
明倫公民館主催講座 

はじめて  の方でも気軽に作れる  

お菓子教室 ～パウンドケーキ～ 
 

作って楽しい❤食べて嬉しい❤ 

お菓子つくりを身近に楽しみませんか♪ 

 

日にち 9 月 18 日（水）10：00～12：00 
 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 松田由美子さん（鍛冶町 1） 

●参加費 300円（材料費） 

●持ち物 エプロン、三角巾 

●募集人数 先着 10名 （定員になり次第〆切） 
   

申し込み⇒明倫公民館 22-0642（平日 9:00-17：00） 

日にち 9 月 18 日（水）10：00～12：00 

                                         
   
                                                                                              

2019年 8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」 

米原孝子さん作品 

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 
 

 ■№432 令和元年 8 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 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。 

＜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～ 

明倫地区振興協議会主催 

第３３回 

日時 8 月 31 日（土）  

    ※雨天順延 9/1日（日） 

会場 明倫体育館跡地(鍛冶町 1) 
    （人権文化センター横）

めいりん祭実行委員会事務局・明倫公民館内 

２２－０６４２（9：00～17：00） 

〈タイムテーブル〉 

16：00～ 模擬店・子どもコーナー スタート  

16：30～ オープニング 開催式 

17：05～ ステージ発表  

   ★ゲスト Ｍ＆Ｎ 

    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」 

18：50～ 輪踊り 

19：00～ 大抽選会（空くじなし）  

※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          
   ひまみてブラリ明倫紀行 

      Ver.4 が始まります（全６回） 

今年のテーマは「まるっと、打吹山」 

「打吹山」を徹底解剖！ 

自然・歴史・文化など様々な視点から学習します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

※別途配布の受講生募集チラシをご覧下さい。 

 

① 9 月 12 日（木）9：30～11：30 

○ひ  表情豊かな 「打吹山の自然」※開講式 

●講師 田村昭夫さん（鳥取県昆虫同好会会長） 

●集合 長谷寺西口階段前 

5月末 6月末 増減 昨年6月末 1年前の増減

世帯数 1,795 1,796 1 1,786 10

人口総数 3,595 3,595 0 3,621 ▲ 26

男　性 1,630 1,632 2 1,645 ▲ 13

女　性 1,965 1,963 ▲ 2 1,976 ▲ 13

０～１４歳 358 357 ▲ 1 356 1

15～６４歳 1,798 1,798 0 1,834 ▲ 36

６５歳以上 1,439 1,440 1 1,431 9

手作り作品 
展示のご案内 

政次一美さん（瀬崎町）のかわいい手作り作品（カバン、ぬいぐるみ、パッチワークキルト等） 

●場所 倉吉市福祉センター（福吉町） ●期間 8/1～8/29 

※めいりん祭 PR 動画が 8/5頃～8月末まで放映されます。 

  倉吉市役所ホームページより 

ご覧になれます。 

2019年 8月
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

打吹祭・山車
15：30集合

め祭実行委員会１ 大正町ﾏﾙｹﾝ横
19：00～

4 5 6 7 8 9 10
万灯づくり9：30

（中央児童館）

体育部長会19：00 住民スポーツの日 文化部長会19：00 社会部長会19：00 自治公館長会19：00

交通部長会19：00 20：00～（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 厚生部長会19：00 防災部長会19：30 総務部長会19：00

11 12 13 14 15 16 17
(祝)山の日 振替休日

青少協
ボルダリング

事務所閉めます。 9：40明公集合

18 19 20 21 22 23 24

河原町地蔵祭り
め祭実行委員会２ 学校開放企画運営委員会 花火大会

19：00～ 19:30～

25 26 27 28 29 30 31

めいりん祭

万灯仕上げ13：30 (鍛冶町1丁目)

※雨天順延9/1

の行事予定

事務所閉鎖のお知らせ

●１３日、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

９日（金）に鍵を受け取りにおいでください。

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！！ 
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近年、どこの町内会でも青年層の参加減少が課題となっていま

す。そんな中で、町のために何か出来ないだろうか？もっと町を

盛り上げていけたらと、平成２５年に有志で福友会を立ち上げま

した。福友会とは、字の通り「福吉町友の会」です。町内の青

年層で賛同して頂ける方なら誰でも参加できます。最近では、20

代、30代の参加も増え、町の祭りである花宮祭り、地区運動会

等、活気ある活動を展開しています。6年目を迎える今回も地区

ソフトボール大会の後、公民館で世代を越えた交流と今後の活動 

を語り合いながら楽し

い時間を過ごしまし

た。大好きなこの町

で、仲間と共に地域を

盛り立て、助け合い頑

張っていきます。  

    
                                                                          

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ 7 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年 8月号 

