
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

          
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

  

 

 
   

倉 吉 市 明 倫 公 民 館 利用時間：平日 9：00-22：00 
 
■〒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 
 
 

■№395 平成 28 年 7 月号・明倫公民館発行 
■講座案内 ■地区内お祭りマップ 
■健康だより ■自治便り  
■めいりんメモリアル ■行事カレンダー 他 

 

地域に笑顔を♪「つどう・まなぶ・つなぐ」 みんなの公民館 ⇒ 2016明倫公民館キャッチフレーズ テイクイットイージー（気楽にいこう） 

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！！ 

2016 7月号 

（事務所）9：00-17：00 

明倫地区振興協議会主催 

倉吉打吹まつりに「山車巡行」 

巡行参加者、お囃子奏者募集！ 

別途、回覧にて募集します。 

各町の館長さんにお申し込みください。 

日時 ８月６日(土) 
13：30 集合 （福吉町・仲倉商店北側） 
14：00 屋台巡行 

   16：00 参加賞渡し・解散（福吉町） 
 
  
 
    

明倫・上灘公民館共催  

鳥大(鳥取大学)へ行こう！ 

～ 鳥大探検隊～ 

日時 ８月２５日(木) 
9：00 明倫小集合～16：00帰着（バス移動） 

  ■費用 500円（昼食代：鳥大の学食で食べます） 

 ■対象  4年生～6年生児童  ■定員：10名程度 

 ■内容 鳥大生と交流・大学教授による授業体験・ 

     キャンパス内クイズラリーなど(予定) 

※別途、小学校で要項(チラシ)を配布します。 

 

 
    

     女性の目線で見た防災 

～手作り防災グッズを作ろう！～ 

日時 ８月２日(火)9：40～11：10 
場所 関金公民館 
講師 横山ひとみさん 

  元鳥取県教育委員会事務局・防災教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
■対象：地区内の女性 ■参加費無料 

■申込み：明倫公民館 22-0642（9：00～17：00） 

 ※9：00 明倫公民館発のバスをご利用下さい。（定員有） 

    

明倫地区振興協議会主催 

第30 回 めいりん祭 
日時 8 月 27 日（土）15：30～(予定)  

※雨天順延 28日（日） 

会場 JA鳥取中央メロン選果場前(越殿町) 

～夏休みの宿題解決！～ 
 

今年の夏休みは中学生・高校生のお兄さん・お姉さ
んどんどん質問して宿題を終わらせよう！、 
 

■日時 ８月 18 日（木）～20日（土）8：30～12:00 

■場所 倉吉市社公民館 

＊明倫小学校児童はバスで送迎します。     

＊詳細は、後日、学校で配布されるチラシをご覧下さい。 

＊問い合わせ 明倫公民館 ２２－０６４２ 

 

 

