2018 年 7 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。

7月

2018年

公民館だより

の行事予定
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自然に親しむ花つくり事業

明倫地区集団健診

9：00～

8～１０時受付

なごもう会
13：00～

青少協役員会19：00～
青少協運営委員会19：30～

■№419 平成 30 年７月号・明倫公民館発行

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/

玉川・鉢屋川清掃

字手紙サークル
「美鈴会」
田中千英子さん作品

7：00～関係町

自治公館長会
18：00～（館外）

今年のテーマは「産業」
。
明倫地区や倉吉市で栄えた産業の背景には
何があったのか。生み出した人々の思いとは･･･

① ７月２７日（金）9：30～11：30
ひ
○

16

別途、回覧にて募集します。
各町の館長さんにお申し込みください。

次回は 9 月 6 日（木）○
ま まるで魔法の農具 「太一車」

19:30～
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ふれあい給食

8：00～

28

（主）歴史講座① 青少協・カヌー体験
9：30～※開講式

めいりん祭・部長会長会

19：00～（自治公）
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～夏休みの宿題解決！～

～明倫地区地域安全推進協議会～

今年の夏休みは中学生・高校生のお兄さん・お姉さんにど
んどん質問して宿題を終わらせよう！

■日時 ８月７日（火）～９日（木）8：30～12:00
■場所 倉吉市社公民館
＊明倫小学校児童はバスで送迎します。

＊詳細は、後日、学校で配布されるチラシをご覧下さい。
※雨天順延 2 日（日）

学校開放企画運営委員会

9：00～(大正町）

２２－０６４２（平日 9:00～17:00）

９月 1 日（土）

なごもう会
13：00～

29

サマースタディｉｎ社公民館

日時

21

人推協・視察研修会

山車組立て

問合せ：明倫公民館

めいりん祭

20

19
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17

日時 ８月４日(土)
13：30 集合 （大正町マルケン西駐車場）
14：00 屋台巡行
16：00 参加賞渡し・解散（福吉町仲倉商店北）

明倫地区・社地区青少年育成協議会

32 回

住民スポーツの日

巡行参加者、お囃子奏者募集！

●講師 真田廣幸さん（倉吉文化協会）●場所 明倫公民館

第

9：30～はばたき人権文化セン ター

因伯子供学園９:５０集合

江戸時代中期から昭和初期に全国的に広まった背景を学ぼう！

明倫地区振興協議会主催

8：00～

倉吉打吹まつりに「山車巡行」

ひっぱりだこの 「稲扱千刃」※開講式

※別途配布の受講生募集チラシをご覧下さい。

ふれあい給食

20：00～バレーボール

明倫地区振興協議会主催

ひまみてブラリ明倫紀行 Ver.3
が始まります（全６回）

めいりん祭模擬店説明会

14
共催/ゆかた着付け教室

19：00～

15
明倫公民館研究指定事業
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利用時間：平日 9：00-22：00
（事務所）9：00-17：00

＊問い合わせ 明倫公民館 ２２－０６４２

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 みどり 町・八幡町 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。

会場 明倫体育館跡地(鍛冶町 1)
（人権文化センター横）
明倫地区青少年育成協議会主催
出店希望の方、団体は下記事務局まで連絡の上、
7/11（水）19：00～めいりん祭模擬店説明会においで下さい。

大山池をカヌーで冒険に出かけよう！
日時

7 月 28 日(土) 8：30～12：00

8：30 明倫公民館:集合出発（社協のバスで移動）
めいりん祭の舞台で歌や踊りなど日頃の成果を発表して
みませんか？希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。

〈めいりん祭実行委員会事務局・明倫公民館内〉
電話２２－０６４２（9：00～17：00）

■場所 関金町大山池 B＆G
■対象 4・5・6 年生児童 ■定員：20 名程度
■内容 カヌー体験
※B＆G のスタッフがカヌー指導を行ないます。
※詳細は後日別途、小学校通じて要項(チラシ)を配布します。

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！！

明 倫 公 民 館 の利 用 （貸 館 ）のご案 内
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

●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。

事務所開館時間

平日 9：00～17：00

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。
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ピックアップめいりん

明倫公民館・中央児童館・福吉児童センター共催

熱中症の判断基準と応急処置

日本文化伝承事業・ゆかた着付け教室

夏本番！今年こそ、ゆかたデビュー♪

7 月 14 日(土)

■日時
■会場

9：30～11：30

はばたき人権文化センター（福吉町２丁目 1514-7）

■講師 西村美代子さん
■対象 明倫地区児童、明倫地区保育園、子ども園に通う園

＜６月 ＞

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子

●熱中症には、次の段階があります。
軽症：めまい・立ちくらみ・筋肉痛、汗がとまらない
中等症：頭痛・吐き気・体がだるい（倦怠感）・虚脱感
重症：意識がない・けいれん・高い体温である・呼びかけ
に対し返事がおかしい・まっすぐに歩けない、走れない

