
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

          
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

  

 

 
   

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/ 

公民館だより 
 
 

■№394 平成 28 年 6 月号・明倫公民館発行 
■講座案内 ■スポーツ教室 ■花の町づくり 
 
■健康だより ■自治便り ■公民館の庭 
■ 
■めいりんメモリアル ■行事カレンダー 他 

 

地域に笑顔を♪「つどう・まなぶ・つなぐ」 みんなの公民館 ⇒ 2016明倫公民館キャッチフレーズ テイクイットイージー（気楽にいこう） 

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！！ 

2016 6月号 

（事務所）9：00-17：00 

日時 ５月１８日(水)1３：00～ 
 場所 河原町公民館 
■材料費：1,300円程度 ミニフレーム

（15.7×15.7cm） 
■定員１０名程度 ■講師 小椋美恵子さん  

 ■お好きなデザインをカタログから選んでい
ただきます。４月３０日までに明倫公民館へ申し

込み下さい。 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      明倫公民館スポーツ教室 
   ファミリーバドミントン教室 

昨年も好評の「ファミリーバドミントン教室」を開催します。初めて

の方でも楽しく体を動かすことができます。ぜひご参加下さい。 

 ■日  時 ① 7 月2 日 ②9 日 

        ③11 月5 日 ④12 日 ⑤19 日 

いづれも土曜日 19:00～21:00 
 
 ■場 所 明倫小学校体育館   

■講 師 明倫地区スポーツ推進員さん  

■参加費 無料 

■対 象 明倫小学校児童・保護者 

■定 員 20 名 （１０組）          

■申し込み〆切  6 月末 (先着で〆切も有り) 

※用具は主催者で準備します。 

※明倫小学校を通じて募集チラシを配布します。 

※飲み物、運動靴は各自持参して下さい。 

 

●日 時 ①6月 27日（月）9：00～13：00 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 山下二郎さん（日本料理飛鳥・料理長） 

●対 象 地区住民 

●参加費 1000円程度（材料費）        

●持ってくるもの エプロン 三角巾 

    明倫地区振興協議会・明倫公民館共催 

  自然に親しむ交流事業 

明倫を花のまちに！/花壇コンテスト 
 

日時：７月３日（日） ９：00～10：00 

場所：明倫公民館駐車場 ＜費用：無料＞ 
 
花でいっぱいの美しい景観の明倫地区を目指

し、今年も花植えをします。みなさんのおかげで

年々花が増え町もきれいになっています。 

参加希望の方は各町の館長までお申込みくだ

さい。 

今年は花壇コンテストを行い、１０月の明倫

地区生活文化展で表彰式をします。 

 

身近に手に入りやすい食材で美味しく、喜ばれる季節のおもてなし料理を体験しませんか？

いつもの食材に一工夫でちょっと贅沢な気分を味わいましょう。日々の料理のヒントがあ

るかもしれません！ 

梅雨の季節がやってきました。体調管理、食事など気をつけて過ごしましょう！今月も公民館活動にご参加ください。 

●定 員 12名  

●〆 切 ６月１７日（金） 

  

2016年 6月
日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 2 3 4

なごもう会
１３：００～

厚生部長会19：00～

円形校舎活用に関する

住民説明会19：30～

5 6 7 8 9 10 11
ふれあい給食

8：00～
狂犬病予防注射13：30～

自治公館長会19：00～

12 13 14 15 16 17 18
集団健診

明倫地区敬老会 受付８時～１０時
まちかどステーション

11：00～
スポーツ住民の日 学校開放企画運営委員会 めいりん祭企画委員会 なごもう会
バドミントン20：00～ 19:30～ 19：30～ １３：００～

19 20 21 22 23 24 25
ふれあい給食

8：00～

町内人権学習会事前研修会

はばたき人権文化センター

19:00

26 27 28 29 30 1 2
地区ソフトボール大会 主催）おもてなし弁当講座

倉吉農高グラウンド 9：00～

8：00～ 　

＊明羽クラブ→バドミントン　　　＊明倫こだま会→朗読の練習、朗読ボランティア　　【サークル名では内容がちょっとわかりにくいもの】

■コスモス・・・第２・４　木曜日　13:30～

＊りん倫→踊り　　*はな花→フラワーアレンジメント　　＊ぱんぷきんウォーク→ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ　＊コスモス→整体バランス体操　＊スマイル→健康体操

■ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・・・・・・月～土9：00 河川敷

※日程・会場の変更等

の連絡は各団体で

お願いします。

■美鈴会（習字教室）・・・第1（木）13：30～

サークル
活動ご案内

■りん倫・・・・・・・・第２・４水曜日　13:30～

■健康教室スマイル・・・第2・4（金）11：00～

■明倫囲碁同好会・・・第１・３水曜日13：00～

の行事予定

■明羽ｸﾗﾌﾞ（大人）・・（火・土）20:00～ 明倫小学校

■明風(気功教室)・・・・第2・4月曜日１０：００～■ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・・毎週（水曜日）9：30～さんさんプラ ザ

■ぱんぷきんｳｫｰｸ・・・毎週火曜日　13：30～

■明倫こだま会・・・・・３０日（木）9：30～（市報録音）

■はな＊花・・・毎月最後の水曜日　19：00～

■ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球・・毎週（火・木曜日）9:00～

■明倫こだま会・・・・・14日・21（火）10：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～

■明倫句会・・・・・・・・・　　8日（水）

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
１４日（火）２０時～

明倫小学校体育館

今月⇒バドミントン

誰でも参加OK！

明倫公民館は、みなさんの「学び」を応援します！！

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： 河原町・余戸谷町 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。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiouMcvUZXBiAAPh2U3uV7/SIG=12atvk3vb/EXP=1464340124/**https:/azukichi.net/season/img/month/june-word003.jpg
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2016 6月号 

めいりんメモリアル＜5 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

友活（ともかつ） 

最近、「婚活」と言う言葉が当たり前になりま

した。かつては「就職活動」といっていたのを「就

活」。また、人生の終末を迎えるための準備を「終活」

という言葉まで出てきました。 

そして、このごろは「友活」という言葉を耳にしま

す。「友活」とは友達づくり活動のこと。 

明倫地区は倉吉市でも 1、2位を争う高齢化率の高

い地域です。日本全体ではこれから 30％の人が一人

暮らしになると言われています。 

そのためこの「友活」＝友達づくり活動がもっと言

われるようになってくるのでしょうか。 

歳を重ねるにつれて友達づくりは難しくなりま

す。一方では、孤独を楽しむのも良いでしょう。 

しかし、「孤独」が長くなるとやがて「孤立」へとな

ってしまうのではないでしょうか。 

もちろん「孤独」と「孤立」は違います。現代の長

寿社会と核家族化の中で、人々との交流が人生に活

力を作るのでしょう。 

一人を楽しむ自分がいて、友と楽しむ自分がいる。 

公民館には「友活」のタネがいっぱいあります。 

 

 

   ６月は「食育月間」 

     毎月１９日は「食育の日」です。 

「食育」に対する関心と知識を高めてもらうこと

を目的として、6 月は「食育月間」と定められていま

す。規則正しい食生活、栄養バランスのとれた食事、

食を通したコミュニケーションやマナーといった食

に関する基礎知識を身に付けること、感謝の心や食

文化への理解を深めることなどを合わせて「食育」

といいます。 

食育の一環として、倉吉市でも「早寝早起き朝ご

はん」を推進していますが、朝ごはんを食べること

で集中力が高まり、成績が上がることや体力が向

上することなどが、科学的に証明されています。 

この機会に「食育」について考え、家族一緒に食

事をする機会をつくる、朝ごはんを食べる、食前食

後のあいさつをきちんとするなど、できることから

実践してみてはいかがでしょうか。 

問合せ先：倉吉市保健センター 

（電話２６―５６７０） 

      

 

 

 

 

 
■明倫地区ソフトボール大会<体育部> 

  日にち ６月 26 日（日）ＡＭ8：00～ 
場 所  倉吉農業高校グラウンド 

        （倉吉市大谷） 

 

