
                                            
                                                                                              

2019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。 
字手紙サークル 

「美鈴会」 

小谷美恵子さん作品 

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    
■〒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 
 

 ■№428平成 31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 

平成３１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、各種団体と連携した 

  公民館活動を推進する。 
 

●目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●重点目標 

住民が気軽に集い、交流を深める場となる公民館運営に努めます。 

住民の活力と創造力を生み出す学習の支援を行います。 

行きたくなる公民館 

・公民館の活動を広く知ってもらえる情報の発信と活動。 

・様々な世代や団体が交流する機会をつくる。 

・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。 

・誰もが気軽に寄れる場所として、いつも明るい笑顔で応対する。 

  
学びたくなる学習・活動 

・住民の生活に即した講座や心が豊かになる趣味・教養の講座の開設。 

・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。   
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げる。 

・よりよい地域づくりのための課題の共有、必要な情報の提供を積極的に行う。 

・「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。 

住民・関係団体との連携を深め、協同・共育を推進します。 
  

・住民と地域課題を共有し、共に考え、解決に向けた活動を支援していく。 

・若い世代が利用しやすい公民館、活躍できる地域を目指す。 

・住民の人権感覚を高め、みんなにやさしいまちづくりにつなげていく。 

 

この基本方針と目標で 

今年度がんばります 

地域のみなさまのご協力を

よろしくお願いします。 

 

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 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。 

12日（金）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。 
 

明倫公民館から事務室閉室のお知らせ  

2019年 4月
日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6

西中・鴨中校区 （主）公民館利用説明会

さくらめぐり ＡＥＤ・清掃10：00～

9：20明倫公民館出発 なごもう会

13：00～

7 8 9 10 11 12 13

※県議会選挙投票日 明倫小学校入学式 ふれあい給食

西中学校入学式 8：00～ 倉吉市公民館連合会

研修会13：00～ 自治連総会14:00～

※12：00～事務室閉室 倉吉未来中心小ホール

自治公館長会 住民スポーツの日

19：00～ 20：00～（ソフトバレー）

14 15 16 17 18 19 20

生活排水溝清掃

（Ａグループ）
なごもう会

13：00～
同推協・総会19：00～ 学校開放企画運営委員会

人推協・運営委員会19：30～ 19:30～

21 22 23 24 25 26 27

生活排水溝清掃 ふれあい給食

（Ｂグループ） 8：00～

人推協・総会19：00～ 敬老会企画委員会19：00～

28 29 30 1 2 3 4
昭和の日 退位の日 即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日

の行事予定

５／１ ２ ４３
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ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ ３ 月 ＞ 
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年 4月号 

３月３日 （日） 自治公役員研修会  ３月３日 （日） めいおん講座⑥ 
 

洋食マナーの歴史や席の配置、ＴＰＯなど、うんちくを交え

ながら、楽しく教えていただきました。 

めいおん講座（全 6

回）最終日を迎え、門

出ライブに向けて猛練

習中です♪ 

３月８日 （金） 洋食マナー講座 
～倉吉シティホテル～ 

 

 

 

■明倫地区生活排水溝の清掃 <厚生部> 

４月 14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 21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 12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 26日（日）11：00～13：00   

場所：まちかどステーション  

  

※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。  

総勢１００名の参加がありました。研修会では「いつま

でも健康でいきいき暮らし続けるために」をテーマに明

倫地区の地域資源を生かすためのワークショップを行い

ました。 

 ３月１８日 （月） 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 

     4月から明倫地区に 

    集落支援員さんが配置されました。 

佐々木奈美さん 

 

 

          

シティホテル総支配人 

松田啓一講師 

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、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。 

6 年生のみなさんの健やか

な成長を願い「メモリアル

パッチワーク」を贈りまし

た。 

 明倫公民館運営委員の

木嶋範子さんと宍戸敬

子さんに手渡していた

だきました。  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。 

ひとこと 

4 月から明倫地区の集落支援

員を務めさせていただきます

佐々木奈美です。地域のみな

さまと一緒に素敵な町づくり

が出来るようがんばりますの

で、よろしくお願いします。 

集落支援員とは 

倉吉市から委嘱を受け、地域の状況把握や点検を行い、地

域が抱える問題の解決に向けた取組みの支援を行います。 
 

明倫地区では 

人口減少、高齢化、空き家対策が主な課題となっています。

地域や集落の維持・活性化に向けて行政と地域のみなさま

と連携しながら支援活動を行います。 

明倫公民館を拠点にして活動します。 

健康管理の促進 

自分自身で健康状態の 

管理チェック 

「明倫でいつまでも健康に 

  いきいき暮らす」ために 

地域みんなで取り組む健康づくり 

望ましい食習慣の

確立・定着・実践 運動習慣の定着 

健康づくり推進員の活動から地域みんなの健康へ！ 

 

地区公民館ではこのように考えて事業を行っています 

「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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