
明倫公民館主催講座 

 のぼの陶芸体験 おかげさま地蔵作り 
日頃の感謝の気持ちを込めて・・・おかげさまを形にしませんか！？愛嬌のある表情や形で 

癒しを与えてくれる地蔵。はじめての方、子どもさんの参加も歓迎です。 
 

●日にち 7月 24日（水）13：30～15：30 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 小原雅也さん（倉吉焼八幡窯） 

●参加費 1200 円   

●持ち物 エプロン、手拭タオル 

●募集人数 先着 10 名 （定員になり次第〆切）  申し込み⇒明倫公民館 22-0642（9:00-17：00） 

                                         
   
                                                                                              

2019 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。 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

倉光克子さん作品 

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  
■№431令和元年 7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 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。 

明倫公民館に 

見本があります。 

明倫地区振興協議会主催 

  倉吉打吹まつりに「山車巡行」 

  巡行参加者、お囃子奏者募集！ 
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。 
 

日時 ８月3 日(土) 
15：30 集合（大正町マルケン西駐車場） 

16：00 屋台巡行 

  17：30 参加賞渡し・解散（新町 3 妙寂寺） 明倫地区振興協議会主催 

第33 回 めいりん祭 
日時8 月31 日（土）※雨天順延 9/1日（日） 

会場 明倫体育館跡地(鍛冶町 1) 

    （人権文化センター横）

出店希望の方、団体は下記事務局まで連絡の上、 

めいりん祭模擬店説明会においで下さい。 

日にち 7/17（水）19：00～ 

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） 

明倫地区青少年育成協議会主催  

   大山池をカヌーで冒険に出かけよう！ 

  日時7 月27 日(土) 13：00～16：00 

  12：30 明倫公民館:集合出発（バスで移動） 

■場所 関金町大山池 B＆G 

■対象  明倫小学校児童･親子 ※1～３年生は保護者同伴。 

■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。 

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 
4月末 5月末 増減 昨年5月末 1年前の増減

世帯数 1,795 1,795 0 1,794 1

人口総数 3,602 3,595 ▲ 7 3,628 ▲ 33

男　性 1,631 1,630 ▲ 1 1,648 ▲ 18

女　性 1,971 1,965 ▲ 6 1,980 ▲ 15

０～１４歳 363 358 ▲ 5 351 7

15～６４歳 1,800 1,798 ▲ 2 1,842 ▲ 44

６５歳以上 1,439 1,439 0 1,435 4

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～ 

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～ 

2019年 7月
日 月 火 水 木 金 土

30 1 2 3 4 5 6
集団健診

受付け8：30～

7 8 9 10 11 12 13
玉川・鉢屋川清掃

7：00～関係町

住民スポーツの日 自治公館長会18：00～

20：00～（バレーボール） （館外）

14 15 16 17 18 19 20
人推協視察研修(鳥取) （主）出張公民館
9：00明倫公集合 9：30（広瀬町）

めいりん祭模擬店説明会

　 19：00～
学校開放企画運営委員会

19:30～

21 22 23 24 25 26 27

青少協・カヌー体験 午後

（主）地蔵づくり講座

13：30～
めいりん祭 部長会長会 めいりん祭企画委員会

19：00～ 19：00～

28 29 30 31 1 2 3

の行事予定

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
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1527567873/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTIvNTE1Ny01MDB4Mzc1LmpwZw--/RS=^ADBELvEJelAlLLWpfIteFN2XaMvNxk-;_ylt=A2RCAwWAhAtbWEIArQuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1527567873/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTIvNTE1Ny01MDB4Mzc1LmpwZw--/RS=^ADBELvEJelAlLLWpfIteFN2XaMvNxk-;_ylt=A2RCAwWAhAtbWEIArQuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1530172391/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25hdHVtYXR1cmlpbGx1c3QudXAuc2Vlc2FhLm5ldC9pbWFnZS9FOEI1QTRFMzgxODZFMzgxQTFFMzgyOEYuanBn/RS=^ADBM7RrXVPPXhM5QsHmA2V4MdW_RCI-;_ylt=A2RCKwlmQjNbNVAAKwqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498724734/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltZzAxLmdhdGFnLm5ldC8yMDE1MDcvMDhjb2R1ay9nYXRhZy0wMDAwOTk2My5wbmc-/RS=^ADBC9o89bpRRDBdQ_0WP1zQIzye3KE-;_ylt=A2RinFj.Z1NZTUMAhGKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1530172267/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tekJ5U21CdnBCZEkvVWJWdk1jbUVvS0kvQUFBQUFBQUFVclkvQU9WSldjM1o5ZFEvczgwMC9jYW5vZV9tYW4ucG5n/RS=^ADB0j9Alz2GUNJbMZWyS0yr4CAUiAQ-;_ylt=A2RCKwbrQTNbIl8A1xGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


                                                                              

ピ ッ ク ア ッ プ め い り ん ＜ ６ 月 ＞ 
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2019 年 7 月号 