６/８（金） 町内人権学習事前研修会

6/19（火） 天神浄化センター施設見学

児、西中生徒、各保護者
■費用

【意識がある、反応が正常な場合】

無料

■問合せ

＊明倫公民館 22-0642
＊中央児童館 22-8452
＊福吉児童センター22-0233

※別途、小、中学校各施設を通じて要項(チラシ)を配布しています。

人推協・同推協合同視察研修会
■日時

微生物を使って
浄化しているのね

●熱中症の応急処置

■定員：20 名程度

７月１8 日（水）10：00～11：30

■集合 9：50 因伯子供学園・玄関前に集合
■対象 人推協・同推協会員、地区住民
■内容 現地視察及び説明等
■参加費 無し
■申し込み先
人推協事務局（明倫公民館内〉22-0642・平日 9：00-17：00

① 風通しの良い日陰や、クーラーが効いている室内
に移動
② 露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風機など
で仰ぎ、氷嚢で首やわきの下、太ももの付け根な
どを冷却
③ 冷たい水、特に塩分も同時に補える経口補水液や
スポーツ飲料を摂取。

因伯子供学園の小坂

下水の仕組みと生活排水が浄化される過程を施設見学しな

※ただし、水を自力で飲めない、または症状が改善しない場
合は直ちに救急隊を要請しましょう

宗司さんを講師に迎

がら説明していただきました。下水道の浄化設備が生活環

え、『「子どもの最善の

境の中で重要な役割を担っていることが分かりました。

【意識がない、反応がおかしい場合】

利益」に配慮した子育

① 救急隊の要請をする。
② 風通しの良い日陰や、クーラーが効いている室内
に移動
③ 露出させた皮膚に水をかけ、うちわや扇風機など
で仰ぎ、氷嚢で首やわきの下、太ももの付け根な
どを冷却
④ 医療機関に搬送する
※倒れた時の状況が分かる人が医療機関に同行しましょう
倉吉保健センター

■地区内河川清掃

て』について実体験に
ただきました。

６/１０ （日）

自治公防災部研
修と共催し 60 名
を越す参加があ
りました。

各町の河川域 （厚生部）

■各町夏祭りのご案内
●福吉町・・・・・・・・・・・・・・7

●瀬崎町・・・・・・・・・・・・・・7

月 15 日（日） 17：00～

体験講座」を開催しました。

＊倉吉福祉センター駐車場

経験のある方や初めての

月 15 日(日)

16:30～

月２０日(金) 18：00～
＊西岩天満宮夜宮夏祭り ＊吉祥院境内

●越殿町・・・・・・・・・・・・・・7

月２8 日(土)

17:00～

＊稲荷夏祭り ＊越殿稲荷神社

●余戸谷町・・・・・・・・・・・7 月２２日(日)

17:00～

＊和霊祭・夏祭り ＊ヒシクラ㈱前広場
●みどり町・・・・・・・・・・・・7

今年２回目となる「そば打ち

倉吉淀屋１０周年記念イベント

＊花宮神社・子供天満宮夏祭り

＊木山神社夏祭り ＊木山神社周辺
●西岩倉町・・・・・・・・・・・7

体験型防災研修会

26-5670

7 月 8 日(日)7:00～

ゴミの無いきれいな川に！

6/22（金） そば打ち体験講座 ②

基づいたお話をしてい

月 21 日（土）

17:00～

＊みどり町夏まつり ＊みどり町児童公園
●河原町・・・・・・・・・・・・・・７月 28 日（土）18：15～
＊天神さん夏祭り＆文化展 ＊河原町公民館

※別途配布の「めいりんお祭りマップ」を合わせてご覧下さい。

江戸時代の町屋で、みなさんと一緒に楽しめる気軽な音楽
会を開催します。オカリナ演奏やコーラス、来館者に参加して
いただきハンドベルの体験など、楽しい企画がいっぱいです。

地震や火災が起きたときに備え、体験型の研修会を開催しました。 方。教え合いながらそば打ち
を行ない、和気あいとした雰
地震体験車やけむり体験ハウス、消火訓練を全員体験しました。
囲気の中自分で打ったそば
の会食をしました。

短冊に願いを込めて、町屋に響く調べをお楽しみ下さい。
※15 日より２２日まで、市内園児・来館者の七夕飾りを飾ります。

★日

時

★ところ
★参加費
★主 催
★共 催
★協 力

７月 15 日（日）13：30～15：30 頃
倉吉淀屋
無料
倉吉淀屋運営委員会
ハレルヤ音楽部
市内保育園、子ども園他

７月中旬頃まで、八幡町の渡邉法子さん作成の「布の遊
具」を展示しています。実際に手にとって遊んでいただけ
ますので、公民館へお越しの際はぜひ布の温かみを体感
してみて下さい。

作品展示コーナーの作品募集！！
各町やグループ、住民の方々の手芸、絵画、写真など
を期間限定で展示します。自薦他薦 OK です！
お気軽にお問合せください。明倫公民館 ２２－０６４２

6/24（日） 地区ソフトボール大会・結果
倉吉農業高校グラウンドで 15 町・11 チーム参加・熱戦！！

優勝

越殿町・・・市民体育大会に出場します

2 位 福吉町２
３位 余戸谷町
みどり町

おめでとうございます！

