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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  
■№447令和 2年 11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」 

徳永 秀さん作品 明倫公民館ＨＰ 

倉吉市から、昨年 10月に、倉吉市行政改革に伴い、各地区公民館をさらなる地域活動の拠点となるよう
コミュニティ機能を強化し、コミュニティセンターとする「地域のあり方に関する方針（案）」が示され、
明倫地区では、今年 7月に検討委員会を発足し、現在、新たな組織として取り組む地域活動について協議を
重ねています。 

また、自治公民館協議会館長会をはじめ各部長会長会や既存の関係団体から活動の内容や課題の聞き取り
を行いながら、検討委員会の状況や経過説明をしています。 

検討委員会の委員は、自治公民館協議会・地区振興協議会役員、地区青少年育成協議会長、公民館管理委
員会役員及び運営委員、地区公民館職員、住民有志の 12名です。検討内容に応じた倉吉市担当課職員も同
席していただき、新たな組織の素案を検討しています。 

 
・7月に回覧にて、倉吉市の行政改革に伴う地域のあり方検討会について説明、及び検討委 

員会に参加を希望する住民を募集 

・7月中旬に第 1回検討委員会を実施 

・8月には検討委員会を 2回、自治公民館協議会の館長会、自治公民館協議会 

各部長会長会と地区社会福祉協議会を対象にヒアリングを実施 

・9月には、自治公民館協議会館長会での経過説明、検討委員会 

・10月には、検討委員会 2回、第 2回目の部長会長会、人権学習関係者との懇談会を実施 
 
今後も、来年 4月からのコミュニティセンター化へ向けて、従来の公民館機能に加え、地域振興、地域福

祉、地域防災、自治活動、人材育成等の支援などを行う体制づくりに向けての組織編成について協議し、検
討委員会を開催していきます。 

明倫地区「地域のあり方検討会」で、新たな地域づくり組織を検討しています。

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 福吉町 2 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。 

なごもう会へ参加される方へ 

 
●毎月第 1・第 3金曜日 午後 1時３０分～3時  

●明倫公民館 
原則的に上記の期日・会場で開催されます。 

詳しくは、配布されている年間予定表をご覧下さい。 

～倉吉市長寿社会課～ 

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 

ふれあい給食の日 

●配食 DAY・・・毎月第２・第４木曜日  
 

原則的に上記の期日に配食されます。 

詳しくは、配布されている年間予定表をご覧下さい。 

～明倫地区社会福祉協議会・ふれあい給食～ 

明倫公民館主催 

    節を感じる「切り絵」 

来年の干支の「うし」をモチーフの切り絵をします。 

初心者から経験者の方までどなたでも参加いただけます。 
 
 
 
 
 
 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 米田美保さん 

●参加費 300円  ●〆切 12/8 

●募集人数 10名程度 ※材料は主催者で準備します。 

申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 

   明倫公民館主催・趣味の講座 

 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？ 

■場 所 明倫公民館 9：30～11：00      

■講 師 あんどう花店さん  

■参加費 2800円（花代・花器込） 

■申込み〆切  12月 10日（木）      

■持ち物 花用はさみ 

■募集人数 各 10名程度 

申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 
＊新型コロナウイルス感染拡大などで中止となった場合は、花

材、資材と製作レシピのお渡しになります。ご了承ください。  

12 月 12 日(土) 9：30～11：30 

※はな＊花会員の方も 

申し込みをして下さい。 

8月末 9月末 増減 昨年9月末 1年前の増減

世帯数 1,742 1,741 ▲ 1 1,795 ▲ 54

人口総数 3,465 3,454 ▲ 11 3,585 ▲ 131

男　性 1,558 1,549 ▲ 9 1,625 ▲ 76

女　性 1,907 1,905 ▲ 2 1,960 ▲ 55

０～１４歳 338 337 ▲ 1 356 ▲ 19

15～６４歳 1,713 1,704 ▲ 9 1,799 ▲ 95

６５歳以上 1,414 1,413 ▲ 1 1,430 ▲ 17

2020年 11月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
共催)ウォーキング

9：00～11：30

催)めいおんバンド講座

14：00～16：00

8 9 10 11 12 13 14
地区振)花づくり事業

9：00～10：00

（自）総務部長会
(自)館長会 19：00～ 住民スポーツの日

19：00～20：00 20：00（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

15 16 17 18 19 20 21

（自）文化部長会

19：00～
学校開放企画運営委員会

19:30～20：00

22 23 24 25 26 27 28

（自）厚生部長会

19：00～

29 30 1 2 3 4 5

の行事予定

鳥取県及び倉吉市の感染症に係わるイベント等の開催について、感染症対策が担保

されている場合、利用制限の緩和を行う通知があり、当面、通常の貸館の利用に戻り
ます。※感染状況に応じて随時ご案内します。

今後も、「新しい生活様式」の日常化を図り、多くの住民の皆様にご利用いただけ

る施設として感染症防止対策を実施していきます。

http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYaCpXuC5ME/UdEeVAIXlcI/AAAAAAAAVtA/bm__TwE6HqM/s777/patrol.png


