
                                          
                                                                                                 

2018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。 
字手紙サークル 

「美鈴会」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！！ 

          明倫公民館研究指定事業    ひまみてブラリ明倫紀行 Ver.3    
 

 

 

 

 

 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

④ １１月１９日（月） 9：00～14：00 

       明倫公民館主催    
    お正月を飾ろう【スタンド・フレーム飾り】 

           布花・アートフラワー 
 和モダンのおしゃれなお正月飾りを作ります。玄関に、

リビングに、ステキな空間を作りませんか？ 
 

●場 所 明倫公民館  

●時 間 昼の部 13：00～14：30  
      夜の部 19：00～20：30 

●内 容 布花アレンジメント 

   サイズ 約 16㎝×16 ㎝  

●講 師 藤戸命子さん（ぱんだすみれ）  

●参加費 2,500円 

※申込み時にスタンドの色・白か黒を選択していただきます。 

●持 参  針金が切れるハサミ 

●〆切 10月 12日（金） 

申込み 明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

明倫公民館の利用（貸館）のご案内  

会議室、和室、調理実習室などを利用できます。 

詳細は、明倫公民館へお問合せ下さい。22-0642 

貸し館利用時間 通年 9：00～22：00 

事務所開館時間 平日 9：00～17：00 

 

●利用料金 

 地区住民の方は減免の措置があります。ご相談下さい。 

●利用の際ご注意下さい。 

 ※利用後は、清掃をして日誌の記入をお願いします。 

  みんなの公民館です。利用後は必ず清掃をして、次の方が 

気持ちよく使えるようご協力ください。 

          明倫公民館主催 

  はじめての 「切り絵」講座 
 

オリジナルの下絵をベースに色紙サイズの切り絵を作っていき

ます。丁寧な指導ではじめての方も大丈夫！ 

お家に飾れるステキな作品を作りませんか？ 
 

１０月 13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 ２００円 

●対 象 地区住民の方 

●〆 切 １０月５日（金） 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

 

図案は来年の干支と花から選ん

でいただきます。 

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 
 

 ■№42２平成 30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 

 

 

10 月28 日（土）9：30～16：00   

29 日（日）9：30～15：00 

会場 明倫公民館  （自治公文化部） 

 
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 

明倫公民館、主催講座（9/15）で作った 

「曲げわっぱ」作品を生活文化展で展示します。 

10/22（月）までに明倫公民館へお持ち下さい。 

★お願い★ 

特別講座・現地研修（バスで行きます） 

●対 象 登録学級生 ●定員 25名  

●集 合・出発 9：00（明倫公民館） 

●行 先 和鋼博物館（島根県安来市） 

●参加費 入館料 300円と昼食代（実費） 

イメージ 

          明倫公民館研究指定事業 
公民館まつり・舞台発表  

「新・明倫音頭」をおどろー！ 

 

 

 

 

日にち １２月８日（土） 午後 

今年の舞台発表は、円形校舎から現在の校舎に移ったときに作

られた「新・明倫音頭」を 40年ぶりに再び踊りましょう！！ 

詳細は別途配布の募集チラシご覧下さい。 

2018年 10月
日 月 火 水 木 金 土

30 1 2 3 4 5 6
(主)めいりん歴史講座③

9：30～
なごもう会
13：00～

7 8 9 10 11 12 13
市民体育大会 （共）金比羅灯篭めぐり ふれあい給食 （主）切り絵講座9：30～

8：00～
6年生親子思い出体験事業

自治公館長会19：00～

14 15 16 17 18 19 20
八幡神社神輿巡行

全市一斉清掃 明倫小学校音楽会

6年生親子思い出体験事業 なごもう会 12：30～
13：00～

文化部長会19：30～ 学校開放企画運営委員会 住民スポーツの日20：00～

19:30～ （ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

21 22 23 24 25 26 27

（主）アートフラワー ふれあい給食 明倫地区生活文化展

昼の部　13：30～ 8：00～ 9：30～16：00

夜の部　19：00～ 4地区スタンプラリー

28 29 30 31 1 2 3
グランドンゴルフ大会9：00

明倫地区生活文化展

9：30～15：00

4地区スタンプラリー

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 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。

