
寄贈のお礼  

●岡野勝義さん（広瀬町）と坂本福朗さん（旭田町）より叙勲受章記念として掛時計を寄贈していただきました。 

大 1、大 2会議室にそれぞれ設置させていただきました。 

●河原陽子さんより干支（いのしし）の押し絵を寄贈していただきました。1階ホールに飾っています。 
 

工事のお知らせ 

・3/6（水）分電盤の工事のため午前中停電となります。 

・3/9（土）駐車場の高低差解消工事（終日駐車場の利用不可） 

                                            
                                                                                              

西中・鴨中校区女性連絡会 
（明倫、小鴨、上小鴨、関金地区） 

 春爛漫・桜の名所めぐり 

バスを利用して桜の名所をめぐります。他地区の方との 

交流を深めつつ、桜を眺めながら春を感じてみませんか？ 

 

 ●集合場所 時間 明倫公民館 9：10（9：20出発） 

      帰着 明倫公民館 14：20（予定） 

 ●行き先 鳥取方面（鹿野城跡公園他） 

 ●講 師 吉岡武雄さん（アーボリック診療所・樹木医） 

 ●参加費 昼食費実費（1,000円～1500円） 

 ●持ち物 飲み物、帽子、動きやすい服装 

 ●明倫地区募集定員 5名 

 ●〆 切 3／25○月  

 

 

2019年３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」福井陽子さん作品 

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！！ 

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 
 

 ■№427平成 31年 3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 

明倫公民館からのお知らせ  

明倫公民館主催 

  公民館利用についての説明会とＡＥＤ救命講習会及び公民館清掃 

地域の皆さまには、明倫公民館をいつもご利用、ご活用いただきありがとうございます。 

  新年度を迎えるに当たり、公民館利用団体・サークルの皆さまを対象に団体登録や減免申請についての説明

とＡＥＤ講習会、春の館内一斉清掃を実施しますので、ご協力をお願いします。 
 

   ●日時 ４月３日（水）10：00～11：40  ●場所 明倫公民館 

・10：00～ 公民館利用説明会及び利用団体登録、減免申請手続き 

・10：10～ ＡＥＤ講習会 

・11：10～ 公民館内一斉清掃  

※後日各団体の代表者の方へ案内文章をお渡しします。 問合せ：明倫公民館 22-0642（平日 9:00～17:00） 

ご不便をおかけしますが、 

ご理解の程よろしくお願いします。 

開催♪   明倫軽音楽部 

めいおん門出ライブ 2019 

 

場 所 明倫公民館・大会議室 

時 間 13：30～15：00 

出 演 めいおん 8期生、9期生 

※メンバー 明倫、小鴨、上小鴨小、西中の小5～中2生 

ゲスト せきおん（関金公民館軽音楽部）（予定） 

 

今年度めいおん講座（全 6回・第 9期生）が 3月 3

日最終日を迎えます。練習の成果と小学 6年生の卒

業を祝う「門出ライブ」を開催します。ぜひお誘い

合っておいでいただき、熱い応援をお願いします。 

 

2019年 3月
日 月 火 水 木 金 土

24 25 26 27 28 1 2

なごもう会

13：00～

3 4 5 6 7 8 9
（主）めいおん♪⑥ ※分電盤工事 （主）洋食マナー講座 ※駐車場工事

9：00～11：00 （午前中） 11：00明倫公集合

自治公役員研修会

13：00～ 住民スポーツの日

20：00～（フットサル）

10 11 12 13 14 15 16
西中学校卒業式 ふれあい給食

8：00～
※駐車場工事予備日 なごもう会

13：00～

自治公館長会

19：00～

17 18 19 20 21 22 23
明倫小学校卒業式 明倫小・西中終了式

学校開放企画運営委員会 春分の日

19:30～

24 25 26 27 28 29 30
ふれあい給食 めいおん♪

8：00～ 門出ライブ13：30～

31
地区ウォーキング大会

8：30～

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 越中町 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。
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ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ 2 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年３月号 

２月１６日（土） 切り絵講座 

 ２月３日、17日 （日） めいおん講座 

明倫地区青少協/明倫地区いきいきプラン実行委員会 

倉吉市 4地区合同開催 

今回は桃の節句に合わせ「おひな様」の切り絵に挑戦しまし

た。細かいところに苦戦しつつも、かわいいおひな様が完成

しました。 

講座が終わってからも、門出ライブ

に向けての練習に励んでいます。 

平成 31年 明倫地区自治公民館協議会行事予定 

 

