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。
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■№424 平成 30 年 12 月号・明倫公民館発行

倉 吉 市 明 倫 公 民 館

舞台発表練習19：00～

利用時間 9：00-22：00
（事務所：平日）9：00-17：00

■〒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/

字手紙サークル
「美鈴会」米原孝子さん作品

2

3

4

5

(主)めいりん歴史講座⑤

11：00～事務室閉室

6

鳥取短期大学・絣美術館

7

8

なごもう会
13：00～

舞台発表12：00開場
（未来中心大ホール）

倉吉市公民館まつり 作品展示12/6～8（未来中心アトリウム）

9：00明倫公民館集合

舞台発表リハーサル

16：40集合
交通部長会19：00～

明倫公民館主催・趣味の講座

明倫公民館主催

迎春 フラワーアレンジメント講座
年の初めに清々しいお正月花を飾りませんか？
初めての方でも丁寧に指導してくださるのでステキな
アレンジメント作品が作れます。

所 明倫公民館

■時

間 9：30～11：00
あんどう花店さん

■参加費

2800 円（花代・花器込）

■持ち物
■定員

8：00～

9：30～

22－0642（9：00～17：00）

15

住民スポーツの日20：00～

（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

18：00～（館外）

16

■講師 太田勝美さん（越中町）
イメージ

各１０名程度

14
（主）そば打ち体験講座

自治公館長会

恒例となりました。お気軽にご参加ください。

■持ってくるもの エプロン、三角巾、手拭タオル

花用はさみ

13
ふれあい給食

打って楽しい！ 食べておいしい！

17

18

19

20
ふれあい給食

8：00～

21

■参加費 ３5０円（材料費として）
■定員 １0 名程度（定員になり次第〆切）

22

12：00～事務室閉室

なごもう会
13：00～

②自分で打った温そばを食べよう！

12 月 14 日（金）

明倫公民館

12

■内容 ①手打ちそば体験

※はな＊花会員の方も申し込みをして下さい。
■申込み

11

■時間 9：00～12：00

■講 師

■申込み〆切

10

そば打ち体験講座

■場所 明倫公民館

■場

9

舞台発表練習19：00～ 11：00～事務室閉室

倉吉市公民館研究大会

学校開放企画運営委員会

19:30～

23

24

25

26

13：00～交流プラザ

27

28

29

めいりん冬の地蔵まつり

（主）フラワーアレンジメント

河原町下の地蔵さん周辺

9：30～

寄せ植え講座
①10：00～ ②11：00～

30

31

■申込み先 明倫公民館 22-0642（9：00～17：00）

１２月２９日～１月３日 事務室閉室

～明倫地区地域安全推進協議会～

安心安全パトロール 15：30～

めいりん
◆10：00～12：30 頃
・河原町地蔵ふれあい市（野菜の販売）
・豚汁 先着 100 名（振舞い）
・炊き込みご飯（販売）
・お正月フラワーアレンジメント（販売）
・餅つき ぜんざい（振舞い）※地区振興協議会

毎

◆河原町下の地蔵さん周辺で開催
冬のまつりで

寄せ植え講座〈明倫公民館主催〉

●場所 河原町・天野種苗店付近
●時間 ①10：00～10：40 （各回・定員１０名）
②11：00～11：40 ※定員になり次第〆切
●講師

月

第２ 木曜日
第３ 水曜日
第３ 木曜日
第４ 金曜日

老人クラブ

明倫小学校ＰＴＡ
自治公民館協議会
青少年育成協議会・民生児童委員会
青少協担当町 瀬崎町 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。

明倫公民館管理委員会から事務室閉室のお知らせ

天野博之さん（天野種苗店）

●材料費

1500 円（2000 円～相当）

◇12／5（水）14：00～17：00（公民館まつり会場準備）

・福祉の店ふらっぷ、おとめ会

●持ち物

移植ごて、軍手

◇12／7（金）11：00～17：00（公民館まつりリハーサル） 左記の事務室閉室時に公民館をご利用になる団

・その他いろいろ・・・当日をお楽しみに☆

●申込み先

主催 河原町文化を守る会

明倫公民館

22-0642

共催 明倫地区振興協議会、明倫公民館他

詳細は別途、各戸配布のチラシをご覧ください。みなさん、お誘い合わせでお出かけ下さい。

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！！

◇12／21（金）12：00～17：00（公民館研究大会）
◇12／31（月）～Ｈ31 年 1／3 日（木）
（年末年始休み）

鍵の受け取りについて

体の方は、利用する日の前日か当日の閉室時ま
でに、また年末年始のご利用になる団体の方は
１２月２８日に鍵を受け取りに公民館窓口まで

ご迷惑をおかけしますが、ご了承下さい。

おいでください。

2018 年 12 月号

秋の叙勲 受章

ピックアップめいりん＜11 月 ＞

おめでとうございます

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子

旭日単光章（地方自治功労）受章
「めいおん」明倫軽音楽部、第９期生を募集します。
ギター、ベース、ドラムなどの個別の演奏指導を受け、
講座終了時にはバンド演奏もできることを目指します。
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