■明倫地区敬老会＜社会部＞ 
６月１２日（日）11：00～ 

  まちかどステーション 

当日は元気なお顔をお待ちしています 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 6月 14日（火） 8：15～12：15 

②  6月 15日（水） 8：15～15：45 

 

どなたでも参観していただけます。 

この機会にぜひ子どもたちの様子を見に来て下さい。 

         

 

日 時 6月２0日（月）19：00～21：00 

会 場 はばたき人権文化センター（福吉町２丁目） 

内 容 「障がい者差別解消法の概要」 

 講 師 鳥取県中部総合事務所 

福祉保健局障がい者支援課 

 課長補佐 澤田祐一さん 

 

※各町の館長・社会部長・同推員さんはご出席下さい 

～明倫地区人権学習協議会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 時 ①7月 8日（金）9:30～15：00 

②7月 10日（日）  〃     

 ※①か②どちらか希望日をお申し込み下さい 

  7/4→7/10（日曜日）へ日程を変更しています 

  日曜日に参加できる方、ぜひご参加下さい☆ 

 

●場所 明倫公民館 

●講師 山本洋右さん（越殿町） 

●材料費 2500円 （当日集金）        

●持ってくるもの ぞうきん、のこぎり、 

30ｃｍ定規、金づち カンナ 

●定員 各回 10名 合計 20名  

 ※昼食は各自でとっていただきます。 

※道具のない方はお申し出下さい。 

※出来上がりサイズ：およそ幅 25ｃｍ×高さ 25ｃｍ×奥行 25ｃｍ 

 

～明倫地区をくらすけくんのいる町に！～ 

    明倫ソフトバレー同好会 

◇内 容 ソフトバレー 

◇活動日 毎週金曜日 20：00～22：00 

◇場 所 明倫小学校体育館 

◇会 費 1回 100円 

◇代表者 宮本由紀 

◇連絡先 080-5617-4383 

運動不足解消にいかがですか？ 

お気軽に起こし下さい。 

 

中国・四国・九州地区生涯教育実践研究交流会 

～４つの知恵の輪・地域を越えたスタンプラリー～ 

5/21.5/22日、「中国・四国・九州地区生涯

学習実践研究交流会」が福岡県で開催され

ました。倉吉市の公民館の代表として明倫

公民館・山本明子主事が関金公民館・佐々

木由香主事と共に、昨年はじめて行った西

中・鴨中校区の４つの地区（明倫、小鴨、

上小鴨、関金）の文化祭スタンプラリーに

ついて実践発表をしました。 

出張公民館 in 河原町 ５月 18（水） 

～きめこみパッチワーク～ 

毎年恒例となりました河原町☆

出張公民館。今年はきめこみパッ

チワークに挑戦しました。苦戦し

ながらでしたが、ステキな作品が

出来ました。町の作品展に出品さ

れ、１０月の明倫地区文化展でも

お 披 露 目 す る 予 定 で す 。

 

＊子ども用帽子（なおひろと名前が書いてあります） 

＊現金 

公民館で預かっています。 

お心当たりのある方はご連絡下さい。 

 

運動会会場での忘れ物が届いています 

 

明倫地区大運動会 ５月１５日（日）  

＜A ブロック＞ 

優勝 福吉町 2 丁目 

2 位 岩倉町合同チーム 

3 位 瀬崎町 

＜Bブロック＞ 

優勝 越殿町 

2 位 余戸谷町 

3 位 みどり町 

＜年齢別リレー＞    ＜めいりんパワー＞ 

優勝 みどり町        優勝 福吉町 2 丁目 

2 位 余戸谷町 

3 位 八幡町 

今年も運営スタッフとして 

西中の生徒ボランティア活躍！！ 

手の込んだ作品ですが、キットになっていて絶対お得！ 

防災研修会 ５月 29 日（日） 

～地震対策について～ 

各町から総勢４０名の参加

があり、地震に備えての知

識を学びました。 
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