
                                           
   
                                                                        

2020年 3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  
■№439令和 2年 3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 西岩倉町 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。 

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～ 

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！！ 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

福井陽子さん作品 明倫公民館ＨＰ 

明倫公民館主催 

公民館利用についての説明会と 

ＡＥＤ救命講習会及び公民館清掃 

新年度を迎えるに当たり、公民館利用団体・サークルの皆さま

を対象に団体登録や減免申請についての説明とＡＥＤ講習会、春

の館内一斉清掃を実施しますので、ご協力をお願いします。 

 
 
 

●場 所 明倫公民館 

 10：00～公民館利用説明会及 

利用団体登録、減免申請受付 

 10：10～ＡＥＤ講習会 

 11：10～公民館内一斉清掃 

※後日各団体の代表者の方へ案内文をお渡しします。 

問合せ：明倫公民館 22-0642（平日 9:00～17:00） 

 4 月 8 日（水） 10：00～11：40 

明倫公民館主催 

めいおん門出ライブ 2020 

●場所 明倫公民館 

●時間 13：30～15：00 

出 演 めいおん 8期生、9期生、１０期生 

※メンバー 明倫、小鴨、上小鴨小、西中の小5～中2生 

ゲスト せきおん（関金公民館軽音楽部） 

     なだてプリン（灘手公民館軽音楽部） 
 

今年度のめいおん講座（全 6回・第 10期生）が 3月

1日最終日を迎えます。練習の成果と小学 6年生の卒

業を祝う「門出ライブ」を開催します。ぜひお誘い合

っておいでいただき、熱い応援をお願いします。 

西中・鴨中校区女性連絡会 
（明倫、小鴨、上小鴨、関金地区） 

 春爛漫・桜の名所めぐり 

バスを利用して桜の名所をめぐります。他地区の方との 

交流を深めつつ、桜を眺めながら春を感じてみませんか？ 

 

 ●集合場所 時間 明倫公民館 9：15（9：25出発） 

      帰着 明倫公民館 14：45（予定） 

 ●行き先 倉吉～中西部方面（予定） 

 ●講 師 吉岡武雄さん（アーボリック診療所・樹木医） 

 ●参加費 昼食費実費（1,000円～1500円） 

 ●持ち物 飲み物、帽子、動きやすい服装 

 ●明倫地区募集定員 5名 

 ●〆 切 3／27○金   

 

開催♪ 

明倫公民館主催 

 季節を感じる「切り絵」 

今回は「端午の節句」をテーマに「鯉のぼり」を 

ミニ色紙に制作します。どこでも気軽に飾れます。 

どなたでも参加いただけます。 

  
 

●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 

●対 象 地区住民の方 

●〆 切 4月 3日（金） 

申し込み 明倫公民館 22-0642（9:00-17：00）  
4 月10 日（金） 9：30～11：30 

 

※見本は公民館へ 
＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 
12月末 1月末 増減 昨年1月末 1年前の増減

世帯数 1,784 1,771 ▲ 13 1,774 ▲ 3

人口総数 3,565 3,540 ▲ 25 3,636 ▲ 96

男　性 1,611 1,596 ▲ 15 1,660 ▲ 64

女　性 1,954 1,944 ▲ 10 1,976 ▲ 32

０～１４歳 357 348 ▲ 9 349 ▲ 1

15～６４歳 1,784 1,767 ▲ 17 1,846 ▲ 79

６５歳以上 1,424 1,425 1 1,441 ▲ 16

～この季節は風邪をひきやすい時期です。日頃から手洗いやマスクの着用など感染症の予防に心がけましょう～ 

2020年 3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

（主）めいおん♪⑤

9：00～11：00

（自）体育部長会
19：00～20：00

8 9 10 11 12 13 14

（主）めいおん♪⑥ 西中卒業式9：00 養護学校卒業式9：00

9：00～11：00

（自）役員研修会

13：00～16：00 (自)館長会 住民スポーツの日 （人推協）運営委員会

19：00～20：00 20：00（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 19：00～20：00

15 16 17 18 19 20 21

明倫小卒業式9：40 （祝）春分の日

（自）敬老会企画委員会 学校開放企画運営委員会

19：00～20：30 19:30～20：00

22 23 24 25 26 27 28

（自）社会部長会
19：00～20：30

29 30 31 1 2 3 4

の行事予定

河原町「ふれあい市」のご案内
●日時 3月１５日（日）9：30～

●場所 河原町東地蔵 (下の地蔵さん)周辺
内 容 ふれあい市（野菜、果物、切り花等の販売）

〇主催／河原町の文化を守る会
〇問合先／会長 馬田武男（22-3531）

http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1519696029/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9kYl9pbWcvc296YWkvMDAwMDEvMTUyMDAvd2F0ZXJtYXJrLmpwZw--/RS=^ADB9erxl_jRoPsvHg8TMapRhgv.v3c-;_ylt=A2RimFEcZ5NaQmsADQKU3uV7


                                                                   

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ 1・ 2 月 ＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2020年 3月号 

1/31 明倫小学校・入学前説明会 2/9、16 めいおん講座③④ 

講義が終わった後は、パートごとに分かれ

練習をしています。 

2/8、9  親子スキー教室 ～大山～ 

今年度の学習と、この４年間の明

倫地区の歴史講座「ひまみてぶら

り明倫紀行」を振り返りました。

改めて「明倫の宝」を次世代にも

つなげていきたいです。 

新１年生の保護者に向けて「子育てプログ

ラム」を開催。「入学式では顔見知り！！」 

   
  

