
                                  
   
                                                                        

2020年 9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。 

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 
 

 
■№445令和 2年 9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 福吉町 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。 

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  

 

9月の給食はお休みです。 
 

～明倫地区社会福祉協議会・ふれあい給食～ 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

田中千英子さん作品 明倫公民館ＨＰ 

＜明倫地区人口統計＞   倉吉市HPより 

 

※諸事業は、新型コロナウイルス感染予防対策を講じて行います。当日は検温をして、マスク着用してご参加ください。

なお、体調の悪い場合は、参加をお控えください。 

主催：明倫公民館 
マイナンバー制度について

 

～もっと便利に暮らしやすく～ 

マイナンバー（個人番号）って何？どういう事に役立つの？ 

マイナンバー制度を正しく知って、暮らしに役立てましょう。 
 

  
 
    
■場 所 明倫公民館 

■内 容 マイナンバー制度についての説明 

①マイナンバーカードが作れます。 

②マイナンバーポイントの予約・申し込みが 

出来ます。（＊既にカードがある方） 

■講 師 倉吉市職員 

■定 員 １5名  

■持ち物 申し込み時にお伝えします。  

■申込み 明倫公民館 ☎22-0642（9：00-17：00） 

〆切 9月 11日（金） 

 9 月16 日（水） 13：30～15：00 

      明倫公民館主催 

      節を感じる「切り絵」講座 

      今回は「秋」をテーマに紅葉に挑戦します。 

         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。お気軽に参加ください。 

 
 

 

●場 所 明倫公民館 

●講 師 米田美保さん 

●参加費 300円   

●募集人数 10名  申し込み⇒明倫公民館 ☎22-0642（9:00-17：00） 明倫公民館に 

見本があります。 

9 月12 日（土） 10：00～11：30  

明倫地区振興協議会・明倫小学校 

明倫公民館共催 

菜の花でいっぱいにしよう 
 

毎年恒例の「菜の花プロジェクト」をします。 

明倫地区のあちらこちらで黄色い花々が春の訪れを教えてく

れるのが楽しみです。地域の皆さんと明倫小学校の児童達と

一緒に交流を計りながら蒔きます。 

どうぞご参加下さい。 

 

 
 

 

集合① 明倫小学校･校庭花壇（1～３年生 14：20頃～） 

集合② 明倫公民館･裏河川敷（4～6年生 14：30頃～） 

※各学年で場所と時間が異なります。 
 

日にち 9 月29 日（火） 

6月末 7月末 増減 昨年7月末 1年前の増減

世帯数 1,745 1,745 0 1,795 ▲ 50

人口総数 3,474 3,476 2 3,590 ▲ 114

男　性 1,564 1,560 ▲ 4 1,630 ▲ 70

女　性 1,910 1,916 6 1,960 ▲ 44

０～１４歳 336 339 3 357 ▲ 18

15～６４歳 1,723 1,725 2 1,798 ▲ 73

６５歳以上 1,415 1,412 ▲ 3 1,435 ▲ 23

2020年 9月
日 月 火 水 木 金 土

30 31 1 2 3 4 5
主催)陶芸教室
10：00～社公民館

6 7 8 9 10 11 12
主催)ブローチづくり 主催)切り絵講座⑤
10：00～11：30 9：30～11：00

(自)館長会 住民スポーツの日

19：00～20：00 20：00（フットサル）

13 14 15 16 17 18 19
主催)マイナンバー講座

13：30～15：00

学校開放企画運営委員会

19:30～20：00

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

菜の花プロジェクト

14:20

の行事予定

感染症を防ぐために

外出先でも、家庭内でも

こまめな手洗い・消毒を習慣化しましょう。

人と人の距離や大きな声での会話に注意しましょう。

屋内での喚起も定期的に行いましょう。

太田勝美さん(越中町)が疫病

退散を祈願して「アマビエ」の

銅版画を作成さ

れ、公民館の玄

関に展示中！

新型コロナウィ

ルス感染症撃退！

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
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwdP28NXYgoA9hCU3uV7/SIG=18he4u8du/EXP=1472539855/**http:/rr.img.naver.jp/mig?src=http://imgcc.naver.jp/kaze/mission/USER/20121217/13/1120093/110/638x716x12b8bf285e5a1b638e46aea2.jpg/300/600&twidth=300&theight=600&qlt=80&res_format=jpg&op=r


                                                               ピックアップめいりん＜8 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

2020年 9月号 

  砂丘社 100年 

  創設時を振り返って 
 

総合芸術団体「砂丘社」は、1920（大正 9）年に中

井金三や前田寬治、河本緑石らによって創設されまし

た。創設の頃や昭和初期の砂丘社と同人の活動を紹介

します。 
 

■日時：10月 4日（日） 

■時間：午後 1時 30分～3時 

■場所：明倫公民館 

■定員：50人         『砂丘 創生之記』 

■講師：伊藤泉美（倉吉博物館主任学芸員） 
※申込・参加費ともに不要 

※マスクの着用をお願いします。 

倉吉博物館主催 

顔ヨガレッスンと自力整体⑤ 8/3 

～フェイスシールドを使って自力で整体☆彡～ 

秋の交通安全週間 9/21～30 

～交通マナーを見直しましょう～ 

交通事故をなくすため、秋の交通安全運動が実施

されます。明倫地区では広瀬町（白バラ乳業前）交

差点で午前７時３０分～８時まで街頭活動が行われ

ます。（明倫地区交通安全協会・自治公交通部） 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止になった事業（8/31現在） 

