
 

 
《さくらんぼの会》 

・１１月 ５日・１９日（水)  
午後 ４時 

・１１月 １日・１５日 (土)  
午前１０時 
☆どなたでも気軽に 

ご参加くださいね！ 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 日

2 月 <GG>

3 火 民児協定例会　　　　   　　　 　　　　　　　　　<GGC>

4 水

カフェサロン 9:30  　 　　　 　　　　　　　　　　　 <GG>

おむすびコロコロ子育てサロン 10:00

消火訓練

さくらんぼの会 16:00

5 木
北地区館長会 10:00　　　  <GGC><パッチワーク>

<ビーチ同好会>

6 金
千代ブロック公民館連絡協議会 18:00

　　　　　　　　　　　   <GG><囲碁(大和)>

7 土
輪の会（江山人権福祉センターにて） 18:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<美和卓C>
8 日 楽しい運動講座 10:00

9 月 <GG>

10 火 江山中学校卒業式・謝恩会　　　　　　　　　 <GGC>

11 水 カフェサロン 9:30  　　　　　　　　　<GG>

12 木

まちづくり協議会拡大役員会 19:00　　　　　<GGC>

<パッチワーク><音読教室>

<ヨガ教室><ビーチ同好会>

13 金 北地区主事会 10:20　　　 <GG><囲碁(大和)>

14 土

カフェサロン 9:30     　　　　　　<GGC><美和卓C>

食事サービス  　    　　　　          　　　　　　<墨彩画>

食事サービス全体会 13:30

敬老会実行委員会 14:30

15 日 鳥取マラソン 9:00

16 月 　 　　　<GG><お花>

17 火
北地区主任会 10:00 　　　　　　　 　　　　　　<GGC>

北地区館長会 10:00

18 水
カフェサロン 9:30　　　  　　　   　　　　　　　　   <GG>

さくらんぼの会 16:00 　　　　　　　　　　<グラスアート>

19 木
美和小学校卒業証書授与式・謝恩会 　　　<GGC>

  　　　　<パッチワーク><ヨガ教室><ビーチ同好会>

20 金 春分の日　　　　　　　　　　<囲碁(大和)>

21 土 美和保育園卒園式・謝恩会 　　<GGC><美和卓C>

22 日

23 月 <GG>

24 火 美和小学校・江山中学校閉校式  　　　　　　<GGC>

25 水
カフェサロン 9:30 　　　　　　　　　　　　　　 　   <GG>

北地区館長会 17:00

26 木
<GGC><パッチワーク>

<ヨガ教室><ビーチ同好会>

27 金 <GG><囲碁(大和)>

28 土
カフェサロン 9:30  　　　          　<GGC><美和卓C>

食事サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　<墨彩画>

29 日

30 月 <GG>

31 火 <GGC>

～敬老会説明打合せ会～ 

各地区女性会支部長さんを対象にして、敬老会 

説明打合せ会を下記のとおり予定しています。 

日 時：3月中旬頃 

場 所：美穂地区公民館 

各支部長さん宛にご案内いたしますので、必ず 

ご出席いただきますようお願いいたします。 

※ 尚、ご都合の悪い方は、代理の方の出席をお願い 

いたします。 

 

＜美穂地区敬老会＞のご案内  

日 時：4月 26 日（日）午前10 時30分～ 

会 場：美穂会館（美穂地区公民館） 

該当者：昭和 21 年 4 月 1 日までに出生の方 

  ※後日ご案内いたします。 

 令和２年度地区行事予定  
4月26日(日) 地区敬老会 

9月  5日(土)  地区戦没者慰霊祭 

10月 31日(土) 文化祭 １日目 

11月  1日(日) 文化祭 ２日目 

令和２年度狂犬病予防接種のご案内 

日 時：4月2日（木）10：55～11：05 

場 所：美穂地区公民館玄関前 

 令和２年度 金婚式・ダイヤモンド婚式について 
 

鳥取市では、金婚式・ダイヤモンド婚式を迎えられた

ご夫婦を一堂に招待し、お祝いの式典を開催します。 

 

 

 

 

