
※行事予定は変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

 

 米子市ふれあい発表会が 12

月 17・18日に開催されました。

富益公民館からは、『遊々塾』の

皆様に俳句を出展していただき

ました。 

ありがとうございました。 

                                                                         

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ４日（水）仕事始め 

 ５日（木）子ども松蔭ふれあい塾 書き初め教室（13：30～） 

巡回図書つつじ号（JA弓浜支所 13：00～13：40） 

１０日（火）子育てサークル（富益公民館 10：30～） 

１２日（木）あいあいサロン（富益公民館 13：30～） 

      川上・上部いきいきサロン（上部集会所 13：30～） 

１３日（金）マイナンバーカード出張受付（13：00～15：00） 

１６日（月）出張！なんでも健康相談(富益公民館 10：00～11：30) 

      ふらっと運動体験（富益公民館 10：30～12：00） 

１９日（木）下地区いきいきサロン（下集会所 13：30～） 

巡回図書つつじ号（JA弓浜支所 13：00～13：40） 

２０日（金）あいさつ運動（小学校２班、中学校３班 各 7：50～） 

      弓公連研修会（午後事務室不在） 

２４日（火）米子市人権・同和教育研究集会（米子コンベンション） 

２６日（木）新田いきいきサロン（新田集会所 13：30～） 

 

明けまして         
おめでとうございます 

本年もよろしくお願い申し上げます 
         富益公民館 職員一同 

 

１ 月 行 事 予 定 

 
 
◆日 時 １月 ５日（木）１３:３０～    

◆場 所 富益公民館 

◆指 導 後藤 文平 先生 

◆参加費 ５０円（半紙代） （学校指定の用紙を５枚ずつ準備します。） 

富益公民館だより 

 
令 和 ５ 年  

（２０２３年） 

１月号 
 

１２月１９日（月）に、教

室・同好会、公民館各団体の

方々に公民館の清掃をしてい

ただきました。寒い中、お世

話になりました。 

 
 
 日 時 2月５日（日）１０：００～ 
 場 所 富益公民館 
 参加費 囲碁・将棋 ６００円（昼食代） 
 申込み １月３０日（月）までに富益公民館へ （☎ ２８－８０８１） 
   どなたでも参加できます。皆さんの参加をお待ちしています。 

年始の公民館業務のお知らせ 
１月４日（水）から平常業務です。 

 旧年中は、富益公民館の活動に 

ご協力を賜り、誠にありがとうご 

ざいました。 

 本年も皆様のご支援とご協力を 

よろしくお願い致します。 

町民囲碁・将棋大会 参加者募集 
 

学習講座   ＊＊＊新春書き初め教室＊＊＊ 

公民館午後休館のお知らせ 

弓浜地区公民館連絡協議会研修会のため、１月２０日(金)

午後休館とさせて頂きます。公民館は従来通り使用できます
ので、使用される方は事前にお申し出ください。 

《保健師の 出張！なんでも健康相談》 
 １月の健康相談は 1月１６日（月）10：00～11：30 です。
お間違えの無いようお願いいたします。 

 ２月の健康相談は２月６日（月）10：00～11：30 です。 

TEL 28-8081 

FAX 28-8113 
E-mail tomimasu@chukai.ne.jp 

 

【マイナンバーカード】 
出張受付のご案内 

開 催 日  令和 5年 1月 13日（金） 
受付時間  １3：００～１５：００ 
場   所  富益公民館 １階 学習室 

※米子市に住民登録がある方が対象※ 

〔当日、持ってきていただくもの〕 
◆本人確認書類等 
＊申請受付から約１か月～２か月後に出
来上がります。出張申請サービスをご利用

いただいた方には「富益公民館」に市職員
が出向き、直接ご本人へマイナンバーカー
ドをお渡しいたします。 
【米子市役所市民二課 ☎0859-21-8574】 

詳細は、別紙回覧チラシをご覧ください。 

【映像を見ながら一緒に運動しませんか？】 
 リハビリ専門職による運動教室「ふらっと運動体験」の様
子を公民館で中継放送します。（予約不要、参加希望の方は
当日会場にお越しください。） 

日 時 令和 5年 1月 16日（月）午前 10時 30分～正午 
会 場 富益公民館 
持ち物 上履き、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル 
参加費 無料 

お問合せ 米子市健康対策課 （TEL ２３－５４５８） 

※中継放送のため、運動指導者は公民館には来ません。 

≪お知らせ≫ 
  弓ヶ浜・白砂青松そだて隊の活動をパネ
ルで展示します。 

場 所：富益公民館 
期 間：令和５年１月１３日～１月３１日 

 多年にわたり、交通安全のため献身的な
尽力をされ交通事故の防止と交通秩序の確
立に貢献された功績は顕著であります。 

 第５４回鳥取県交通安全県民大会におい
て表彰されました。 

 おめでとうございます。 
 
交通栄誉章緑十字銅賞  

南口自治会 井田 洲守 様 

模範運転栄誉章金章 

     下中自治会 松本 直記 様 

模範運転栄誉章銀賞 

     川上自治会 能登 美和子 様 

mailto:tomimasu@chukai.ne.jp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の松蔭ふれあい塾も皆様のご協力を得て、無事 

