
 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

          
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

                

       

 

 

 

  

 

 

 
 
     
 
 
 

 

  西中・鴨中校区女性連絡会 

「あんしん相談支援センター」視察研修 
 

日時 ７月２３日(木)10：00～11：30 
 場所 倉吉福祉センター（福吉町） 
 

■対象：地区内の女性 ■参加費無料 

 
    

  共催/河原町自治公民館 

「押絵」三連タペストリー教室 
 

日時 ７月１５日(水)1３：00～ 
 場所 河原町公民館 
 
 ■材料費：1,410円  

 ■お好きなデザインがカタログから選べます。 

7月 7日までに明倫公民館へおいで下さい。 

  おいでください。 

 
    

倉 吉 市 明 倫 公 民 館 ＜開館：平日９：００～17：00＞ 
 
■〒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/ 

公民館だより 
 
 

■№383 平成 27 年 7 月号・明倫公民館発行 
■講座案内  ■地区内お祭マップ ■自治だより 
■健康だより ■めいりんメモリアル ■行事カレンダー他 

 

地域に笑顔を♪ 「つどう・まなぶ・つなぐ」 みんなの公民館 ⇒ 2015明倫公民館キャッチフレーズ もとのその一(いち) 

毎日暑いですね。熱中症に気をつけましょう！暑中お見舞い申し上げます。明倫公民館へ涼みにおいでください。 

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！！ 

2015 7月号 

スタートアップ懇談会 

みんなの明倫会議 
セカンドステージの始まりです 

日時 7 月 15 日（水）19時～21時 30分 

会場 明倫公民館 

 
▼あなたのひらめきを明倫の未来へ！ 

 
昨年、積み重ねてきた「明倫の未来」のための 

５つのシナリオを基にセカンドステージへの 

取組みを考え、アイディアを出し合う会です。 
 

▼申し込み・問い合わせ 

明倫公民館内：明倫力創造推進室 

  電話：２２－０６４２  FAX：２３－６０１５ 

Mail：komeirin@ncn-k.net 

 

 

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１日(土)13：30 
    場所 円形校舎横 集合 
 
    

 

 

明倫・成徳公民館共催 

 ～ 今日は 1日鳥大生！？～ 

鳥大(鳥取大学)へ行こう！ 
 

日時 ８月１８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 

第 29回 めいりん祭 
日時 8 月 29 日（土）16：00～(予定)  

※雨天順延 30日（日） 

会場 JA鳥取中央メロン選果場前(越殿町) 

 

 

明倫公民館管理委員会 新委員長・副委員長就任 
 

 5月 11日の明倫公民館管理委員会において管理委
員長に眞田廣幸さん(みどり町)、副管理委員長に椿
一朗さん(越中町)が就任されましたことを報告いた
します。今後も住民の皆さまの公民館活動へのご協
力をよろしくお願いいたします。 

 

2015年 7月
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 1 2 3 4

なごもう会
１３：００～

スポーツ教室①
19：00明倫小体育館

5 6 7 8 9 10 11
ふれあい給食

8：30～
安心安全パトロール 「字」手紙教室①
児童顔合せ会：明小 13：00～

15：15～ めいりん祭企画委員会 自治公館長会 スポーツ住民の日 スポーツ教室②
19:30～ 19：00～ ２０：００～ 19：00明倫小体育館

12 13 14 15 16 17 18
玉川・鉢屋川清掃 人推協視察研修 出張公民館：河原町

関係町7:00～ 南部町８：30～ 押絵教室13：00～

みんなの明倫会議 「字」手紙教室② なごもう会
め祭模擬店打合せ会 19：00～ 13：00～ １３：００～

19：30～ 学校開放企画運営委員会

19:30～

19 20 21 22 23 24 25
明倫小学校終業式 ふれあい給食 ミルトル（写真教室）

8：30～ 9：30～
「字」手紙教室③

13：00～
めいりん祭実行委員会

19:30～

26 27 28 29 30 31 1
山車組立て

倉吉人権文化センター前

９：００～

地方創生市民対話集会

19:30～

＊明羽クラブ→バドミントン　　　＊明倫こだま会→朗読の練習、朗読ボランティア　

サークル
活動ご案内

※日程・会場の変更等

の連絡は各団体で

お願いします。

■りん倫・・・・・・・・第２・４水曜日　13:30～

■健康教室スマイル・・・第2・4（金）11：00～

■明倫囲碁同好会・・・第１・３水曜日13：00～

【サークル名では内容がちょっとわかりにくいもの】

■コスモス・・・第２・４　木曜日　13:30～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～ ■明倫句会・・・・・・・・・15（水）13：00～

の行事予定

■明羽ｸﾗﾌﾞ・・・・（火・土）20:00～ 明倫小学校

■明風(気功教室)・・・・第2・4月曜日１０：００～■ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・・毎週（水曜日）9：30～さんさんプラ ザ

■ぱんぷきんｳｫｰｸ・・・毎週火曜日　13：30～

＊りん倫→踊り　　*はな花→フラワーアレンジメント　　＊ぱんぷきんウォーク→ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ　＊コスモス→整体バランス体操　＊スマイル→健康体操

■ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・・・・・・月～土9：00 河川敷 ■明倫こだま会・・・・・・14日・27日（火）10：00～■はな＊花・・・毎月最後の水曜日　19：00～

■ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球・・毎週（火・木曜日）9:00～

■明倫こだま会・・・・・・30日・31日9：30～市報録音

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
10日（金）２０時～

明倫小学校体育館

今月⇒ソフトバレー

誰でも参加OK！

明倫公民館は、みなさんの「学び」を応援します！！

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。

7月23日～8月26日まで

子どもたちは、夏休みです！

地域で、日中も見守りましょう！

模擬店の出店者募集！
めいりん祭模擬店に出店されたい方や団体は、
事務局２２－０６４２へ連絡の上、
打合せ会においでください。

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6&view=detailv2&&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6&id=EB4AD57210F53C4EDFE99AD48FF16A10017154E7&selectedIndex=0&ccid=Qt0G5HEw&simid=608053003340087966&thid=JN.x88PpHoRu1izUQL66wXTlQ
http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6&view=detailv2&&qpvt=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6&id=91B99B69C5AD453C5033FAE2A361CFB476AF69C2&selectedIndex=15&ccid=S9A1dYiv&simid=608031979472883077&thid=JN.351KgvWmIwFLYXvvPiRMWg
http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%a5%ad%e3%82%8a&view=detailv2&&&id=3FC63134ABB425A7B968D24135CDDAED9A335AD5&selectedIndex=81&ccid=kRG3EuFG&simid=608007360722633295&thid=JN.nDe1t0hLlmOHyBx2V1s5gQ


 

保健師さんの楽しい

指導を受けました。日頃

から健康意識を高めよう

と、倉吉図書館から健康

に係る書籍も展示・貸出

しし、学びを深めます。 

めいりんメモリアル＜５月と 6 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

ちくしん「花のまち」６月７日（日） 

明倫地区敬老会 ５月 31 日（日） 

2015 7月号 

町内人権学習会事前研修会６月１１日（木） 

スマイル健康づくり応援講座６月１２日（金） 

明倫地区防災研修会  6 月 14 日（日） 

 各町から合わせて 60

名の参加がりました。講

演後のアンケートには、

今後も防災研修は続け

てほしい。という意見が

寄せられていました。 

倉吉市人権局の下吉さんを 

講師に迎え「今も続く部落差別 

の現状と課題」について話を 

聴きました。図形やイラストを使 

った“視点を変えて見る”クイズが 

あり、自分の思い込みや様々な 

見方があることの“気付き”から研修に入りました。 

今年も明倫地区が”花

でいっぱい”になる美し

いまちづくりを目指して、

たくさんの苗を植えまし

た。たくさんの参加あり

がとうございました。 

明倫地区の今年 75 歳

以上の敬老者の方々は

男性 297 人、女性 592

人、総数 889 人でした。

当日は地区内外から、

楽しい演芸の出演をい

ただき、また、美味しい

祝い膳を囲んで、笑顔の

花が咲きました。皆さま

これからもお元気で！！ 

  休日健診のお知らせ 
 

健診を受ける機会の少ない若い人や平日に健診を受け

ることが難しい人を対象に「休日健診」を実施します。 

○日にち・場所：8月 9日（日）・保健センター 

○受付時間：午前 8時～午前 10時 

○内容・対象者：一般健診（２０歳以上） 

・特定健診（４０～７４歳） 

・長寿健診(後期高齢者健診)（７５歳以上） 

・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） 

・子宮がん検診（２０歳以上） 

・乳がん検診(視触診＋マンモグラフィ検査) 

（３６・３８歳、４０歳以上） 

・前立腺がん検診（５０歳以上） 

・肝炎ウィルス検診（４０～７４歳） 

※オプショナル健診（無料）：骨密度測定・足指力チェック・

肺活量測定 

＊持ち物：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金 

＊申込みが必要です。 

＊胃・子宮・乳がん検診は定員があります。 

＊詳しくは受診券に同封の「倉吉市健康診査の手引き」をご

覧ください。 

タッチパネルによる「物忘れ」相談 

 アルツハイマー型認知症が早期に発見できると言われて

います。早く見つけて、早く治療することで今後の生活を

安心して送ることができます。 

＜問合せ＞倉吉市保健センター：電話２６―５６７０ 

 

 

 
七夕特別公演 「さいとりさし」  

〜短冊に願いをこめて〜 
 
江戸時代より伝わる伝統芸能。関金町で伝承され

る県無形民俗文化財「さいとりさし」。 
「福をとる」おめでたい踊りとして願いを天に届け
ます。 
短冊に願いを込めて・・・七夕まつりを楽しみま

しょう。18日より一週間、七夕飾りをしています。 
 

★日 時  7月 18日（土）13：30～１３：45 
★ところ  倉吉淀屋 
★参加費  無料 
★主 催  倉吉淀屋運営委員会 
★協 力  せきがねさいとりさし保存会 
      倉吉西保育園／聖テレジア子ども園／ 

倉吉幼稚園 

 

 

 
「健康」は 

体のチェックから！ 

    

       ■玉川・鉢屋川清掃 7月 12日（日） 7：00～  関係町のみなさん、よろしくお願いします 

■明倫地区ソフトボール大会の結果  6月 28日（日）農高グラウンドで 10 町が参加・熱戦！！ 

  ☆優 勝：越殿町 おめでとうございます！ 

☆準優勝：みどり町 ☆3位：旭田町・西岩倉町  

    

みなさん、出かけてみませんか♪ 

 

突撃！？「となりの祭」 
 
7 月～8 月にかけて各町で「お祭」が

開催されます。夕涼みがてら近くの町

のお祭を覗いて見ませんか？ 

イラスト/石井美鈴 

http://www.bing.com/images/search?q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a8%ba%e6%96%ad&view=detailv2&&&id=3FD94C759EA9934932B79D1427FDB9405462EEB3&selectedIndex=61&ccid=jbTs6wDR&simid=607990550220049981&thid=JN.9kI0eYTm6yl/zs/VObCafw

