
明倫公民館主催講座 

旧国鉄倉吉線廃線跡を歩こう！！ 
旧国鉄倉吉線が廃線となって 30年。関金～山守間の一部は廃線後もレールや駅ホーム 

トンネルが残り全国的にも珍しい「廃線跡トレッキングコース」に再整備されています。 

レールの上を歩きながら竹林と廃線のフォトジェニックな景観を楽しみませんか！？ 
 

●日にち 6月 17日（月）9：30～13：30 

●場 所 倉吉市関金町 

●内 容 旧国鉄倉吉線廃線跡のトレッキング（約 2.9ｋ）※雨天決行、倉吉マイス協会の方のガイド有り 

●日 程 9：20明倫公民館集合 ⇒ 9：30出発（スタート地点までバスで移動） 

     10：00～トレッキング（松河原）⇒山守トンネル（折り返し）⇒泰久寺駅跡 
 
●募集人数 15名程度 

●参加費 ９00円（昼食代他） 

●服 装 動きやすい服装、履きなれた靴、帽子 

●持ち物 お茶、タオル 

●〆 切 6月 12日（水） 申し込み⇒明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 
 

  明倫地区振興協議会・明倫公民館共催 

  自然に親しむ交流事業 

花壇コンテストに参加して 

明倫を花が溢れるまちにしよう！ 

 

■日時6 月30 日（日）９：00～10：00 

■場所：明倫公民館駐車場 ＜費用：無料＞ 
 

花でいっぱいの美しい景観の明倫地区を目指し、毎年花植え

をしています。多くの方の参加をお待ちしています。 

参加希望の方は各町の館長までお申込みください。 

前回の「秋植え」コンテストの表彰をします 

                                         
   
                                                                                               

会議室、和室、調理実習室などを利用できます。 

詳細は、明倫公民館へお問合せ下さい。22-0642 

 

貸し館利用時間 通年 9：00～22：00 

事務所開館時間 平日 9：00～17：00 

 

2019年 6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」 

田中千英子さん作品 

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 
 

 ■№430令和元年 6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 河原町・余戸谷町 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。 

  

 

 

明倫公民館の利用（貸館）のご案内  

●利用料金 

 地区住民の方は減免の措置があります。ご相談下さい。 

●利用の際ご注意下さい。 

 ※利用後は、清掃をして日誌の記入をお願いします。 

  みんなの公民館です。利用後は必ず清掃をして、次の方が 

気持ちよく使えるようご協力ください。 

2019年 6月
日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

ふれあい給食8：00～

なごもう会13：00～

町内人権学習会事前研修会

はばたき人権文化センター

19:00

9 10 11 12 13 14 15

防災研修会10：00～ 倉吉市小中学校一斉公開 倉吉市小中学校一斉公開

（主）切り絵講座
13：30～

住民スポーツの日 自治公館長会19：00～ 厚生部長会19：00～ 西中校区同研（小鴨小）

20：00～（フットサル） 19：00～

16 17 18 19 20 21 22
（主)倉吉線跡トレッキング ふれあい給食8：00～

9：20～(明倫公集合） なごもう会13：00～

学校開放企画運営委員会

19:30～

23 24 25 26 27 28 29
地区ソフトボール大会

倉吉農高グラウンド

8：00～ 地区社協研修会13：30～

30 1 2 3 4 5 6
自然に親しむ交流事業

9：00～

の行事予定

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 
3月末 4月末 増減 昨年4月末 1年前の増減

世帯数 1,788 1,795 7 1,783 12

人口総数 3,595 3,602 7 3,612 ▲ 10

男　性 1,627 1,631 4 1,643 ▲ 12

女　性 1,968 1,971 3 1,969 2

０～１４歳 359 363 4 347 16

15～６４歳 1,799 1,800 1 1,829 ▲ 29

６５歳以上 1,437 1,439 2 1,463 ▲ 24
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明倫地区集団健診のお知らせ  

日程 令和元年 7月 4日（木） 

会場 明倫公民館 

健診受付時間 午前 8時 30分から午前 10時まで 

健康診査 
国民健康保険特定健診（40～74歳） 

後期高齢者医療長寿健診 (75歳以上) 

