
 

 

 
  行 事 教室・同好会  

１ 水  氣功・太極拳、陶芸 

２ 木 
 ストレッチ、コーラス 

ジャズダンス 

３ 金  パソコン 

4 土   

５ 日   

6 月  氣功・太極拳 

7 火  大正琴、陶芸 

8 水 
あいさつ運動（彦小） 
犬の登録・狂犬病予防注射 

男の料理、パッチワーク、
箏氣功・太極拳、陶芸 

9 木 社福理事会 ジャズダンス 

10 金 青少年・防犯役員会 パソコン、フラ 

１１ 土 
自治連・環境をよくする会
総会 

 

１２ 日 食推総会  

１３ 月 
在宅福祉員総会 
公運協役員会 

氣功・太極拳 

１４ 火 教養・総務部会 
子連れヨガ、英会話 
陶芸 

１５ 水 
あいさつ運動（弓中） 
人権役員会 

氣功・太極拳、俳句、 
陶芸 

１６ 木 社会・女性部会 コーラス、ジャズダンス 

１７ 金 体育部会 パソコン 

１８ 土   

１９ 日 市内一斉清掃  

２０ 月  氣功・太極拳 

２１ 火  ストレッチ、英会話 
大正琴、陶芸 

２２ 水 青少年・防犯総会 
パッチワーク、箏 
氣功・太極拳、陶芸 

２３ 木 自治連役員会 池坊、ジャズダンス 

２４ 金  パソコン、フラ 

２５ 土   

２６ 日   

２７ 月 自治連定例会 公運協総会 氣功・太極拳 

２８ 火  
子連れヨガ、英会話 
陶芸 

２９ 水 昭和の日 氣功・太極拳、陶芸 

３０ 木 人権総会  

４月の行事予定 

５月の主な予定 
17 日（日）町民キックベースボール大会 

28 日（木）若返り教室（第 1 回学習講座） 
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４月 

 

令和 2年度 公民館の主な行事予定 

５月 17日（日） 町民キックベースボール大会 

６月 17日（水） 敬老福祉大会 

６月 21日（日） 町民ペタンク大会 

 ８月 29 日（土） じげおこし芸能大会 

 ９月 27 日（日） 町民大運動会 

１０月 25 日（日） 公民館祭 

１１月 29 日（日） 町民ドッヂビー大会 

令和 2年度 彦名ふれあい大学日程変更のご案内 
先月号のたよりで開講式・第 1回・第 2 回のご案内をしましたが、日程が変

更になりました。今年度は 6 月 2 日（火）に開講式と第 1 回を開催します。 

別紙配布の「ふれあい大学のご案内」をご確認下さい。 

受講を希望される方は「ふれあい大学のご案内」にある申込み書に記入し公

民館窓口でお申込み下さい。 

※ふれあい大学には途中からでも参加できますが、館外学習はバスの定員が

あるため受講生を優先します。あらかじめ受講の申込みを済ませておくこと

をお勧めします。 

 

 

 

第１回 ５月 28日（木）「自力整体講座」 （学習講座と共催） 

～人気の整体講座  指導 福留陽子氏～ 

ヨガマットまたはバスタオルをご持参ください 

第２回 6月 25 日（木）「まくれん体操で体づくり」  

～転倒予防で介護予防～ 

第３回 ７月 17日（金）「夏バテ対策！かんたん体操 

～スロトレで暑さに負けない体づくり～ 

場 所 彦名公民館 

時間 10:30～11:30 

指 導 弓浜地域包括支援センター 

動きやすい服装で、上履き、タオル、飲み物をお持ちください 

お問合せは彦名公民館（℡29-0536）まで 

詳しくは別紙配布「令和 2 年度前期若返り教室」をご覧ください。 

令和 2年度前期 若返り教室 

どなたでも自由に参加いただけます 好きな回だけでも OK 

 参加費無料 
申込み不要 

令和 2年度彦名公民館職員 よろしくお願いします 

上坂 厚生  （館長） 
末吉 千恵美 （主任主事） 

野田 江里子 （主事） 

佐野 加代子 （主事） 

   

