 成人の日

9（火） ３学期始業式 あいさつ運動 登校指導

給食開始 ベルマークの日

卒業写真（６年）

10（水） あいさつ運動 ほっとHOTタイム

外国語活動

11（木） あいさつ運動 国語診断テスト

ゴーゴータイム 教育相談

12（金） あいさつ運動 算数診断テスト

新年書き初め展校内審査

15（月） 登校指導 委員会

16（火） 教育相談

17（水） 外国語活動

18（木） 教室空気・照度検査

22（月） クラブ

24（水） ほっとＨＯＴタイム 外国語活動

26（金） いのちを大切にする教育参観日

13：55～

29（月） クラブ

31（水） 教育相談 スキー合わせ（５・６年）

「もちつき集会」お世話になりました！

１２月２日（土）に恒例のもちつき集会を行いま

した。５年生を中心に全校児童で育てた“もち米”

を使ったもちつきで、毎年この時期に盛大に行っ

ています。併せて、３年生が中心となって育てた

“さつま芋”を地域の「おやじの会」の皆さんに焼

き芋にしていただきました。もち米もさつま芋も、

たくさんの地域の方にお世話になって収穫したも

のです。途中で、５年生と３年生がそれぞれ“米

作り”と“さつま芋作り”について発表しました。

今回のもちつき集会も、地域や保護者のボラン

ティアの皆様に多大なご協力をいただきました。

子ども達は、感謝の気持ちを持って、お餅や焼き

芋をたくさん食べていました。

ご協力いただきました地域や関係者の皆様、

本当にありがとうございました。

平成３０年もよろしくお願いいたします！

地域の皆様には、日頃より本校教育の推進に

ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

平成３０年も、子どもたちの学力向上・健全育成

に教職員一同邁進して参りますので、どうぞ、変

わらぬご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願

いいたします。
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