7月 20日 （土） プラバンアクセサリー 

7月 17日 （水） 人権協・同推協合同視察研修会 7月 21日 （日） ゆかた着付け教室 

7月 24日 （水） おかげさま地蔵 ～陶芸～ 

お地蔵さんって癒される～～ 

余戸谷町出張講座 ～浴衣を着たい人！あつまれ~！～ 

〈余戸谷町自治公民館〉 

講座終了後は、浴衣を着て余戸谷町

の祭り「和霊祭」に参加しました。 

鳥取少年鑑別所 

    明倫公民館・地区振興協議会共催 

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 7 日（水）9：30～11：30 
 

★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。 

 

    ～主催／河原町地蔵祭実行委員会～   
   河原町地蔵盆祭のご案内 

 花火打上げ20：00～ 
 

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 

   松島博隆（090-8064-7666） 
  

＊明倫地区振興協議会は花火大会を共催しています。 

めいおん（明倫軽音楽部）ライブで出演！！ 
 

◆出演◆ Ｊelly☆Fish、Spring Try 

      ＲＡ2 berry、虹彩 

◆時間 19：00～20：00 

◆会場 河原町地蔵祭り特設ステージ（河原町バス停付近） 

    

       明倫公民館・明倫小３年親子会共催 

        地区スポーツ推進員/協力    
 

 

 
 

夜の明倫を明倫小学校３年生の子どもたちと一緒に歩きま

せんか？スタッフとしての参加でもＯＫです。 
 

 

●集合 明倫小学校 

●時間 19：00～20：00  

受付 18：30～19：00 

 
 

●内容 明倫地区内を班に分かれて、クイズラ

リーをしながらウォークします。  

●対象 地区住民    

●持参  飲み物、タオル懐中電灯、反射材 

●〆切 9月 6日 
 

申し込み⇒明倫公民館 22-0642（平日 9:00-17：00） 

ナイトウォーク 

夜の明倫を歩こう！ 

広瀬町出張講座〈広瀬町自治公民館〉 

福吉町 10:30 福吉町自治公民館 老人と若者の融和

福吉町２ 10:00 はばたき人権文化センター いま、おきている「サギ」の実態と対策

旭田町 18:30 旭田町自治公民館 消費者被害に合わないためには！

金森町 19:00 金森町自治公民館 介護保険制度について学ぶ

瀬崎町 14:00 瀬崎町自治公民館 災害時の助け合いの必要性

東岩倉町 19:30 倉吉淀屋 認めあって支えあって～ともに歩む自治会づくり～

西岩倉町 19:00 吉祥院檀信徒会館　金章閣 最も大切な人権「命」　-自助、共助-

越中町① 19:00 越中町公民館 町内人権学習会を町づくりにどう生かすか〈パート1〉

越中町② 19:00 越中町公民館 町内人権学習会を町づくりにどう生かすか〈パート2〉

越殿町 14:00 越殿町自治公民館 支え愛マップの作成

広瀬町 19:00 広瀬町自治公民館 認知症患者の人権問題について

鍛冶町１ 19:00 鍛冶町１丁目自治公民館
ネット社会で生じるいろいろな情報について

〈みんなで考えてみましょう　人とのつながり〉

鍛冶町２ 18:30 鍛冶町2丁目公民館 普通の物忘れと認知症による物忘れと終活について

河原町 19:00 河原町自治公民館
あいサポート運動を学ぶ

「障がいを知り、共に生きる」

余戸谷町 14:00 余戸谷町自治公民館 交通弱者の安全を守るために

八幡町 19:00 八幡町自治公民館
新しい部落史を学ぶ

～子ども達の歴史教科書では～

みどり町 19:00 みどり町自治公民館 部落問題から学ぶ町づくり

9月6日(金)

9月21日(土)

9月8日(日)

9月28日(土)

9月13日(金)

9月14日(土)

9月14日(土)

9月21日(土)

9月28日(土)

7月17日(水)

9月13日(金)

9月16日(月)

7月21日(日)

9月13日(金)

9月7日(土)

9月16日(月)

7月19日(金)

会　場 サブテーマ町 名 開催日 開始時間

明倫地区･町内人権学習会が始まりました。 各町の学習会にご参加下さい。 

◎令和元年度テーマ「ひとり一人の人権を大切にするまちづくり」 

わが 紹介 福吉町 

7 月 14 日 花宮祭りの様子 

鳥取少年鑑別所へ現地

視察研修に行きまし

た。所長より施設の理

念や現状、課題等の説

明をしていただいた

後、施設内を見学しま

した。よく理解できた

と共に地域社会に、よ

り知ってもらいたいと

いう努力を感じた。 

～参加者感想より～ 

プラスチックの板に

色やイラストを描き

思い思いのアクセサ

リーを作りました。 

八幡窯の小原さんにご

指導いただき、自分だけ

のお地蔵さんを作りま

した。 

昨年の様子 
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