岡野勝義さん（前広瀬町自治公民館館長）

11/3（土）

めいりん女性教室Ｇｉｎｋｇｏ・わいわい

岡野さんは町の自治公民館の館長として、明倫地

公民館まつり

区では自治公民館協議会の会長として長年にわた
り地域のために尽力さ
れました。また、明倫

・1 月 13 日・20 日・27 日

公民館（地区公民館）
※日程は変更され
ることがあります。

・2 月 3 日・17 日

・3 月 3 日
＜申し込み＞12 月に学校を通じて参加募集チラシを配布しま
す。申込み書を学校に提出してください。

＜〆切り＞ 12 月 21 日（金）

の管理委員長としても
携わって下さり、幅広

＜対象＞小学生 5 年、6 年（明倫、小鴨、上小鴨）
中学生 1 年、2 年（西中）

貢献されました。

＜メイン講師＞浜田達司さん

災害から防御するとともに消防力の強化、充実に尽力

＜参加費＞ 無料

され、消防の発展に貢献されました。

ファミリーバドミントン教室

健診は健康へのチャンス！！
みなさん、今年度の健診はもう受けられましたか？

今年もスポーツ教室でファミリーバドミントンをしま
す。初めての方でも楽しく体を動かすことができるスポ
ーツです。ぜひご参加下さい。

今年も「銀杏ご飯」と「さつまス
ティック」が大好評でした☆

坂本福朗さん（旭田町）
長年にわたり国民の生命、身体及び財産を火災等の

明倫地区スポーツ推進委員主催／明倫公民館共催

12 月 8 日の「倉吉市
公民館まつり」舞台発
表での新明倫音頭の
復活に向けて練習を
しています。

く地域の発展のために

瑞宝双光章（危険業務従事者功労）受章

＜場所＞明倫公民館 2 階 視聴覚室

今年度の特定健診・長寿健診・がん検診の健診実施期
間は、2 月 28 日まです。まだ受診していない人は必

11/７（水）

人権学習/視察研修会 希望の家

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

■定

員 20 名 （１０組）

■申込み〆切

1 月 10 日

特定健診・長寿健診、がん検診は、生活習慣病の予
防やがんの早期発見のために欠かせません。医療機関

利用者さんの特性や要望
等、気持ちに寄り添いなが
らきめ細やかな対応をされ
ている事がわかりました。
～感想より～

11/11（日） 自然に親しむ交流事業
秋の花植え

は健診を受けて、体のチェックをしましょう。そして、

（地区振共催）

今年度国保特定健診は無料です！無料で健康を振り

花いっぱいの明倫

返ることのできるチャンスです！ぜひこのチャンス

地区を目指し、ビオ

センターまでご連絡ください。また、健診を受けられ

た。

※明倫小学校を通じて募集チラシを配布します。

です。健康についてご相談がありましたら

※飲み物、運動靴は各自持参して下さい。

保健センターまでご連絡ください。
問合せ先：保健センター℡26-5670

伝統的な「たたら製
鉄」の歴史や作り方の
説明を受け、実際に使
われていた「天秤吹
子」を体験しました。

11/23（金） 西中校区少年少女のつどい
～西中へ行こう！ワクワク中学校１日体験～

くさんの参加あり
がとうございまし

た方は健診結果を見直して、生活を振り返るチャンス

ひまみてブラリ④

ラを植えました。た

受診券を紛失された方は再発行いたしますので、保健

※用具は主催者で準備します。

めいりん歴史講座

和鋼博物館〈島根県安来市〉

での個別健診も集団健診も料金は同じです。年に一度

を逃さず活用してください。

11/19（月）

浪花所長より施設の説
明をしていただいた後、
施設内を見学・説明して
いただきました。

ず受診しましょう。

■日

11/10・17 舞台発表・踊り練習〈明倫音頭〉

来春、西中学校へ進学する４地区の小学 6 年生を
対象に体育、英語、美術などの１日体験模擬授業を
行ないました。

