
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 過ごしやすい季節になりました。文化の秋！スポーツの秋！今月のテーマは「健康」ぜひ、ご参加ください！ 

  

  

 

 

  

  

          
 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

  

 

 

 

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！！ 

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（事務所）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/ 

公民館だより 
 
 

■№398 平成 28 年 10月号・明倫公民館発行 
■講座案内 ■明倫地区生活文化展  
■人権視察研修  ■わいわい淀屋 ■地区の行事    ■
倉吉淀屋イベント ■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 ⇒ 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） 

2016 10月号 

 明倫公民館主催 

福部町のらっきょう畑を歩く 

10 月下旬から 11 月初旬にかけて“らっきょうの花”

が咲きます。淡い紫の絨毯をめでながら歩きましょう！ 
 

日時 １０月 31 日（月）9：00～15：00 

行先 鳥取市福部町 ※バスで出かけます 

集合・出発 9：00 明倫公民館  

帰着・解散 15：00  〃 

参加費 昼食１０８０円、砂の美術館入館料６00円 

対象 明倫公民館サークル会員もしくは 

地区住民で 2 キロ程度歩ける方 

定員 ３０名（先着順・定員になり次第締め切り） 

 募集期間 10 月 7日～17日の平日 

 

 

 

 

 

 

 
 

１０月29 日（土）9：30～16：00  ☆オープニング 10：00～アカペラ「D-ｃｕｂｅ」ミニライブ 

30 日（日）9：30～15：30 

会場 明倫公民館  （自治公文化部） 
 

★お願い★ 明倫公民館、主催講座で作られた作品を生活文化展で展示します。 

下記作品を１０月 20（木）日までに公民館へ持ってきてください。 

      □ おひなさま（2 月 17 日実施）    □ きめこみパッチワーク（5 月 18 日実施） 

      □ コサージュ（2 月 19 日実施）    □ くらすけクンＢＯＸ（7 月 8 日・10 日実施） 

       

 

昨年実施した４地区公民館の文化祭・文化展スタンプラリーを今年も実施します。 

スタンプ３つで「くらすけくんグッズ」プレゼント！ 

対象：明倫公民館、小鴨公民館、上小鴨公民館、関金公民館 ※詳細は別途チラシをご覧ください 

明倫公民館主催 

 

 

 

健康教室「3B 体操」パート 2 を開催します。3Ｂ体操は

用具を使いながら、年齢に関係なく、誰でも出来る楽しい

体操です。運動が苦手の方でも大丈夫！ 

お気軽にご参加ください。 
 

日時 10 月 14 日（金） 10：30～12：00 

場所 明倫公民館   

講師 藤山由美さん （日本 3B 体操協会･公認指導士） 

参加費 無料 （申込み必要） 

対象 地区住民 成人       

持参する物 バスタオル又はヨガマット 

上履き、飲み物 

 ※体操に使用する用具はこちらで準備します 

生活習慣病を楽しく予防する 

  「健康づくり応援講座」 

 

2016年 10月
日 月 火 水 木 金 土

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

明倫地区福祉懇談会 なごもう会 (主)歴史講座
13：30～ １３：００～ 「みち」13：30～

スポーツ住民の日 共催）4年生ナイトウォーク

バドミントン20：00～ 18：30明倫小学校体育館集合

9 10 11 12 13 14 15
ふれあい給食 （主）3Ｂ体操

8：00～ 10：30～ 八幡神社神輿巡行

市民体育大会

自治公館長会 文化部長会19：00～

19：00～

16 17 18 19 20 21 22

河原町ふれあい市

明倫小学校音楽会

学校開放企画運営委員会

19:30～

23 24 25 26 27 28 29
ふれあい給食 明倫地区生活文化展

8：00～ 9：30～16：00

　

文化展会場準備 文化展作品展示準備 (主)歴史講座
19：00～ 17：00～ 「てら」13：30～

30 31
グランドンゴルフ大会9：00 （主）らっきょうウォーク

明倫地区生活文化展 明倫公民館9：00出発

9：30～15：30

＊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　　【サークル名では内容がちょっとわかりにくいもの】

＊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

※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～ ■コスモス・・・第２・４　木曜日　13:30～ ■明倫句会・・・・・・・・・　　12日（水）

■ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・・・・・・月～土9：00 河川敷 ■はな＊花・・・毎月最後の水曜日　19：00～ ■明倫こだま会・・・・・11日・18（火）10：00～

■明倫こだま会・・・・・31日（金）9：30～（市報録音）

■ぱんぷきんｳｫｰｸ・・・毎週火曜日　13：30～ ■明羽ｸﾗﾌﾞ（大人）・・（火・土）20:00～ 明倫小学校 ■健康教室スマイル・・・第2・4（金）11：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～ ■明倫囲碁同好会・・・第１・３水曜日13：00～ ■美鈴会（習字教室）・・・第1（木）13：30～

サークル
活動ご案内

■ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球・・毎週（火・木曜日）9:00～ ■ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・・毎週（水曜日）9：30～さんさんプラ ザ ■明風(気功教室)・・・・第2・4月曜日１０：００～

の行事予定

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
４日（火）２０時～

明倫小学校体育館

今月⇒バドミントン

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！！

～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： 金森町 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。

４地区スタンプラリー

４地区スタンプラリー

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCK_HLnr9XFAcAMEWU3uV7/SIG=14g0qovpp/EXP=1472262219/**http:/www.orixliving.jp/guesthouse/project01/blog/images/3B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB.PNG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwZ.3sNXnCYArC6U3uV7/SIG=123j196am/EXP=1472540670/**http:/user.yoitoko.jp/pt-daito/illust-3b-2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475196554/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9mcmVlLWltZy9mcmVlLWlsbHVzdDUyNjc1LmpwZw--/RS=^ADBKQ7Snj3fpBH3GEGbM416F8WHWx0-;_ylt=A2RCD08KZexXpxYARgqU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475198623/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50ZW1wbGF0ZWJhbmsuY29tL2ltYWdlcy9jcmVhdG9ycy9wcmV2aWV3LzAwNV8wMjI4X0wuanBn/RS=^ADB5Uy393Aw4Nk73vY5LMARA5I4aGM-;_ylt=A2RivbIebexXMwkASxqU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475212594/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL21oZDQvaW1nMTI0LzQ1MC0yMDA5MDYxMTIxMDA0ODQ2Mzc3LmpwZw--/RS=^ADBswKfTM47KGpOhP7NdHAja29aKDM-;_ylt=A2RCCzSxo.xXPRMAaCSU3uV7


   
 
 
 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

2016  10 月

号 めいりんメモリアル＜9 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

 

人推協・同推協合同視察研修会 

日 時 11月 9 日（水） 12:15～17：00 

行き先 鳥取大学医学部附属病院 

    ワークライフバランス支援センター  

 内 容 「ワークライフバランスについて」 

センターの職員の方の話と院内保育所の視察 

日 程 12：15 明倫公民館出発 倉吉市社協のバス 

13：30 鳥取大学医学部附属病院 着 

    14：00～16：00 研修 

    17：00 明倫公民館 着 

対 象 地区住民 

定 員 １０名程度 

参加費 無し 

※視察参加に際し、秘密保持及び感染予防（要押印）の誓約

書が必要です。当日ご記入いただくことをご了承下さい。 

参加申込み先 

〈人推協事務局〉明倫公民館内 電話 22-0642（9：00-17：00） 

明倫地区のにぎわいをつくるため、地域活性化に向けての「わ

いわい淀屋」が今年も開催されます。多くの店や団体が賛同

し、出店されます。町歩きを楽しんでみませんか。   

※後日、チラシが配布されます。わいわい淀屋実行委員会 

明倫公民館女性教室「めいりん Ginkgo」も出店！！ 

銀杏ごはん、芋かりんとうを販売します。 

どうぞお立ち寄り下さい。 

めいりん Ginkgo では一緒に活動するメンバーを募集

中しています。お気軽にお問い合わせ下さい。 

明倫公民館 電話 22-0642（9:00-17:00） 

 