１０講座を終えました。たくさんの方とふれあい・学び 

あいができました。また閉講式では、皆勤賞、精勤賞の 

表彰もありました。皆さん、熱心に受講していただき、 

ありがとうございました。新年度も楽しく学べる講座を 

準備します。どうぞご期待ください。 

≪ 子ども支援事業 ≫ 

フェルトを重ねてクリスマスツリーを作り、

飾りを付け、かわいく仕上がりました。 

 最後にビンゴ大会で盛り上がりました。 

松蔭ふれあい塾が閉講しました 

音楽講座  
「音楽の力で元気！健康！ 

『若返りリトミック』」 
講師 国立音楽院南部校 
音楽療法士 都田 沙希 氏 

教養講座 

「とんと昔があったげな」 

講師 ほうき民話の会 

講座終了後に、閉講式を行いました。 

皆勤賞の方 

桑原明子（川上） 永見修司（川上） 

精勤賞の方々 

竹本厚子（上部） 足立京子 (上中) 

黒須清裕（南口） 河田悦夫（北口） 

敬称略 

「子どもは未来である」 
～自立を促し共生社会に生きる力を育む～ 

弓ヶ浜中学校です 
2023年 1月 

今月のトピックス 【日常的な学校の様子は弓ヶ浜中学校のホームページにも掲載しています】 
 

弓中 CS（コミュニティ・スクール）が動き始めます 
  
令和４年度にかけて「弓中 CS（コミュニティ・スクール）」の運営準備を進めてまいりました。

以前にもご説明いたしました通り、全国各地の小中高では、現在、国の法律に基づいて教育委員

会より委嘱された「学校運営協議会」を設置して、学校・家庭・地域が子どもたちの成長に関わ

り、つながりを深めていく取り組みを行っています。具体的には３つの視点で地域と学校の協働

活動を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜弓中ＣS運営協議会＞ 

 会長、副会長、コーディネーターと委員で構成します。富益/夜見/彦名で活動しておられる地

域の方々(6名)、弓中 PTA役員保護者(2名)、学識経験者(2名)、学校の教職員(3名)の 13名が、

米子市の委嘱を受けて活動します。初年度では、学校運営や CS活動計画の承認、中間振り返り、

そして次年度に向けた総括の３回開催をベースに始めようと考えています。また、地域の皆様に

は何らかの方法での情報発信や参画依頼もしていきます。 

 具体的な活動としては、はじめは、今までやってきていた学校と地域の協働活動を整理してい

き、支援や参画ができる活動の洗い出しを行います。生徒を見守り、育てるネットワークをつく

ります。また、委員の皆様には、年間を通して運営協議会や学校行事の際に、授業や行事、小中

リーダー研など生徒たちが活動している姿を直に見ていただきます。そして地道に足元を固めな

がらつながり、息の長い運営をめざします。学校と地域がWinWinの関係を築いていくことが大

切だと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
○この項に関して、ご意見、ご質問などがございましたら、２８－９３１４（弓ヶ浜中学校）ま

でお電話ください。Eメールは yumiga-j@mailk.torikyo.ed.jpへお願いします。 
 

郷土学習での弓浜絣体験 

〇生徒が学び合い、ともに成長できる学校 

 ➜学校の授業/行事/部活動などへ地域からの支援/交流 

○生徒の成長が家庭・地域に活かされる学校 

 ➜地域の諸行事などへ生徒がボランティアで参画 

○家庭・地域が生徒を見守り、支える学校 

 ➜あいさつ運動/交通安全指導/環境整備/防犯/防災など 

（ＰTA 活動との連携も考えています） 

学校行事（体育祭）などでは 
地域の交通安全協会の方々に 

駐車場の誘導・整理をいただきました 

小中リーダー研での意見交換 
小学生と中学生の話し合い活動を 

ご覧いただきます 

小中合同での 
あいさつ運動 

地域の育成会の方々による 
あいさつ運動 

≪ 町民卓球大会 ≫ 
加茂体育館において熱戦が繰りひろげられ

ました。選手・役員の皆様、お疲れ様でした。 

☆優勝：川上自治会 ☆準優勝：西中自治会 

≪ 小地域懇談会 ≫ 

富益公民館において、中村・下中・南口・ 

西中自治会合同小地域懇談会を開催しました。 

認知症・介護など高齢者問題をテーマにした 

[ここから歩き始める]の DVD を鑑賞しました。 

≪子育てサークル合同クリスマス会≫ 
『とみとみクラブ』『ぷちはまっこ』の合
同クリスマス会を開催しました。 
 サンタクロースの登場に子どもたちもビ
ックリ⁉ 楽しいひと時を過ごしました。 

mailto:Eメールはyumiga-j@mailk.torikyo.ed.jp