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

E メール hikona@chukai.ne.jp 

 

彦名公民館 

同好会・教室に参加してみませんか 

新年度を迎え何か新しい事を始めてみませんか。「彦名公民館教室・

同好会のご案内」を配布しますのでお気軽にご参加ください。 

防災行政無線の内容がホームページで確認できます 

防災行政無線の放送内容が気象条件等により聞き取れなかった場合、

ホームページで放送文を確認できるようになりました。 

※公民館が行う地区放送は、掲載されませんのでご注意ください。 

【市役所が行う防災行政無線放送の内容（例）】 

・気象警報等に関する放送  ・避難勧告等の発令に関する放送 

・行方不明者に関する放送  ・その他緊急を要する放送 

 

犬の登録・狂犬病予防注射 

日 時 4月 8 日（水） 10:10～10:30 

場 所 彦名公民館 

・登録手数料 3,000円 （すでに登録済の犬は不要です） 

・注射済票交付手数料 550 円 ・狂犬病予防注射 2,500 円 

お問合せ 米子市役所環境政策課 ℡23-5257まで 令和 2年度 学習講座のご案内 
今年度は 6回の講座を予定しています。興味のある講座に参加してみませ

んか。詳しくは別紙「令和 2 年度学習講座のご案内」をご覧ください。 

毎月の公民館だよりでもご案内します。 

 

 

４月の給食サービス中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症への予防対策で、４月の給食サービスは

中止とします。          ≪彦名地区社会福祉協議会≫   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

子どもは未来である。 楽しい学校 弓ヶ浜中学校です。    

2020 年 4 月 
3 月のトピックス 

 第７３回卒業証書授与式（3 月 10 日） 

  男子 67 名、女子 57 名、計 124 名の卒業証書授与式を,米 

子市副市長伊澤勇人様、ＰＴＡ会長西村信文様、保護者の皆様 

のご臨席をいただき、挙行することが出来ました。多くの来賓 

の方のご出席は辞退し、全員マスク着用、在校生は送辞の櫨さ 

やかさんのみ出席、窓やドアを完全開放という対応を取りまし 

た。一人一人への証書授与に続き、校長先生からは、幸せな大 

人、社会を支える大人になるために、「情けは人のためならず」、 

「身の丈を決めず、変化し続けよう」と、はなむけの言葉が贈 

られました。卒業生を代表して進柊希さんが今までの感謝と今後の決意を力強く語り、3 年生は全員で

卒業の歌「3 月 9 日」を合唱し巣立っていきました。今後、多くの課題に直面し、それらを乗り越えて

行く彼らこそが、弓ヶ浜の力、米子の力、日本の力になると期待しています。 

 

新型コロナウィルス感染症関連対応 

3 月 2 日（月）から 3 月 24 日（火）の間、初めての長期臨時休業措置となりました。急な自宅生活

となり、大変であったと思います。ご家庭でのご協力を頂き、全般的には大きなトラブルもなく過ごす

ことができました。学校からの課題を元に、ご家庭で時間割を作り、定刻になるとジョギングをするな

ど工夫されたことの事例を多く伺いました。 

学校では、6 日、13 日には教育相談登校日、17 日、18 日の部活動開放日、19 日、23 日に学年

末懇談、24 日に修了式・離任式をいたしました。いずれの日も、登校してきた生徒達の笑顔が印象的

でした。特に、部活動でグラウンドに響き渡る声や、ボールを追う生徒達のはじけるような姿は見てい

るだけで嬉しくなりました。普段、あって当然、出来て当たり前ということがとても貴重であることを

再認識させられました。 

また、山梨県の中学 1 年生が臨時休校中に自分の貯金からお金を出し、針仕事をして手作りマスクを

600 枚以上作り、寄贈したというニュースを聞きました。不自由を強いられる中、自分でできることを

「気づき考え行動する」中学生がいることをとても頼もしく思いました。やはり、「子どもは未来であり」、

その成長に携われる学校や教師は、重い責任のある仕事だと思います。 

○中学校の入学式は４月 8 日（水）１４：００の予定です。新入生の皆さんとの出会いを楽しみにしてい

ます。状況による変更につきましては、ユミＰメール、弓ヶ浜中学校ＨＰでお知らせします。 

○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。 

 