住みやすい、いきいきとした町づくりを目指し、今年も様々な事業を計画しています。 

よりよい地域活動になるように、みなさんのご協力をお願いいたします。 
 

 

＜総務部＞  

役員研修会 3月 3日（日）13：00～ 

場所：明倫公民館 

テーマ：「いつまでも健康でいきいきと暮らし続けるために」 

講師：倉吉市保健センター 

 

＜社会部＞  

敬老会 ５月２6日（日）まちかどステーション 

  町内人権学習会 ７月～9月各町 

  ※共催／明倫地区人権学習推進協議会 

同和教育推進員協議会・明倫公民館  

 

＜文化部＞  

生活文化展 10月 26日（土）・27日（日） 

 

＜体育部＞  

ウォーキング大会 3月 31日（日） 

運動会 5月１2日（日） 

ソフトボール大会  6月 23日（日）  

ソフトバレーボール大会 9月 29日（日） 

グラウンドゴルフ大会 10月２7日（日）             

※日程は変更される場合もあります。   

※各事業の詳細は随時、担当部を通じてお伝えします。 

            

＜厚生部＞  

生活排水溝の清掃 

4月 14日（日） Aグループ 

福吉町・旭田町・金森町・福吉町２丁目・八幡町 

鍛冶町 2丁目・河原町・余戸谷町・みどり町 

4月 21日（日） Bグループ 

瀬崎町・東岩倉町・西岩倉町・鍛冶町 1丁目 

越中町・越殿町・広瀬町 

玉川・鉢屋川清掃 7月 7日（日） 

  倉吉市全市一斉清掃 10月 14日（日）（※予定） 

 

＜交通部＞  

春の全国交通安全運動：5月 11日～20日 

  夏の交通安全県民運動：7月 11日～20日 

  秋の全国交通安全運動：9月 21日～30日 

  年末交通安全県民運動：12月 12日～21日 

 

＜防災部＞  

防災研修 6月 9日（日）（体験型研修会） 

  実技研修 9月 8日（日）（応急処置法） 

河原町 

  「春の地蔵祭」のご案内 

●日 時 3月１7日（日）9：30～ 

●場 所 河原町東地蔵 (下の地蔵さん)周辺 

    内 容 ふれあい市（野菜、果物、切り花等の販売） 

        きな粉餅 10：30～（振舞い先着 100名） 

       

春の訪れを皆さんと楽しみましょう！ 

ご家族そろって、お越しください。 

 
主催／河原町の文化を守る会 
問合先／会長 馬田武男（22-3531）  

２月１６日、１７日 親子スキー教室 ～大山～ 
２月７日（木） 明倫小学校入学前説明会 

～みんなで子どもの成長を支えるために～ 

   
    平成 31年度明倫地区自治公民館協議会 

     各部会長を紹介します。（敬称略） 
 

 ●総務部長会長 前田龍一（福吉町 2） 

 ●社会部長会長 山本 巧（余戸谷町） 

●文化部長会長 長谷川和志（みどり町） 

●厚生部長会長 池本義雄（東岩倉町） 

●交通部長会長 山田儀雄（福吉町 2） 

●体育部長会長 今西則彦（越殿町） 

●防災部長会長 上田敏博（福吉町 2） 

1年間お世話になります。 

  明倫地区ウォーキング大会 

（自治公体育部） 
※共催：福吉児童センター 

 

開 会 8：30～  

集 合 福吉児童センター（福吉町 2） 

ふるってご参加下さい。 

 

※詳細・参加申し込みは 

後日体育部長さんを通じてお知らせします。 

保護者の方へ向けた

「子育てプログラム」

の場面で「入学式では

顔見知り！」を目的に

ファシリテータのお

手伝いをしました。 

倉吉市 4地区合同開催、明倫地区から 35名の参加がありました。 

よろしく 
お願いします 

河原町の文化を守る会とは・・・ 

河原町の文化や伝統を守り、継承すると共に住民との交流・

親睦を深めるために、有志で活動しています。 

「地蔵ふれあい市」「地蔵さんの清掃」などをしています。河

原町の歴史・町史づくりをすることも目的にし、河原町に賑わ

いと活気を取戻したい町民たちが集まって活動しています。 
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