
 

2019年 10月
日 月 火 水 木 金 土

29 30 1 2 3 4 5
人権視察研修 (主)ひまみてブラリ

１０：００～ 9：00～11:30

皆成学園

6 7 8 9 10 11 12

(青)逃走中！
自治公館長会19：00～ 住民スポーツの日 １３：００～

20：00～（フットサル） 明倫小学校

13 14 15 16 17 18 19
（祝）体育の日

学校開放企画運営委員会

19:30～

20 21 22 23 24 25 26
(自)防災体制研修会 (自)GG大会

10：00～12：00 天皇即位正殿の義 ９：００～河川敷

※対象：各町３名 地区福祉懇談会 祝日につき、 (主)苔玉教室 (自)生活文化展

１０：００～ 事務所閉鎖 13：30～15：００ ９：３０～１６：００

貸し館(可) スポーツ教室①
19：00明倫小

27 28 29 30 31 1 2
(自)生活文化展
９：３０～１５：００

の行事予定

業者清掃・公民館利用不可

☆公民館業者清掃のお知らせ☆

１０月２８日（月）と２９日（火）

清掃に伴いこの間は全館内の利用が出来ません。

ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご了承下さい。

                                           
   
                                                                        

2019年 10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。 

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  
■№434令和元年 10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 

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 金森町 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。 

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 

なごもう会へ参加される方へ 
 

●毎月第 1・第 3金曜日 午後 1時３０分～3時  
●明倫公民館 

原則的に上記の期日・会場で開催されます。 
詳しくは、配布されている年間予定表をご覧下さい。 

～倉吉市長寿社会課～ 

ふれあい給食の日 

●配食 DAY・・・毎月第２・第４木曜日  

原則的に上記の期日に配食されます。 

詳しくは、配布されている年間予定表をご覧下さい。 

～明倫地区社会福祉協議会・ふれあい給食～ 

        明倫公民館研究指定事業          
     ひまみてブラリ明倫紀行 Ver.4        

 

 

 

 

  

 
 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

○ままるっと「打吹山」 
●内容 打吹山の歴史 

●講師 眞田廣幸さん（倉吉市文化財協会） 

●場所 明倫公民館 

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！！ 

明倫公民館主催 

 秋の「こけ玉」教室 
 

小さくてかわいい苔玉を作ります。お皿にのせてお部

屋のインテリアとしても楽しめます。和の情緒と癒し

と情緒を手作りしませんか？ 
 

 
 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 東原美佐子さん 

●募集人数 10名程度  

●参加費 300円 

●持ち物 黒のもめん糸、タオル（手拭用） 

●〆 切 10月 18日（金）定員になり次第〆切 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

           主催/明倫地区スポーツ推進委員 

           共催/明倫公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

※明倫小学校配布の募集チラシにて申込みをして下さい。 

③ 11 月8 日（金）9：00～16：00 

② 10 月4 日（金） 9：30～11：30 

 10 月23 日（水） 13：30～15：00 

 10 月26 日（土）9：30～16：00 

27日（日）9：30～15：00 日にち：10 月26 日・11 月9 日・30 日 

※全て土曜日 

４地区公民館の文化祭・文化展スタンプラリー 開催 

スタンプ３つで「くらすけくんグッズ」プレゼント！ 

対象の地区公民館は下記の４つです↓↓ 

明倫公民館、小鴨公民館、上小鴨公民館、関金公民館  

※詳細は別途チラシをご覧ください 

お願い 明倫公民館、主催講座で作った作品を、生活文化展

で展示します。10/21（月）までに明倫公民館へお持ち下さい。 

切り絵、癒し地蔵、プラバン 

 

