
                                                    

 

  

 

  
   

   
 

  

               

 

 

 

 

 

ＮＯ 教室・同好会・クラブ 回数・曜日 時 間 講師 (代表者) 会 費 

1 囲碁サークル 毎週        月曜日 13:00～16:30 （代）藤田 忠義 無 料 

2 明道唱歌教室 月２回  第１・３月曜日 13:30～15:30 佐川 節子 月 1,000円 

3 木彫り同好会 月４回 第１～４火曜日 10:00～12:00 （代）神庭 節子 無 料 

4 健身太極拳米子同好会 毎週        火曜日 14:00～16:00 西村 修一 月 2,000円 

5 都々逸 やぼの会 月１回    第３火曜日 13:30～15:30 桂 小文吾 年 6,000円 

6 ダンスサークル K 毎週火曜日（休：祝祭日） 18:00～21:０0 田中 佳津子 1回 1,000円 

〃      〃 毎週土曜日（休：祝祭日） 12:00～15:00 〃 1回 1,000円 

7 書道教室 月２回  第２・４火曜日 19:30～21:30 藤山 雅江 月 2,000円 

8 水墨画教室 月２回  第２・４火曜日 13:30～15:30 永田 月山 1回 1,500円 

9 小春句会 月１回    第２水曜日 13:30～15:30 由木 みのる 月 500円 

10 ちぎり絵 月１回    第３水曜日 13:30～16:00 和田 淑枝 月 1,500円 

11 中国語を学ぶ会 毎週         火曜日 16:30～18:00 李   縁 月 １,500円 

12 にこにこ元気塾 月２回  第２・４水曜日 13:30～15:00 松田 万里 1回 500円 

13 能面同好会 月２回  第２・４水曜日 13:30～15:30 富田 隆之 年 6,000円 

14 大正琴 月２回  第１・３木曜日  9:30～11:00 絹川 薫 月 3,800円 

15 木工クラブ 月２回  第２・４木曜日 10:00～16:30 岡田 茂・津村幸作 1回 500円 

16 太極拳同好会 月２回  第２・４木曜日 10:00～12:00 （代）山田 延寿 月 300円 

17 七宝焼 月２回  第１・３木曜日 13:00～16:00 
 

年 1,000円 

18 安来節保存会 毎週         金曜日 20:00～22:00 中井 勇一 無 料 

19 金妻ダンス同好会 月４回 第１～４金曜日 13:30～15:00 青山 典代 1回 200円 

20 フラワーアレンジメント 月１回    第３金曜日 13:00～15:00 松本 寿栄子 半年 3,000円  

21 子ども習字教室 月３回   毎週土曜日 10:00～13:00 福本 馨泉 月 3,000円 

22 ベル水彩 月２回  第１・３土曜日 13:30～17:00 永井 俊郎 3ヶ月 10,000円 

23 土曜歴史会 月１回    第３土曜日 13:30～15:30 高口 勝人 半年 4,000円 

24 山陰読売写真クラブ 月１回    第４土曜日 18:00～21:00 生田 利秋 年 5,000円 

25 米子写真倶楽部 月１回    第４日曜日 20:00～22:00 （代）松田 敏彦 月 1,000円 

26 米東ＯＢ合唱団 月２回  第２・４日曜日 13:30～15:30 遠藤 和史 月 1,500円 

町区別対抗ペタンク大会 
 

日 時：５月２１日（日） 午前９:００～ 

  ※小雨決行 

場 所：明道小学校グラウンド 
 

今年度最初の体育行事です。ペタンクは、 

年齢を問わず誰でも楽しめるスポーツで

す。初めての方もお気軽にご参加くださ

い。多くの方のご参加をお待ちしていま

す!! 

 

 

  役員会開催のお知らせ 
 

◆ 明道公民館運営委員会 総会       ◆ 明道地区社会福祉協議会 理事会 
  ４月１８日（火） 午後７：００～     ４月１２日（水） 午後１：３０～ 

 

◆ 明道公民館運営協議会 総会        ◆ 明道地区社会福祉協議会 代議員会 

４月２４日（月） 午後１：３０～      ４月１７日（月） 午後７：００～ 

 

※ 役員の方は、ご出席いただきますようお願いします。 

鉄の球をいか

に的に近づける

かを競います。 

 

 

☆★☆ ちょっこし暮らしの豆知識 ☆★☆ 

 ネットで買い物したが、商品が届かない、連絡が取れないなどの実体のない詐欺的なサイ

トで購入したことによるトラブルが多く見られます。商品が届く前に代金を支払ってしまう

とトラブルがあった場合に被害金を取り戻すことが難しくなります。インターネット通販で

は、サイト上に記載されていることが情報の全てで、顔の見えない相手です。特に代金の前

払いによる購入は十分注意し、事業者の名称、所在地、電話番号等の表示がないサイトでの

買い物はやめましょう。 
 

＜困った時や被害にあった時は下記へ相談ください＞ 

 米子市消費生活相談室  ＴＥＬ ０８５９－３５－６５６６ 

 

 

 

 

犬の登録・狂犬病予防注射 

 日 時：４月９日（日） 

    １３：３０～１４：３０ 

 場 所：米子市役所 
 
≪補足≫ 

 日 時：６月４日（日） 

    １３：３０～１４：３０ 

 場 所：米子市役所 
 

※詳しくは、「広報よなご４月号」を 

 ご覧ください。 

米子市春季一斉清掃 

４月９日（日） 
※例年と異なり、第２日曜日です 

ので、ご注意ください!! 

 

明道公民館では次のような教室・同好会をひらいています。 

いつでも、どなたでもお気軽にお申込みいただけますので、 

一度見学にお越しください。お待ちしています。 

明道公民館 （ＴＥＬ ３４－３０７４）    
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