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１月号

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

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
よろしくお願いいたします。
保健師の出張！なんでも健康相談
富益地区担当保健師の真砂（マサゴ）です！！
赤ちゃんから大人の方まで、どなたでもおこしください。
赤ちゃんの体重測定もできます！！
日時：令和３年１月４日(月)１０時３０分から１１時３０分

↑同日開催！↑
お正月太り解消！みんなで体操タイム
日時：令和３年１月４日（月）１０時００分～１０時３０分（３０分）
令和３年２月１日（月）１０時から１１時３０分
場所：富益公民館

※発熱・風邪症状がある方はご遠慮ください。来られる際はマスクの着用
をお願いします。 お問い合わせ先 米子市健康対策課 （23-5452）

学習講座

＊＊＊子ども新春書き初め教室＊＊＊

◆日 時 １月 ５日（火）１３:３０～
◆場 所 富益公民館
◆講 師 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)
※申し込みをされている方は忘れず来てね☆

【

講演会のお知らせ

】

コロナ禍のなかで検診を控える方もいら
っしゃると思いますが、今一度、ご自身とご
家族のためにも受診の重要性を再認識して
みませんか？
日 時：令和３年１月２７日（水）
１３時３０分～１５時００分
場 所：富益公民館 ２階 集会室
講 師：おかだ内科クリニック
院長 岡田 昭嗣 氏
定 員：１０名程度
（定員になり次第締め切ります）
お申し込みは富益公民館(28-8081)まで
※３密を避けるため、事前申し込みをお願いしま
す。申込みがない場合、入室をお断りする場合
があります。あらかじめご了承ください。

富益公民館・保健推進員会共催

町民囲碁・将棋大会

参加者募集

日 時
場 所
参加費
申込み

２月 ７日（日）１０：００～
富益公民館
囲碁・将棋 ６００円（昼食代）
１月２９日（金）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。

第４６回
米子市人権・同和教育研究集会
テーマ
「みんなで差別をなくし
幸せな社会を実現しよう」
日時 令和３年１月２６日（火）
10：00～12：00
場所 米子コンベンションセンター
多目的ホール
記念講演
『ＩＴ(情報技術)革命の進化と新たな
人権課題 ～新型コロナウイルス感
染症問題もふまえて～ 』
講師 近畿大学人権問題研究所
主任教授 北口 末広 氏
皆様のご参加をお願いします。

１

月

行

事

予

定

４（月）仕事始め
出張！なんでも健康相談（10：00～11：30）
５（火）学習講座「子ども新春書初め教室」（13：30～）
７（木）あいあいサロン（富益公民館 13：30～）
巡回図書つつじ号（JA 弓浜支所 13：00～13：40）
１２（火）子育てサークル（富益公民館 10：30～）
１４（木）いきいきサロン（上部集会所 13：30～）
１９（火）あいさつ運動（小学校１班、中学校２班）7：50～
２１（木）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）
２６（火）米子市人権・同和教育研究集会（米子コンベンション）
２７（水）おかだ内科クリニック講演会（13：30～15：00）
２８（木）いきいきサロン（新田集会所 13：30～）
※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。

年始の公民館業務のお知らせ
１月４日（月）から平常業務です。
ふれあい発表会が１２月
５・６日に開催されました。
富益公民館からは『ストリー
トダンス』の皆様にご出演
いただきました。
元気いっぱいのエネルギー溢れる演技をご披露いただき、
ありがとうございました。
なお、今年度の舞台発表の様子は、中海テレビ３３１ｃｈ
(パブリックアクセスチャンネル)にて令和３年１月６日(水)
～８日(金)の間、午前６時～翌日午前３時に繰り返し放映さ
れます。

≪ 青少年育成会 ≫
11 月 26 日、青少年育成会・交通
指導員・富益駐在所連絡協議会・
弓ヶ浜中学校の先生による、弓中の
生徒さんの下校時間に街頭指導を行
いました。
弓ヶ浜中学校周辺の交差点・踏切などでの一時停止やヘル
メット着用などを指導しました。

松蔭ふれあい塾が閉講しました
今年度の松蔭ふれあい塾も皆様のご協力を得て、無事８講座を終える事ができました。
コロナ禍の中、現地学習２講座が中止となりましたが、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。

