
                                   
                                                                                                        
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  利用時間：平日 9：00-22：00 
 

■〒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/ 

2017年７月号 

（事務所）9：00-17：00 

公民館だより 
 

 
■№40７平成 29年７月号・明倫公民館発行  

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。 

明倫・上灘公民館共催  

鳥大(鳥取大学)へ行こう！ 

～ 鳥大探検隊～ 

日時 ８月２２日(火)  
9：00 明倫小集合～16：00帰着（バス移動） 

  ■費用 500円（昼食代：鳥大の学食で食べます） 

 ■対象  4年生～6年生児童  ■定員：10名程度 

 ■内容 鳥大生と交流・大学教授による授業体験・ 

     キャンパス内クイズラリーなど(予定) 

※別途、小学校で要項(チラシ)を配布します。 

 

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５日(土) 

13：30 集合 （福吉町・仲倉商店北側） 
14：00 屋台巡行 

   16：00 参加賞渡し・解散（福吉町） 
 

 アロマセラピー体験 

～癒しのアロマを体験しませんか！？～ 

日時 ８月９日(水)10：00～11：30 

場所 上小鴨公民館 
講師 水谷由美子さん（アロマセラピーアドバイザー） 
■対象：地区内の女性 ■材料費 ３００円 

■持ち物 フェイスタオル２枚 

■募集人数 ４地区で２０名程度 

■〆切 ７月２１日（金） 

■申込み先：明倫公民館 22-0642（9：00～17：00） 

 ※明倫公民館発着のバスをご利用下さい。（定員有） 

  行き 9：40明倫公民館発 帰り 11：50 明倫公民館着 

～夏休みの宿題解決！～ 
 

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８日（火）～10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。 

＊問い合わせ 明倫公民館 ２２－０６４２ 

 

明倫地区振興協議会主催 

第3１回 めいりん祭 
日時 ９月２日（土）  ※雨天順延 ３日（日） 

会場 明倫体育館跡地(鍛冶町 1) 

    （人権文化センター横）

 
地域で考える防災時の備え  

地震や台風などを防ぐことは出来ませんが、いざという時の備えが

あれば、被害を最小限にとどめることが出来ます。これらの被害は、

私たちの日々の備えにより被害を軽減することができます。そのた

めには、いざという時に慌てないためにも日頃から準備をしていく

ことが必要です。 

災害に備えよう①  

～災害への備え～ 

日本赤十字社・防災啓発プログラム冊子より 

住まいの安全チェック 避難場所や連絡方法 

非常持ち出し品の準備 職場でも 

出店希望の方、団体は下記事務局までご連絡下さい。 

後日、めいりん祭模擬店説明会を開催します（日にち未定） 

 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。    

＊申込み〆切 ７月１０日（月） 

〈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） 

2017年 7月
水 木 金 土

25 26 27 28 29 30 1

明倫小・西中

土曜授業

2 3 4 5 6 7 8

主催/ゆかた着付け講座

中央児童館9：30～

なごもう会

青少協 13:30～
めいりん祭企画委員会 　19：00～役員会

0 19：30～ 19：20～運営委員会

9 10 11 12 13 14 15

玉川・鉢屋川清掃 ふれあい給食

関係町7:00～ 安心安全パトロール 8：00～
児童顔合わせ会：明倫小

15：15～
自治公館長会18：00～

（館外）

16 17 18 19 20 21 22

明倫小学校終業式 西中学校終業式

（～８月２７日まで夏休み） （～８月２８日まで夏休み）

なごもう会

13:30～

23 24 25 26 27 28 29

ふれあい給食 青少協・カヌー教室

8：00～

30 31 　

山車組立て

福吉町：仲倉商店北側

9：00～

の行事予定

～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。
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今年は２４９名の敬老者の

方々の参加があり、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、

笑顔の花が咲きました。 

                                                                                                                                                                                 

日程 平成 29年 7月 30日（日） 

会場 保健センター（伯耆しあわせの郷内） 

健診受付時間 午前 8時から午前 10時まで 

特定健診等 

特定健診（40～74歳） 

長寿健診 (75歳以上) 

一般健診 

がん検診 

胃がん検診（30歳以上） 

肺がん検診（30歳以上） 

大腸がん検診（30歳以上） 

前立腺がん（50歳以上） 

肝炎ウイルス検診（40歳～74歳） 

＊過去に受診歴のない人 

子宮がん検診（20歳以上） 

乳がん検診（マンモグラフィ検査）（40歳

以上） 

物忘れ健診 午前 9時から健診終了時間まで（無料） 

持ち物 

・保険証 

・特定健診受診券・長寿健診受診券 

・一般健診受診券 

・がん検診受診券 

・自己負担金 

その他 

・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

健康診査の手引き」をご覧ください。 

・転入された方・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 

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 

めいりんメモリアル＜５月・６月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

町内人権学習会・事前研修会 6月 13日（火） 

明倫地区敬老会 ５月２８日（日） 

休日健診のお知らせ 

ねこちゃんドアストッパー 6月 23・２４日 

 2017年７月号 

      
 

