
 

 

    行 事 教室・同好会  

１ 火  ストレッチ、英会話 
大正琴、陶芸 

２ 水  陶芸 

３ 木 憲法記念日  

4 金 みどりの日  

５ 土 こどもの日  

6 日   

7 月 
あいさつ運動（彦小） 
社福評議員会 

氣功・太極拳 

8 火  英会話、箏、陶芸 

9 水 第１回若返り教室 パッチワーク、陶芸 

10 木  ジャズダンス 

1１ 金  パソコン、フラ 

１2 土   

１３ 日   

１４ 月  氣功・太極拳、俳句 

１５ 火 あいさつ運動（弓中） 
ストレッチ、英会話 
大正琴、陶芸 

１６ 水 第２回学習講座 陶芸 

１７ 木 給食サービス コーラス、ジャズダンス 

１８ 金 安協総会 社会部会 パソコン 

１９ 土   

２０ 日 キックベースボール大会  

２１ 月  氣功・太極拳 

２２ 火 教室・同好会会議 英会話、箏、陶芸 

２３ 水  パッチワーク、陶芸 

２４ 木 
市公連総会（午後休館） 
自治連役員会 

池坊、ジャズダンス 

２５ 金  パソコン、フラ 

２６ 土   

２７ 日   

２８ 月  氣功・太極拳 

２９ 火 自治連定例会 英会話、陶芸 

３０ 水 第２回ふれあい大学 陶芸 

３１ 木  コーラス、ジャズダンス 

 
米子市彦名町 2850-2  電話 0859(29)0536   FAX 0859(29)0582 
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２０１８ 

５月 

 

５月の行事予定 

６月の主な予定 
６日（水）若返り教室 

１２日（火）敬老福祉大会 

１７日（日）ペタンク大会 

２０日（水）第３回ふれあい大学「健康講座」 

２４日（日）米子市議会議員選挙投票日 

２８日（水）第３回学習講座 「つまみ細工で花てまり」 

 

公民館からのお知らせ 

５月２４日（木）午後は米子市公民館連絡協議会総会に出席のため、 

午後は事務所が閉まります。 

公民館を利用される方は、事前の申込みと鍵の借用をお願いします。 

第２回 学習講座 「ノルディック・ウォーキング」 

 東郷湖からの初夏の風を感じながら、ノルディックポールを使って 

ウォーキングを楽しみましょう。皆様のご参加をお待ちしています。 

日 時  ５月１６日（水） ９：００出発 １５：００帰着（予定） 

講 師  NPO法人未来  理事長 岸田 寛昭 氏 

行 程  東郷湖あやめ池周辺 ６Km 

参加費  ２，１００円 

（バス代、ノルディックポール借料、昼食代） 

定 員  ２５名（定員になり次第締切ります） 

町民キックベースボール大会のご案内 

日 時   ５月２０日（日） 雨天中止（放送７：２０） 

開会式   ８：４５～ 

試合開始  ９：００～ 

場 所   彦名小学校グラウンド 

チーム編成 部対抗 （各部１チーム・合計６チーム） 

※水分補給や帽子など、暑さ対策をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

第２回 彦名ふれあい大学 

館外学習 『街の工場見学』 米子市内・日吉津方面  

 今年度最初の館外学習です。皆様のご参加をお待ちしています。 

日 時  ５月３０日（水） ９：４０出発 １６：００帰着（予定） 

行 程  カンコー学生服株式会社～昼食～米子市水道局  

～王子製紙米子工場 

参加費  １，７００円（バス代・昼食代他） 

定 員  ４０名 （定員になり次第締切ります） 

敬老福祉大会のお知らせ 

日 時  ６月１２日（火） １１：００～ 

場 所  ANAクラウンプラザホテル米子 

金婚・ダイヤモンド婚のご夫婦も一緒にお祝いします。 

（該当される方で、報告されていない方は公民館まで 

お知らせください） 

 

 

３０年度 前期若返り教室 第２回 

「かんたんリズム体操」～音楽に合わせて身体を動かそう～ 

日 時  ６月 ６日（水） １０：３０～１１：３０ 

場 所  彦名公民館 

指 導  弓浜地域包括支援センター 

動きやすい服装、上履き、タオル、 

飲み物をお持ちください 

お問合せ 彦名公民館 ☎２９－０５３６ 

 
米子工業高等専門学校から防災避難訓練のお知らせ 

 ５月１６日（水）午後３時１５分から午後４時３０分頃までの予定で 

米子工業高等専門学校において防災避難訓練が実施されます。 

校舎から地震警報・火災警報・津波警報等のサイレンや警報が放送され

ます。訓練放送ですのでお間違えになられないようお知らせします。 

 

彦名ふれあい大学 開講式・介護予防講座 

今年度の彦名ふれあい大学が 4月 19日（木）開講しました。 

途中からの受講もできますので、お気軽にご参加ください。 

介護予防講座『在宅医療と介護』 

～要介護・要支援の違い、施設の種類と仕組み～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

子育てサークル 彦名わんぱくＣＬＵＢ 

☆メンバー募集中!!☆  支援センターの先生と一緒に遊ぼう‼    

※場所：弓ヶ浜子育て支援センター 

わんぱくＣＬＵＢは、０才～３・４才ぐらいのまだ保育園や幼稚園に通っ

ていない子どもたちと保護者の皆さんの子育てサークルです。初めての方も

ちょっと勇気をだして参加してみてください。 

ママも子どももお友達を増やして楽しく過ごしましょう♪おじいちゃんも

おばあちゃんも大歓迎です♡ 

問合せ先：弓ヶ浜子育て支援センター ℡２８－８８６０ 

 

