
 

 

 

                     

 

      

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年４月１日 境 公 民 館 報  
 №３６６
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※公民館講座や各種イベント等で撮影した写真を、公民館報やホームページ等に掲載させていただく場合があります。 

 あらかじめご了承下さい。 

 境公民館４４－０４４０（FAX 兼）ホームページ http://www.sakaiminatoshikouminkan.net/sakai/access.html 

次回の公民館報は５月１日発行予定です。 
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日 時：５／１０（日）９時～ 
雨天予備日 ５／１７（日） 

場 所：境小学校グラウンド 
 

※当日は駐車場がありません。 
近隣の民家や空地への迷惑駐車は厳禁です。

徒歩または自転車でお越し下さい。 

皆様のご来場をお待ちしています。 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から

中止又は延期になる場合があります。 

 

第６６回境地区市民運動会実行委員会 
実行委員長 善波 満 

✿市民運動会実行委員会・抽選会 
日 時：４／１５（水）２０：００～ 
※保険料 2,000 円をご持参下さい。 
✿作業日「器具」・「賞品」・「総務」・「三役」 
日 時：４／２４（金）２０：００～ 
✿役員最終打合せ会 
日 時：４／２８（火）２０：００～ 
自治会の方は必ず出席して下さい！！ 

～境公民館運営審議会委員～ 

新任・退任のお知らせです 

新任 村上 陽生さん（東地区） 

 酒井 達矢さん（西地区） 

✿これから宜しくお願い致します！！ 

退任 永井 悦子さん（食生活改善推進委員） 

❀大変お世話になりありがとうございました！！ 

❀境小・境一中入学式❀ 
４／９（木）境小 １０：００～ 

境一中 １４：００～ 

健康増進法が２０２０年４月 1 日より全面施行され、『病院』・『学校』等の第１種施設
が敷地内禁煙となります。境公民館は現在、屋内禁煙を実施しており、屋外の喫煙所での喫煙をお願いし

ているところです。公民館には、幼児や小中学生・妊産婦の方を含め、受動喫煙による健康影響が大きい方々

が利用されます。 

境公民館では、受動喫煙による健康被害を防止するため、同じく４月 1 日より敷地内禁煙を実施したいと

思います。喫煙者の方には何かとご不便をお掛けしますが、趣旨をご理解いただきご協力頂きますようお願い

致します。 

※敷地内禁煙の広報を館内外に貼り周知徹底いたします。（境公民館長） 

 
 
『新型コロナウイルス』に伴い、公民館を使

用するうえでお願いがあります。（新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から掲載している
イベントや行事等が中止や延期となる場合があ
ります）現時点では４月末まで、市及び公民館
が主催する事業は自粛の要請がありました。 

 
☆使用希望の場合は、次の事に気を付けて 
ご利用下さい。 

 利用者の名簿を提出して下さい。 
 隣や前後の方と１～２ｍの間隔を空けて下
さい。 

 屋内では、2 方向の窓や扉を同時に開け定
期的に換気をして下さい。 

 咳エチケット・手洗い・アルコール消毒・
マスク着用などの対策を行って下さい。 

 高齢の方や基礎疾患のある方は、感染した
場合肺炎による重症化リスクが高いので、
参加を控えていただいた方が良いです。 

http://www.sakaiminatoshikouminkan.net/sakai/access.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584405004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNTgxNTk3NzM5MzU4OTM1NzYyLw--/RS=%5EADBiDRlPV4t4dlN1bFonjF48eRhZJg-;_ylt=A2RinFCLyG5eYBoA9w6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584406014/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmVlLXdlYmRlc2lnbmVyLmNvbS9zcG9ydHNkYXk-/RS=%5EADBiRxO4LVFzlHWUPbzAc1QZiBslWw-;_ylt=A2RivcV.zG5e7HQApRSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584408412/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2dhaGFnLm5ldC8wMDU2NjItY2VsZWJyYXRpb24tZnJhbWUv/RS=%5EADBCAnWPlAWi5lVy38_9J8jqYqqRvA-;_ylt=A2RCA.Db1W5eWHsA_xSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584409141/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTk0OTI-/RS=%5EADBD5B9e8Xf911nW88fLE3RrNG2uq0-;_ylt=A2RCA9e02G5eukEADyiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584410201/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYWdydWJhc2thLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE5LzA2LzQuaHRtbD9tPTA-/RS=%5EADBaHBaonriTfrHPLzIczC4vln07xA-;_ylt=A2RCK._X3G5ebnAAKyyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584421928/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvZ2lmYW5pbWF0aW9uLzI5MDgx/RS=%5EADBcqOmMy0gdSdJp55kxnBWFbao.oU-;_ylt=A2RCAwinCm9e0mEAMCmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584420536/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzU5MzI2Lw--/RS=%5EADBT49u6VdwzxoxoV4Y6crqlkcrLTE-;_ylt=A2RCL6k4BW9ezgEAhQyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1585025139/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvcGVyc29uL2JhYnkvNTQwMw--/RS=%5EADB7hKX_6aOq24VmJuS1H4E0ntJiXA-;_ylt=A2RCL7HyPnheC2YA1AWU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境公民館ではたくさんのサークルがあり、一日中
元気な声が響いています。これからだんだん暖か
くなります。そろそろお出掛けしてみませんか？ 
各サークルについて詳しく知りたい方は公民館ま
でお問合せ下さい。    ☎４４－０４４０ 

