
  

                                            
                                                                                              

2019 年 2 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」田中千英子さん作品 

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 
 

 ■№426平成 31年 2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 

■明倫公民館では環境活動の一環で 

リサイクル活動を行なっています。 

いつも回収にご協力ありがとうございます。 

・小型家電回収⇒自転車置き場に回収ボックス設置⇒ 

・使用済み天ぷら油の食用廃油 

⇒建物向かって右側外（調理室横） 

明倫公民館からのお知らせ  

明倫公民館主催 

 季節を感じる「切り絵」第２弾 

今回は「おひな様」の切り絵作ります。はじめての方

でも大丈夫です。桃の節句におひな様の切り絵を飾り

ませんか？ 
 

 2月 16日（土） 9：30～11：30  

●場 所 明倫公民館 

●講 師 米田美保さん 

●募集人数 10 名程度  

●参加費 3００円 

●対 象 地区住民の方 

●〆 切 2 月 8 日（金） 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

 

ありがとうございます 

越中町の太田勝美さんより今

年も干支の銅板を寄贈してい

ただきました。公民館玄関を

入った所に飾っていますので

ご来館の時にご覧下さい。 

出来上がりサイズ 

色紙サイズ 

   倉吉市女性連絡会・研修交流会 

 

 3月 1日(金) 10：00～13：00  

 

■場 所 倉吉交流プラザ（倉吉市立図書館２階） 

■内 容 子ども食堂について 

    ①子ども食堂の取組みの現状と背景にある子

どもをめぐる問題について 他 

■参加者 女性連絡会会員及び参加希望の方 

■定 員 各地区 3 名程度  

■参加費 昼食代 500 円（ほっとここのお弁当） 

 

申し込み 明倫公民館  

22-0642（9：00～17：00） 

明倫公民館主催 

  教養力アップ！ 洋食マナー講座 
 

レストランの食事やパーティーでの食事では欠かせない「洋食マナー」 

「いざ」という時に失敗しない洋食のマナーについて、ざっくばらんに教えていただきます。 
 

■場 所 倉吉シティホテル３階（倉吉市山根） 

■時 間 11：30～12：30  

■集 合 11：00 明倫公民館 

（会場へはバスで移動します） 

■講 師 松田啓一さん（倉吉シティホテル・総支配人） 

■参加費 3500 円（食事代） 

 

■定 員 １5 名程度  

■申込み 明倫公民館 22-0642 

■〆 切 2 月 28 日（木） 

お気軽に 

ご参加下さい 

2019年 2月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2

なごもう会
13：00～
総務部長会
19：00～

3 4 5 6 7 8 9
(主)めいおん♪④
9：00～11：00

体育部長会 厚生部長会 交通部長会

19：00～ 19：00～ 19：00～

10 11 12 13 14 15 16
ふれあい給食 （主）切り絵講座
8：00～ 9：30～

自治公館長会 なごもう会 親子スキー教室
18：30～ 13：00～ １日目

館長・部長会懇談会 住民スポーツの日

19：00～ 20：00～（バレー）

17 18 19 20 21 22 23
(主)めいおん♪⑤
9：00～11：00

親子スキー教室
２日目

学校開放企画運営委員会

19:30～

24 25 26 27 28 1 2
ふれあい給食

8：00～

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 西岩倉町 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。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548835613/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAxL2Jsb2ctcG9zdF85MzE4Lmh0bWw-/RS=^ADB05P1yJXtW_wYBnhxzdvrQg9OpFA-;_ylt=A2RivdCcCVBcxFYAdwOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1548896672/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tvbWFlLWtvc29kYXRlLm5ldC9hcnRpY2xlLzIwMTgwNDA5MDAwODAv/RS=^ADB7g1ElypJz_5B2BwstwUzMquFUM4-;_ylt=A2RimV8g.FBcBEYAnymU3uV7


    
                                                                                                                                                                                     

ピックア ップめいりん＜ 1 2 ・ 1 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 2019 年 2 月号 

