
 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

          
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

  

 

 
 
     
 
 
 

 

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/ 

公民館だより 
 
 

■№390 平成 28 年 2 月号・明倫公民館発行 
■講座案内 ■ＡＥＤ・救命講習会＆公民館利用説明会 
■自治便り■公民館サークル紹介 ■健康だより 
■地区社協・合同研修会案内 他 
■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 ⇒ 2016明倫公民館キャッチフレーズ テイクイットイージー（気楽にいこう） 

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！！ 

2016 2月号 

（事務所）9：00-17：00 

～明倫公民館にＡＥＤが設置されました～ 

日時：3 月29 日（水） １３：３０～  場所：明倫公民館     
  地域の皆さまには、明倫公民館をいつもご利用、ご活用いただきありがとうございます。 

 新年度を迎えるに当たり、公民館利用団体・サークルの皆さまを対象に団体登録や減免申請についての説明と 

ＡＥＤ設置に伴いＡＥＤの使い方を含む救命講習会を開催します。公民館窓口、事務所にて説明会等の案内文書を

準備・お渡します。各団体代表者の方は職員までお尋ねください。 

① 13：30～ ＡＥＤ救命講習会 講師：西倉吉消防署 職員さん 地区住民の方どなたでも参加できます。 

② 15：15～ 公民館利用説明会及び利用団体登録、減免申請手続きについて 

※今年はＡＥＤ講習会の開催につき、館内清掃は別日に行います。 

 

 

 

 

 

 
 
 

●場所 明倫公民館 
●講師 福井陽子さん（鍛冶町 2丁目） 
●材料費 700円 

●持ってくるもの 布を切るハサミ、目打ち、ボンド（ある人） 
●定員 10名程度 
●〆切 2月 10日（水） ※見本が公民館玄関に飾ってあります 

 
 

 

卒・入学式に向けて手作りコサージュを手作りしてみませんか？ 卒業式⇒入学式と使えます(^○^)/ 

 
 
 
 
 

フェルトと布をボンドで張り合わせて作る簡単なお

雛様です。針や糸は使わないので誰にでも作れます

お気軽にご参加下さい☆ 

●場所 明倫公民館 
●講師 藤戸命子さん（ぱんだすみれ）  
●材料費 1800円    ●定員 10名程度 
●持ってくるもの・・・なし（主催者で準備します） 
●〆切 2月 10日（水） ※公民館に見本があります 

写真はイメージです 

2016年 2月
日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6
なごもう会
１３：００～

社会部長会 総務部長会 明倫地区社会福祉協議会

１９：００～ １９：００～ 合同研修会13：30～

体育部長会 厚生部長会 文化部長会 交通部長会
19：00～ １９：００～ 19：00～ １９：3０～

7 8 9 10 11 12 13
めいおん講座③ ふれあい給食 スポーツ住民の日

9：00～ 8：00～ ソフトバレー２０：００～

自治公館長会
18：30～

防災部長会 館長・部会長意見交換会

19：00～ １９：００～

14 15 16 17 18 19 20
めいおん講座④ なごもう会

9：00～ １３：００～
（主）かわいいお雛様つくり

13：30～
学校開放企画運営委員会 （主）コサージュ作り講座

 19:30～ １９：００～

21 22 23 24 25 26 27
ふれあい給食

8：00～

28 29 1 2 3 4 5
めいおん講座⑤

9：00～

＊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～

＊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

※日程・会場の変更等

の連絡は各団体で

お願いします。

■美鈴会（習字教室）・・・第1（木）13：30～

サークル
活動ご案内

■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～

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～

■明倫こだま会・・１日・２９日（月）9：30～（市報録音）

■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・・・・・9日・16日（火）10：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～

■明倫句会・・・・・・・・・10日（水）

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
１２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：西岩倉町/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。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdCqMIqhWVCEAPQSU3uV7/SIG=136d718cl/EXP=1453945868/**http:/blogs.c.yimg.jp/res/blog-23-35/tanikuyasan/folder/1009734/67/30394467/img_0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimFAkL6hW_X0AtS6U3uV7/SIG=125c4pb57/EXP=1453949092/**http:/azukichi.net/season/img/month/2word003.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTixcT6hWSlsAZQKU3uV7/SIG=11shs3o0t/EXP=1453957340/**http:/putiya.com/3gatu_haru2/sp_2b1.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTij2UKhWQjgACB6U3uV7/SIG=12ampp0ao/EXP=1453957750/**http:/www.city.yashio.lg.jp/secure/18047/86_syota.jpg


 

 
 

 

   

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  

 

 

2016 2月号 

鳥取看護大学研修 

～ 一 日 看 護 大 生 ～  １月２２日

（金） 

みんなのめいりん夜習会 １月１8 日（月） 

 

 

 

日にち・場所： ２月１７日（水）・保健センター 

受付時間： 8：00～10：00 

対象者： 40歳以上の人（昭和 51年 3月 31 日以前生まれの人） 

内容： 特定健診・長寿健診・一般健診・胃がん検診・肺

がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診（50 歳

以上男性）・子宮がん検診（20 歳以上女性）・乳がん

検診・肝炎ウイルス検診（40～74 歳で過去に受診し

たことがない人） 

※健康診査受診券、保険証を持参してください。 

※次の検診は定員があります。先着順になります。 

胃がん検診（40 人）、子宮がん検診（50人） 

乳がん検診（70 人） 

※希望者に肌年齢測定を行います。 

※タッチパネルによる「物忘れ」相談があります 

 タッチパネルは１人約５分！！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。 

 