 

 

あいさつ運動についてのお願い     ≪彦名校区青少年育成会≫                      

青少年育成会では、地域の子どもたちの見守り活動の一環としてあいさつ運動をすすめています。 

可能な範囲でご参加いただきますようお願いいたします。 

【彦名小学校】 

時間 7:30～8:00 頃（場所によって時間が多少異なります） 

場所 各通学路の主要地点 

   ①「県営団地入口」バス停前の交差点 

   ②旧みどり建設交差点（４区） 

   ③彦名小学校入り口点滅信号 

   ④彦名小学校西側交差点  

⑤彦名小学校正門前 

 

【弓ヶ浜中学校】 

時間 8:00～8:30 

場所 中学校校門 

 

＜彦名小学校日程＞ 

４月８日（水）  ５月７日（木）   ６月５日（金） 

７月６日（月）  ９月７日（月）  １０月５日（月） 

１１月５日（木） １２月７日（月）  １月８日（金） 

２月５日（金）  ３月５日（金） 

 

 

＜弓ヶ浜中学校日程＞ 

４月１５日（水）  ５月１５日（金） 

６月１５日（月）  ７月１５日（水） 

９月１５日（火） １０月１５日（木）   

１１月１６日（月） １２月１５日（金） 

１月１５日（水）  ２月１５日（月） 

３月１５日（月） 

 

《彦名わんぱく CLUB》 

日 時 毎月第４木曜日 10:15～11:30 

    ４月は２３日です（中止の場合もあります） 

場 所 彦名公民館  

※はじめて参加する方は事前に公民館まで 

ご連絡下さい。 彦名公民館 ℡29-0536 

≪彦名地区主任児童委員≫ 

子育てサークルのご案内 
０才～３・４才の保育園や幼稚園に通っていない子どもたちと保護者の方の子育てサークルです。 

《弓ヶ浜子育て支援センター》 

弓ヶ浜子育て支援センターの先生と 

一緒に遊びましょう 

問合せ 弓ヶ浜子育て支援センター 

          ℡28-8860 

 

公民館使用についてお願い 

利用者の皆さまに気持ち良く公民館を利用して頂く 

ためにご協力お願いします。 

・玄関に消毒薬を設置していますのでご利用下さい。 

・部屋の換気をして下さい。 

・ガスの元栓を閉めたか確認して下さい。 

・備品を使用される場合は事務室 

に声をかけて下さい。 

・各自で出したゴミは必ず 

お持ち帰り下さい。 

 

「黄色い花プロジェクト」にご協力を‼ 

「彦名を黄色い花でいっぱいにしたいので、このプロジェク

トを始めました」と彦名小学校 4 年生のみなさんが公民館に

パンフレットを届けに来てくれました。 

黄色い花とは胡
えびす

草
ぐさ

の花のことで、種やさやを煎るとハブ茶

になります。胡
えびす

草
ぐさ

の歴史や栽培の仕方を調べ、実際に地域

の方に教わり栽培にも挑戦しました。黄色い花がたくさん咲

き、種も収穫できました。 

胡
えびす

草
ぐさ

についてまとめたパンフレットと種 

が公民館の窓口に置いてありますので地 

域の皆さんにも栽培していただき彦名を 

黄色い花でいっぱいにしたいと思います。 

ご協力よろしくおねがいします。 

※各日程について、可能な限り多くの皆さんに参加していただくようお願いします。 

※「県営団地入口」バス停前交差点では、長期休暇を除く毎日（月～金）7:30 からあいさつ運動を実施しています。 

 （1 区、2 区、3 区、13 区、14 区有志のみなさん）参加可能な方は、気軽にのぞいてみてください。 

※高校生マナーアップさわやか運動にも参加しています。春と秋の２回、JR 弓ヶ浜駅等であいさつ運動をします。 

 別途案内しますので多くのみなさんの参加をお願いします。 

 

＜お問合せ・連絡＞彦名校区青少年育成会長  福嶋 晴彦 ℡090-4803-5404 まで 

 

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

