
  

                                            
                                                                                              

2019年 1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」米原孝子さん作品 

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 
 

 ■№425平成 31年 1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 

明倫公民館主催 

教養力アップ！ 和食マナー講座 

ユネスコの無形文化遺産にも認定された「和食」 

和食の正しい作法やおもてなしの心を楽しみながら学びます。 

 

■場 所 日本料理「飛鳥」（倉吉市魚町） 

■時 間 11：30～12：30  

■集 合 11：20 現地へお集まり下さい。 

■講 師 山下二郎さん（日本料理飛鳥・料理長） 

■参加費 2000円（食事代） 

  

新年のご挨拶               

新年あけましておめでとうございます。 

皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

旧年中は、たくさんの方々の温かいご支援・ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

振返ってみると、昨年は地震や台風、更に火山噴火や 40℃を超える猛暑など、全国各地で甚大な被害が発生

しました。あらためて、防災(自助・共助・公助)について考えさせられた一年でした。 

今年の干支は「亥」です。猪突猛進！「災」を振り払う勢いで、事業を開催していきたいと思います。 

公民館では地域が発展するための活発な住民活動につながる学びや活動の場を提供し、仲間づくりと地域

づくりに努めていきます。 

本年も、地域の皆さまの変わらぬご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

倉吉市明倫公民館 館長 稲嶋敏彦 

主事 山本明子 

主事 黒田美香 

 

●刀クイズの答え→１ 鎬(しのぎ)  ２ 切羽(せっぱ) ３ 反り(そり)  ４ 鐔(つば)  ５ 焼き刃(やきば) 

■明倫公民館では環境活動の一環で 

リサイクル活動を行なっています。 

いつも回収にご協力ありがとうございます。 

・小型家電回収⇒自転車置き場に回収ボックス設置⇒ 

・使用済み天ぷら油の食用廃油 

⇒建物向かって右側外（調理室横） 

明倫公民館からのお知らせ  

ペットボトルキャップ 

回収終了のお知らせ 

 

取扱い業者の回収取り止めにつき 

ペットボトルキャップの回収は 12月末を持ちまして

終了となりました。今まで回収にご協力 

いただきありがとうございました。 

■定 員 １5名程度  

■申込み 明倫公民館 22-0642 

■〆 切 1月 18日（金） 

2019年 1月
日 月 火 水 木 金 土

30 31 1 2 3 4 5

仕事始め

なごもう会
13：00～

6 7 8 9 10 11 12

西中始業式 明倫小始業式 ふれあい給食

8：00～

ファミリースポーツ教室

19：00～21：00

明倫小体育館

13 14 15 16 17 18 19

(主)めいおん♪① (主)めいりん歴史講座 明倫小学校土曜授業

9：00～11：00 振返り・閉校式9：30～

なごもう会
13：00～ ファミリースポーツ教室

住民スポーツの日 学校開放企画運営委員会 19：00～21：00
20：00～（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 19:30～ 明倫小体育館

20 21 22 23 24 25 26

(主)めいおん♪② ふれあい給食

9：00～11：00 8：00～ （主）和食マナー講座

11：30～日本料理飛鳥

ファミリースポーツ教室

自治公館長会 スキー教室説明会 19：00～21：00

19：00～ 19：30～ 明倫小体育館

27 28 29 30 31 1 2
(主)めいおん♪③
9：00～11：00

の行事予定

～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 東岩倉町 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。

年始事務室閉室 1月1日～１月３日

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1545269798/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzMwNy8yMDE4MzFfMjczNTk1Ny5odG1s/RS=^ADBtvLiN_0WRjMw_oBZSruZM7dpsVg-;_ylt=A2RiomCloBlcu3QA9QeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1545279426/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDE4OC5odG1s/RS=^ADBYDC6Ysnf5oVmr5yU9FZ9FSSPRso-;_ylt=A2RCL65CxhlcMHgAmx2U3uV7


    
                                                                                                                                                                                      

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 2019年 1月号 

 12/2（日） クリスマスキャンドルホルダー 

12/23（日） めいりん冬のまつり 

 12/6・7・8 倉吉市公民館まつり 未来中心 

               明倫公民館・書道サークル  美鈴会・会員募集！ 
 

書を一緒に楽しむ方を大募集！！ 

毎回、いろいろなテーマで「書」に親しんでいます。 

●字手紙 ●名前ポエム ●百人一首 など 
  ◆活動日 毎月１回 第 4月曜日  

◆時 間 13：30～15：00 

 ◆講 師 山田美鈴さん 

 ◆月 謝 1,000円／月（1回）※別途材料費必要 

 ◆申込み・問合せ 明倫公民館 22-0642 

               （9：00-17：00） 

   明倫公民館主催/明倫地区青少年育成協議会共催

 

