
あなたの町へ出かけます！        

明倫公民館が団体活動のお手伝いをします。 

 

 

 

 

 

 

 

まずはお気軽に明倫公民館へお問合せください。 
 

  

                                            
                                                                                              

2019年 5月
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

ふれあい給食8：00～

体育部運動会 管理委員会18：30～ 住民スポーツの日20：00～

打ち合わせ会19：00～ 地区振総会19：00～ 自治公館長会19：00～ 防災部長会19：30～ （明羽クラブ）

12 13 14 15 16 17 18

明倫地区大運動会

9：00～（雨天中止）

明倫小学校校庭 なごもう会13：00～

学校開放企画運営委員会

地区社協理事会19：00～ 19:30～ 社会部長会19：00～

19 20 21 22 23 24 25

ふれあい給食8：00～

地区社協評議員19：00～ 体育部長会19：00～

26 27 28 29 30 31 1
明倫地区敬老会11：00～

まちかどステーション

の行事予定

2019年５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」 

伊藤龍枝さん作品 

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 
 

 ■№429令和元年 5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 

＜講座内容の一例＞  

パッチワークなどの手芸、料理講習、健康講座、介護教室、 

歴史講座、ガーデニング、子供会行事、防災、環境美化など。 

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。 

   ～明倫地区人権学習協議会～

 

 

 

 

日 時 6 月4 日（火）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 「町内人権学習会をどう町づくりに生かすか」 

 講 師 元倉吉人権文化センター 所長 

中尾美千代さん 
 

講演はどなたでも参加いただけます。 

多くの参加をお待ちしています。 
 

※各町の館長・社会部長・同推員さんはご出席下さい。 

 （別途ハガキでご案内します） 

 

  
明倫公民館主催講座 

季節を感じる「切り絵」シリーズ  

今回は「朝顔」の切り絵をします。はじめての方でも大丈夫です。 

心地よい集中力と自分の手で作品を生み出す達成感を味わってみませんか！ 
 

 6月 14日（金）13：30～15：00   
 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 米田美保さん 

●募集人数 10名程度 

●参加費 3００円 

 

●用具は全てこちらで準備します 

●〆 切 6月 7日（金） 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） イメージ 

張
講 座 出 公 

民 館 
文化展の 

作品作りに！ 

子ども会で 

学年部で 

講師の紹介 

謝金の助成が

出来ます。 
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ピックアップめいりん＜３月 ・ ４月 ＞ 
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年５月号 

４月２日 （火） 校区女性連絡会 

 ３月３０日 （土） めいおん門出ライブ 
 

今年度受講生 3グループと昨年度受講の 8期生に

関金軽音楽部「せきおん」をゲストに迎え盛大に

開催されました。ライブ当日まで一生懸命練習を

重ね、当日の会場設営も自分達で行いました。 

これからもいろんなお祭りやイベントへと活動は

続きます。 

～成果発表と 6年生の門出を祝って～ 

 

一緒に活動する「仲間」随時を募集しています。お気軽にお問合せ・見学においでください。 
  サークル 活動日 時間 場所 

文 
 

化 

明倫こだま会（朗読）       ※ 毎月３回（火） 10:00～12:00 明倫公民館 

明倫囲碁同好会 第１・３（水） 13:00～16:00 明倫公民館 

明倫句会 毎月第 2（水） 13:00～15:30 明倫公民館 

美鈴会（字手紙・習字教室）     ※ 毎月第 1（木） 13:30～15:30 明倫公民館 

はな＊花(フラワーアレンジメント）   ※ 毎月最後の（水） 19:00～20:00 明倫公民館 

津軽三味線教室                  ※ 毎週（水） 13:30～15:30 明倫公民館 

健 

康 

・ 

運 

動 

ラージボール卓球 毎週 （火）・（木） 9:00～12:00 明倫公民館 

3Ｂ体操 第 1・3（木） 13:30～15:00 明倫公民館 

ぱんぷきんウォーク（レクレーションダンス） 毎週（火） 13:30～15:00 明倫公民館 

りん倫（民踊）                    ※ 第２・４（水） 13:30～15:30 明倫公民館 

明風(気功教室)                  ※ 第２・４（月） 10:00～11:30 明倫公民館 

コスモス（整体バランス体操）       ※ 第２・４（木） 13:30～15:00 明倫公民館 

健康教室スマイル(体操・ウォーキング等) 第２・４（金） 11:00～12:00 明倫公民館 

ソフトバレー 毎週（水） 9:30～11:00 さんさんプラザ 

グラウンドゴルフ （月）～（日） 9:00～10:30 河川敷 

明羽クラブ(バドミントン) （火）・（土） 20:00～22:00 明倫小学校 

※は専任講師による指導があります。 

 

 

        

主に鳥取方面を中心に

隠れた桜の名所を樹木

医の吉岡武雄さんに解

説していただきながら

巡りました。 

 ４月３日 （月） 公民館利用説明会・ＡＥＤ講習会 
     4月から明倫地区に 

    集落支援員として配属になりました 

佐々木奈美です。 

 

 

          

～さくら名所めぐり～ 

 明倫地区にあるパワースポットを紹介します。 

みなさん、出かけてみませんか♪ 

きっちょういん（西岩倉町） 

 延享 2年（1430）の創建と伝えられている曹洞宗の寺院。文政

元年(1818)に火災で焼失するが、仙英禅師が翌年に再建したとい

う。仙英禅師は、江戸時代末期の幕府で大老を務めた井伊直弼の精

神的支えになった僧侶。（文/眞田廣幸） 

■明倫地区敬老会＜社会部＞ 

5 月26 日（日）11：00～ 

  場所：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。 

音楽って楽しい！ 一緒にするって楽しい！ 

倉吉市女性連絡会とは 

・女性の学びの場、つどいの

場、つながる場です。 

・学んだことを自分自身のた

めに、他人のために、地域

社会のために。 

 

新年度を迎え、公民

館利用団体、サーク

ルのみなさんに公民

館利用についての説

明と確認をした後、

ＡＥＤ講習会を行い

ました。 

合わせて、 

館内清掃をしていただ

きました。 

■明倫地区防災研修会＜防災部＞ 

6 月9 日（日）10：00～ 

内容：図上訓練 

  場所：明倫公民館 

※詳細は各町の防災部よりお知らせします。 

空き家の活用、地域の高齢化等の問題の解決を目

指してがんばります。 

小さい頃は成徳小学校に通い、この街の自然を当た

り前の風景として捉えていましたが、20年近く故郷を

離れ、再びこの街を歩いてみると「こんな素敵なところ

があったとは！！」「何だこの素晴らしい風景は！」と

驚きと感動の日々を過ごしています。 

先週から地域の方のお話を伺いたく明倫地区で開催

されているサロンに、ご挨拶 

もかねてお邪魔しています。 

また、みなさまの町のサロ 

ンに顔を出すこともあると思 

いますので、その時は地域の 

お話を色々聞かせていただけ 

ればと思います。 

よろしくお願いします。 
福吉町いきいきサロンにて 

■明倫地区大運動会<体育部> 

  ５月12 日（日）ＡＭ9：00～ 

  明倫小学校グラウンド 

  競技に！応援に！たくさんご参加下さい。 

※大会の詳細などは、各町の体育部長まで 

お問い合わせ下さい。 
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