春の全国交通安全運動が実施されます。交通ルール

の遵守と正しい交通マナーの向上を呼び掛け、交通

事故防止を徹底しましょう。 

【期 間】 

 運動期間 令和２年４／６（月）～１５（水）

まで１０日間 

 交通事故死ゼロを目指す日 ４／１０（金） 

 

【運動重点】 

 子どもを始めとする歩行者の安全確保 

 高齢運転者等の安全運転の励行 

 自転車の安全利用の推進 

境小さんから三種類の色とりどり
の『ビオラ』を頂きました。玄関

前に綺麗に飾ってあります。 

水やり・肥料をやり大切に育て

ます。有難うございました。 

。 

☆ロビー（１階階段横掲示板）の展示スペース
で作品を展示希望の方はお知らせください☆彡
（尚、期間は１ヶ月間です） 
 
☆ロビーにおいて、『ふれあいの家 境西地
区』の皆さんの作品展示をしております。ご覧
ください 
 
期 間：４/２２（水）まで 
 

曜日 開始時間
毎(木) 20:00
毎(日) 19:30

ピンポン 毎(金) 13:30

ヨーガ同好会 毎(金) 14:00

ぽっかぽかヨーガ 毎(木) 10:00

新婦人 ストレッチサークル 第１，３(月) 10:00

元気会(百歳体操） 毎(水) 13:00

スポーツ吹き矢 毎（土） 13:00

境婦人会厚生部活動（ﾊﾞｳﾝｽ・踊り） 毎（水） 13:00

太極拳 毎(水) 9:30

１０×１０（体操）の会（百歳体操） 毎（月）(木） 13:30

サークルピラティス 第２，４(月) 20:00
２０：３０英会話クラブ 毎(土) 15:30

英会話　ビギナーズ 毎(金) 20:00

子ども英語 毎(金) 19:00

9:00
19:00

中国文化研究会 毎(金) 20:00

韓国語初級Ⅱ 毎(木) 20:00

編み物サークル 毎(金) 10:00

いもさき倶楽部（裂織） 第１，３(月) 13:30

ちりめん同好会 第３(土) 9:00

ちぎり絵同好会 第２(木) 13:30

社交ダンス同好会 毎（火）（土） 10:00

レッツダンス（社交ダンス） 毎(水)・（金） 20:00

マイダンス（社交ダンス） 毎(火)・（木） 13:00

フラ・ハラウピカケテルヌマ 第２，４（月） 10:00
13：30すみれ会（コーラス） 第２，４（火） 9:30

ピアノ教室 第１，３（水） 9:30

安来節保存会境港東支部 毎（水）・（土） 18:00

境陶芸クラブ 毎（火） 13:00

デジカメクラブ 第３（金） 13:30

aroma de smile!! 第２，４（月） 13:30

境港さつき川柳会 第３（水） 13:00

幸福（ふくもじ）教室 第１（木） 13:30

わかば断酒会 第１（木） 18:30

ふれあいの家（中地区） 毎（火） 10:00

境スポーツクラブ 月１回 19:30

サークル・しじみ 毎(月) 20:30

ゲゲゲの会(認知症予防教室） 第２，４(水） 14:00

たっしゃでい会(認知症予防サークル） 第２，４（水） 13:30

境婦人会役員会 第１（月） 9:30

湊町クラブ折り紙同好会 第２（月） 13:00

新日本婦人の会　なぎさ班 第４（月） 10:00

かもめ会シニアの教室 第１，３，(水） 14:00

音
楽

そ
の
他

しあわせ音読
第２（水）
第４（月）

10:00
13：30

踊
り サークルМ（社交ダンス）

毎（火）
毎（土）
毎（日）

20:00
19:30
17:00

手
　
芸

境婦人会文化部活動（リﾌｫｰﾑ・手芸） 第１～４（月） 13:00

語
学 中国語同好会 毎(水)

サークル名

ス
ポ
ー

ツ

港卓会（卓球）
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