～対象となるご夫婦～ 

[金 婚 式] 結婚生活 50 年 

（ 昭和45年1月1日～12月31日の間に結婚されたご夫婦 ） 

 [ダイヤモンド婚式] 結婚生活 60 年 

（ 昭和35年1月1日～12月31日の間に結婚されたご夫婦 ） 

※ 対象となるご夫婦は、3 月 16 日（月）までに 

    区長又は公民館までお知らせください。 

美穂地区社会福祉協議会 

「鳥取マラソン２０２０」開催 

日 時：3月15日（日）競技＝午前9時～午後3時 

・スタート＝鳥取砂丘オアシス広場付近（鳥取市福部） 

・ゴール＝コカ・コーラ陸上競技場（鳥取市布勢） 

・美穂地区公民館沿い県道     

先頭ランナー通過時刻 10：55頃 

     ※当日は交通規制などにご留意ください。 

《食事サービス》 
 

・3月 14日(土) 

・3月 28日(土) 

お楽しみに！ 

《カフェサロン》 
 

 4日(水) 11日(水) 

14日(土) 18日(水) 

25日(水) 28日(土) 

9:30～12:00 

楽しいひと時を♪ 

食事サービスボランティア 
全  体  会 

第３２０号 

【3月の予定】  

金婚･ダイヤモンド婚記念祝賀式典 

開催日時：令和２年 5月28日（木）午前10時～ 

会  場：鳥取市民会館 

《おむすびコロコロ 
子育てサロン》 

☆3 月 4日（水） 

10：00～ 

「おわりの会」 

～親子で遊ぼう～ 

保育士さんも 

来られます。 

食事サービスボランティア全体会を下記のとおり
開催いたします。ボランティアの皆さん、またボラ
ンティアに参加していただける方は、お誘い合わせ
のうえ多数出席していただきますようお願いいたし
ます。 

日 時：３月１４日（土） 

場 所：美穂地区公民館 大会議室 

時 間：午後１時 30 分 

裏面もご覧ください 

 

 さくらんぼの会 

＜えほんの会＞ 

・3月 4日(水) 

・3月 18日(水) 

午後 4：00～ 
 
ともだちと誘い 
あってきてね！ 



 

 

 

 

白黒クラブ 

毎週金曜日 

13:00～16:00 

囲碁をしましょう 

趣味の会 ご案内 

美穂地区同和教育推進協議会 
 

来る、３月７日（土）に「輪の会」を開催します。 

本年度は鳥取市江山人権福祉センターの「人権福祉講座」との共催です。 

場所も鳥取市江山人権福祉センターとなりますのでお間違えのないよう 

お誘い合わせの上、たくさんの方がご参加くださいますようよろしく 

お願い致します。 

お花の会 

【講 師】小森智恵美 

毎月第３月曜日 

13:30～15:00 

 

いつでも入会できますのでお気軽にどうぞ♪ 
お問合せは公民館まで 

（TEL 53-0173  FAX 53-0246） 
 
 
 
 

音読教室 

毎月第 2木曜日 

9:00～10:00 

 

墨彩画 

【講 師】影井稔子（彩光） 

  毎月第 2・4土曜日 

  9:00～12:00 

 

パッチワーク 

【講 師】田中裕子 

毎週木曜日 

10:00～12:00 

 

美穂グランドゴルフ同好会 

毎週月・水・金曜日 

9:00～10:30 

 

ヨガ教室 

【講 師】谷口知佐子 

第２.３.４木曜日 

13:30～15:00 

 

ビーチ同好会 

毎週木曜日 

20:00～22:00 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ同好会です 

 

グランドゴルフクラブ美穂 

毎週火･木曜日 10:00～11:30 

毎週土曜日  17:00～19:00 

 （土曜日冬場は 14:00～） 

 

グラスアート教室 

【講 師】野間 紀子 

毎月第３水曜日 

13:30～15:30 

 

日時 ３月７日（土）１８：３０～２０：３０ 

場所 江山人権福祉センター ２階大会議室 

演題 『寝た子』はネットで起こされる！？ 

      ～ネット社会と部落差別の現実～ 

講師 川口 泰司さん（一般社団法人山口県人権啓発センター事務局長） 

 


