
                                           
   
                                                                        

2020年 4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。 

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  
■№440令和 2年 4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 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。 

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 

※現在コロナウイルス感染拡大防止のため「開催未定」です。 

～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～ 

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！！ 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

倉光克子さん作品 明倫公民館ＨＰ 

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 

令和２年度 明倫公民館事業計画  

【基本方針】 

 住民とともに、持続可能な地域を目指し、魅力ある住みよい町づくりに役立つ支援を行う。 

【重点目標】 

 １ 公民館活動をはじめ、地域活動を広く知ってもらえる情報の発信を強化する。 

２ 住民と地域課題を共有し、共に考え、解決に向けた学習提供や活動の支援をする。 

３ 「次代のふるさと」を担う若い世代の地域コミュニティをつくっていく。 

４ 地域活動に参加・参画しやすくなる企画・運営・施設整備を行う。 

住民のみなさんの「学びたい」「知りたい」をサポート 

●各種講座や研修会を企画・開設しています。 
地域づくり、防犯、防災、人材育成、人権学習推進、青少年育成、健康づくり、スポーツ、 
レクリエーション、少子高齢化、男女共同参画、地域伝統文化や歴史の継承など 

●活動内容や学習成果を発表する場を設けています。 

地区公民館は交流の場 

●趣味のグループ、サークル、団体などの自主活動を行う際「集会の場」とし
て利用できます。 

●さらに、人と人とが集う「きっかけの場」にもなっています。 

いろいろな団体・機関・事業をコーディネート 

●人と人をつなぐお手伝いをしています。 

●施設や団体・機関と連携して社会教育活動を行っています。 

●文化祭、祭り、運動会等の事業の連携・支援をしています。 

 ① 
学び  

学習機会を 

提供する  ② 
つどう  

仲間づくり 

  ③ 
つなぐ  

コーディネート 

 

「明倫公民館」の

取り組みについて  

倉吉市には、小学校区に１つずつ 13の地区公民館が設置されて、

地域の特性を生かし３つの取り組みを行っています。 

明倫地区では明倫公民館がその役割を担っています。 

2020年 4月
日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
（自）体育部 （主）公民館 （主）切り絵講座

ウォーク大会 利用説明会・清掃 明倫小入学式 9：30～ 自治連総会14:00～

8：30～ 10：00～ 西中入学式 倉吉未来中心小ホール

(自)館長会 住民スポーツの日

19：00～20：00 20：00（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

12 13 14 15 16 17 18
生活排水溝清掃

（Ａグループ）

学校開放企画運営委員会

19:30～20：00

19 20 21 22 23 24 25
生活排水溝清掃

（Ｂグループ） 倉吉市公民館職員

研修会13：00～

※12：00～事務室閉室

26 27 28 29 30 1 2
昭和の日

の行事予定

事務所閉鎖のお知らせ

24日（金）12：00～

倉吉市公民館職員研修会のため事務所を

閉めます。

貸し館は通常通り出来ますので、ご利用の

団体の方は前日か当日の午前中に鍵を

受け取りにおいでください。

1月末 ２月末 増減 昨年２月末 1年前の増減

世帯数 1,771 1,769 ▲ 2 1,788 ▲ 19

人口総数 3,540 3,531 ▲ 9 3,605 ▲ 74

男　性 1,596 1,592 ▲ 4 1,632 ▲ 40

女　性 1,944 1,939 ▲ 5 1,973 ▲ 34

０～１４歳 348 345 ▲ 3 356 ▲ 11

15～６４歳 1,767 1,766 ▲ 1 1,812 ▲ 46

６５歳以上 1,425 1,420 ▲ 5 1,437 ▲ 17

http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
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明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2020年 4月号    
  

 ３月１8日 ６年生へ手形パッチワーク贈呈 

明倫公民館研究指定事業から地域づくり・地域連携事業へ 

明倫小学校 6年生のみなさんへ、健やかな成長を願い卒

業の記念に「メモリアルパッチワーク」を贈りました。 

  1年生のときは小さかっ

た手が、6年の歳月とと

もに大きくなりました。 

明倫公民館の「メモリアルパッチワーク」事業とは 
 

この事業は、明倫公民館の地域連携事業の一環で「家庭、

学校、地域が関わる物づくり」として平成 25年から行っ

ています。6年前明倫小学校に入学した時にとった「手形」

を保護者、地域のボランティアの方々がリレーで作業を行

いパッチワークにして、卒業時に新しい門出を記念して贈

るものです。 

   新型コロナウイルスの 

影響拡大に伴う事業の対応について 
 

明倫地区では「倉吉市のイベントに関する一定の方
針」を踏まえ、新型コロナウイルスの感染予防、拡大

防止に備え地区の行事を中止や延期または縮小して

行う場合があります。 

現在中止、延期、縮小が決定している事業は下記の通

りです。 
 

■4/5（日）めいおん門出ライブ  

⇒ 開催延期（開催時期未定） 
 

■4/8（水）公民館利用説明会と 

ＡＥＤ救命講習会及び公民館清掃  

⇒ＡＥＤ救命講習会のみ中止 

 