 
〇町名の由来 

  南北朝時代を経て戦国時代に移り 1500年代に羽衣石城の南條氏が打吹城を治めた時代があった。本丸が

あり、二の丸は備前丸、三の丸は越中丸といわれ南條氏の重臣であった山田越中守
のかみ

が居住したことにちなん

で越中町となったと伝えられる。 

  その時、すでに治水の役割を鉢屋川が果たしていた。川添護岸の改修は江戸時代。 

〇歴史上の建造物の跡地 

  現在の町公民館の辺りに明治２年から４年まで久米郡政所があったが、久米郡高等小学校に変わり明治 33

年に廃校になった。 

  明治・大正期には稲扱千歯の鍛冶屋が数件あった。 

  昭和４０年初めには明倫公民館があったが、円形校舎に移転し、当町の公民館となったが、老朽化のため

町民の創意により平成２６年１１月竣工となりました。 

  今では町民の交流の場となっており、利用度が高くなっています。（参考：鳥取県の地名 平凡社） 

   
    令和 2年度明倫地区自治公民館協議会 

     各部会長を紹介します。（敬称略） 
 

 ●総務部長会長 前田龍市（福吉町 2） 

 ●社会部長会長 山本 巧（余戸谷町） 

●文化部長会長 中山弥知（福吉町） 

●厚生部長会長 東 英司（みどり町） 

●交通部長会長 山田儀雄（福吉町 2） 

●体育部長会長 今西則彦（越殿町） 

●防災部長会長 上田敏博（福吉町 2） 

1年間お世話になります。 

 令和２年 明倫地区自治公民館協議会行事（予定） 

 

住みやすい、いきいきとした町づくりを目指し、今年も様々な事業を計画しています。 

よりよい地域活動になるように、みなさんのご協力をお願いいたします。 
 

 

 

            厚生部  

◆生活排水溝の清掃 

4月 12日（日） Aグループ 

福吉町・旭田町・金森町・福吉町２丁目・八幡町 

鍛冶町 2丁目・河原町・余戸谷町・みどり町 

4月 19日（日） Bグループ 

瀬崎町・東岩倉町・西岩倉町・鍛冶町 1丁目 

越中町・越殿町・広瀬町 

◆玉川・鉢屋川清掃 7月 12日（日） 

 

 交通部  

春の全国交通安全運動：4月 6日～15日 

  夏の交通安全県民運動：7月 13日～22日 

  秋の全国交通安全運動：9月 21日～30日 

  年末交通安全県民運動：12月 14日～23日 
 

 文化部  

◆生活文化展 10月 24日（土）・25日（日） 
 

 防災部  

◆防災研修 6月 7日（日）（支え愛マップ） 

  ◆実技研修 9月 6日（日）（身近な応急処置） 

～みんなで子どもの成長を支えるために～ 

明倫地区青少協/明倫地区いきいきプラン実行委員会 

倉吉市 4地区合同開催 

頑張る住民自治活動 

鳥取県知事表彰 受賞！！ 
 

【団体表彰の部】 明倫地区振興協議会 

協議会が主催している「めいりん祭」が住民の主体的・

自発的に参加して継続してきた活動で、地域社会の活性

化に貢献している「住民自治活動」と認められ表彰され

ました。 
 

【個人表彰の部】 米舛隆生さん 

住民自治活動の代表として 

長年従事し、活動を通じて 

良好な地域社会の維持及び 

形成に顕著な功績が認められ、 

表彰されました。 

 総務部  

◆役員研修会 3月 8日（日）13：00～ 

場所：明倫公民館 

テーマ：「住民主体の地域づくりを考える」 

講師：椿 善裕さん（とっとり県民活動センター） 
 

 社会部  

◆敬老会 ５月 31日（日）まちかどステーション 

  ◆町内人権学習会 ７月～9月各町 

   ※共催／明倫地区人権学習推進協議会 

同和教育推進員協議会・明倫公民館  
 

 体育部  

◆ウォーキング大会 4月 5日（日） 

 開会 8：30  

※詳細・参加申し込みは、 

後日、体育部長を通じてお知らせします。 
 

◆運動会 5月１0日（日） 

◆ソフトボール大会  6月 28日（日）  

◆ソフトバレーボール大会 9月 27日（日） 

◆グラウンドゴルフ大会 10月２5日（日）           

明倫地区振興協議会及び 

明倫地区自治公民館協議会会長 

※日程は変更される場合もあります。   

※各事業の詳細は随時、担当部を通じてお伝えします。 

越
中
町
の
町
紋 違

い
角 

今年も、白いゲレンデに、子供たちの歓声が響きました！ 

2/6 歴史講座(最終回) 

佐々木支援員のもと、新たなコミュニティの創出を目指して催

された歌声喫茶も第 3回目となりました。回を重ねるごとに

参加者も増えてます。生演奏で懐かしの歌謡曲や動揺を歌い、 

休憩時間の「ヨッちゃんのこだわりコーヒー」と「小さなケー

キ屋さん」のおいしいケーキも大好評！元気になる歌声喫茶！ 

2/19（水） 歌声喫茶のつどい IN吉祥院 

～集落支援員・地区振興協議会共催～ 

 