がん検診 
胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診 

前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診 

物忘れ健診 （無料） 

持ち物 

・保険証 

・特定健診受診券・長寿健診受診券 

・がん検診受診券 

・自己負担金 

その他 

・すべての健診について保健センターに予

約が必要です。 

・詳しくは、受診券に同封している「倉吉市

健康診査・がん検診の手引き」をご覧くだ

さい。 

・85歳以上の方は、受診券の申し込みが必

要です 

問い合わせ先 

申し込み先 

倉吉市保健センター 

電話：26-5670   

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ ５ 月 ＞ 
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019年 6月号 

５月２６日 （日） 明倫地区敬老会 

５月１２日 （日） 明倫地区大運動会 〈自治公〉 
これからも、ますますお元気でお過ごし下さい！ 

 

 

        

     「空き家」をご紹介ください 

こんにちは。 

明倫地区集落支援員の佐々木です。 

明倫地区の抱える課題の一つに空き家の 

増加があります。家というのは人が住まなくなると傷ん

でしまうものです。誰も住んでいないのであれば、放置

するのではなく、田舎暮らしを希望されている方にお貸

しするという選択肢もあります。一度ご相談下さい。 

〈連絡先〉明倫地区集落支援室（明倫公民館内） 

22-0642（平日 9：00-17：00） 

 

    

 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♪ 

はちまんじんじゃ（八幡町） 

 室町時代の頃、生田村（倉吉市）に造営されたが、洪水によ
って社殿が流されたため、現在地に移されたと伝える。応神天

皇他 5柱の祭神を祀る。明倫地区と小鴨地区の生田と丸山が氏

子圏。作物の出来を占う「生田の管粥神事」がおこなわれる。

（文/眞田廣幸） 

西中学校区同和教育研究協議会 

西中校区同和教育研究会（第１回） 

「一人ひとりを大切にする人権同和教育」 

～一人一人をつなげていく実践をめざして～ 

 日にち６月１4 日（金）19：00～20：30 

場 所 小鴨小学校（体育館他） 

 内 容 ①全大会・講演会 

②分散会・進路保障・特別支援 

・人権尊重のまちづくり 

  子どもが健やかに育つための研修です 

どなたでも参加いただけます。 
 

申込み先⇒事務局22-0642（平日 9:00-17:00） 

今年の明倫地区の敬老者（75歳以上）

の方は 885人です。 

（男性 291人・女性 594人） 

■明倫地区防災研修会＜防災部＞ 

6 月9 日（日）10：00～ 

内容：災害図上訓練・※ＤＩＧ 

  場所：明倫公民館 
 ※ＤＩＧとは地図や図面を囲みながら災害リスクをイメージ

（見える化）し、予防策や対応策を考える図上防災演習です。 

詳細は各町の防災部へお尋ね下さい。 

■明倫地区ソフトボール大会〈体育部〉 

 日にち ６月23 日（日）8：00～ 

場 所 倉吉農業高校グラウンド（倉吉市大谷）  
今年も中学生が 競技に！ 

運営スタッフボランティアとして大活躍！！ 

明倫地区敬老会がまちかどステーシ

ョンにおいて盛大に開催されまし

た。当日は、保育園、子ども園、地区

内外から楽しい演芸の出演をいただ

き、祝い膳を囲んでたくさんの笑顔

の花が咲きました。 

＜Aブロック＞ 

優勝 瀬崎町 

2位 岩倉町合同チーム 

3位 鍛冶町合同チーム 

 

＜年齢別リレー＞  

優勝 みどり町  

2位 余戸谷町 

3位 岩倉町合同  

＜Bブロック＞ 

優勝 余戸谷町 

2位 越殿町 

3位 福吉町 

 

＜めいりんパワー＞ 

優勝 福吉町 2丁目 

 

   倉吉市小中学校一斉公開 

日にち ６月 12日（水）8：15～15：05 

６月 1３日（木）8：15～15：15  

どなたでも参観していただけます。 

ぜひ子どもたちの様子を見に来て下さい。 

結 果 発 表 
  明倫地区社会福祉協議会  

明倫地区福祉研修会 

日にち ６月２４日（月）13：30～ 

場 所 明倫公民館 

内 容 福祉協力員の活動について 

※各町の福祉協力員さん、２名参加をお願いします。 

 

空き家を管理しないと 

建物の風化が進行･･ 

草木の繁茂･･ 

近隣に迷惑･･ 
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