乳がん患者は年々増加傾向にあり、日本人女性の１２人に１人が乳がんになる

といわれています。しかし、乳がんは早期発見・治療により他のがんに比べて治

る可能性が高く、自分で発見できる数少ないがんのひとつです。平成 29年度か

ら乳がん検診の視触診検査がなくなり、マンモグラフィ検査のみで２年に１回

の検診となります。検診がない間のセルフチェックが早期発見には非常に重要

です。検診に加えて、月１回のセルフチェクを習慣にしましょう。また異常がみ

られた際は、早めに医療機関を受診しましょう。 

 

日時：１０月２６日（水）  

受付時間 午後１時～１時３０分 

場所：倉吉市役所 

内容：子宮がん・乳がん 

（視触診・マンモグラフィ検査） 

持物：がん検診受診券・自己負担金 

 

※保健センターへ事前申込みが必要 

※両検診とも定員があります 

倉吉市保健センター 電話 26-5670 

 

 

主催/倉吉淀屋実行委員会 

 

 

◇倉吉淀屋邦楽演奏会  

１０月２３日（日）14：00 開演 

打吹三曲邦楽会の協力を得て、筝と尺八の邦楽演奏

会を開きます。 

◇棉から綿へ  

１１月３日（木）10：00～15：00（わいわい淀屋） 

 江戸時代、木綿問屋としても栄えた倉吉淀屋で、民具

を使って糸紡ぎの体験を行います。染織作家によっ

て伝承される技術をお楽しみ下さい。 

◇倉吉絣展示会 【倉吉絣保存会】 

１１月５日（土）～８日（火） 9：00～17：00 

倉吉絣の解説、展示販売を行います。 

＊問合せ ２３－０１６５（倉吉淀屋） 

場所 ：倉吉淀屋（東岩倉町）/入場無料 

   □10月 15日（日）八幡神社神輿巡行  

□10月 10 日（祝）市民体育大会  

  ソフトボール大会・余戸谷町チーム出場!! 

□10月 16 日（日）河原町ふれあい市 

□10月 22 日（土）明倫小学校音楽会 

□10月 29 日～30日 明倫地区生活文化展 

□10月 30 日（日）明倫地区グランドゴルフ大会   

      9：00～明倫公民館裏・河川敷にて開催 

※詳細参加申し込みは各町の 

体育部長さんへ（自治公体育部） 

□11月 3 日 わいわい淀屋 地区内 

 

 

  

 ☆倉吉博物館講座「菅楯彦と倉吉」 

☆明倫歴史講座②「ひまみてブラリ」9 月２4 日 

第 2回目は倉吉博物館講座との 2本立てで「ひと」
をテーマに学習しました。 

 

乳がんのセルフチェックのしかた 

明倫地区ソフトバレー大会 ９月 25 日（日） 

14チーム総勢 

80名の参加がありました。 

結果  

★優 勝：絆チーム（福吉町 2） 

★準優勝：越殿町チーム  

★3位：みどり町Ａチーム  

山下チーム（福吉町 2） 

 菜の花プロジェクト 9 月 26 日（月） 

明倫小学校の児童・

地域の方と一緒に

明倫小学校、明倫公

民館裏・河川敷に菜

の花の種を蒔きま

した。 

来春の開花が楽し

みです。 

人推協・同推協合同視察研修会 9 月 14 日（水） 

関金町地蔵院へ視察研修

に行きました。 

九鬼住職の思いのこもった説明

をきき、差別の現実に学ぶことの

大切さを感じました。 

～参加者感想より～ 

青少協・６年生親子会「キャンプ＆カヌー大会」 

9 月 3 日（土）・４日（日） 

 

健康づくり☆健康講演会 ９月 12 日（月） 

三朝温泉病院の山根隆治

先生をお迎えし、講演し

ていただきました。 

～簡単ちょこっと体操で元気な毎日～ 

字手紙講座 ～なまえポエム～ 9 月 1 日（木） 

それぞれの名前に込めた思い

をポエムにしました。 

健康講座 3Ｂ体操 9 月 23 日（金） 

無理なく楽しく体を動かそう～♪ 
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