 防災研修会 9月（自治公・防災部） 

 わいわい淀屋 11月（わいわい淀屋実行委員会） 

 

    町内人権学習会が始まりました。 

9月～10月各町で開催（地区人権学習推進協議会） 

8月 6日町内人権学習会・事前研修会を開催しまし

た。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、

参加者を各町の館長、社会部長さんに絞り、今年度の

学習会開催についての方針を説明しました。 
 

①集まって学習する場合 

②集まらないで学習する場合 

各町それぞれのやり方で実施します。 

 

 

「コロナ禍で起きている人権問題について」と 

「倉吉市人権・同和に関する市民意識調査結果・地区

向け抜粋版」＊令和元年人権政策課調査 

を全戸配布しています。ぜひ家庭での学習にご活用

ください。 

 

 

 

  

  

 鍛冶町はその名の通り、室町時代に刀
鍛冶職人が良質な砂鉄があるこの地域に

集まってできた集落です。その技術を生か

して明治時代に稲作の道具（稲扱き千刃）

を作り日本全国に広め、この地域を大いに

繁栄させたものです。時代は変わり面影は

薄いけれど、町にはその心意気はしっかり

と根付いています。 

中心的な役割を果たしているのが明治

生まれの先輩が『町の為に何かできない 

倉吉市人権文化センター発行の人権絵本

を紹介します。 

「あなたならどうする？」 

自分と違う考え方を認めること

の大切さが気づける 1冊です。 

身近にいる人の悩みに気づいたら、声を

かけ、支え合うことが自死予防につながり

ます。一人ひとりが身近な人の様子を気に

かけ、心のサインに気づくことが、いのち

を守ることにつながります。 

また、こころの不調を感じている人の多

くが不眠を認めていることから、「睡眠」を

見直し、早期に気づくことが自死予防には

大切になってきます。「なかなか、寝付けな

い」「途中で何度も目が覚めてしまう」「ぐ

っすりと眠った気がしない」「日中眠気が

強くて、我慢ができない」といった状況が

続いているようでしたら、【よく眠るため

の４つのヒント】を参考にしてみて下さ

い。 

9月 10日～16日は自殺予防週間です  

明倫公民館の講座で行っている「切り絵」の

作品を展示しています。どれも力作ばかりで

すよ。公民館へお越しの際はご覧ください。 

展示期間 9月 30日まで 

5回にわたり行った「顔ヨガ・自力整体講座」の中から仙
せん

腸
ちょう

関節
かんせつ

について紹介します。 

  
◆仙腸関節について◆ 

★仙腸関節とは、 

仙骨と腸骨をつなぐ関節です。 

★仙腸関節の役割は？ 

この関節は3ミリ前後しか動きませ

んが、歩行のリズムと連動し「衝撃

を緩和」する役割があります。 

★身体の歪みから仙骨関節が歪むと

慢性腰痛になります。 

仙腸関節を整えよう！ 
 

◆仙腸関節ほぐし 2人整体◆ 
 

１.受ける側はうつ伏せになる。 

２.手当て側は、相手の尾骨に手の平下

部が当たる様にして仙腸関節全体

を丸く包み、細かく揺する。 

３.足先や肩が揺さぶられる位まで揺

するとほぐれている証拠。 

簡単なので、ご家族にもぜひ (^^)/ 

仙骨 

腸骨 

腸骨 

 

仙腸関節は免震構造で強い力で身体を守るとても大切な関節です。 

か』と仲間で作った集まり『明治会』（現在と

もえ会）、更には『長寿会』、『笑って元気サロ

ン』と町民が力を合わせ日常の生活を健康で

楽しく送っています。 

ランドマークの旧明倫小学校円形校舎は
円形劇場として生まれ変わり、多くの若者で

にぎわっています。そして新たに“ちょっと

気になる”お店がオープン！！お出かけの際

には是非、古の街並みを思い浮かべながら鍛

冶町を楽しんで下さい。 

学習資料として 

人権絵本紹介 

「かさのこえ」 

物を大切にすることは人

を大切にすること。 

【よく眠るための４つのヒント】 

① 太陽の光が脳の目覚ましスイッチに 

② 適度な運動と規則正しい食生活を 

③ 悩みをひとりで抱え込まずに相談 

④ 寝る前の TVやゲーム、やめてリラックス 

 

こころの不調は、本人も周囲も病気であることに気づかな

いことが多いのです。 

ひとりで悩まず、かかりつけ医や専門の医療機関・こころの

相談窓口に早めに相談しましょう。 

倉吉市健康推進課 健康増進係（☎27-0030） 

【相談窓口一覧】 

学習は、 

自力整体と顔ヨガで身体がリセットされて

すっきりしました＼(^o^)／ 

街並みから見る 

円形劇場 