楽しい学校 弓ヶ浜中学校です          2018年 5月号 

＜４月のこよみ＞ 

９日（月）着任式・始業式 

 この春の異動で、次の者が赴任しました。よろしくお願いいたします。 

  足立一幸 （米子市立淀江中より）   角田征基 （組合立箕蚊屋中より） 

 松本佳典 （米子市立後藤ヶ丘中より） 山本隆介 （米子市立加茂中より） 

  安井菜奈子（米子市立加茂中より）   箆津裕一 （伯耆町立岸本小より） 

  佐々木丈嗣（米子市立東山中より）  森田健太郎（米子市立尚徳中より） 

  大原麻紀（学校司書）  渡邉正行（学校主事） 牧田あすか（栄養職員） 

 

１０日（火）入学式 

 新入生１４１名を加え、生徒数は３７６人となりました。１年生５クラス、２・３年生各４クラス、

特別支援学級４クラスの計１７クラスで平成３０年度はスタートします。 

＊入学式には、米子市教育委員 荒川陽子様を始め多数のご来賓、保護者の方々にご臨席をいただき

ました。ありがとうございました。今年は冬場の冷え込みと春先の気温上昇に伴って、大変桜の開

花が早くなりました。当日は天気も良く、葉桜のもとでの入学式となりました。 

 

１８日（水）～２０日（金）３年生修学旅行 

 ことしの修学旅行のスローガンは「～みんなで学ぶ日本の心～」です。 

  １８日（水）大阪・神戸・京都 学級別社会見学 

  １９日（木）京都 班別京都エキスカーション 

  ２０日（金）大阪 USJ見学 

 

２６日（木）～２７日（金） １年生大山宿泊研修 

 １泊２日で大山宿泊研修に出かけます。楽しい企画もたくさんもありますが、出発の朝、JRC 本

部の方のお話を聞き、中学校での生活に適応できるよう訓練するという側面もあります。 

 

＊1年生は２３日まで自分の興味のある部活動を見学、体験に行く仮入部期間です。部活動は、上級

生、下級生の関係や、目標を一つにしてみんなで取り組む楽しさを味わえます。活動時間について

は、週に２日の休みと、平日２時間、土日３時間を目安に、各部の状況に合わせて活動します。 

 

○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）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。 

 

１区 遠藤 泰夫 ２区 宇田 剛 ３区 小林 健市 

４区 石谷 真澄 ５区 高森 樹義 ６区 松尾 仁 

７区 福嶋 一男 ８区 木井 幸美 ９区 東中 信正 

９区-１ 鷲見 利隆 １０区 西尾 陸夫 １１区 木村 吉春 

１２区 佐々木孝夫 １３区 金子 伸二 １４区 奥田 宣示 

 

平成３０年度 各区自治会長紹介  （敬称略） 

《自治連合会役員紹介》 

【連合会長】木村 吉春（１１区） 【副会長】福嶋 一男（７区） 西尾 陸夫（１０区） 

【会 計】 東中 信正（ ９区） 【監 事】宇田 剛 （２区） 松尾 仁 （ ６区） 

平成３０年度 部長・副部長紹介  （敬称略） 

 部 長 副部長 

総務部 澤田 悠介（11 区） 山本 圭介（5 区） 藤山 誠二（9 区） 

教養部 西尾 達宏（10 区） 池田 一光（7 区） 遠藤 政夫（9 区） 

社会部 足立 宣子（ 5 区） 末葭 利弘（1 区） 松本由利子（3 区） 

女性部 湯原 裕子（10 区） 高木 一江（２区） 奥名 梢（14 区） 

体育部 木村 亮 （ 5 区） 松下 悟（1 区） 田辺 幹典（７区） 玉岡 和子（8 区） 

 

一歩一歩着実に充実することを目指して。 

米子人生大学 平成３０年度受講生募集中‼ 

生きがいのある暮らしを営むための学習の場です。暮らしに役立ついろいろ 

なテーマで講演会を開催します。ともに学ぶ喜びを感じ、学びの仲間になり 

ましょう‼ 

【日 程】 ５月２１日（月）から１１月２６日（月） 

【会 場】 米子市文化ホール、米子市公会堂 

【時 間】 午後２時から午後３時３０分 

【受講料】 １，０００円 

【お申込み方法】 ５月１４日（月）までに、申込票に必要事項を記入の上 

公民館または生涯学習課にお持ちいただくか、FAX で生涯学習課へ送信し 

てください。申込用紙は公民館にあります。※電話でのお申込みはできません。 

《お問合せ》米子市教育委員会生涯学習課 TEL２３－５４４４ FAX２３－５５６８ 

☆とっとり県民カレッジ 

連携講座☆ 

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

