
日 曜日 公民館行事 サークル・教室

1 水 公民館清掃奉仕
そばの会 　コットン倶楽部
 フラダンス

2 木
ゴーゴー体操　囲碁
楽しい書道

3 金 洋裁

4 土

5 日

6 月

7 火 太極拳

8 水 彫金

9 木
あじさい 　囲碁 　カラオケ
楽しい書道

10 金 つつじ号 洋裁 　健康麻雀

11 土

12 日 布あそびの会　健康麻雀

13 月

14 火 太極拳

15 水 フラダンス  コットン倶楽部

16 木
ゴーゴー体操　囲碁　俳句
楽しい書道

17 金 洋裁

18 土

19 日 陶芸

20 月 学習講座『切り絵』

21 火
押花　太極拳
唱歌コスモス

22 水 フラダンス　彫金

23 木 囲碁 　カラオケ

24 金 健康麻雀

25 土

26 日

27 月
ふれあい大学
『人権講座』

28 火 太極拳

29 水

30 木 囲碁　楽しい書道

31 金

10日(金) 15:40～16:40

米子市淀江町中間592-1
ＴＥＬ:５６－２０２６（Fax兼）
Email：

yamatoco@sea.chukai.ne.jp

今年度の海岸一斉清掃は、新型コロナウィルス感染
防止のため中止いたします。

今年も8月30日に開催を予定しておりました『第34回よどえ町

民音楽祭』につきまして、新型コロナウイルスの感染の終息が見え

ない状況下において室内外でのイベントが自粛される中、開催に向

け協議を重ねました。

しかしながらガイドラインに沿った感染防止対策を講じることは

“音楽〟祭では困難なため、中止させていただくこととなりました。

楽しみにされていた出演者の方、ご来場予定をしておられた皆様

には、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

よどえ町民音楽祭実行委員会

実行委員長 川口康文

切り絵の楽しさや魅力を
体験してみましょう★

☆と き ７月20日(月) 13:30～15:00
☆ところ 大和公民館
☆講 師 権田 薫さん
☆参加費 500円
☆定 員 15人
☆申込み ７月15日(水)までに参加費を添えて

お申込みください。(電話予約不可)

大和公民館で今年度から『学習講座』がはじ
まりました。講義を聴くだけでなく、より実践的な
内容です。皆さんご一緒に、暮らしを楽しく豊かに

するいろいろな体験をしてみましょう！

と き 7月27日(月)13:30～15:00

ところ 大和公民館
講 師 日野町泉龍寺 住職 三島 道秀 さん

ふれあい大学は、どなたでもご参加いただけます。全講座聴講を
目指すも良し、興味のある内容を聞くも良し！

現在、未曾有の災害や疫病が続き、大人も子どもも
たくさんのストレスを抱えて生きています。
私たちはどんなこころ持ちで生きていけばよいので
しょう…？
講演を聴いたあとは、少し心が笑顔になってること
と思います☺

☆と き 8月21日(金) 13:30～15:00
詳しくは公民館だより8月号をご覧ください。

☆７月は１日・８日・15日・22
午後４時～５時半（雨天中止）

☆ 大和運動公園

こんな講座が受けてみたい、
〇〇のつくりかたを知りたい…△△を体験し
てみたい…などありましたら、どんどん

ご希望をお寄せください！



最近、町内での自転車による事故が増えており、心配

しております。生徒の自転車の乗り方については、左右

後方の安全確認をせずに進路変更をしたり、並進をした

り、ヘルメットを着用していなかったりと、課題が見ら

れます。気になられることがありましたら、声をかけて

いただき、ご指導をお願いします。

一方、通学路は、歩道のないと

ころや、路側帯が狭いところ、見

通しが悪いところが多くあります。

今後とも安全運転へのご協力を

お願いします。

〝つくろうよ 事故なし
笑顔の鳥取県〟

【運動の重点】
①高齢者、子ども及び障がい者の交通事故防止

②自転車の安全利用の推進

③夕暮れ時と夜間の交通事故防止

④全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の徹底

⑤飲酒運転の根絶

■お持ちいただくもの

肺がん検診受診券(レントゲン車用)

