
                                   
   
                                                                     

2021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。 

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  
■№449令和 3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 
字手紙サークル 

「美鈴会」 

米原孝子さん作品 明倫公民館ＨＰ 

＜明倫地区人口統計＞ 倉吉市HPより 

 

明倫公民館主催 

 爽やか風味の 

レモンマーマレードづくり 

めいりん産・無農薬レモンを使い 

マーマレードとジャム、レモンカードを作ります。 
 
 
 
 
 
 

●場 所 明倫公民館 
●講 師 松田由美子さん 

（鍛冶町 1 小さなケーキ屋さん） 

●参加費 500円 

●〆 切 1月 12日(火) 
申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 

 

1 月 19 日(火) 10：00～12：00 

 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。 
公民館にたくさんの方々からいただきました温かいご支援・ご協力に厚くお礼を申し上げます。 
昨年は、新型コロナウィルス感染症により、多くの事業が中止や縮小など形を変えての実施とな

りました。これからも感染症に対応していく生活が続きますが、感染症防止対策を取りながら、事業

を進めていきたいと思います。 
また、今春にはコニュニティーセンターとしてスタートします。明倫地区が発展するために活発な

住民活動につながるよう、地域に寄り添った学びや集会の場を提供し、皆さまと共に元気な地域

づくりに努めていきます。 
本年も、皆さまのご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

倉吉市明倫公民館管理委員会 
倉吉市明倫公民館 職員一同 

明倫公民館歴史講座 

【国指定史跡】 

大御堂廃寺跡講座 

大御堂廃寺跡は駄経寺に位置し、山陰を代表する最古級の寺

院跡です。史跡について学び、活用について考える講座で

す。お誘いあわせてご参加ください。 

 

 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 根鈴智津子さん 
（倉吉市教育委員会文化財課専門員） 

●参加費 無料 

●〆 切 1月 22日(金) 
申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 

 