 

医療機関での健診受診期間が 

残り 1 か月を切りました 

がん検診・特定健診・長寿健診の受診期間は 

2 月 29日（月）までです。 

現在、２人に 1 人ががんにかかり、３人に 1 人が、がん

で命を落としています。「がん」は決して他人事ではあ

りません。自覚症状のない今こそ、検診を受けましょう。

「健康」は貴重なあなたの財産です。 

受診券を紛失された方は、再発行しますのでご連絡

ください。 

問い合わせ先：保健センター ☎２６－５６７０ 

めいりんメモリアル＜１２月・1 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

めいおん講座 ①１月１７日 ②２４日（日） 

        倉吉市明倫小学校 

学校においで下いさい 

場 所 明倫小学校 体育館 

内 容 伝統芸能（狂言）鑑賞と体験 

     演目 「盆山」 「附子」 

     公演団体 「万作の会」 

         

 

 

 

めいりん祭を彩った「めいりんアート万灯」が 

「第 12 回因習和紙あかり展」において展示されて

います。みなさんお出かけ下さい。 

 

◆会場 鳥取市あおや和紙工房  

◆期間 1 月 16日（土）～3 月 27 日（日） 

  休館日 月曜日（月曜が祝祭日の場合は翌火曜日） 

 ◆観覧料 ３００円（小・中・高校生１５０円） 

 

めいりん万 灯 が再 び！ 

最後のワークショップのテ

ーマは「活動の情報を発

信する」魅力的なチラシの

デザインの秘訣を学びま

した。 

    

お正月花・フラワーアレンジメント講座  

１2 月 25 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年開催した認知症研修会の第２弾で、今回は

倉吉市長寿社会課と包括支援センター職員によ

る寸劇とワークショップを取り入れた講演会を開

催します。ぜひご参加下さい。 

 

○ 講 師  石 賀 純 子 さん   

倉吉市長寿社会課 認知症地域支援員 

 

※駐車場に限りがありますので、出来るだけ乗り合
わせでお越し下さい。また、はばたき人権文化セ
ンターの駐車場もご利用できます。 
 
 
 
 

２月６日（土）13：30～15：30  

場所 明倫公民館 

 

 

今年、お世話になる各町の館長さんを紹介します。一年

間お世話になります。また、明倫地区自治公民館協議

会の新役員さんも合わせて報告します。    （敬称略） 
                     

・福吉町・・・・・・・・・米舛隆生（会長） 

・福吉町 2丁目・・ 大川美一 

・旭田町・・・・・・・・・坂本福朗 

・金森町・・・・・・・・・湯澤和夫 

・瀬崎町・・・・・・・・・村出俊夫 （会計） 

・東岩倉町・・・・・・・大澤俊二 （監査） 

・西岩倉町・・・・・・・田村幹夫 （副会長） 

・越中町・・・・・・・・・椿 一朗 （監査) 

・越殿町・・・・・・・・・田中淑郎 

・広瀬町・・・・・・・・・岡野勝義 

・鍛冶町 1丁目・・・松田明弘 

・鍛冶町 2丁目・・・福井房好 

・河原町・・・・・・・・・早川忠良 

・余戸谷町・・・・・・・山口衞一 

・八幡町・・・・・・・・ 渡邉法子 

・みどり町・・・・・・・・眞田廣幸 （副会長） 

 

活動する「仲間」随時を募集しています。 

参加されたい方、興味のある方は、下記の活動日に見学に 

おいで下さい。 

■ 明倫こだま会・・・・・毎月３回火曜日 10：00～ 

■ ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球・・・毎週（火・木曜日）9:00～ 

■ 硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～ 

■ ぱんぷきんウォーク（レクレーションダンス） 

・・・毎週火曜日 13：30～ 

■ りん倫（民踊）・・・・・第２・４曜日水 13:30～ 

■ グランドゴルフ・・・・・月～土 9：00～ 河川敷 

■ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・・毎週（水曜日）9：30～さんさんプラザ 

■ 明羽ｸﾗﾌﾞ・・・・（火・土）明倫小学校 20:00～ 

■ 明倫囲碁同好会・・・第１・３水曜日 13：00～ 

■ コスモス（整体バランス体操）・・第 2・4木曜日 13:30～ 

■ はな＊花(ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ）・・・毎月最後の水曜日 19：00～ 

■ 明風(気功教室)・・・・第 2・4月曜日 10：00～ 

■ 健康教室スマイル・・・第 2・4（金）11：00～ 

■ 明倫句会・・・・・・・毎月第 2水曜 13：00～ 

■ 美鈴会（字手紙教室）・・毎月第 1木曜日 13：30～ 

 

 

集団検診のお知らせ 

一日看護大学生として講義を受けたり構内を見学し 

健康への意識を高めました。 

今年度 7 期生とな

る「めいおん講座」

が始まりました。 

3 月 27 日の門出ラ

イブへ向けて練習

しています。 

とってもステキな 
お正月花になりました。 
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