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。

2018 年 11 月号

11月

2018年

公民館だより

の行事予定

日

月

火

水

木

金

28

29

30

31

1

2

3
わいわい淀屋
岩倉町周辺10：00～

なごもう会
13：00～

■№423 平成 30 年 11 月号・明倫公民館発行
利用時間 9：00-22：00

4

■〒682-087２倉吉市福吉町 2 丁目 1674
（事務所：平日）9：00-17：00
■ＴＥＬ (０８５８)２２－０６４２
■ＦＡＸ (０８５８)２３－６０１５
■ﾒｰﾙ komeirin@ncn-k.net http://www.ncn-k.net/komeirin/

5

6

字手紙サークル
「美鈴会」伊藤龍枝さん作品
青少協運営委員会19：00～

7

8

人権・視察研修会

ふれあい給食

希望の家：9：20現地集合

8：00～

12

チラシをご覧ください

9

10

町内人権学習会反省会 自治公館長会19：00～ 舞台発表練習①19：00～

教育を考える会19：30～

19：00～

会場：明倫小学校

11

※すでに配布されている

西中文化祭

防災・地区検討会19：00～

倉 吉 市 明 倫 公 民 館

土

13

14

15

16

17

自然に親しむ花つくり事業

9：00～

なごもう会
13：00～
文化部長会19：30～

住民スポーツの日20：00～

倉吉市内１３地区の公民館が、作品展示や演技発表などで
日頃の学習や活動の成果を発表します。

お気軽に
お越し下さい。

18

19

20

21

(主)めいりん歴史講座④

舞 台 発 表

作 品 展 示
日時

場所

総務部長会19：00～

舞台発表練習②19：00～

22

23

24

ふれあい給食

西中校区少年少女のつどい

明倫公民館運営委員会19：00～ 西中校区つど い実行委員会19：30～

（フットサル）

西中校区同研

現地研修 9：00明倫公民館集合

8：00～

西中学校
8：00明倫公民館集合

12 月 6 日(木)～12 月 8 日(土)
9:30～18:00 (最終日は 16:30 終了)

場所

倉吉未来中心アトリウム

＜明倫公民館からの出展＞

体育部長会19：00～

12 月 8 日(土)

日時

学校開放企画運営委員会

12:00 開場 13:00 開演
25

倉吉未来中心大ホール

防災部長会19：00～

19:30～

26

27

28

29

30

１２／１
1

＜明倫公民館からの出演・内容＞
チーム☆めいりん／踊り・新明倫音頭

・切り絵 ・アートフラワー

民踊サークル・りん倫

・曲げわっぱ・習字他

舞台発表練習③19：00～

・地域住民

明倫小学校児童・保護者

～明倫地区地域安全推進協議会～

安心安全パトロール 15：30～
明倫地区振興協議会・明倫公民館共催

明倫小学校地域学校委員会

自然に親しむ交流事業
明倫を花のまちに！
日 時

11 月 11 日（日）９：00～10：00

場 所 明倫公民館駐車場

＜費用：無料＞

花でいっぱいの美しい景観の明倫地区を目指してい
ます。みなさんのおかげで年々花が増え町もきれいにな
っています。
参加されたい方は各町の館長までお申込みください。

〈花壇コンテスト・春の部〉
1位

河原町自治公民館

2位

鍛冶町 1

3位

福吉町自治公民館

小林さん

毎

明倫地区教育を考える会
世代を超えた関わりの中で子ども達を健全に育て
ていくために、学校・家庭・地域が連携して出来る
ことを一緒に考えましょう！

日 時
場 所
内 容

11 月 6 日（火）19：30～21：00

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。

明 倫 公 民 館 の利 用 （貸 館 ）のご案 内

明倫小学校
①講演 講師 松田 隆さん

会議室、和室、調理実習室などを利用できます。

テーマ 「メディアとの適切な接し方」
②交流 講演のお話を元に気軽に
意見交換しましょう

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

事務局明倫小学校

22-6175

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。

申込み不要！お誘いあわせで、おいでください。
◆明倫小学校地域学校委員会

●利用料金

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。

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！！

2018 年 11 月号

ピックアップめいりん＜10 月 ＞
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子
明倫公民館研究指定事業

