
日 曜日 公民館行事 サークル・教室

1 土

2 日

3 月
公清掃奉仕(雨天順延)
夏休み子ども工作教室

4 火 太極拳

5 水
そばの会 　コットン倶楽部
 フラダンス

6 木
ゴーゴー体操　囲碁
楽しい書道

7 金

8 土

9 日 　　    山の日 布あそびの会　健康麻雀

10 月

11 火 太極拳

12 水 彫金

13 木
囲碁 　カラオケ
楽しい書道

14 金 健康麻雀

15 土 サギソウと山野草展

16 日 陶芸

17 月

18 火
押花　太極拳
唱歌コスモス

19 水 フラダンス  コットン倶楽部

20 木
ゴーゴー体操　囲碁
楽しい書道

21 金
学習講座
『ハーバリウム』

22 土

23 日

24 月

25 火 太極拳

26 水 フラダンス　彫金

27 木
囲碁　カラオケ
楽しい書道

28 金 つつじ号 健康麻雀

29 土

30 日

31 月

☆と き 8月３日(月)13:30～15:00
☆ところ 大和公民館
☆講 師 高岡健二さん
☆参加費 100円 ☆定 員 20人

申し込んだ人は必ずタオルと水筒を持ってきてね！

☆と き 8月21日(金)13:30～15:00
☆ところ 大和公民館
☆講 師 地頭曜子さん
☆参加費 2000円 ☆定 員 10人
☆申込み ８月12日(水)までに参加費を添えて

お申込みください。

🌸雑貨ショップなどで見かけて、これ何だろう？思った
方もあるのでは…。瓶にドライフラワーやプリザーブドフ
ラワーを入れ、専用オイルに浸した“植物標本”です。み
ずみずしい状態で鑑賞できる話題沸騰のおしゃれなインテ
リア雑貨です🌸

６日(木) 10：00～11：30 
淀江公民館

８月は自由遊びです☺

28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

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

と き 8月15日()土10:00～15:00

ところ 大和公民館

一日だけの山野草展です。
みなさまのご来場をお待ちしております。

おしゃれなインテリア雑貨です🌸
お花で暮らしに潤いを❕と き ９月9日(水)13:30～15:00

ところ 大和公民館
講 師 米子市消費生活相談室

無料、安売りにつら
れて通ったら、高額商
品を売りつけられた

見覚えのない
請求書が
届いた

訪問販売で居座ら
れ仕方なく高額商品を
買ってしまった！

無料点検で不安をあ
おられ、不必要な工事の
契約をしてしまった…

悪徳商法は次々に新しい手口が出てきます。被害にあわないために
知識や対応策をあらかじめ知っておくことが大切です。

毎週水曜日の大和運動公園の
公園遊びは、夏休み期間中は

大和草の会

太極拳
唱歌 草の会
書道 陶芸

と き 10月30日(金)9:00～

行き先 あおや和紙工房(紙すき体験)

倉吉白壁土蔵群 なしっこ館

※行き先は変更になる場合があります。

※参加費等詳しくは公民館だより10月号を

ご覧ください。



淀江中学校のシンボルともいえる〝黒松〟校門の
左右に、道路に沿って植えられています。６月27
日(土)28日(日)の２日間、この黒松の剪定をしていただきまし
た。松の剪定にあたっては、淀江中学校〝松を守る会〝のみな

さんや、PTAボランティアのみなさんが携
わってくださいました。みなさんのお力添え
があってこそ、こうして美しい環境と伝統が
守られているのだと改めて感じます。
ありがとうございました。

今年度は新型コロナウイルス感染症対応と
して、淀江中学校は1学期が7月31日までとなります。引き続
き、生徒の登下校の交通安全について、見守りやご指導をいた
だければと思います。

