
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

          

  

  

 

 

  

  

          
 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

 

   明倫公民館主催講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4月号 

（事務所）9：00-17：00 

公民館だより 
 
 
■№404 平成 29年 4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。 

    明倫公民館主催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日時 6 月5 日（月）・６日（火） 

9:30～15：00 

○場所 明倫公民館 

○講師 山本洋右さん（越殿町） 

○材料費 1000 円 （当日集金）        

○持ってくるもの ぞうきん 

○〆切 4月末      ※公民館に見本があります 

※お持ちの方は下記の物をお持ち下さい。 

 ・のこぎり、定規、金づち 

※出来上がりサイズ（前回の 1/3 くらいの大きさ） 

およそ幅 14ｃｍ×高さ 17.5ｃｍ×奥行 13ｃｍ 

  

明倫公民館館長 新任ごあいさつ 

 春爛漫の候、地域の皆様におかれましては、お健やかにお過ごしのこととお喜申

し上げます。 

さて 私こと 平成２９年４月より明倫公民館の館長として勤務することになりまし

た。地区公民館の館長としての責務の重大さをひしひしと感じています。前館長の築

かれた業績を、しっかりと継承していきたいと考えています。 

           明倫公民館には、平成２２年１０月から倉吉市の「地域コーディネーター」として、その後「集

落支援員」の職を経て平成２７年３月まで約４年半、地域の中で仕事をさせていただきました。その節は皆様には大変

お世話になりありがとうございました。 

先人たちが築いてこられたこの明倫地区がこれから先も豊かで暮らしやすい地域になるよう、皆様と一緒に取り

組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。       館長 稲 嶋 敏 彦 

今年は「くらすけくんの小物入れ」を作ります。庭先や玄

関、お部屋のインテリアにくらすけくんを飾りませんか？

小物入れとしても使えます。 気功とは中国に古くから伝わる健康体操です 
ゆるやかな動きと呼吸で 

 を磨きませんか？  

■地震災害に伴う明倫公民館の復旧工事について（工事期間：４月～７月） 

       4 月より復旧工事が始まります。期間中は工事が最優先され、急な工事が入った場合は貸し

館をお断りする場合があります。ご理解、ご協力お願いします。 

   ■調理室の包丁を研いでいただきました。 

      越殿町のボランティアの方に研いでいただき、とてもよく切れるようになりました。 

 

ゆる～り ゆる～り 

○日時 4 月7 日（金）10：00～11：30 

○会場 八幡町公民館 

○講師 杉井満喜子さん（健康運動指導士） 

○参加費 無料        

○持ち物 運動の出来る服装・上靴 

水分補給、タオル 

○定員 15名      

  

2017年 4月
水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8
出張公民館（八幡町公民館）

（主）初めての気功教室

（主）公民館利用説明会 10：00～11：30 なごもう会
避難訓練・清掃13：30～ 13:30～

自治公体育部長会
0 19：00～

9 10 11 12 13 14 15
生活排水溝清掃 明小入学式 ふれあい給食

（Ａグループ） 西中入学式 8：00～
自治連総会14:00～
未来中心小ホール

自治公館長会 住民スポーツの日

19：00～ ソフトバレー20:00～

16 17 18 19 20 21 22
生活排水溝清掃 倉吉市公民館連合会

（Ｂグループ） 研修会13：00～
交流プラザ

学校開放企画運営委員会 なごもう会
19:30～ 13:30～

23 24 25 26 27 28 29
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： 越殿町、広瀬町 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。

事務所閉鎖のお知らせ
２１日（木）12：00～

倉吉市公民館連合会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が、この時間にご利用

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。

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust731.png&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2133130162228218401&docid=cCfvrj-fR3TmYM&tbnid=0vFEq7ujpnGKiM:&w=688&h=365&ei=r-wOU4qQJYnckgWXgoHICg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust731.png&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2133130162228218401&docid=cCfvrj-fR3TmYM&tbnid=0vFEq7ujpnGKiM:&w=688&h=365&ei=r-wOU4qQJYnckgWXgoHICg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490784330/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0NzQwLnBuZw--/RS=^ADBJqXN1Wf2QMlGnLfco95noXfz2Tg-;_ylt=A2RCL6vKPtpYlUgACA2U3uV7


   
 
 
 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明倫公民館主催の連続講座 3B体操が

公民館サークルになります。3B体操は

年齢に関係なく誰でも出来る楽しい

体操です。 

体力づくりに！ 

生活習慣病予防に！！ 

ぜひ一緒にはじめませんか？ 

見学・体験 OK！ 

☆活動日 第 1・3 木曜日 

詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

「地域で考える災害の備え」をテーマに自助・共助・

公助の役割などの知識を学びました。今後、研修の内

容を館報でシリーズ掲載していく予定です。 

   
 

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 
 

2017年4月号 

めいりんメモリアル＜3 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

この春、明倫小学校に

入学する、明倫地区の

新 1 年生の門出を祝

う「おもちつき」をし

ました。 
   
 

