
                                          
                                                                                                  

2018年 9月号 

 
明倫公民館は、みなさんのつどう機会、学びの提供、様々なつながりを応援します。 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

小谷美恵子さん作品 

各講座の申込み・問い合わせは、２２－０６４２(平日 9：00～17：00)明倫公民館へ！お気軽に！！ 

          明倫公民館研究指定事業 

     ひまみてブラリ明倫紀行 Ver.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

次回は１１月初旬（予定）特別講座 館外視察研修 

 

③ １０月４日（木）9：30～11：30 

       明倫公民館・明倫小３年、５年親子会共催 

        地区スポーツ推進員・地区交通指導員/協力  
 

 

 夜の明倫を明倫小学校３,５年生の子どもたちと一緒

に歩きませんか？スタッフとしての参加でもＯＫです。 

 

●場所 明倫公民館  

●時間 19：00～21：00  

受付 18：30～19：00 

●内容 明倫地区内を班に分かれて 

クイズラリーをしながらウォークします  

●対象 地区住民    

●持参  飲み物、タオル懐中電灯、反射材 

●〆切 9月 13日 

申込み 明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

     

ナイトウォーク☆夜の明倫を歩こう！ 
明倫公民館の利用（貸館）のご案内  

会議室、和室、調理実習室などを利用できます。 

詳細は、明倫公民館へお問合せ下さい。22-0642 

貸し館利用時間 通年 9：00～22：00 

事務所開館時間 平日 9：00～17：00 

 

●利用料金 

 地区住民の方は減免の措置があります。ご相談下さい。 

●利用の際ご注意下さい。 

 ※利用後は、清掃をして日誌の記入をお願いします。 

  みんなの公民館です。利用後は必ず清掃をして、次の方が 

気持ちよく使えるようご協力ください。 

        西中・鴨中校区地区公民館合同開催 

     歴史講座 ～金比羅灯篭～ 
 

●集 合 上小鴨公民館 10：00～11：30 
   ※明倫公民館からマイクロバスで移動します。 

行き 9：45明倫公民館出発⇒上小鴨公民館 

帰り 11：40明倫公民館到着・解散 

●講 師 関本明子さん（倉吉博物館 主任学芸員） 

●内 容 上小鴨地区にある金比羅燈籠を中心に、 

その周辺にある石堂物についての話し。 

●募集人数 各地区５名程度  

●〆 切 9/28（金） 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

 

        明倫地区振興協議会・明倫小学校 
明倫公民館共催 

菜の花で 

いっぱいにしよう！ 
 

毎年恒例の「菜の花プロジェクト」をします。 

明倫地区のあちらこちらで黄色い花々が春の訪れを教

えてくれるのが楽しみです。地域の皆さんと明倫小学

校の児童達と一緒に交流を計りながら蒔きます。どう

ぞご参加下さい。 

日 時 ９月 28日（金） 

※各学年で場所と時間が異なります。 

集合① 明倫小学校･校庭花壇（1～３年生 14：20頃～） 

集合② 明倫公民館･裏河川敷（4～6年生 14：30頃～） 

 

○み  見事な技が光る「刀鍛冶」 

全国的に城下町には刀鍛冶があった！ 

知れば奥深い刀鍛冶。 
 

●講師 来見田博基さん 

（鳥取県立博物館） 

●場所 明倫公民館 

2018年 9月
日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1
第32回めいりん祭

16：30～
明倫体育館跡地

（※雨天順延2日）

2 3 4 5 6 7 8
(主)めいりん歴史講座② 西中学校大運動会

9：30～ 9：00～
なごもう会
13：00～

9 10 11 12 13 14 15
防災研修（自治公） ふれあい給食 （主）曲げわっぱづくり

倉吉防災センター 8：00～ 明倫公民館出発9：00

現地研修9：30～

自治公館長会19：00～ 住民スポーツの日20：00～

（ソフトバレー）

16 17 18 19 20 21 22

敬老の日

なごもう会
13：00～ 明倫小3.5年ナイトウォーク

学校開放企画運営委員会 19：00～

19:30～

23 24 25 26 27 28 29
秋分の日 振替日 ふれあい給食 菜の花プロジェクト 明倫小学校土曜授業

鳥取看護大学 8：00～ ①明倫小学校14：20～ ～めいりんウォーク～

30 まちの保健室 ②明倫公民館裏・河川敷14：30～

地区ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 13：30～
明倫小体育館8：30～ 健康づくり・講演会19：00～ ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ練習日

明倫小体育館19：30～

の行事予定

～明倫地区地域安全推進協議会～
安心安全パトロール 15：30～

毎 月
第２木曜日 老人クラブ

第３ 水曜日 明倫小学校ＰＴＡ

第３ 木曜日 自治公民館協議会

第４金曜日 青少年育成協議会・民生児童委員会

青少協担当町 旭田町 明倫公民館集合

※ご都合の悪い場合は明倫公民館へご連絡下さい。

明倫地区福祉懇談会 

13：30～ 

倉 吉 市 明 倫 公 民 館   
 
■〒682-087２倉吉市福吉町 2丁目 1674  

■ＴＥＬ (０８５８)２２－０６４２    

■ＦＡＸ (０８５８)２３－６０１５ 

■ﾒｰﾙ komeirin@ncn-k.net http://www.ncn-k.net/komeirin/ 

公民館だより 
 

 ■№421平成 30年 9月号・明倫公民館発行 

 