地域で子どもたちを見守ろう！

①玄関・門灯の夜間点灯（まちの蛍運動）
夕方、薄暗くなるころから午後8時ごろ

まで)に玄関・門灯を点灯すると、街路が

明るくなり歩行者や自転車が安心して通行

できまます。また、子どもが駆け込む場所

の目印になります。

◎もし子どもが駆け込んできたら、まず

安全を確保し、すぐに110番通報して

ください。

◎子どもたちが事件に巻き込まれないために、未然に防止

することが何よりも大切です。

②あいさつ運動 あいさつを通して、子どもたちの日常の

様子を伺い知ることができます。大人と

子どもが顔見知りになることも目的とし

ています。ご近所で登下校中の子どもた

ちに「おはよう」「お帰り」と声をか

けてください。

③規範意識を身につけよう 子どもたちに対し

「いいことはいい、悪い事は悪い」をと示しましょう。

④防犯ブザーの警笛について
いざというとき、防犯ブザーが真に役

立つように地域の皆さんにも防犯ブザー

の警笛を知っておくことが大切です。

◎子どもがいるご家庭ではあらかじめ聞いてみましょう。

◎警笛を聞かれた人は、すぐに周囲を確認してください。

地域の皆さまの協力をお願いします。

毎週水曜日は見守り強化日です！
時間のある方は、家の前に出て児童の下校を

見守りましょう！

【応募資格】 成人式対象者
※実行委員会は原則平日(18:00～20:00)

当日出席できない方はＥメールでの参加もできます。
【応募締切】 ８月31日(月)

※締切後も応募希望の方は、随時受付いたします。

式典を自分たちの手で運営してみませんか？
思い出に残る成人式にしたい方、やる気のある
方を募集します。

新成人として
感じることや思うことを、あなた自身の感性
と言葉でメッセージとしてお送りください。
ご応募いただいた方には参加賞を、入賞の

方には賞品をご用意しております。

【応募方法】
住所、氏名(ふりがな)、生年月日、電話番号を明記の上、
郵送、ファックス、Eメールでご応募ください。電話や、
生涯学習課窓口でも受け付けます。

【お申込み・お問い合わせ先】
〒683-8686

米子市加茂町１丁目１番地 米子市役所４階
米子市生涯学習課

ＴＥＬ 23-5442～5444
ＦＡＸ 23-5568
Ｅ-mail shogaku@city.yonago.lg.jp

【応募資格】令和３年成人式対象者

(平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの方）
【字 数】 400字詰め原稿用紙３枚程度
【応募締切】 10月30日(金)

二十歳になって

感謝の気持ち

わたしの夢

米子市民として

社会貢献

■ご自宅で検温をし、発熱等の症
状がある者場合は来館を控えて
ください。

■厚生労働省の新型コロナウイル
ス接触確認アプリ(COCOA)の
インストールをおすすめします。新型コロナウイルス感
染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです。

■感染拡大防止のために、来館される方のお名前・連絡先
をお伺いします。(サークル活動はのぞく) 提供していい
ただいた情報は１ヶ月で廃棄します。

■館内では、３つの密〝密閉〟〝密集〟〝密接〟を避けて
ください。
・マスク着用・手洗い・消毒を徹底し、長時間の利用を

控える。
・会場を定期的に換気し、余裕を持った配置にする。
・大声や拍手、身体の接触を控える…等。

よどえまるごと道草日和・開催中止のお知らせ

令和２年度の『よどえまるごと道草日和』の開催につい
ては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年
度は断腸の思いで中止としました。
次年度開催に向けての充電期間ととらえ、また来年度皆

様にお会いできることを楽しみにしております。

とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェクト実行委員会
委員長 田中 秀明

・長谷川晋也 様 (稲吉) 御母堂 節子 様
・松江 雅子 様 (小波浜) 御主人 芳高 様
・清水 志郎 様 (稲吉) 御母堂 満子 様
・森田 義次 様 (中西尾） 御尊父 繁 様

皆様の善意のご寄付ありがとうございました。
※香典返しの受付は、各地区公民館で手続きができます。

7月20日(月)大和公民館の記念すべき第1
回が開かれました！13名が参加され、来年
の干支〝丑〟の絵柄で作成しました。

学習講座が
スタートしました！


