平成３１年

米子市淀江町中間 592-1
Tel:５６－２０２６（Fax 兼）

４月

Email：yamatoco@sea.chukai.ne.jp

４月１日から！

※裏面の３館共通た
よりをご覧ください。

平成３１年度

大和ふれあい大学開講式のご案内
大和ふれあい大学は、以下の日程で本年度の講座を開
講します。
開講に伴い、「仲間と共に楽しく、生きがいづくり、
健康づくりをしましょう！」をテーマに今年も大和ふ
れあい大学の受講生を募集します。
地区の運営委員さんか、大和公民館まで、お気軽に
お申込み下さい。（大和公民館 ℡５６－２０２６）

≪リラックスヨーガ≫
無理のない簡単な動きと深い呼吸で体
を整えます。
どなたでも出来ますのでお気軽にご参
加ください。
（初回１回は無料で体験して
頂けます。）
毎週木曜日
大和公民館
会費

≪書
４月２６日（金）
《午前の部》
【開講式】１０時３０分 ～
【第１回】開講式終了後 ～ 正午
内容：人権講座「骨髄移植で救われた命
～白血病患者になって感じたこと～」
講師：米子市中央隣保館館長
大江 淳史 氏
《昼食・コーヒータイム》正午～午後１時２０分
※公民館での昼食を希望される方はあらかじめ代
金（弁当代５００円）を添えてお申込みください。

《午後の部》
【第２回】１3 時 3０分 ～ 15 時
内容：音楽講座「歌うって楽しいな♪ 」
講師：松井 智子 氏

19：30～20：30
和室
月額 2,500 円

道≫

書道の初歩から作品作りまで、楽しく
取り組んでいます。子供からシニアまで
どなたでも。
※小学 1,2 年生のお子さんが通う場合
は、保護者の方も同じく通って頂くこ
とになります。
毎週金曜日 19：45～21：00
大和公民館 会議室
会費
月額 2,500 円

≪健康麻雀≫
健康麻雀とは、「賭けない・飲まない・
吸わない」を守りながら楽しむ、認知症
にならない最良の脳を若く保つトレーニ
ングです。４月から新規サークルとして
始めます。ご参加、お待ちしています。
毎月第 2、4 金曜日 13：00～16：00
大和公民館 会議室
会費
年額 1,000 円
※上記以外にもたくさんのサークルがあります。詳しく
は別添の「2019 年度淀江（3 館）公民館文化・体育サ
ークル活動のご案内」をご覧ください。

平成 31 年度の大和公民館の主な行事予定
（日程は変更になることがあります）

◇◆◇公民館 長期休館のお知らせ◇◆◇

大和ふれあいオリエンテーリング ６月 17 日(日)
大和地区町民運動会
10 月 13 日(日)
大和公民館祭
11 月 9 日(土)・10 日(日)

公民館は、４月２７日～５月６日まで、土日、
祝日連続のため１０日間の長期休館となります。
職員は不在ですが、部屋の使用はできますので、
事前の申し込みと鍵の借用をお願いします。

新刊図書☆ご案内

犬の登録と狂犬病予防注射のおしらせ
生後９１日以上の犬を飼っている方は、登録と
年１回の予防注射が法律で義務付けられています。
＊日 時



「猫も老人も、役立たずでけっこう」
養老 孟司著



「中村俊輔式サッカー観戦術」
中村 俊輔著



「やまと尼寺精進日記」
NHK「やまと尼寺精進日記」製作班

４月１０日（水）
１４時４０分～１５時まで

＊場 所

大和公民館前庭

＊料 金

登録手数料
3,000 円
注射済票交付手数料 550 円
狂犬病予防注射
2,500 円
（すでに登録済の犬は登録手数料は不
要です。登録証と通知書をご持参下さ
い）

特別講座

大和子ども活動 “公園あそび”はじまるよ
毎週（水）午後４時は大和公園に集合！！
おにごっこやサッカーなどをして遊びましょう。
☆日時 ４月は、３日・10 日・17 日・24 日
16 時～17 時３０分
☆場所 大和公園 （雨天の場合は大和公民館です）

３月１８日に、立林央士氏を講師に招
き、絵てがみ教室を開催しました。
受講された皆さん、
「絵はニガテ～」な
どと言いつつ、見事な出来栄えです。
次の開催をお楽しみに!！
１(月) 公民館奉仕作業(ふれあい大学) ８:30～
10(水) 犬の登録と狂犬病予防注注射 14:40～15:00
12(金) つつじ号(移動図書館)15:40～16:40
26(金) 大和ふれあい大学開講式①② 10:30～
26(金) つつじ号(移動図書館)15:40～16:40

＜５月の予定＞
7(火) 公民館清掃奉仕作業８:30～
10(金) つつじ号(移動図書館)15:40～16:40
11(土) 春の山野草展（大和草の会）９時～16 時
12(日)
〃
9 時～15 時
17(金) ふれあい大学③野外学習（木次方面）
※詳しくは 4 月のふれあい大学開講式で
お知らせします。
2４(金) つつじ号(移動図書館)15:40～16:40
26(日) 淀江町民グラウンドゴルフ大会
2７(月) 大和地区自治会長会 19:30～

＊太極拳
＊囲 碁
＊ヨーガ
＊書 道
＊フラダンス
＊コットン
＊ゴーゴー体操
＊カラオケ
＊洋 裁
＊彫 金
＊そばの会
＊布遊びの会
＊あじさい
＊陶 芸
＊押 花
＊唱 歌
＊俳 句
＊大和草の会
＊健康麻雀クラブ

２日・９日・16 日・23 日
４日・11 日・18 日・25 日
４日・11 日・18 日・25 日
5 日・12 日・19 日・26 日
10 日・17 日・24 日
3 日・17 日
4 日・18 日
11 日・25 日
5 日・12 日・19 日
10 日・14 日・24 日・28 日
３日
14 日
11 日
21 日
23 日
16 日
18 日
今月はありません。
12 日・26 日

