
                                 
                                                                                                        
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  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/ 

2017年 8月号 

（事務所）9：00-17：00 

公民館だより 
 

 
■№40８平成 29年 8月号・明倫公民館発行 

 

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。 

日時 ９月２日（土）  

 ※雨天順延 ３日（日） 

会場 明倫体育館跡地(鍛冶町 1) 

    （人権文化センター横）

 
地域で考える防災時の備え  

～災害への備え～ 

非常持ち出し品を準備しよう 

大きな災害が起きると、電器や水道、ガスなどが使用

できなくなる場合や避難所の生活を余儀なくされる

場合があります。また、救助や救援物資の到着までに

時間がかかるので、最低限必要なものは、各自で予め

準備しておきましよう。 

日本赤十字社・防災啓発プログラム冊子より 

〈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） 

〈タイムテーブル〉 

16：00～ 子どもスタンプラリー スタート 

17：00～ オープニングセレモニー 

 

17：15～ ステージ発表  

  ★特別ゲスト シャンソン歌手 柳井沙羅さん 

   地区内各施設、サークル 

   明倫小学校 3年生「ニコニコめいりん音頭」 

19：15～ 輪踊り 

19：30～ 大抽選会（空くじなし）  

 

○日時 ①９月１５日（金）9：00～11：00 

    ②９月１６日（土）9：00～11：30 

  ※①、②または両日ご参加いただけます。 

○場所 明倫公民館 

○材料費 300円（お菓子代含む）  

※材料は主催者側で準備します。 

 ※お花等のアクセサリーまたは 

ストラップを作ります。 

 ※公民館に見本があります。 

○〆切 ９月１２日（火） 

～親子参加大歓迎！！～ 

大人から子どもまで楽しめる、今大人気のプラ

バンアクセサリーづくり！！オリジナルのア

クセサリーを作ってみませんか♪ 

明倫公民館主催 

明倫地区振興協議会主催 

第3１回  

※詳しくは後日配布のチラシをご覧下さい         明倫公民館研究指定事業 

明倫歴史講座「ひまみてブラリ明倫紀行②」 

昨年に続き、明倫歴史講座を開催します。今年のテーマは防

災の視点から明倫地区の歴史を学ぶ(6回講座)です。先人たち

の知恵がどのようにまちづくりに活かされているかを学びま

す。 

１．○ひ被災の歴史 ※開講式 9/7(木)   

２．○ま町屋と公共建築 10/5(木) 

３．特別講座現地視察＜鹿野町＞11月 日時未定 

４． ○み見て、聞いて、調べる地名の由来 12/7(木) 

５．○て寺と神社パート２ 1/12(金) 

６． 振返り(グループワーク) ※閉講式 9/7(木)   

・受講時間は 9：30～11：30 ③特別講座・視察は未定 
・講 師：眞田廣幸さん（倉吉文化財協会） 

・定 員：20名  

・申込み：8月 20日まで、明倫公民館２２－０６４２へ 

    ※どなたでも受講できますが③特別講座・現地視察

のみの受講はできません。 

    ※受講日は変更になる場合があります。 

受講費：無料  ※③特別講座・視察に関しては実費要 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

 みんな来てね～ 

□懐中電灯 □携帯ラジオ □常備薬・持病薬など

□電池 □ペットボトル飲料 □非常用食品 

□ 万 能 ナ イ フ  □ 筆 記 用 具  □ 現 金 

□トイレットペーパー □ウエットティッシュ 

□タオル □笛 □ポリ袋 □スリッパ  

日頃から準備しておくものは何だろう？ 

⇒自分に必要なものの優先順位を考えましよう！ 

非常品持ち出しリスト（一次持ち出し品）の参考例 

2017年 8月
日 月 火 水 木 金 土

30 31 1 2 3 4 5

ふれあい給食

8：00～ 打吹まつり

自治公部長会長会 万灯準備13：00～ なごもう会 山車巡行
19：00～ 明倫公民館 13:30～ 13:30集合

めいりん祭実行委員会 厚生部長会19：00～ 仲倉商店北
19：30～ 交通部長会19：00～

6 7 8 9 10 11 12

山の日

万灯づくり10：00～11：00 西中・鴨中校区女性連絡会

人権文化センター 9：40明倫公民館出発

体育部長会19：00～ 社会部長会19：00～

0 防災部長会19：30～ 文化部長会19：30～ 自治公館長会19：00～ 総務部長会19：00～

13 14 15 16 17 18 19

なごもう会
13:30～

20 21 22 23 24 25 26

主催）鳥大へ行こう！ ふれあい給食

9：00明倫公民館出発 8：00～

めいりん祭実行委員会 河原町地蔵盆祭り

19：30～

27 28 29 30 31 1 2

明倫小学校始業式 西中学校始業式

3 万灯づくり13：00～ 　

明倫公民館

の行事予定

明倫公民館・事務室閉室

～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： 福吉町 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。

サマースタディｉｎ社公民館

明倫公民館管理委員会から事務所閉鎖のお知らせ

●１４日、１５日、終日、事務所を閉めます。

各部屋の利用はできますので、利用される団体の方は

１０日に鍵を受け取りにおいでください。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501123444/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTgxMC5wbmc-/RS=^ADBW0fyJkHI.y0t0A1ImQsTrKlHmas-;_ylt=A2RivQL0AXhZihcAohWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501295966/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9raXNldHUvaXZlbnQvYm91c2FpL3NvemFpLzUwMS5qcGc-/RS=^ADBK5yERdok0KDrxCAfHtQVDPA3UI4-;_ylt=A2RCCzLdo3pZ9DwASg2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501301530/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMjcyLnBuZw--/RS=^ADBv6cwUcPZdUOnQmgHrXFZZBddesw-;_ylt=A2RimVyauXpZiWQA0UaU3uV7