1/12・19・26 （土） スポーツ教室  1/13・20・27 （日） めいおん講座 

 1/25（金） 和食マナー講座 

ファミリーバドミントン 

     主催/明倫地区自治公民館協議会 

 役員研修会 
 

日時 3 月3 日（日） 

時間１３：００～１６：００  

場所 明倫公民館 

対象 各町役員、地域住民の方 

◆詳細・申込みは各町の総務部長さんまで 
 

<自治公事務局>明倫公民館内 

２２－０６４２（平日 9：00～17：00） 

親子でファミリーバドミントンを楽しみました。元気いっぱ

い！笑顔いっぱい！のスポーツ教室でした。 

たくさんのご参加ありがとうございました。 

今年度 9 期生となる「めいおん講座」が始まりました。今年は

小鴨、上小鴨小学校からの参加もあり、１２名の受講生の皆さ

んが講師さんの丁寧な指導を受けながら希望する楽器の練習に

励んでいます。   
明倫公民館歴史講座「ひまみてブラリ」平成 30年度の講座が終了しました。 

 

今年度は明倫、及び倉吉の産業の歴史を中心に学びました。振返りの会でのワークショップでは

「思い出の音・明倫の音」をキーワードに話し合い、昔と今の明倫に響く音がたくさん集まりましたので、

紹介します。 

振 返 り 
 

① ○ひっぱりだこの「稲扱千刃」・・・画期的な発明で大きく作業の効率をアップ、倉吉の産業発展に貢献した。 

② ○まるで魔法の農具「太一車」・・・再利用できる技術の工夫や安価で提供し、広く長く喜ばれる道具を開発。 

③ ○見事な技が光る「刀鍛治」・・・・特に刀鍛治職人やその町の成り立ち、今も残る鍛治にまつわるアレコレ。 

④ 特別講座「安来和鋼博物館」・・「たたら製鉄」の歴史と技術、発展した地形や文化を学び、実物に触れた。 

⑤ ○手作業を極めた「倉吉絣」・・まるで絵を描くように織られた倉吉絣の高い技術と盛衰、現在の活動を学習。 

⑥ 振返りと交流会・・・・・・「先人達が生み出した産業ともたらしたもの」を再確認し、茶果を囲んで交流。 

 

思い出の音・明倫の音♪ 
 
鍛冶屋の音・お寺の鐘の音・川で泳ぐ水の音や声・豆腐屋さんの朝仕事の音・学校の始業の鐘の音・倉吉線の

汽笛や蒸気の音・馬車の走る音や馬のいななき・餅屋が餅をつく音・紙芝居の拍子木の音・火の用心の音・ア

イスキャンディ屋さんの呼び鈴・焼き芋屋さんの呼び声・川の流れの音・静かな夜に降る雪の音朝の鶏の声・

夕方の犬の遠吠え・赤ちゃんの泣き声・縁台で将棋を挿す音・大工さんの作業の音・青竹屋の声・魚や野菜の

行商の合図・救急車のサイレン・防災放送・地蔵祭りの子どもの声の移り変わり・・・など 

「音」でなつかしい風景や場面を思い出しませんか？ 

日本料理「飛鳥」 

日々、地域のパイプ役として様々な活動をしていただいています。一年間お世話になります 

みどり町 

山田大樹 

東岩倉町 

鷲見寿久 

福吉町 

米舛隆生（会長） 

西岩倉町 

田村幹夫（副会長） 

瀬崎町 

政次康仁 

金森町 

井中日出子 

八幡町 

渡邉法子 

余戸谷町 

小椋博志 

鍛冶町 1 

広吉宗一 

福吉町 2 

大川美一 

旭田町 

坂本福朗（副会長） 

越中町 

椿 一朗 

鍛冶町 2 

福井房好 

越殿町 

田中淑朗（会計） 

広瀬町 

松井 實 河原町 

松島博隆 

（敬称略） 

☆明倫公民館も地域づくりの両輪として自治公民館と協力しながらいろんな事業に取り組んで行きます。 

３名の新しい館長を迎え、さらにパワーアップして新年度がスタートしました。 

明倫地区のみなさんが住み良い地域、楽しく暮らせる地域として「一致団結」でやっていき

たいと思います。みなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

～明倫地区自治公民館協議会長～ 

平成３１年明倫地区の各町の自治公民館長さんを紹介します 

１回目より３回目

が上手くなったよ 

～感想より～ 

日本料理の歴史や料理の名前の由来な

ど日本料理の豆知識を交えながら作法

を学びました。 
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