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。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日より一週間、市内園児・来館者の七夕飾りを飾り

ます。 

★日 時  7月 15日（土）13：00～15：00頃 

★ところ  倉吉淀屋 

★参加費  無料 

★主 催  倉吉淀屋運営委員会 

★共 催  ハレルヤ音楽部 

★協 力  倉吉西保育園 

聖テレジア子ども園/倉吉幼稚園 

明倫地区敬老会がま

ちかどステーションに

て盛大に開催されまし

た。 

防災研修会 6月 11日（日） ソフトボール大会 6月 25日（日） 

８ミリフィルム鑑賞会 ～倉吉線を走る SL 機関車～ 

6月 24日（土） 

くらすけくん BOXつくり ver.2 6月 5・6日 

花壇事業 6月 18日（日） 

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29 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） 

■場所 関金町大山池 B＆G 

■対象  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。 

 ■費用 無料 

※詳細は後日別途、小学校通じて要項(チラシ)を配布します。 

 

 

ハンガリーからやってきました。 

ツァイドラー・オットーです。 

明倫地区に住みます！ 

 

1996年生まれ 鳥取短期大学 1年生 

はじめまして。ツァイドラー・オットーと申します。 

この度縁あって、明倫地区に引っ越してきました。明倫地

区の由緒溢れる古い町並みと、自然に大変魅了されまし

た。 

私の苗字ツァイドラーは「養蜂家」という意味なのです

が、明倫地区では養蜂の取組みをされていると聞いて、こ

れもまた、不思議な縁を感じています。これまで各地で祖

国ハンガリーの文化を紹介する講演会や料理教室を開催

してきましたが、この新天地でもそのような活動ができた

らと考えています。そして、美術高校を卒業し、壁画を中

心に絵を描くことが好きなので、来日中の母シャッチーと

一緒に美術活動も続けたいと思っています。どうぞよろし

くお願いします。 

昨年 9月に鳥取短期大学国際交流学科へ留学、独学で日本

語を学び、流暢な倉吉弁で気さくな人柄のオットー君。町

で見かけたら、気軽に声をかけてあげてください。 
宇田川喜美子さんを講師に 

お迎えし、「ぬいぐるみパッチワーク」ねこちゃんのドアストッパ

ーを作りました。休憩のティータイムでは楽しいおしゃべりで

花が咲きました。もちろん皆が完成しました。 

「エール」（鳥取県

発達障がい者支援

センター）所長の川

口栄さんを講師に

迎え、「発達障がい

の理解と支援につ

いて」お話していた

だきました。 

 

 

人推協・同推協合同視察研修会 
■日時 ７月１４日（金）9：15～11：50 

 ■集合・出発 9：15明倫公民館（社教のバスで移動） 

■行き先 倉吉市上米積 さわやか人権文化センター 

■対象 人推協会員、地区住民  

■定員：15名程度 

 ■内容 急傾斜地崩壊防止対策事業発祥の地（現地研修） 

     さわやか人権文化センターの取り組みついて 

■参加費 無し 

■申し込み先  

〈人推協事務局・明倫公民館内〉22-0642 

くらすけくん第２弾！！ 

今年も越殿町の山本洋右さんの指導の下、ミニくらすけくん

BOX を作りました。小さいけど一人前の 「ミニくらすけくん」 

が完成しました。 

倉吉農高ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで 12

町 11 チームが参加・

熱戦！あいにくの雨

の為3回戦までで中止

となり、４回戦以降は

ジャンケンでの戦い

になり、市民体育大会

には越殿町の出場が決

まりました。 

明倫地区の住民から提供さ

れた倉吉線を走る SL 機関

車を写した８ミリフィルム

の鑑賞会を開催しまし、地

区内外から６０名の参加が

ありました。鑑賞後は当時

の倉吉の様子を語り合いま

した。 

昨年の鳥取県中部地震を 

振り返り、教訓として今後 

に役立てる為の研修会を行ないました。 

明倫地区振興協議会では、花いっぱいの明倫地区を目指し

ています。今年はベゴニアを植えました。たくさんの参加

ありがとうございました。 

明倫地区在住のオットー君を紹介します 
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