16町（全町）11チーム参加・熱戦 
倉吉農業高校グラウンド 

    「コーヒー入れ方講座」開催（６/26） 

こんにちは。明倫地区集落支援員の佐々木です。 

「ほっとここ」にて、初心者向けの『コーヒー入れ方講座』

を開催しました。（参加者 21 名）小鴨の「男のクラブ」より

米田光久さんを講師にお招きし、ペーパードリップで簡単に

できる美味しいコーヒーの淹れ方を教えていただきました。

米田さんのわかりやすく丁寧な説明を、みなさんが熱心に聞

き入っていらっしゃったのが印象的でした。もちろんコーヒ

ーは美味しく頂きました♪ 

   
  明倫地区社会福祉協議会  

    倉吉福祉センターミニギャラリーコーナー 

展示作品募集！ 
 

明倫地区の住民の方の展示作品を募集しています。 

地域の皆さまの応募をお待ちしています。 

手芸、絵画、写真、絵手紙、俳句など作品の種類は問いません。 

●申込み〆切 7 月中旬頃  

●問合せ先 地区社協事務局（明倫公民館内）22-0642 

 人推協・同推協合同視察研修会 

   日 時７月１7日（水）9：00～14：00 

    研修先 鳥取少年鑑別所（鳥取市） 
   

■集合 8：50明倫公民館 9：00出発 

■対象 人推協・同推協会員、地区住民  

  ■内容 現地視及び説明等 

■参加費 昼食費  ■募集人数 １５名程度 

■申し込み先 人推協事務局（明倫公民館内〉 

■〆切 ７月９日 22-0642・平日 9:00-17:00 

 
■地区内河川清掃  7月 7日(日)7:00～  ゴミの無いきれいな川に！ 各町の河川域（自治公・厚生部） 

 

■各町夏祭りのご案内 

町 日にち 祭り名 場 所 

福吉町 
7月 14日（日） 17:00～ 花宮神社 子供天満宮例大祭 倉吉福祉センター 駐車場 

コメント：ビール以外無料です。２００円/１杯 

瀬崎町 

7月 14日（日）16:30～  木山神社夏祭り 木山神社 

コメント：17：00 より子供みこしが町内を練り歩きます。その後、壮年団によるソーメン流し、踊りや抽選

会、最後は大懇親会で盛り上がります。 

西岩倉町 7月２０日(土) 18:30～ 西岩天満宮夜宮夏祭り 西岩倉町・吉祥院境内 

越殿町 
7 月２7 日(土) 17:00～

18：30 
越殿町稲荷神社夏祭り 越殿稲荷神社周辺 

コメント：17：00～そうめん流し、たこやきなど、17：30～祭り 生ビール、焼き鳥、子どもコーナーなど。 

鍛冶町１ 7月 14日(日) 18:00～ 和霊さん・天神さん夏祭り 鍛冶町１丁目公民館前広場 

余戸谷町 
7月２１日(日) 17:00～

19:00 

和霊祭・夏祭り  ヒシクラ前広場、公民館 

 

コメント：屋台が多数でます。ご来場下さい。（焼きそば、生ビール、カキ氷、とうもろこし、ヨーヨー釣りなど） 

河原町 ７月 25日（木）18:15～ 天神さん夏祭り＆文化展 河原町公民館 

みどり町 7月 20日（土）16:30～ みどり町夏まつり みどり町公民館 

広瀬町 ８月 14日（水）11:00～ ソーメン流し 横木邸横駐車場 

          

６月９日 （日） 明倫地区防災研修会 

６月４日 （火） 町内人権学習会事前研修会 ６月１４日 （金） 季節を感じる 切り絵講座 

６月１７日 （月） 倉吉線廃線跡トレッキング 

倉吉市消防ポンプ操法大会（6/2） 

明倫分団 2年連続県大会出場！！ 

～小型ポンプの部 2 位～ 

明倫分団は、7 月 7 日に開催の鳥取県消防ポンプ

大会に出場します！ 
 

分団長 米田歳幸 

指揮者 岸下弘幸 

1 番員 稲嶋昌平 

2 番員 今西則彦 

3 番員 松島博隆 

補助員 渋谷徳行  
※操法大会とは・・・消防訓練における基本的な器具操作・動

作の方式、火災消火を想定した基本操作を競う大会です。 

倉吉市明るい選挙推進協議会 

第 25回参議院議員通常選挙 

投 票 日 令和元年 7月 21日（日） 

投票時間 午前 7 時～午後 8 時 

投票場所 入場整理券に表示されている投票所 
 

この選挙は、私たちの声を国政に反映させる代表を選ぶ

大切なものです。選挙のルールをよく守り、明るい選挙

を実現しましょう。 

６月２３日 （日） 地区ソフトボール大会 

結 果 

優勝 越殿町 

2 位 余戸谷町 

３位 鍛冶町合同 

福吉町 

自然豊かな倉吉線廃線跡を、倉吉線の歴史を学習

しながらトレッキングしました。 

今回はあさがおの 

切り絵に挑戦しました。 

グループに分かれ、水害を

イメージし地図上に、取る

べき行動や対応、留意事項

を付箋に書き込み、意見を

整理し「見える化」していき

ました。 

水害を想定した災害図上訓練 

を行ないました。 

〈自治公防災部〉 

中尾美千代さんを講師に迎え、「町内人権学習

会をどう町づくりに生かすか」をテーマに力強

いお話をしていただきました。 

越殿町が市民体育大会に出場します。＼ (*⌒ 0⌒ )ｂ がんばっ ♪  
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