第７回 音楽講座
「
“歌はなが～い友達”
笑顔で一緒に歌いましょう‼」
講師 淀江公民館コーラスさざんかの皆さん
12 月 9 日実施 受講者数１８名

第８回 国際理解講座
「私が見てきた韓国」
講師 フリーアナウンサー
中岡 みずえ 氏
12 月 16 日実施 受講者数２９名

子ども松蔭ふれあい塾
11/14

ふるさとウォーキング

おはなしサークル[まつぼっくり]さんにお
話を聞いた後、ボランティアの方と富益町内
を散策し、富益の神社や歴史を学びました。
（参加者１５名）

「学習講座」
（11/30・12/1 実施）

12/12 クリスマスグッズ作り

「壁掛けサンタ」を作りました。
自分だけの素敵なオリジナルサンタが出来ま
した。最後はビンゴ大会で盛り上がりました。
（参加者２０名）

「我が家のキムチを作ろう」
講師 木下 寿美子 氏
初めてキムチを作られる方も多
く、講師の方にアドバイスをいた
だきながら、美味しいキムチが出来ました！

富益保育園の年長さんの作品を富益
公民館の階段踊り場に
１月末日まで展示して
おります。
どうぞご自由にご覧
ください。

第２５回 鳥取県俳句大会 子どもの部
俳句協会 奨励賞 弓小５年 遠藤 春輝さん
じいちゃんよりぼくが上手だとんぼとり
遠藤甫人選 佳作 弓小３年 木村 まな美さん
妹と水でっぽうの夏休み

１２月１４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、大変お世話になりました。

「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

2021 年 1 月

今月のトピックス
この１年間とこれからの１年間
～ 弓ヶ浜中学校 編 ～
＜この１年間で変わったこと＞
〇「新しい生活様式」での感染症対策の習慣化 ～ 飛沫感染と接触感染のリスク軽減 ～
・自己予防☞マスク着用、手洗い、健康チェックカード（検温、健康観察）、行動履歴把握
ソーシャルディスタンス、声のボリューム、共用を避ける
・施設予防☞消毒（手指：石鹸かアルコール、蛇口等：洗剤か次亜水）
、換気、気温・湿度
管理
〇「学びの保障」 ～ 学ぶ機会を止めない 対面での学びの確保 オンライン・リモート ～
・国の感染症対策の緊急性から数年かけて整備予定だった「GIGA スクール構想」が前倒
しされました。１２月現在で各教室には高速大容量通信回線とアクセスポイントが施設
されました。本年度中には、生徒と授業を行う先生に端末が渡されます。充電機能付き
タブレット保管庫はすでに各教室に設置されました。来年度から徐々にですが ICT を活
用して学ぶ機会が増えていきます。今後は「対面でなくては学べないこと」と「ICT を
活用した方が効果的なこと」を明確にして、学びの質を充実させたいと考えています。
〇行事や地域活動の見直し ～感染症予防と拡大防止の観点から 行政指導とガイドライン～
・修学旅行は「県西部(出発先)」
「関西(行き先)」の感染拡大の状況から日程や行き先の変
更を余儀なくされました。また、宿泊やエキスカーションなど感染リスクの高い活動を
取り止め、感染症対策が十分なされている施設や小規模なエリアの見学に切り替えて実
施いたしました。
・職場体験や宿泊研修も受け入れ先の状況や活動の内容を鑑みて、授業に振り替えたり、
身近な場所での活動としました。体育祭や文化祭は前号までにご紹介した通りです。
・ＰTA 活動では「参集して活動すること」や「飲食を伴うもの」については自粛いたしま
した。
〇子どもの心身のケア
～ 教育相談 保健室 スクールカウンセラー ストレスコーピング ～
・「マスクをしている」ことで相手の表情がわからない。「対面での対話的な活動が減る」
ことで自分の思いが伝わらない。相手がどう思っているかがわからない。思春期の子ど
もたちには、とても大きな不安です。ストレスコーピング（ストレスをうまく対処する）
の術を身につけている人は、受け止め方を変えて流したり、別のことに集中して切り替
えたりしていけますが、ひといちばい敏感であったり、不安を持ちやすいと苦しくなり
ます。それが影響しているのかわかりませんが、
「ネットや SNS を利用する機会が増え
た」ことで、新たなトラブルを抱えてしまうケースもあります。「強い語調にならない」
「いいところは認めていく」
「無理をさせていないか」など、周囲の人が「よき理解者に
なる」ことが大切です。
＜これからの１年間で考えていきたいこと＞
〇2020 新語・流行語大賞にもなった「三密」と「教育」の折り合い
・学校は、子どもたちの「自立」を促し、「社会性」を育てる場です。
必要な「学力」や「人との関わり方」を集団生活（＝「三密」
）で
身につけてきました。活動のねらいによって「対面で学ぶべきこと」
は感染症対策を講じた上ですが、行わなくてはいけない場面があり 生徒会環境委員会による
ます。これからもご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 チューリップの球根植え
○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。