日 時 ①7 月 8 日（金）9:30～15：00 

②7 月 10 日（日）  〃    

     ※①か②どちらか希望日をお申し込み下さい 

      日曜日に参加できる方、ぜひご参加下さい☆ 

●場所 明倫公民館 

●講師 山本洋右さん（越殿町） 

●材料費 2500 円 （当日集金）        

●持ってくるもの ぞうきん、のこぎり 

30ｃｍ定規、金づち カンナ 

 ※昼食は各自でとっていただきます。 

※道具のない方はお申し出下さい。 

※出来上がりサイズ：およそ幅 25ｃｍ×高さ 25ｃｍ×奥行 25ｃｍ 

〈模擬店出店者説明会〉 

 日時/７月 12日（火）19：30～ 場所/明倫公民館 

〈めいりん祭実行委員会事務局〉 

明倫公民館内 電話２２－０６４２（9：00～17：00） 

ご希望の方めいりん祭実行委員会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

2016年 7月
日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 1 2

なごもう会
１３：００～

スポーツ教室①
19：00～

3 4 5 6 7 8 9
地区振「花のまち」 （主催）くらすけくんＢＯＸ作り

花植え9：00～ 9：30～

めいりん祭企画委員会 スポーツ教室②
19：30～ 19：00～

10 11 12 13 14 15 16
玉川・鉢屋川清掃 ふれあい給食

関係町7:00～ 安心安全パトロール スポーツ住民の日 8：00～
（主催）くらすけくんＢＯＸ作り 児童顔合わせ会：明倫小 バレーボール20：00～

9：30～ 15：15～
自治公館長会18：00～ め祭り模擬店説明会 なごもう会 スポーツ教室③

(館外） 19：30～ １３：００～ 19：00～

17 18 19 20 21 22 23
明倫小学校終業式

（～８月２９日まで夏休み）

めいりん祭実行委員会 学校開放企画運営委員会

19：30～ 19:30～

24 25 26 27 28 29 30
おもてなし弁当作り講座② ふれあい給食

9：30～13：00 8：00～

31 　

山車組立て

福吉町：仲倉商店北側

9：30～

＊明羽クラブ→バドミントン　　　＊明倫こだま会→朗読の練習、朗読ボランティア　　

■はな＊花・・・毎月最後の水曜日　19：00～

■ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球・・毎週（火・木曜日）9:00～

■明倫こだま会・・・・・12日・19（火）10：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～

■明倫句会・・・・・・・・・　　13日（水）

の行事予定

■明羽ｸﾗﾌﾞ（大人）・・（火・土）20:00～ 明倫小学校

■明風(気功教室)・・・・第2・4月曜日１０：００～■ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・・毎週（水曜日）9：30～さんさんプラ ザ

■ぱんぷきんｳｫｰｸ・・・毎週火曜日　13：30～

■明倫こだま会・・・・・28日（木）9：30～（市報録音）

■りん倫・・・・・・・・第２・４水曜日　13:30～

■健康教室スマイル・・・第2・4（金）11：00～

■明倫囲碁同好会・・・第１・３水曜日13：00～

【サークル名では内容がちょっとわかりにくいもの】

■コスモス・・・第２・４　木曜日　13:30～

＊りん倫→踊り　　*はな花→フラワーアレンジメント　　＊ぱんぷきんウォーク→ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ　＊コスモス→整体バランス体操　＊スマイル→健康体操

■ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・・・・・・月～土9：00 河川敷

※日程・会場の変更等

の連絡は各団体で

お願いします。

■美鈴会（習字教室）・・・第1（木）13：30～

サークル
活動ご案内

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
１３日（水）２０時～

明倫小学校体育館

今月⇒バレーボール

誰でも参加OK！

明倫公民館は、みなさんの「学び」を応援します！！

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： みどり町・八幡町 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。

模擬店の出店者募集！
めいりん祭模擬店に出店されたい方や団

体は、事務局２２－０６４２へ連絡の上、打

合せ会においでください。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL7GdQXJXIHIAQTOU3uV7/SIG=12nu6c251/EXP=1467192093/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/summer/title/sozai/7x103.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6tsRHJXmBwAKVOU3uV7/SIG=13n0c70bk/EXP=1467192812/**http:/4.bp.blogspot.com/-PBAGqXn9uX8/UYntB4KGxpI/AAAAAAAARco/-BrCRA7n1eQ/s800/omatsuri_uchiwa2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCAwvbRHJX930Amw.U3uV7/SIG=125ut6vke/EXP=1467192923/**http:/illpop.com/img_illust/season/nov02_a01.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL7HlRXJX4jwAZR2U3uV7/SIG=12m5714m3/EXP=1467193189/**http:/illustrain.com/img/work/2013/illustrain01-digakusotsu01.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCMZOeRnJXqwEA8Q6U3uV7/SIG=12jms777q/EXP=1467193374/**http:/image.rakuten.co.jp/bousaikan/cabinet/banar/illust-6.gif