自己負担金(金額は受診券に記載しています)

■お願い

・当日、発熱や風邪症状等がある方は、

受診をお断りする場合がありますので、

ご了承ください。

・受診される方は、マスクの着用に

ご協力をお願いいたします。

・通常の検診時間より受診の待ち時間が長くなることが

予想されます。時間に余裕をもってお出かけください。

・国民健康保険人間ドックまたは、後期高齢者医療人間

ドックを受診(予定)の方は、同様の検診が含まれてい

るため、受診できません。

☺同年代の子ども同士で遊ばせられる

☺ママの気分転換になる

☺育児の情報交換ができる

２日(木) 10：00～11：30  淀江公民館
7月はおはなし＆かんたんおもちゃづくり

・出來 敦美 様（５区の２） 御母堂 幹子 様
・山根 弘二 様（６区の２） 御内室 昭子 様
・武田 光一 様（小波浜） 御尊父 薫 様
・富田 有司 様（８区） 御母堂 好江 様
・松本 松子 様（10区の１） 御主人 正孝 様
・松原 幸成 様（福平） 御尊父 嚴男 様
・堀口 修治 様（５区の２） 御尊父 義夫 様
・中川 知則 様（今津） 御尊父 定義 様
・中原 孝志 様（１区） 御尊父 由髙 様
・柄川 英彦 様（３区の１） 御尊父 彦衛門 様

※香典返しの受付は、各地区公民館で手続きができます。

お問合せ：淀江公民館56-3222 淀江地区民生児童委員・淀江地区主任児童委員

6月10日(水)、ふれあい大学実行委員の
みなさん9名に、公民館前庭のプランターのお花
を植え替えていただきました。夏のお花はベゴ
ニアとマリーゴールドです。おかげさまで元気に
夏を乗り切れそうです！

☆ 大和運動公園

外出自粛により「体力が落ちた」「足腰が弱くなった」など…ふらっと
立ち寄って気軽に運動を始めてみませんか。

必要に応じて健康
運動指導士によるアド
バイス！

７月13日(月)～22日(水)

米子市健康対策課 23-5454 23-5472

運動機器でご自身の
ペースで運動できる！

■対象 市内の65歳以上の方(介護認定のある方を除く)
■利用料 １回150円

■各会場7月開催日時(予約不要)いずれも14:00～16:00
・弓浜老人福祉センター：2、9、14、30日
・淀江老人福祉センター：1、8、15、22、29日

■持ち物 水分(スポーツドリンク・お茶) タオル

※ご都合の良い日時に受診してください。

※ふれあいの里の日程は、広報よなご７月号をご覧ください。

※対象者は40歳以上の方で予約不要です。

※65歳以上は結核健康診断を含みます。会 場：淀江体育館のみ
※新型コロナウィルス対策のため地区公民館への巡回は中止します。

月　日 時　間 自　治　会　名

9:00
 ～11:00

佐陀１部・佐陀２部・佐陀３部・桜台・佐陀新町
中間・中間インターハイツ・小波上・小波浜

13:00
 ～15:00

今津・今津グリーンタウン・１区・１区の２
２区・３区の１・３区の２

9:00
 ～11:00

北尾・上淀・稲吉・高井谷・中西尾・本宮・宝ヶ瀬
西尾原・富繁・福井・福平

13:00
 ～15:00

４区の１・４区の２・５区の１・５区の２
６区の１・６区の２・７区・８区・９区

9:00
 ～11:00

10区の１・10区の２・11区浜・11区五軒屋
11区坪上・11区塩川

13:00
 ～15:00

佐陀浜・佐陀北浜・佐陀新田・沖新田
ニューやまと・亀甲・新道

７/31(金)
大 和
淀 江

８/12(水)
宇田川
淀 江

９/４(金)
淀 江
大 和

米子市健康対策課 23-5458

お問い合せ先 宇田川公民館（電話56-2086）


