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2019年 11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  
■№435令和元年 11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 2 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 

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～ 

        明倫公民館研究指定事業          
     ひまみてブラリ明倫紀行 Ver.4        

 

 

 

 

  

 

 
 
 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

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！！ 

明倫公民館主催 

 冬の「ミニ寄せ植え」教室 
 

クリスマスをイメージした寄せ植えします。 

♪はじめての方でも楽しんでいただけるプチ 

ガーデニングです♪お気軽にご参加下さい。 

 

 
 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 天野博之さん（天野種苗店） 

●募集人数 10名程度  

●ﾌﾟﾗﾝﾀｰｻｲｽﾞ 165×300×155（mm） 

●材料費 2000円 

●持ち物 移植ごて、軍手、タオル（手拭用） 

●〆 切 11月 15日（金）定員になり次第〆切 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

③ 11 月8 日（金）9：00～16：00 

 12 月3 日（火） 9：00～11：00 

特別講座「館外視察研修米子城跡と米子の町並み」 

●日程 9：00明倫公民館・集合 出発～16：00帰着 

●内容 米子城跡地と米子の町並みめぐり 

●費用 1500円（昼食代） 

※（注意）当初予定 7日→8日に変更になっています 

 
●倉吉市市内の 13地区の公民館活動を紹介いたします 

●事業の様子やサークル団体の作品などを多数展示！ 

●各地区公民館の学習活動の成果をぜひご覧ください 

筆もじ（各回先着 10名） 

①10：15～11：00（受付 10：00） 

②11：15～12：00（受付 11：00） 
 

顔ヨガ（各回先着 15名） 

①13：15～14：00（受付 13：00） 

②14：15～15：00（受付 14：00） 

体 験 コ ー ナ ー

④ 12 月5 日（木）9：00～16：00 

○みとれてはじまる物語「打吹天女伝説」 

「打吹山」の由来となった物語を知る、楽しむ、伝える講座です。 

●講師 眞田廣幸さん（倉吉市文化財協会） 

●場所 明倫公民館 

日時 12 月6 日(金)～12月 7 日(土) 

  

場所 倉吉未来中心アトリウム（入場無料） 

 ＜明倫公民館からの出展＞ 

  ・切り絵 ・おかげさま地蔵 ・習字 ・苔玉他 

 

[13:00～18：00]   [9：00～16：00] 
[主催]倉吉市公民館連絡協議会 [共催]倉吉市教育委員会 

※12/7（土）のみ開催 

字手紙サークル 

「美鈴会」伊藤龍枝さん作品 

8月末 9月末 増減 昨年9月末 1年前の増減

世帯数 1,793 1,795 2 1,778 17

人口総数 3,581 3,585 4 3,599 ▲ 14

男　性 1,623 1,625 2 1,633 ▲ 8

女　性 1,958 1,960 2 1,966 ▲ 6

０～１４歳 357 356 ▲ 1 353 3

15～６４歳 1,795 1,799 4 1,819 ▲ 20

６５歳以上 1,429 1,430 1 1,427 3

イメージ 

2019年 11月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

わいわい淀屋 振替休日 (主)ひまみてブラリ

※明倫地区あちこち 9：00～16:00（米子市）

(明公)避難・消化訓練 (人)町内学習会反省会

14:00 19:00

(青)運営委員会 住民スポーツの日 スポーツ教室②
19:00 20：00～（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ） 19：00明倫小

10 11 12 13 14 15 16
(地区振)花づくり事業

9:00
（集）歌声喫茶13：30

（東岩倉町：淀屋） (自)総務部長会19：00 (自)館長会研修13：30

(自)館長会19：00～ 教育を考える会 (青)つどい実行委員会 (研)健康講演会13：30

明倫小学校19：30 小鴨公民館19：30

17 18 19 20 21 22 23
（祝）勤労感謝の日

西中校区少年少女のつどい

(自)文化部長会19：00 西中学校
学校開放企画運営委員会 ８：００明倫公集合

19:30～ (自)社会部長会19：00

24 25 26 27 28 29 30

(自)体育部長会19：00 (自)防災部長会19：00

の行事予定
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ピックアップめいりん＜ 9・ 10 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年 11月号 

10/4（金） 

○まるっと打吹山 

10月 23日（水） 苔玉教室 10月 3日 （木） 人権視察研修会・皆成学園 

 明倫歴史講座 ひまみてブラリ明倫紀行② 

 

みんなで歌おう！ 

「歌声喫茶の集い」in淀屋  Part2 
 

昔なつかしあの歌、この歌をギター伴奏に合わせ、歌詞を見

ながらみんなで歌いませんか。みなさんぜひ遊びに来てくだ

さい。 

●場 所 倉吉淀屋（旧牧田家住宅：倉吉市東岩倉町） 

●日にち 11 月 13 日（水） 13：30～15：00 

●参加費 300円（コーヒー、ケーキ代） 
 

リクエスト曲受付中！ 

どなたでも大歓迎！ 当日来場 OK！ 

準備の都合上、事前に予約いただけると助かります。 

問合せ 22-0642 明倫公民館内 

    〈担当〉 佐々木(明倫地区集落支援員) 

