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美穂地区公民館

鳥取市朝月22

(電話)53-0173

(FAX) 53-024動
第 2

賄目天 24日 (鋤 】

開会 :午前 7時 30分

開始 :午前 8時 <高齢者 。子ども>
<一 般・女 性>

(高齢者・子ども終了後)

場所 :美穂スポーツ広場

各地区役員 (区長会・老人会・青少年 `体育会・
t｀

、 女性会)の方にご案内いたします。

＼   皆さんご参加ください

美穂地区郷土誌無償配布

平成 26年 4月 に美穂地区郷土誌 (第 1部 )

が完成し、各自治会に回覧をいたしました。

この第 1部の講読を希望されます方は、無償

配布しますので8月 20日 体 )ま でに、公民館
へ`ご連絡ください。

なお希望者多数の場合、部数に限りがありま

すので、抽選とさせていただきます。

―― ―― ―― な卑型 ―～ ‐――丼ヽ、

おや じ元気会

7月 19日 (土)公民館外周 りの草刈 りと通学路

の清掃をしてくださいました。暑い中有難 うござ

いました。清掃終了後、引き続き男の料理教室を、

靱矮心

さくらんぼの金

<議 l‖今><GG>
傘踊り練習 1800 民児協例会 19Ю0

カフェサロン 9100 <美和卓>
ぶらんこ(公民館で 1ロ チャレンジ)94o
さくらんぼ(え ほん)の会 16:00  <GG>
主任会視察研修 7:20

<おたっしゃ教室ン<音読教室>
<パ ッチワーク><ビーチ同好会>

傘踊り練習 1830  <囲碁><GG>
北地区館長会 1400

カフェサロン9:00      <GG>
さくらんぼの会 16:00    <美 T「4卓 >会 1600    <美 和卓>

<おたっしゃ教室>
<パ ッチワーク><ビーチ同好会>

<囲碁><GG>
カフェサロン930 <水墨・絵手紙教室>
ふれあいグラン ドゴルフ大会 7:30

人権尊重社会を実現する鳥取市民集 9145

<美和卓>

美穂地区納涼集 う会 1640 <美和卓>

∫l:言:ittj::lI・もlil;て
“
ダi:;:轟碁万蔦死U薯

「

・・ち。今、.

l.生 1.書店f:Fl.,正扇≦3だ三二:〔“。中2日●s… ロロ
'°

〆・″

黛異鑢璽攣量チャ移シツξ

期 日 8月 6日 (水 )

午前 9時～午後4時
場 所 美穂地区公民館

参力目費  500円
       、』ξ

日 程

午前の部

9時～10時 自主学習にチャレンジ !

10時～12時 木工品作りにチャレンジ !

12時～13時 昼食

午後の部

1時～3時 おやつ作りにチャレンジ !

3時～4時 おたのしみ映画鑑賞 ♪

持ち物など、お問い合わせは青少年育成

指導者会役員さんか、公民館までお尋ね

ください。

8月 6日 (蒸 )・ 20日 (水)午 後4時

親子で参加 して絵本を読み、絵を描いた

り折り紙を折つたりしてみませんか ?

食事サービス

第 41回人権尊重社会を実現する
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9時～ 12時

の空間

<美和卓><水墨・絵手紙教室>
傘踊り合同練習 1800

<お花><GG>

しゃんじゃん傘踊 り本番 1880

<詩口今><GG>

<漢詩><美和卓><GG>
県民総合福祉大会 <おたっしゃ教室>

<パ ッチワーク><ビーチ同好会>
<囲碁><GG>

美穂地区同和問題

研究集会のお礼

第 29回地区同和問題研究集会が 7月 19日

(土)美穂地区公民館において実施され、当事

者の報告を聞いて薬物の怖さを知りました。

参加された皆さんは熱心に聞いておられまし

た。暑い中ご参加、ご協力いただきありがとう
ございました。 美穂地区同推協

鳥取市民集会
期日 :2014年 8月 23日 (上)

午前 9時 45分～午後 3時 30分
会場 :と りぎん文化会館

目的 :同和(部落)問題をはじめとするあらゆ

る人権課題の解決をめざして研修を

深め、実践と交流の輪を広げることを

目的とする。

主題 :すべての市民の人権が尊重される鳥取

市を創造しよう。

冨1題 :人権尊重の輪を広げるためさらなる歩

みをつづけよう。

当日は開会行事・全体会(講演)・ 分科会が

行われます。

開催 しました。
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*期  日 平成 26年 8月 1目 (金)02日 (土 )

<公民館に宿泊>
美穂地区公民館

日程

所

容

①

場

内

＊

＊

集合 (美穂地区公民館)<1日 >
オリエンテーション

食事づくり。テン ト張り

夕食

お楽 しみコーナ‐

(ゲーム・花火他)、

就寝 (地区公民館 2階 。テン ト)

起床         <2日 >
ラジオ体操

朝食

片付け

角事首女

17:00

17:30

19:00

20:00

21:00

6:00

6:30

7:00

7:30

8:0◇

鏃
鸞

②参加費 :5oO円及び食材   il
(米 2合、カレーの具tチラダ等の具材、

スイカ。メロンなど提供いただけるもの)

③持参品 :宿泊に必要な品
就寝用の毛布・タオルケット等、着替、タオル、
洗面用具、その他必要と思うもの
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*  期 日 平成 26年 8月 30闘 (土)午後 4時～ 3時

《雨天 8月 31日 (闘 )》

*  場 所 美穂地区公民館 美穂スポーッ広場

☆層ヽ学生によ儀有轟 (事鋪り)

☆ダージの旅

☆利審酒ゲーム

☆下味野おもどや会 (銭太鼓)

☆下鰺塀螂鼈り繁書奎(炸陪●i

☆ 当 ン聾蓼 ―ム

当囲のバザー券

あるよ !