「めいおん」明倫軽音楽部（第９期生）が今年も始まります。

楽器演奏に興味のある方、ぜひこの機会に楽器にふれてみませ

んか？ 

＜日程 全 6回＞ 9：00～11：00 全て日曜日 

①1月 13 ②20日 ③27日  

④2月 3日 ⑤17日 ⑥3月 3日 

＜申し込み＞学校を通じて配布している参加募集チラシの申

込み書を学校に提出してください。 

＜〆切り＞ 1月 10日（木） 

＜場所＞明倫公民館 

＜対象＞小学生 5年、6年 中学生 1年、2年 

＜メイン講師＞浜田達司さん 

＜参加費＞ 無料 

   明倫地区スポーツ推進委員主催／明倫公民館共催 

    ファミリーバドミントン教室 

 

■日 時 ① 1月 12日 ②19日 ③26日 

いずれも土曜日 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委員  

■参加費 無料 

■対 象 明倫小学校児童・保護者        

■申込み〆切  1月 10日 
  

※用具は主催者で準備します。 

※明倫小学校を通じて配布の募集チラシ 

又は明倫公民館へ申し込んで下さい。 

※飲み物、運動靴は各自持参して下さい。 

 12/4（火） めいりん歴史講座 ひまみてブラリ⑤ 

作品の出展・来場
ありがとうござ
いました。 

公民館活動や講座

で作成した作品を

展示しました。 

余戸谷町子ども会〈出張公民館〉 

寄せ植え・明倫公民館出張講座〈天野種苗店〉 

明倫公民館研究指定事業 

ひまみてブラリ明倫紀行⑥

日にち 1 月18 日（金）9：30～11：30 

■場所 明倫公民館  

  ■内容 1～5回講座の振返り 

     懇談（茶話会）・閉講式 

■講師 眞田廣幸さん（倉吉文化財協会） 

■費用 100円（茶菓代として） 

■問合せ〈明倫公民館〉22-0642（平日9:00～17:00） 

時 間 学年・場所 内 容 

8：30 

～10：15 
全学年 

児童集会 百人一首 

委員会発表など 

10：40 

～11：25 

1．２年 

各教室 
昔遊びと地域交流 

３～６年 

各教室 
教科学習 

今は踊られなくなった

「新めいりん音頭」が

舞台発表にて復活しま

した！！ 

絣美術館へ行き、館長の吉田公之介さんから 200年の

歴史を持つ倉吉の伝統工芸「倉吉絣」についての歴史、

特徴、など学びました。 

鳥取短期大学・絣美術館  ステキなキャン

ドルホルダーが

出来ました。 

倉吉市明倫小学校 
 

学校公開にぜひおいで下いさい。 

      さあ、いくつわかりますか？ 
 

研究指定事業 明倫歴史講座「ひまみてぶらり刀鍛治

の講座」より日本刀にまつわる出題！ 

（   ）の中には、どんな漢字が入るでしょう？ 
 

① はげしく争うこと→（   ）を削る 

② 物事が差し迫る →（   ）が詰まる 

③ 気心が合わない →（   ）が合わない 

④ 互いに激しくせりあうこと→（  ）ぜりあい 

⑤ にわかに習い覚えること→ 付け（   ） 

 

●答えは、誌面のどこかにあります。 

「めいりん冬のまつり」が河原町下のお地蔵さん周辺で盛大に開催されました。 

自治公・館長会〈餅つき〉 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1513840716/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9jZG4tYWsuZi5zdC1oYXRlbmEuY29tL2ltYWdlcy9mb3RvbGlmZS9rL2tzcGlwcGkvMjAxNzAyMTEvMjAxNzAyMTExOTEzMjMuanBn/RS=^ADB4EV2CbnEjnIBAfTTIE3KAaLwKbo-;_ylt=A2RCKwrMDjpaAG0AvBGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1511591169/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5ibGlzc3NhbG9ua3kuY29tL2ltZy9iYXRvbWludG9uXzUuZ2lm/RS=^ADBFBSubiYZLu9gMHFuWBNQc6i2bto-;_ylt=A2RCL6eBuxdaCDUA_xyU3uV7