ファミリーバドミントン教室 

特別講座「館外視察研修米子城跡と米子の町並み」 

●日程 9：00明倫公民館 出発～16：00帰着 

●内容 米子城跡地と米子の町並みめぐり 

●費用 1500円（昼食代） 

●場所 明倫公民館 

※（注意）当初予定 7日→8日に変更になっています 

●場 所 明倫小学校体育館 

●対 象 明倫小学校児童・保護者 

●参加費 無し 

●申し込み〆切 10月 17日（金） 

●問合せ先 明倫公民館22-0642（9：00-17：00） 7月末 8月末 増減 昨年8月末 1年前の増減

世帯数 1,795 1,793 ▲ 2 1,782 11

人口総数 3,590 3,581 ▲ 9 3,609 ▲ 28

男　性 1,630 1,623 ▲ 7 1,640 ▲ 17

女　性 1,960 1,958 ▲ 2 1,969 ▲ 11

０～１４歳 357 357 0 361 ▲ 4

15～６４歳 1,798 1,795 ▲ 3 1,818 ▲ 23

６５歳以上 1,435 1,429 ▲ 6 1,430 ▲ 1

公民館に見本 
があります。 

http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
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明倫小学校･音楽会 
12：30～明倫小学校体育館 

            

    

 

 
 
 
 

      明倫地区グラウンドゴルフ大会 

（自治公体育部） 

時間 9：00～ 

場所 明倫公民館裏・河川敷 

※詳細・参加申し込みは各町の体育部長さんへ 

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ 8・ 9 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年 10月号 

町内でこれはと思えるものは、旭田町地蔵尊、旭田公

園、小鴨川土手、などです。 

旭田地蔵尊は毎年地蔵盆を実施しています。 

お地蔵様は子供の守り神であり、賽の河原で苦しんで

いる子供たちの霊を慰めるものとして、昔から地域で

伝承されている子供の祭りですが、当該地蔵尊では、

いつの間にか町内及び周辺の五輪さん（無縁仏）もお

まつりしています。 

今年のテーマ「まるっと、打吹山」 

9月 14日（土） 明倫地区ナイトウォーク 

8月 31日 （土） めいりんまつり  9月１2日  明倫歴史講座ひまみてブラリ① 

 

 

みんなで歌おう！ 
「歌声喫茶の集い」in淀屋   

 

昔なつかしあの歌、この歌をギター伴奏に合わせ、歌詞を見

ながらみんなで歌いませんか。みなさんぜひ遊びに来てくだ

さい。 
 

●場 所 倉吉淀屋（旧牧田家住宅：倉吉市東岩倉町） 

●日にち 10 月 16 日（水） 13：30～15：00 

●参加費 300円（コーヒー、ケーキ代） 
 

リクエスト曲受付中！ 

どなたでも大歓迎！ 当日来場 OK！ 

準備の都合上、事前に予約いただけると助かります。 

 

     

問合せ 22-0642 明倫公民館内 

    〈担当〉 佐々木 

(明倫地区集落支援員) 

地域住民と 3 年生親

子会総勢 60 余名の

参加があり、班ごと

にクイズを解きなが

ら、夜の明倫を歩き

ました。 

第 33回めいりん祭

が盛大に開催され

ました。 

 

多くの高校生ボラ

ンティアのみなさ

んも活躍しました。 

 

お手伝いしていただける方

を募集しています 
□10月 13日（日）八幡神社神輿巡行  

□10月 14日（祝）市民体育大会  

    ソフトボール大会・越殿町チーム出場!! 

□10月 20日（日）倉吉市全市一斉清掃 

□10月 26（土）日～27日（日）明倫地区生活文化展 

□11月 3日（日・祝）わいわい淀屋 地区内 

倉 吉 淀 屋  秋 を 楽 し む 
 

「倉吉淀屋 秋を楽しむ」を開催します。江戸時代の

町家を会場として、普段なかなか触れることのできな

い伝統文化を身近に感じながら秋をお楽しみ下さい。 
 

 会場 倉吉淀屋 （倉吉市東岩倉町） 

       旧牧田家住宅  

 

