
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

          

  

 

 

  

  

          
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

 
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/ 

地域に笑顔を♪「つどう・まなぶ・つなぐ」 みんなの公民館 

2017年 1月号 

（事務所）9：00-17：00 

  

 

         

 

日  時 1 月 27 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   対 象 地区住民      

持参する物 ヨガマット（ある方）、上履き、飲み物 

  

 

あと 2回です！！ 
どなたでも参加出来ます。 
ぜひこの機会に体験してみませんか！？ 

明倫公民館・スマイル共催 

公民館だより 
 
 
■№401平成 29 年 1月号・明倫公民館発行 

※体操に使用する用具はこちらで準備します 

 ※次回 ２月１０日（金）10：30～12：00 

 

 

 

新しい年が明るい年でありますように 

旧年中、地域の皆様には公民館活動に大変ご協力いただき感謝申

し上げます。中部地震発生から 2 ヶ月余りが過ぎました。被災

されました皆様の一日も早い生活の回復をお祈り申し上げます。 

今年も地域の皆様の拠り所となる公民館として皆様と共に、より

良い地域づくりに取り組んで参ります。今年もよろしくお願いし

ます。 

倉吉市明倫公民館職員一同 

2017年 1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
事務初め

なごもう会
１３：３０～

8 9 10 11 12 13 14
ふれあい給食

8：00～
自治公監査会

15：00～
住民スポーツの日
バドミントン２０：００～

15 16 17 18 19 20 21
なごもう会 明倫小学校

１３：３０～ 土曜授業

8：40～

学校開放企画運営委員会

19:30～

22 23 24 25 26 27 28
ふれあい給食 3Ｂ体操体験教室

8：00～ 10：30～

親子スキー教室
自治公館長会 説明会19：30～

19：00～

29 30 31 1 2 3 4

　

＊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）・・・8日（日）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（大人）・・（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・・・30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・・・・・10日、17日（火） 10：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～

■明倫句会・・・・・・・・・　　11日（水）13：00～

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： 東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。

※１月３日まで事務室を閉鎖します。

今年もたくさんの来館・講座への参加をお待ちしています。

１月１２日～１５日 業者清掃・ワックスがけ 公民館利用不可

公民館利用不可

年始事務室閉鎖

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482371712/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zb3phaWxhYi5qcC9kYl9pbWcvc296YWkvMTQxMjcvODU5YjE3MzA4MzY3M2YzZTNhOTI1OTNiYzI3OWYzNjIuanBn/RS=^ADB2X6HHPXqT0oa.HC_44w85GKDSgY-;_ylt=A2RinFkA4VlYvnkAt0qU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482371837/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3N3aXRjaC1ib3gubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEyLzEyL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9uLW5ldy15ZWFyLTAzLmpwZz81YjQ5ODA-/RS=^ADB3zp9fXquhTasU4Qw_3MjTMa0LAo-;_ylt=A2RinFR94VlYFAMAAiiU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482385460/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zLXNlaXVuLmNvLmpwL3NoaXNldHN1L3lhY2hpeW8vY2dpLWJpbi93aGF0c25ldy9maWxlcy9pbGx1c3QtM2ItMi5wbmc-/RS=^ADB_5RU2ku58rRYQMzXvmo6ZHjI6E8-;_ylt=A2Rivce0FlpYmBsAwVSU3uV7
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2017年1月号 

めいりんメモリアル＜12 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

明倫歴史講座⑤ 12 月 1日（木） 

石見銀山 視察研修会 

めいりん冬のまつり ｉｎ河原町 

～楽しい冬の一日～ １2 月１8 日（日） 

 

倉吉市女性連絡会・研修交流会 

 12 月 13 日（火） 

3Ｂ体操 12 月 9 日（金） 

 

みなさん、今年度の健診はもう受けられましたか？

がん検診・特定健診・長寿健診の受診期間は２月 28 日

までです。まだ受診していない人は忘れずに受診しま

しょう。 

がん検診、特定健診・長寿健診は、生活習慣病の予

防やがんの早期発見のためには欠かせません。年に

一度は健診を受けて、体のチェックをしましょう。 

 
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。この機会にぜひ健診を受けましょう。 

○日にち・場所：1月 22日（日） （倉吉体育文化会館） 

○受付時間：午前 8 時～午前 10 時 

○内容・対象者 

一般健診（２０歳～３９歳）・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)（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歳で過去

に受けたことのない人） 

○その他 

＊持ち物：各種健康診査受診券、保険証、自己負担金 

＊事前申込みが必要です。 

＊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」健診 

 認知症は物忘れから始まることをご存知ですか？タッチ

パネルを使った「物忘れ」に関する簡単な検査と相談を行いま

すのでご利用下さい。 

申込み・問い合わせ先 保健センター℡26-5670  

 

 