利用時間 9：00-22：00 

（事務所：平日）9：00-17：00 
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ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ ７ . ８ 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 2018年 9月号 

 

９月７日（金）まで瀬崎町の松嶋政男さん「長谷八十八

箇所霊場スケッチ」を展示しています。ぜひ公民館へお

越しいただきご覧下さい。 

作品展示コーナーの作品募集！！ 
各町やグループ、住民の方々の手芸、絵画、写真

などを期間限定で展示します。自薦他薦 OKです！ 

お気軽にお問合せください。明倫公民館 ２２－０６４２ 

 8/1、 8、27 めいりん万灯づくり 

8/7～9 サマースタディ ｉｎ 社 

８/４ （土） 打吹祭り 山車巡行  

  
がん征圧のために日常生活でできることが、「がんを

防ぐための新 12か条」（がん研究振興財団）に公開

されています。 
 

 

第１条．たばこは吸わない 

第２条．他人のたばこの煙をできるだけ避ける 

第３条．お酒はほどほどに 

第４条．バランスのとれた食生活を 

第５条．塩辛い食品は控えめに 

第６条．野菜や果物は不足にならないように 

第７条．適度に運動 

第８条．適切な体重維持 

第９条．ウイルスや細菌の感染予防と治療 

第 10条．定期的ながん検診を 

第 11条．身体の異常に気がついたら、すぐに受診を 

第 12条．正しいがん情報でがんを知ることから 
 

がん征圧月間に、上記 12か条に合わせて、ライフス

タイルを見直していきましょう。 

 

 

 

倉吉保健センター 26-5670 

     めいりん まちの保健室 

       日にち ９月２５日  

              13：30～15：30 

「まちの保健室」は、どなたでも 

気軽に立ち寄っていただける、 

心と身体の健康をみる場所です。 

学校の保健室のような、地域の中のホッとする場

所を目指しています。気軽に利用でき、健康チェッ

クや相談できる場として定期的に開催します。 

場所  明倫公民館 

内容  健康相談、血圧・身長・体重 

体脂肪測定・骨密度測定、ミニ講話  

 

※詳しくは各戸配布のチラシをご覧下さい。 

 7/28 （土）  カヌー体験（青少協）  

8/24（金） めいおん門出ライブ ｉｎ 地蔵祭 

   明倫地区健康づくり推進員  

  健康講演会のお知らせ  
 

★日時 9月 27日   19：00～ 

★場所 明倫公民館 

★講師 のぐち内科クリニック 野口圭太郎院長 

★テーマ 腎臓病予防のために今出来る事 

※予約不要。当日会場へお越しください。 

  詳しくは配布チラシをご覧下さい。 

※問合せ先:倉吉市保健センター（電話26-5670） 

 

中央児童館の子どもたちと

一緒にめいりん祭を飾る万

灯を作りました。 

今年は全学年を対象にカヌ

ー体験を行ないました。 

めいおん８期生「Jelly☆fish」の門出ライブが河原

町地蔵まつり会場にて盛況に開催されました。 

明倫小学校は児童１６名 

の参加があり、高校生ボランティアの皆さんと

一緒に夏休みの宿題に取り組みました。 

写真は８月展示 

川内廣江さん 

作品展示の様子 

火 

明倫地区防災研修会 （自治公防災部） 

倉吉防災センター現地研修 9：30～ 

  普段は見ることの出来ない広域連合消防局の

通信司令室や災害対策車両基地の見学等を予定してい

ます。 ※明倫公民館からの送迎バスがあります（申込み要） 

   ※詳しくは回覧チラシをご覧下さい 

 

 

明倫小学校･土曜授業  

～めいりんウォーク～ 9：00～11：15 
 

児童がなかよし班で地域に出かけます。明

倫地区の人や自然、建物、歴史や伝統等に触れ、ふる

さとの良さを感じる学習です。 

出会われたらぜひお声をかけて下さいね♪ 

 

 

明倫地区ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 

（自治公体育部） 

場所 明倫小学校体育館 8：30～ 

練習日 ９月２8日（金）19：30～21：00  

場 所 明倫小学校体育館 

※詳細・参加申し込みは各町の体育部長さんへ 

 

 
      

秋の交通安全週間 （自治公交通部） 

～交通マナーを見直しましょう～ 

交通事故をなくすため、秋の交通安全運動が実施さ

れます。明倫地区では広瀬町（白バラ乳業前）交差点

で午前７時３０分～８時まで街頭活動が行われます。

（担当/明倫地区交通安全協会・自治公交通部） 

 

恒例のスイカ割り大会！ 

木 
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