                                                                                                                                                                                 
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 

めいりんメモリアル＜７月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

ゆかた着付け講習会 ７月８日（土） 

人推協・同推協合同視察研修会  

７月１４日（金） 

2017年８月号 

福祉協力員・民生委員合同研修会 ７月 6日（木） 

 

 

 

妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さん

の健康を維持するためにとても大切な時期です。しか

し、外見からは見分けがつかないため、妊婦さんには

さまざまな苦労があります。 

「マタニティマーク」は妊産婦さんが交通機関等を

利用する際に身につけ、周囲に妊産婦であることを示

しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食

店、その他の公共機関等が妊産婦さんにやさしい環境

作りを推進するものです。 

地域の皆で、赤ちゃんとお母さん 

にとってよりよい環境を作って 

いきましょう。 

倉吉保健センターより 

 

地域の事業に参加しよう！ 

  「めいりん万灯」をつくろう！ 

子ども達と一緒に、めいりん万灯を作りましょう。 

出来上がった万灯はめいりん祭の会場で展示します。 

どうぞお誘い合わせてご参加ください。 

 

★日時 ８月８日（火）10：00～ 

★場所 人権文化センター（鍛冶町１丁目） 

★参加費 無料 

★対象 地域住民・小学生 

※当日、会場においでください。 

 

 河原町地蔵盆祭のご案内 

 ８月 23日(水) 花火打上げ 8：00～ 

毎年、多くの方々にお参りいただいています。 

夏の終わりを告げる打ち上げ花火をはじめ、ライ

ブ・夜店など楽しさいっぱいです。 

 どうぞ、皆さまお出かけください。 

 

河原町地蔵祭実行委員長 

   早川忠良（℡ ２３－５６６３） 

  ～主催／河原町地蔵祭実行委員会～ 

＊明倫地区振興協議会は花火大会を共催しています。 

 

 

 

 

～西岩倉・東岩倉町・越中町・鍛冶町周辺・河原町～ 

 

今年も「わいわい淀屋」が開催されます。カフェ、

手作り雑貨などの出店や作品展示、ワークショップ

などいろんな形での出展者を募集します。 

 

※どなたでも出店出来ます。 

※空き家、空きスペースは実行委員会事務局で 

手配も出来ます。 

（問い合わせ・申込み先/わいわい淀屋実行委員会） 

 西岩倉町・山陰民具 田村幹夫 

TEL・FAX 0858-22-2317 

申込み〆切 ８月末 

☆わいわい淀屋は 10月～11月頃開催予定。（日程調整中） 

 

明倫地区･町内人権学習会が始まっています  各町の学習会にご参加下さい 
◎２９年度テーマ 「ひとり一人の人権を大切にするまちづくり」 

～お知らせ～ 

８月１日～余戸谷町の石賀さんの竹細工作

品を展示します。２週間ごとに作品を入れ

替えての展示となりますので、皆さんぜひ

ご覧下さい。 

 

※昨年の様子 

全国に先がけて行な

った急傾斜地崩壊防

止対策事業等の取り

組みについ視察研修

しました。 

「部落差別の現実

に学ぶ」という原則

を改めて認識しま

した。 

～参加者感想より～ 

地元の講師の先生に習いながら自分で着付けをしました。

これで今年のお祭りは家族揃って浴衣でお出かけ！！ 

市社協と明倫・小鴨地

域包括センターの職

員の方を迎え、福祉協

力員の見守り活動に

ついての研修を行な

いました。 

困ったことがあった

ら一人で悩まず、福祉

協力員さんにも相談

してみましょう 

福吉町 （ 水 ） 19:00 福吉町自治公民館
地震を体験し、共に生きる地域を目指して

～自分らしく生きるということ～

福吉町２ （ 日 ） 10:00 はばたき人権文化センター
「発達障がいのある子への理解」

（一人ひとりの人権を大切にするまちづくり）

旭田町 （ 金 ） 19:00 旭田町自治公民館 ｢障がいの理解」

金森町 （ 土 ） 19:00 金森町自治公民館 災害、防災について考えよう

瀬崎町 （ 火 ） 19:30 瀬崎町自治公民館 男女共同参画に関する事（男女共同参画って何？）

東岩倉町 （ 木 ） 19:30 倉吉淀屋 宗教からみた人権

西岩倉町 （ 月 ） 19:00 吉祥院　 誰もが住みやすいまちづくりをめざして

越中町 （ 土 ） 19:00 越中町公民館 手を繋ぎ合って人を尊重する

越殿町 （ 土 ） 15:00 越殿町自治公民館 災害時の対応はどうだったか

広瀬町① （ 土 ） 19:00 広瀬町自治公民館 介護実習について

広瀬町② （ 日 ） 14:00 広瀬町自治公民館 介護実習について

鍛冶町１ （ 金 ） 19:00 鍛冶町１丁目自治公民館 認知症について知ろう

鍛冶町２ （ 金 ） 19:00 鍛冶町2丁目公民館 認知症への対応の仕方

河原町 （ 水 ） 19:00 河原町自治公民館 高齢者が増える中での行事の取り組みについて

余戸谷町 （ 日 ） 14:00 余戸谷町自治公民館 高齢者の人権を守るために

八幡町 （ 土 ） 19:00 八幡町自治公民館 災害から見えてくるもの

みどり町 （ 金 ） 19:00 みどり町自治公民館 「男女共同参画ってどんなこと」

９月１０日

９月３０日

９月８日

９月３０日

７月２９日

９月１０日

９月２９日

９月８日

９月２０日

10月6日

９月９日

１０月１７日

７月１３日

８月２１日

９月１６日

９月６日

７月２３日

町名 開催日 開始時間 会　場 サブテーマ
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