ひまみてブラリ明倫紀行⑤

■わいわい淀屋 １１月３日祝（土）
いろんなお店が出ます。町歩きを楽しみましょう

て
○

■西中校区同和教育発表会

予告

手作業を極めた倉吉絣

めいりん歴史講座ひまみてブラリ③

10/22（月） アートフラワー講座

12 月上旬開催予定

11 月 21 日（水）

絵のような複雑で精巧な「絵絣」の普及と復活を

①公開保育・公開学習

現代に受け継ぐ。

・西倉吉保育園、小鴨小学校、西中学校
②研究会

10/4（木）

●講

師

・全大会 ・講演

初心者も、経験者も
楽しく製作！
同じ材料でも出来上がりは
みんな違って、みんなステキ！

吉田公之介さん
（鳥取短期大学絣美術館・絣研究室館長）

※詳しくは人推協事務局（明倫公民館内）まで

■西中校区少年少女のつどい

●場

所

鳥取短期大学

※詳細は、決まり次第、受講生さんへご連絡します。

来見田博基講師
（鳥取県立博物館）

お正月を彩るステ
キなインテリア に
なりました。

第 3 回は刀鍛冶テーマに学習しました。
鳥取藩に仕えた刀鍛冶や刀鍛冶から
農具製作までの歴史を学びました。

11 月 23 日（金）8：30～西中学校
問合せ：明倫公民館

２２－０６４２（平日 9:00～17:00）

おめでとう
ございます！！

10/10（水） 金比羅灯篭めぐり
西中・鴨中の 4 地区共催

１1 月は児童虐待防止推進月間
ソフトボール大会の部
越殿町出場 第 3 位入賞！！

今回は上小鴨地区の金
比羅灯篭を、倉吉博物
館の関本明子さんに解
説していただきながら
めぐり、それぞれの灯
篭の歴史や特色を学び
ました。

「未来へと 命を繋ぐ １８９（いちはやく）
」
いちはやく

１８９とは、「虐待かも」と思った時や子育てに悩
～ありがとうございました～
１０月２０日

明倫地区老人クラブ
のみなさんが公民館の玄関や外回り
の清掃をしてくださり、とても
きれいになりました。

んだ時に、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全
国共通の電話番号です。近くの児童相談所へ 24 時間
つながります。通告・相談をした人、その内容に関す

10/28（日） グラウンドゴルフ大会
おめでとうございます
Ａグループ
優勝
２位
３位

牧田圭子さん（みどり町）
尾嶋 登さん（福吉町）
竹本愛子さん（八幡町）

Ｂグループ
優勝
２位
３位

枡田武志さん（八幡町）
奥野 梢さん（福吉町）
真野祐一さん（越中町）

る秘密は守られます。

10/13（土） はじめての切り絵講座

10/27（土）、28（日） 生活文化展

「こうしなければならない」「こうでなければならな
い」というプレッシャーが親を追いつめ、完璧な親に
なろうとして、うまく行かず、子どもに当たってしま
うことがあります。親は子育ての不安を抱えていま
す。親を支援することも虐待防止の大切なひとつで

はな＊花

す。
「ひとつひとつを一緒に解決していきましょう」と

～花のあるステキな暮らしをはじめませんか？～

切り絵の仕方を習った後、
図案に沿って丁寧に切って
いき・・・出来上がったとき
の達成感はひとしお！！

いう気持ちで周囲の人たちが接することが大切です。

お花を一緒に楽しむ方を大募集！！
生花を使ったフラワーアレンジメント教室です。

地域のみなさんのひとりひとりにできることは

未経験の方でも丁寧に指導して下さるので大丈夫！

・虐待と思われる事実を知ったときには通報してください。

お花で繋がる輪を広げていきませんか！？

・子育て中の親子にやさしいまなざしをお願いします。

◆活動日 毎月 最終 水曜日
◆時 間 19：00～20：00
◆講 師 あんどう花店さん
イメージ
◆内 容 フラワーアレンジメント
◆月 謝 2,500 円／月（1 回）花代実費含む
◆申込み・問合せ 明倫公民館 22-0642

・子育てに悩んでいる人は、ひとりで抱え込まずに相談して

10/13（土）

明倫小 6 年思い出体験事業〈青少協〉
6 年生親子会との共

ください。

相談窓口

催で「逃走中」を実施
しました。

倉吉児童相談所 23-1141

市役所子ども家庭課 22-8120

（9：00-17：00）
お父さんハンター大ハッスル！！

明倫地区の各町や学校、各施設の子どもたちの作品
が展示されました。
また来年の出展、来場を楽しみにしています