☆公民館業者清掃のお知らせ☆

１０月２９日（月）と３０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。

業者清掃・公民館利用不可

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538116195/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEyLzA1L2Jsb2ctcG9zdF8yOS5odG1s/RS=^ADBczrthY8SftkA4bhiFCGQO7aKdYY-;_ylt=A2Rivb_ieKxb2nEA9Q.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


   
                                                                                                                                                                                     

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ ９ 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 2018年 10月号 

 

 9/6（木） めいりん歴史講座ひまみてブラリ 

9/15（土） 曲げわっぱ弁当箱づくり 

 9/2 （日）  第 32回 めいりん祭  

天川講師から木が曲

がる不思議を学び、実

際に体験しました。 

今年で 32回となる「めいりん祭」が盛大に開催されました。 

鳥取看護大学による「まちの保健室」が開催

されました。看護大学実習生さんたちの笑顔

に迎えられ、サークル活動の合間に健康チェ

ックを受けました。 

明倫小学校音楽会 

12：30～（明倫小学校体育館） 

  明倫地区スタンプラリー開催！！ 

明倫地区文化展と明倫小学校音楽会のスタンプ 2個で 

おせんべいプレゼント 

 

 

 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 

 
 

  人推協・同推協合同視察研修会 

●日 時 １１月７日   9：30-11：30 

           9:２０ 希望の家・玄関前集合  

●行き先 社会福祉法人 希望の家（障害者支援施設） 

     倉吉市みどり町 

 ●内 容 利用者活動状況についての説明 

及び現地研修 

●日 程 9：20 希望の家 玄関前 集合・受付 

9：30 研修 

     11：30 終了・現地解散  

●対 象 どなたでも参加出来ます。 

●定 員 20名程度  ●参加費 無し 

参加申込み先 

人推・同推協事務局 明倫公民館内 22-0642（9：00-17：00） 
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） 

【倉吉淀屋開館 10周年記念イベント】 
倉 吉 淀 屋  秋 を 楽 し む 

 

倉吉淀屋開館 10周年を記念し、「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。 
 

◇仕謡・謡曲、謡の話「宝生流」「喜多流」 

 10月 7日（日）13：30～14：30 

◇邦楽演奏会「柳川社中」 

10月 14日（日）14：00～ 

◇生け花展 「遊花」 

10月 21日（土）～31日（火） 

◇倉吉絣展示会 「倉吉絣保存会」 

１0月 26日（金）～30日（火）  

◇棉から綿へ「糸紡ぎ体験」 

１１月３日（土）10：00～15：00（わいわい淀屋） 

 江戸時代、木綿問屋としても栄えた倉吉淀屋で綿に触

れたり、綿を紡ぐ体験を一緒に楽しみましょう。 

【お問い合わせ】  

倉吉市教育委員会文化財課 ℡：0858-22-4419 

        倉吉淀屋 ℡：0858-23-0165 

 

□10月 14日（日）八幡神社神輿巡行  

□10月 8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 14日（日）倉吉市全市一斉清掃 

□10月 27（土）日～28日（日）明倫地区生活文化展 

□11月 3日（土・祝）わいわい淀屋 地区内 

 9/25（火） めいりんまちの保健室 

9/22（土） 明倫小 3年.5年親子会ナイトウォーク 

水性の接着剤でふ

た板や底板を付け、

紙やすりで磨いて

完成です。 

地域住民の方と親子会総勢 120名の参加があり、班ごとにクイ

ズラリーをしながら「夜の明倫」を歩きました。 

完歩後は、豚汁を会食しました。 
Q円形校舎の直径は？ 

倉吉博物館より関本明子講師

を迎え倉吉市出身の中井太一

郎が発明した「太一車」につい

て学びました。 水 
「太一車」の発明によ

り、稲作でもっとも過

酷な労働であった水

田の除草作業から解

放されました。 

一定期間お引取りの無い物については 

処分させていただきますのでご了承下さい。 

       忘れ物・落し物のお知らせ 
 

公民館を利用された際の忘れ物（帽子、タオル、ハンカ

チ等）を預かっています。お心当たりの方は公民館まで

お問合せ下さい。（22-0642 平日 9：00-17：00） 

※その他めいりん祭会場の落し物 自転車の鍵を預かっています。 

          （ミニオンのキーホルダーがついています。） 
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