河原町・春の地蔵まつり／３月１９日（日） 

自治公民館役員研修会／３月 12 日（日） 

明倫歴史講座 ひまみてぶらり／3月 5日（日）  

ちょこっと作品展示コーナー ●河原陽子さん 

「倉吉市創作文華展」にも出展

された押絵作品他力作でした。 

※4 月 1日～余戸谷町の朝倉幸

代さんのパッチワーク作品等

を展示します 

平成 29年度 明倫公民館事業計画 
●基本方針  
・いつまでも、誰もが明るく楽しく暮らせる郷土を目指して、社会教育を推進し、 

地域活動につながる学習を実施する。 

●目指す姿 

 

この基本方針と目標で 

今年度がんばります 

 

行きたくなる公民館 
・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。 

・様々な世代や団体が交流する機会をつくる。 

・公民館の活動を広く知ってもらえる情報の発信。 

・気軽に寄れる場所として、いつも明るい笑顔で応対する。 

 

住民が気軽に集い、交流を深める拠り所となる公民館運営に努めます。 

 

 

 

支えあう、あたたかな地域づくり 
・集いや学びを通じて、住民や関係機関の交流を深め、活発な地域活動につながる 

事業展開や活動支援。           

・課題を解決するために必要な情報の共有・提供、人材・団体の紹介を積極的に行う。 

・次代の「ふるさとづくり」を担う人材の発掘と育成。 

住民・関係団体との連携を深め、協同・共育を推進します。 
                                                               

住民の活力と創造力を生み出す学習の支援を行います。 
 

学びたくなる学習・活動 
・特色ある地域の歴史・文化などの学習の推進。 

・地域や社会の課題の解決につながる学習や活動の支援。 

・住民の生活に寄添った講座や心が豊かになる趣味・教養の講座の開設。 

 

●重点目標 
・地域で課題を共有し、共催・共育しながらつながる事業・活動を行う。 

 ・差別のないやさしい町・住みよい町を目指し、住民の人権感覚を培う。 

 ・住民が地域づくりに主体的に取組む力を養う。 

 ・保護者世代の課題、青少年の体験活動から育成に努める。 

 

 

 

■明倫地区生活排水溝の清掃 <自治公厚生部> 

 ４月 9 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 16 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 

■明倫地区大運動会 <体育部> 

 5 月 14 日（日） 明倫小学校グラウンド  競技に！応援に！ 

■明倫地区敬老会<社会部> 

 5 月 28日（日）11：00～13：00  場所：まちかどステーション  

 

  

  

 

 

春を感じるおもてなし料理／３月１3 日（月） 

レストロアルモニコ演奏会／３月 20 日（月） 

願いを託して

「絵馬」を奉納 
地域での子育て  

    ～今どきの子育て事情～ 

子どもやその保護者をとりまく環境は時代の流れによって変化し、

子育ての方法も多少なりとも変わってきている部分もあります。 

 しかし、いつの時代でも子育てをする保護者は、育児について

不安を抱き、自分の育児はこれでよいのかと葛藤しています。大

家族の中での子育てだと、「それでいいよ」と言ってくれる人がそ

ばにいるかもしれません。核家族になると、ちょっとしたときに尋ね

ることができないので、ますます心配が増してきます。孤独な子

育てにならないように、今は、母親同士の会話や専門職に尋ねた

りして楽しい子育てができるように、子育て支援センターなど親子

で遊べる場所が充実してきています。 

 地域の中でもそんな親子を見守っていけるように、ちょっとした

声かけやお手伝いをするだけで、子育ての応援者になれるかもし

れませんね。 

お孫さんが生まれた祖父母の方々のために、「いまどきの子育て

サポート 孫育てのススメ」が鳥取県福祉保健部子育て王国推

進 局 子 育 て 応 援 課 か ら 編 集 発 行 さ れ て い ま す 。

http://www.pref.tottori.lg.jp/261094.htm（ＨＰよりダウンロード可） 

 （倉吉市保健センター 保健師） 

今年度から始まった「明

倫歴史講座」のまとめと

して、今までの学習を振

り返ると共に明倫地区

の歴史を語り合いまし

た。 

 

 
   
 

日本赤十字社 

船越久登さん 

 

季節を先取りした春の

メニュー。おもてなし

は、ちょっとした一手

間だと実感しました。 

 

 
   
 

明倫小卒業生の今西
優希君が所属する愛媛
大学音楽サークルとコ
ール社とのコラボ演奏
会が開催され、地区内
外からたくさんの方にご
鑑賞いただきました。 

 
地域のみなさまの 

ご協力を 

よろしくお願いします。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-pH_D9fHMXm8/UZM5GJe-ZKI/AAAAAAAASTQ/TpNSUnZUdTo/s800/ojizousan.png&imgrefurl=http://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_118.html&docid=ab3Sw-7nf_0rZM&tbnid=sxMeb9hz3v6q8M:&w=577&h=784&ei=F-gOU-6zGISlkQX35oDwDA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.pref.tottori.lg.jp/261094.htm
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490848964/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MzIzOC5wbmc-/RS=^ADBhKy7y3Ccyuk8f.p3pU8AZk52cOo-;_ylt=A2RivbdEO9tYEDcAPhiU3uV7