明倫地区の今年 75 歳

以上の敬老者の方々

は男性 296 人、女性

612 人、総数 908 人で

した。当日は地区内外

から、楽しい演芸の出

演をいただき、祝い膳

を囲んで、笑顔の花が

咲きました。 

 
 
 

           

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

    

2016 7月号 

めいりんメモリアル＜6 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

明倫地区敬老会 ６月１２日（日）  

休日健診のお知らせ 

健診を受ける機会の少ない若い人や 

平日に健診を受けることが難しい人を対象に「休日健診」

を実施します。この機会にぜひ健診を受けましょう。 

○日にち・場所：８月７日（日）・保健センター 

（伯耆しあわせの郷） 

○受付時間：午前 8 時～午前 10 時 

○内容・対象者： 

一般健診（２０歳～３９歳）・特定健診（４０～７４歳）・長寿健診

(後期高齢者健診)（７５歳以上）・胃がん検診（３０歳以上）・

肺がん検診（３０歳以上）・大腸がん検診（３０歳以上）・子宮

がん検診（２０歳以上）・乳がん検診(視触診＋マンモグラフ

ィ検査)（４０歳以上）・前立腺がん検診（５０歳以上）・肝炎ウ

ィルス検診（４０～７４歳） 

＊持ち物：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金 

＊申込みが必要です。 

＊胃・子宮・乳がん検診は定員があります。 

＊詳しくは受診券に同封の 

「倉吉市健康診査の手引き」をご覧ください。 

問合せ先：倉吉市保健センター （電話２６―５６７０） 

      

 

 

 

      明倫公民館スポーツ教室 
   ファミリーバドミントン教室 

■日  時 ① 7 月 2 日 ②9 日 ③16 日 

          ④9 月 24 日 ⑤10 月 1 日 

いづれも土曜日 19:00～21:00 
 ■場 所 明倫小学校体育館  

■講 師 明倫地区スポーツ推進員さん  

※用具は主催者で準備します。 

※飲み物、運動靴は各自持参して下さい。 

 

■玉川・鉢屋川清掃 7月 10日（日） 7：00～  関係町のみなさん、よろしくお願いします 

■明倫地区ソフトボール大会の結果  

6月 26日（日）農高グラウンドで 11 町 10チームが参加・熱戦！！ 

★優 勝：福吉町 2 ★準優勝：余戸谷町 ★3位：鍛冶町（合同ﾁｰﾑ）・越中町  

   ２位の余戸谷町が市民体育大会に出場します。がんばってくださいね ((o(^-^)o)) 

 

 

 

町内人権学習会・事前研修会 ６月 20 日（月） 

季節を感じる おもてなしお弁当講座  

6 月 27（月） 

 

     
 

江戸時代の町屋で、みなさんと一緒に楽しめる気軽な音
楽会を開催します。 
オカリナ演奏やコーラス、来館者に参加していただきハ

ンドベルの体験など、楽しい企画がいっぱいです。 
短冊に願いを込めて、町屋に響く調べをお楽しみ下さい。 
※17日～23 日市内園児・来館者の七夕飾りを飾ります。 

 

★日 時  7月 17日（日）13：00～15：00 
★ところ  倉吉淀屋頃 
★参加費  無料 
★主 催  倉吉淀屋運営委員会 
★共 催  ハレルヤ音楽部 
★協 力  倉吉西保育園／聖テレジア子ども園 

倉吉幼稚園 

 

鳥取県・福祉保健局

の澤田祐一さんを

迎え今年４月に施

行された「障害者差

別解消法の概要」に

ついてのお話をし

ていただきました。 

イラスト/石井美鈴 

 

突撃！？「となりの祭」 
 

7 月～8 月にかけて各町で「お祭」

が開催されます。夕涼みがてら近く

の町のお祭を覗いて見ませんか？ 

日本料理飛鳥の山

下二郎さんを講師

にお迎えし、お弁当

作り講座を開催し

ました。プロの大

技・小技を目の当た

りにし、驚きと感動

の連続でした。 
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