 Made inめいりん 

のレモンで 

1 月 30 日(土) 10：00～11：30 

H22/11月 H27/11月 R2/11月

世帯数 1,917 1,820 1,740

人口総数 4,108 3,810 3,448

０～１４歳 430 356 332

15～６４歳 2,233 1,786 1,707

６５歳以上 1,445 1,427 1,409

明倫地区の人口の推移を現在、5年前（H27）、10年前（H22）でグラフ化しました。 

人口は大きく減少しているのに対して、世帯数は緩やかな減少です。 

15～64歳の生産人口は減少傾向にあり、65歳以上はほぼ同じ人口となっています。 

2021年 1月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2

（祝）元日

事務室閉室 事務室閉室

3 4 5 6 7 8 9

事務室閉室

10 11 12 13 14 15 16
主催)めいおん②
9：00～11：00

17 18 19 20 21 22 23
主催)めいおん③
9：00～11：00 (自)館長会

19：00～20：00

住民スポーツの日 学校開放企画運営委員会

20：00（バレーボール） 19:30～20：00

24 25 26 27 28 29 30
主催)めいおん④ 主催)大御堂廃寺跡
9：00～11：00 講座

10：00～11：30

スキー説明会
19：00～

31 1 2 3 4 5 6

の行事予定

安心安全パトロール 15：30～ ＜明倫地区地域安全推進協議会＞ 

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。 



                                                               
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 

2021年 11月号 

   
新春、冠雪の霊峰大山を一望出来る八幡町は、昭

和 38年につくられた、明倫地区では歴史の浅い町で

す。町名の由来となった八幡神社の裾に位置し、現

在、浚渫が進む小鴨川と共に、より安全で安心なま

ちづくりに皆で努力しています。 

小川家と倉吉の歴史 12/8 ～明倫歴史講座～ 

季節を感じる切り絵「干支」 

めいおん講座 開講式 12/20 

明倫地区河原町にある県の指定

名勝の小川家の庭園・建物に絡

めて小川家の歴史を学び、倉吉

の近代倉吉の発展に多岐にわた

り貢献していたことが理解でき

ました。 

    明倫地区自治公民館協議会主催 

 
はじめての方、もう一度やってみたい方など 

音楽が好きな方、軽音楽を始めませんか？ 

「大人の部」も募集中！ 
●日 程 9：00～11：00  ※すべて日曜日 

・1月 10日  ・1月 17日  

・1月 24日  ・2月 7日  ・2月 14日  

＊３月末  門出ライブ（予定） 

＊楽器は準備します。（楽器のある方はお持ちください。） 
 
●場 所 明倫公民館 2階 視聴覚室 

●対 象 小学生 5年、6年 中学生 1年、2年、大人 

●メイン講師 佐々木眞佐也さん、佐々木奈美さん 

●参加費 無料 

●申込み 明倫公民館 ☎22-0642（9：00-17：00） 

 

■倉吉市健康推進課 ☎２７―００３０ 

福吉町 井上妙子 

 コロナの自粛で久々に開かれた講座に参加した。5人ずつグループに

分かれて座り、倉吉市教育委員会の根鈴智津子さんの話を聴講した。ま

ず、小川氏庭園の写真の資料に沿いパワーポイントで説明を受けた。前

庭、中庭、奥庭があり茶室や池、小鴨川橋欄干や大坂（阪）の道標等の

歴史的な建造物も置いてあった。来秋の修復終了後には是非見学したい

と思った。 

次に小川貞一氏年表の説明を受けた。小川家の歴史と当時の倉吉や日

本の状況も対比してあり、具体的に理解できる資料だった。終わりの 20

分はグループトークと質問の時間だった。私のグループでは小川家は倉

吉の工場、学校、病院、上水道、鉄道、道路等の建設や商業、産業、文

化の発展等、あらゆる方面に多大な尽力を続けて来られた一族だと知

り、其の業績を讃える声が多かった。小川家は倉吉の誇るべき存在だと

思った。 

切り絵講座 12/12 

「小川家と倉吉の歴史講座」に参加して 

参加者の方に 

感想をいただき
ました。 

～知らず知らずの脱水症から、冬の熱中症へ～ 

熱中症は、暑さだけが原因ではありません。暑さに脱水が加わることで起こり、冬でも浴室などで引

き起こす可能性があります。 

冬の室内は暖房により脱水を起こしやすい環境です。夏に比べて、水分を失っている自覚や警戒心が

薄れ、水分摂取の意識が低くなります。 

また、感染症対策として、マスクを着用している人が多いですが、マスクは内側の湿度が上がり、マ

スクをしていない時より喉の渇きを感じにくくなるため要注意です！ 

○暖房などによる乾燥  

○夏に比べて水分摂取の意識が低くなる 

○水分を失っている自覚や警戒心が薄れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
個人やサークル等で作った手芸品、絵画、写真、フラワ

ーアレンジメント、木工作品、習字等何でもＯＫ！！ 

みなさまの素敵なオリジナル作品をお待ちしています。 

※展示期間 1か月程度 

明倫公民館のギャラリーコーナーに 

作品を展示しませんか！？ 

○こまめに水分補給をしましょう。 

○部屋の湿度をあげる。 

 乾燥を防ぎ体の表面から逃げていく水分を減らせます。 

○こまめな体温調節をする。 

 部屋が暖まったら服を脱ぐなど。 

対 策 

今年度のめいおん講座が

始まりました。（全 6回） 

大人のめいおん講座

も同時開講し、12名

の受講生が座学の

後、ギターやドラム

を体験しました。 

今回は、来年の干支「牛」

をモチーフに作成しま

した。 

①1月 9日㊏ 10：30～11：30（申込み〆切 1/6） 

②1月 16日㊏ 10：30～11：30（申込み〆切 1/13） 

●場 所 明倫公民館 

●内 容 除雪機の操作方法と安全講習 

貸し出し手順 他 

（1/9は倉吉市建設課からの説明有り） 

※原則、講習会へ参加した方への貸し出しです。 

今後、除雪機での作業に関わる方は、どちらかにご参加下

さい。 
 

申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 

小型除雪機を各町へ貸し出しします 

安全に使っていただくための講習会です 

八幡神社・公園から見たながめ 
倉吉市選挙管理委員会 

 