           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！ 

日 時 11 月10 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てい
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。 
参加されたい方は各町の館長までお申込みください。 

   
   

第 2回は、身近な

打吹山山城とし

ての歴史を学習

しました。 

７町 11チームの

参加があり、白熱

した試合が展開

されました。 
 

結果 

1位 みどり町Ａ 

2位 みどり町Ｂ 

3位 福吉町Ｃ 

10月 26・27日  生活文化展 

明倫地区の各町や

サークル、各施設、

小中学校の子ども

達などの作品が展

示されました。 

また来年の来場を

楽しみにしていま

す。 

苔玉作り入門！！ 

ヤブコウジ、白竜
などの植物を使い
まるいフォルムの
素敵な苔玉が完成
しました。 

金森町は４０軒余の小さな町です。 

近いところに、銀行やスーパーマーケットがあり、歩い

てでもすぐに行くことができて、とっても便利です。 

町の中には戦争でなくなられた方々の慰霊碑があり

ます。平成２８年の中部地震で、その慰霊碑が倒壊して

しまいました。専門業者などに問合せをすると、修繕費

が高額で困りましたが、何とか元に戻せないかと思い、

隣町の人たちも一緒に、住民ボランティアで修復するこ

とになりました。町に住むそれぞれの分野の職人さんが

道具を持寄り、住民有志が集まって修繕にかかりました

。何しろ、手づくり修繕でしたので、大変な作業になり

ましたが、みなさんの協力のおかげで元の姿に戻りまし

た。みなさんのあたたかい心意気に感謝の気持ちでいっ

ぱいです。また、６月に 

開催した「カラオケの集い」 

では楽しく歌い、住民の交流 

が深まりました. 

 明倫小学校地域学校委員会     

   

 

    

  明倫地区教育を考える会   
世代を超えた関わりの中で子ども達を健全に育て
ていくために、学校・家庭・地域が連携して出来る
ことを一緒に考えましょう！ 

日 時 11 月12 日（火）19：30～21：00 

場 所  明倫小学校（南校舎 2階集会室） 

内 容 講師 井上英之さん（清元院住職） 

     演題 「優しさの貯金 

～親と子の素敵なかかわり方～！」 

申込み不要！お誘いあわせで、おいでください。 

◆明倫小学校地域学校委員会  事務局明倫小学校 22-6175 

〈花壇コンテスト・春の部〉 

1位 西田 達さん（瀬崎町） 

2位 村出俊夫さん（瀬崎町） 

3位 鍛冶町 2丁目公民館 

   明倫地区健康づくり推進員  

  健康づくり講演会  
 

★日時 11 月16 日（土）13：30～14：30 

★場所 はばたき人権文化センター 

★講師 生原加奈江さん 

    （老人保健施設のじま 福施設長・理学療法士） 

★テーマ 「気軽に出来る運動のすすめ」 

    ～あなたも始めてみませんか～ 

※予約不要。当日会場へお越しください。 

※体操の出来る服装、上履き、水分をご持参下さい。 

  詳しくは配布チラシをご覧下さい。 
 

問合せ先 倉吉市保健センター（電話26-5670） 

10月 27日（日）  グラウンドゴルフ大

9月 29日（日） ソフトバレー大会 10月 20日（日） 地区防災研修会 

 

<自治公・体育部> 

施設の概要と発達

障がいについての

説明をしていただ

いた後、施設を見学

しました。 

 
一人一人の特性に合
わせた人権に配慮し
た処遇がなされてい
ました。 
～感想より～ 

10/18（金） 

打吹山へ 

10/4 の座学を受

けて、実際に山を

歩きながら学習

を深めました。 

日吉津村 富吉

自治会・防災会の

山路有さんを招

き、自主防災組織

の必要性につい

て学習しました。 

■わいわい淀屋 １１月３日祝（日） 

 いろんなお店が出ます。町歩きを楽しみましょう 

■西中校区同和教育研究会〈西中校区同和教育研究協議会〉 

11月 22日（火） 19：00～20：30 

①[進路保障] 会場 小鴨小学校 

  ②[特別支援] 会場 上小鴨小・西中・倉養 

  ③[人権尊重のまちづくり] 会場 小鴨公民館 

  ※詳しくは人推協事務局（明倫公民館内）まで 

■西中校区少年少女のつどい〈西中校区青少年育成協議会〉 

11月 23日（土）8：30～西中学校 

おめでとうございます 
Ａグループ 

優勝  荒井 勉さん（瀬崎町） 

２位  船越義久さん（みどり町） 

３位  永岡茂夫さん（みどり町） 
 

Ｂグループ 

優勝  中田裕也さん（鍛冶町 1） 

２位  安井 昇さん（越殿町） 

３位   岡平アヤコさん（みどり町） 
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