今後の事業も感染の広がりや重症度を見ながら中止

や延期、開催方法を変更させていただく場合があり

ます。ご理解ご協力をよろしくお願いします。  
 敬老会の延期のお知らせ <社会部> 

 

5 月に開催を予定しておりました「明倫地区敬老

会」を、現在、流行している新型コロナウィルス感染

の懸念により、10 月 18日（日）に延期することに

なりました。8月中旬に 10月 18日の開催について

検討・協議を再度行い、改めましてお知らせいたしま

す。 

皆さまのご理解とご了承のほどをよろしくお願い

します。 

新型コロナウイルス感染拡大している

状況を受け、自治公民館協議会の役員

研修会は中止されましたが、後日永年

自治公民館活動に功績のあった１２名

の方に感謝状を贈呈しました。 

自治公民館永年表彰 感謝状贈呈 

～１２名の方へ感謝状贈呈～ 

 

■明倫地区生活排水溝の清掃 <厚生部> 

４月 12日（日）Ａグループ 

鍛冶町 2・河原町・余戸谷町・みどり町 

八幡町・福吉町・金森町・福吉町 2・旭田町 
 

４月 19日（日）Ｂグループ 

広瀬町・東岩倉町・西岩倉町 

瀬崎町・越中町・鍛冶町 1・越殿町  
 

※各部の事業の詳細は随時、各部の担当者を通じてお知らせします。

また、コロナウイルス感染症の状況を見ながら開催方法は検討し

ます。 

  
前年度は地域の皆様の声により「歌声喫茶の

集い」を発足、支援活動を続けてまいりました。おかげ

様で好評を博しており、地域の方の協力、施設管理者の

方の厚意に大変感謝をしております。 

今年度は『参加から参画へ』を 

目標に継続して支援してまいります。 

引き続きよろしくお願い致します。 

明倫地区集落支援員 佐々木奈美 
新型コロナウイルス感染症に備えて 

～一人ひとりが出来る対策～ 
 

■どうやって感染するの？ 

〈飛沫感染〉 

  感染者のくしゃみや咳と一緒に 

ウイルスが放出され他者がその 

ウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。 

〈接触感染〉 

ウイルスが付着したドアノブや手すりを触れる

ことにより、主に口や鼻などから体内に侵入し感

染します。 

■感染しないようにするために 

〈手洗い〉 

 ・外出先からの帰宅時や調理の前後、 

食事の前などこまめに手を洗いましょう。 

 ・石けんで洗い終わったら十分に水で流し、清潔な

タオルやペーパータオルでよく拭き取って乾か

しましょう。 

〈感染リスクが高い場所は避ける〉 

  ①換気の悪い密閉空間 

  ②多数が集まる密集場所 

  ③近距離で会話 

〈普段から健康管理〉 

  十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を高

めましょう。 

〈適切な湿度を保つ〉 

乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切

な湿度（50％～60％）を保ちましょう。 

■他の人にうつさないために 

〈咳エチケットを守る〉 

  咳やくしゃみの症状がある時はマスクを着用し

ましょう。マスクを着用していない時はハンカチ

やティッシュ、衣類等で口、鼻を覆いましょう。 

 
西岩倉町は小さな町ですが、 

それならではこその住民同士の深い 

つながりがあります。 

最も盛り上がるのは地区運動会や 

ソフトボ―ル大会の慰労会、それに 

毎年７月二回かれる町内天満宮の夜宮。 

若い人は少ないですが、これからも元気な老人パワ

ーでもって仲良く暮らしていけたらいいですね・・・ 

町紋 

丸に井桁 

地区公民館ではこのように考えて 

事業を行っています 

～物づくり編～  

３つの条件が揃
うと発生リスク
が高まります。 

「公民館」での活動が「地域での活動」 

につながっています！！ 
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