◇邦楽演奏会「柳川社中」 

10月 13日（日）14：00～15：30 

◇生け花展 「遊花」 

10月 18日（金）～22日（火）9：00～17：00 

◇倉吉絣展示販売 「倉吉絣保存会」 

10月 25日（金）～29日（火）9：00～17：00 

◇着物を着て町歩き「倉吉絣保存会」（要予約・有料） 

 10月 26日（土）27（日）10：00～14：00 

◇棉から綿へ「糸紡ぎ体験」 

１１月３日（日）10：00～15：00（わいわい淀屋） 

◇わいわいコンサート 

 11月 3日（日）13：00～14：40「ハレルヤ音楽部」 

【問い合わせ】  

倉吉市教育委員会文化財課 ℡：0858-22-4419 

        倉吉淀屋 ℡：0858-23-0165 

～西岩倉町・東岩倉町・越中町・鍛冶町周辺・河原町～ 

明倫地区のにぎわいをつくるため、地域活性化に向けての

「わいわい淀屋」が今年も開催されます。多くの店や団体

が賛同し、出店されます。町歩きを楽しんでみませんか。 

※後日、チラシが配布されます。 

わいわい淀屋実行委員会 

10：00～15：00頃 

明倫公民館女性教室 

「めいりん Ginkgo」も出店します！！ 

出店内容 銀杏ごはん、芋かりんとうの販売 

どうぞお立ち寄り下さい。 

めいりん Ginkgoメンバーを募集中！！ 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

明倫公民館 電話 22-0642（9:00-17:00） 9月 18日（水）  お菓子作り教室 

９月 21日（土）  切り絵講座  
     中古プランターをお譲りします  

自然に親しむ交流事業（地振興協議会）で使用した
中古プランターをお譲りします。 

●期間 10/7～  

●受取り場所 明倫公民館 

 ●先着 40個（1人 2プランターまで） 

 問合せ先 22-0642（明倫公民館） 

明倫地区社会福祉協議会 

明倫地区福祉懇談会       テーマ 明倫地区の福祉の現状 

  内 容 最新の福祉機器の使用体験他 

明倫公民館歴史講座 

「ひまみてブラリ明倫紀

行 Ver4」が始まりました。

今回は打吹山に生息して

いる動植物の説明を聞き

ながら「打吹山の自然」に

ふれました。 

3 つのグループに分かれ、か

ぼちゃ、紅茶、バナナの 3種

類のパウンドケーキを作りま

した。焼き待ち時間は、試食

＆ティータイムではおしゃべ

りに花が咲きました。 

～パウンドケーキ編～ 

～テーマは「秋」～ 

秋らしい「柿」をモチーフに 

した切り絵が完成しました。 

旭田公園は、滑り台、鉄棒、ブランコなどの遊具があ
ります。位置情報ゲームアプリ「ポケモン Go」のジム

があり、これを目的に訪れる人がいるとか… 

小鴨川の土手が隣接し、散歩、ランニング、サイクリ
ングなど楽しめます。 

以上で紹介は終わりますが、少子高齢化の進展により

自治会運営も難しくなりつつありますが、町民同士助

け合える自治会を維持していきたいと思います。 

 10 月21 日（月） 13：30～15：00 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569630952/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxNi5odG1s/RS=^ADBojnw1b7s7IFgxVH8juR9BdfmMCY-;_ylt=A2Riva5nWY1dqi0AHAuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569632428/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5ncm91bmRnb2xmLm9yLmpwL2Rvd25sb2FkL3RhYmlkLzIyMS9EZWZhdWx0LmFzcHg-/RS=^ADBYzfMqb6Z8u285WxS4pUUDC8TXwI-;_ylt=A2RCL54sX41dDWYAKgWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1566632288/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oaXlva295YXJvdS5jb20veW91a29zby8-/RS=^ADBAAsxxfj7Ond3TNcllP8XO3i70Bo-;_ylt=A2RinFLgl19dZCUAoQuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569630952/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxNi5odG1s/RS=^ADBojnw1b7s7IFgxVH8juR9BdfmMCY-;_ylt=A2Riva5nWY1dqi0AHAuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569630952/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxNi5odG1s/RS=^ADBojnw1b7s7IFgxVH8juR9BdfmMCY-;_ylt=A2Riva5nWY1dqi0AHAuU3uV7