健診はもう受けられましたか？ 

＜参加者感想より＞ 

＊マイペースで動けて、笑いもあり楽しかったです。 

＊体が良く伸び気持ちいい 

おもてなしお正月料理 12 月 5 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

民生児童委員・主任児童委員の紹介 

 

 

 

Ｈ２９年１月１２日（木）～１月１５日（日） 

この間は全館内の利用が出来ません。 
 ※但し 12 日（木）ふれあい給食に伴う使用は出来ます。 

★公民館業者清掃★ 

まちの保健室 12 月 11 日（日） 

倉吉市明倫小学校 

学校公開にぜひおいで下いさい。 

 
 
展示日程 

１月１５日（日）まで 明倫公民館 主催講座作品 

２月１日～１５日 越殿町・作品 

場 所 明倫公民館 つかの間（玄関すぐ正面） 

 

明倫地区町内人権学習会反省会 11月 30 日 

平成 28 年 12 月 1 日の一斉改選により、新委員・再任

委員が決まりました。 

 日頃の暮らしの中で心配ごと、困りごとなど、地域の

みなさんの立場に立って相談・支援活動を行いながら

行政・関係機関などと連携をして福祉の向上に努めて

います。相談内容などの秘密は固く守りますので安心

してお気軽に相談してください。 

（明倫地区民生児童委員協議会 会長／池本義雄） 

 

＜各町の民生委員＞ 

●福吉町 高井康子   ●福吉町 2 小田美代子 

●旭田町 坂本福朗   ●金森町  井中正夫 

●瀬崎町 荒井富佐子  ●東・西岩倉町 池本義雄 

●越中町 山本 譲   ●越殿町 田中昭子 

●広瀬町 竺原修一   ●鍛冶町１・２ 竺原雄一 

●河原町 天野正弘   ●余戸谷町 徳永 秀 

●八幡町 竹中京子   ●みどり町 江本恵子 

 

＜主任児童委員＞ 

■宍戸敬子（瀬崎町）  ■井尾雅一（越殿町） 

時 間 学年・場所 内 容 

8：40 

～9：25 

全学年 

各教室 
児童集会 百人一首大会 

9：30 

～10：15 

全学年 

体育館 

書道パフォーマンス 

（鳥取中央育英書道部） 

10：40 

～11：25 

１． ２年 

各教室 
昔遊びと地域交流 

３～６年 

各教室 
書初め 

 

めいりん冬のまつりが河原町下のお地蔵さん周辺で盛大に開催

されました。天候にも恵まれ、恒例の河原町ふれあい市や餅つ

き、また寄せ植え講座などでにぎわいました。 

展示作品募集中 

※上記以外の町でも作品展示希望があればご連絡下さい。 

※問い合わせ先 明倫公民館 22-0642（9：00～17：00） 

世界遺産である石見銀山へ

視察研修に行きました。 

行きました。 

「まちの保健室」が明倫地区で初めて開催され、鳥取看護大学の

先生、学生さんによる健康チェックや健康相談、ミニ講演などが

行われ、30名余りの方が訪れました。 

生活に欠かすことの出来ない

「水」をテーマに鳥取県衛星環

境研究所へ視察研修に行きま

した。その後、この度の震災を

振り返りながら、「水の大切さ」

や「生活」について自由に話し

交流を深めました。 

今年度の町内学習会を終え、各町の成果や課題を報告しました。 

※詳しくは「明倫地区人権学習推進協議会便り」（1/4発行）をご

覧下さい。 

 

伝統を守り保存していくことの

難しさと重要性を学びました。

～感想より～ 

日本料理「飛鳥」の山下二郎さんをお迎えしワンプレートのお正月

料理を教えていただきました。前回に引き続き、ひと手間かける

ことや裏技・小わざに歓声があがり、おもてなしとは手を抜かな

い事と学ばせていただきました。 

越中町の太田勝美さんより

今年の干支の銅板を寄贈し

ていただきました。公民館

玄関を入った所に飾ってい

ますのでご来館の時にご覧

下さい。 
 

ありがとうございます 

生活文化展・作品をリレー展示しています 

         お気軽にお越し下さい 

 

 必見！ 

※１月１８日～２月２３日まで黒田主事が社会教育主事講習

受講のため不在になります。 

ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご了承下さい。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482373544/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltZzAxLmdhdGFnLm5ldC8yMDE1MDYvMjNmb2RpbC9nYXRhZy0wMDAwODE4Ni5wbmc-/RS=^ADB15wrnmm59G19sbUVRixrNy3N8r8-;_ylt=A2RinFoo6FlYG1cApS2U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482373624/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q0NTQyLnBuZw--/RS=^ADBOk4AABgYbO68sl4AnDkDbY9MFyk-;_ylt=A2RinFd46FlYdHwABF.U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482373769/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTc1Mi5wbmc-/RS=^ADBX7iOCt5uca3ntZzuBOp9Gwnz.Yw-;_ylt=A2RinFoI6VlY0xYAmBeU3uV7