                                                                                 

報告今年度の倉吉市公民館活動展は、中止になり

ました。（倉吉市公民館連絡協議会） 
 

予告 「お正月寄せ植え」教室開催予定（12月） 
 

お礼 10/20 地区老人クラブのみなさんが公民館外側の

清掃をしてくださいました。 
 

ちょこっとギャラリー 

 美鈴会（習字教室）の作品を展示しています。 

ピックアップめいりん＜9・10 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2020年 11月号 

 

    ＜歌声喫茶のつどい＞ 寒さの厳しい季節

を迎え新型コロナウイルス、インフルエンザ

の流行安全を考慮し年内の開催を中止とさせ

て頂きます。(歌声喫茶同好会より) 
 

＜わいわい淀屋＞中止（わいわい淀屋実行委員会より） 

   
河原町には、町のシンボルとしてとっとりの名木 100選に選ばれた「河原町の大イチ

ョウ」（幹周 4.23ｍ、樹高 20ｍ、樹齢推定 350年）が小鴨橋の東側交差点にあります。 

 例年、明倫地区のみな様に多くのご支援とご協力をいただいておりました河原町地蔵

まつり花火大会ですが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から残念なが

ら中止としました。来年は「疫病退散」の願いを込めて花火大会が再開できることを祈

っております。 

 また、県指定名勝の小川氏庭園「環翠園」は令和 3年秋の公開を目指し、修理を進め

ています。 
河原町の大イチョウ 

 
河原町地蔵祭り花火大会「疫病退散」の願いを込めて 

季節性インフルエンザは、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。日

本では、例年 12月～3月が流行シーズンです。また、子どもではまれに急性脳症、高齢の方や

免疫力の低下している方では肺炎など重症になることがあります。 

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、早めに予防接種をしましょう。 

菜の花プロジェクト 9/29 

浅い小鉢にヒメウツギや撫子、ダイモンジソウなど

様々な草木を自由に配置した後、苔や化粧石でデコレ

ーションし趣のある箱庭が完成しました。2年後も楽

しめるよう、手入れの仕方、植え替えの仕方などを教

えていただきました。 

箱庭作り 10/21  染めもの講座 10/5 

地域のみなさんと明倫小学校の児童達が交流

をはかりながら菜の花の種を蒔きました。 

ブラウスや手提げ袋など各々の布に好みの模様に染め

ていきました。染料の量や含ませ方で様々な表情に染ま

り、驚きや感動の連続でした。 

※倉吉市から、対象の方にインフルエンザ予防接種費用助成券を郵送しています。 

詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。 

【高齢者等】倉吉市健康推進課 ☎２７―００３０【乳幼児】倉吉市子ども家庭課すこやか支援係 ☎ 27-0031 

4月より新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となっていた「ふれあい給食サービス」

が再開されました。 

手際よく調理し、温か

いお弁当を対象者の

方へお届けしました。 

 

 

 

 

ふれあい給食」では見守り活動の一環として、一
人暮らし高齢者や高齢世帯などへ手作りお弁当
をお届けしています 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ 明倫地区社会福祉協議会 

☎22-0642 9：00-17：00（明倫公民館内） 

ふれあい給食・調理ボランティア募集！ 

 毎月第 2・4(木) 

時 間 ① 8：00～調理  

    ②10：00～盛り付け  

＊盛り付けからでも OK！ 

 いもほり体験 10/18 

河原町と越殿町子ども会合同で芋ほり体験をしまし

た。採れた芋は「ほっとここ」へ寄贈します。 

～北栄町の天野種苗店 芋畑に於いて～ 

1) 流行前のワクチン接種 

2) 外出後の手洗い等 

3) 適度な湿度の保持（50～60％） 

4) 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取 

5) 人混みや繁華街への外出を控える 

・38℃以上の発熱 

・頭痛 

・関節痛、筋肉痛 

・全身倦怠感    等 

ありがとうございました。 
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