
                                                                                                                                             

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/ 

2018年 2月号 

（事務所）9：00-17：00 

公民館だより 
 

 

■№414平成 30年 2月号・明倫公民館発行 

 

 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。 

 
～避難所とくらし～ ■家族や知人の安否確認 

災害時には、電話は通話規制が行なわれます。家族や親族、知人などとは災害時の連絡方法を予め決めておきましょう。 

日々、地域のパイプ役として様々な活動をしていただいています。一年間お世話になります 
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４名の新しい館長を迎え、さらにパワーアップして新年度がスタートしました。 
明倫地区のみなさんが住み良い地域、楽しく暮らせる地域として「一致団結」でやっていきたいと思います。
みなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

～明倫地区自治公民館協議会長～ 

☆明倫公民館も地域づくりの両輪として自治公民館と協力しながらいろんな事業に取り組んで行きます。 

 

字手紙サークル 

「美鈴会」 

田中千英子作品 

日本赤十字社・防災啓発プログラム冊子より 

＊公衆電話は、災害時は一般電話や携帯電話よりかかりやすい。 

＊自宅を出るときはメッセージボードに避難先や家族の状況を残す。 

＊災害伝言サービスを活用する（例 NTT「１１７」） 

＊所持している携帯電話専用の災害用伝言サービスも活用する 

2018年 2月
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

(主)歴史講座

振返りとまとめ
9：30～11：30 なごもう会

13:30～
防災部長会

19：00～

4 5 6 7 8 9 10

(主)めいおん♪② ふれあい給食

9：00～11：00 8：00～

社会部長会 文化部長会 自治公館長会18：30

19：00～ 19：00～ 合同部長会19：00

11 12 13 14 15 16 17

(主)めいおん♪③ （主）　そば打ち体験

9：00～11：00 9：30-11：00

なごもう会
13:30～

学校開放企画運営委員会 住民スポーツの日

19:30～ 20：00～ソフトバレー

18 19 20 21 22 23 24

(主)めいおん♪④ ふれあい給食

9：00～11：00 8：00～

25 26 27 28 2 3

の行事予定

～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： 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。

青少協スキー教室
（大山スキー場）

青少協スキー教室
（大山スキー場）
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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 2018年 2月号 

明倫歴史講座 ～ひまみてブラリ～ 

1 月１２日（金） 

お正月フラワーアレンジメント 講座 

12 月 27 日 

眞田廣幸講師 

スポーツ教室 1 月 13 日・20 日・27 日 

めいおん講座 1 月 21 日（日） 

集団検診のお知らせ 
○日にち・場所 : 2月 20日（火）・保健センター 

○受付時間 ： 午前 8時～午前 10時 

○健康審査 国民健康保険特定健診（40～74歳） 

後期高齢者医療長寿健診 (75歳以上) 

一般健診 

○がん検診：胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診 

前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診 

子宮がん検診・乳がん検診 

○物忘れ健診（無料） 

＊持ち物：保険証、特定健診受診券・長寿健診受診券 

一般健診受診券、がん検診受診券、自己負担金 

＊胃・子宮・乳がん検診は保健センターに予約が必要です。 

＊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。 

昼の部・夜の部と分かれて開催し、たくさんの方に参加
していただきました。 
豪華和風のお正月花のアレンジメントが完成しました 

今年度 8期生となる「めいおん講座」が今年も始まりました。講
師さんの丁寧な指導を受けながら希望する楽器の音をならしま
した。 

健診はもう受けられましたか？ 
 

みなさん、今年度の健診はもう受けられま

したか？今年度の特定健診・長寿健診・がん

検診の健診実施期間は、２月 28日（水）まで

です。まだ受診していない人は必ず受診しま

しょう。 

特定健診・長寿健診、がん検診は、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。 

次はぜひ、あなたの町で！        
お住まいの町の公民館に出かけて、 

ご希望の講座を開設します。 

講師の紹介や費用等のご相談にも応じます。 

お気軽に明倫公民館へお問合せください。 
 

  
＜例えば＞  

パッチワークなどの手芸、料理講習、健康講座、 
介護教室、歴史講座、ガーデニング、 
子供会行事、防災、環境美化など。 

  明倫公民館主催 

そば打ち体験講座 
打って楽しい！ 食べておいしい！ 

 明倫地区のそば打ち名人に教えていただきます。 

日時 ２月１３日（火）９：３０～１３：００ 

場所 明倫公民館 

内容 ①手打ちそば体験 

②自分で打ったそばを食べよう！ 

講師 太田勝美さん（越中町） 

持ってくるもの エプロン、三角巾、手拭タオル 

参加費 ３００円（材料費として） 

定員 １５名（定員になり次第〆切）   ◆申込み先 明倫公民館 22-0642（9：00～17：00） 

  

  明倫地区自治公民館協議会 

役員研修会 
 日時 3 月４日（日）１３：００～１６：００  

場所 明倫公民館 

内容 「明倫地区の活性化に向けて」 

    ～世代を超えた自治公民館活動～ 

講師 倉吉市役所企画振興部総合政策課 

明倫地区の課題と魅力を考え、 

まちを元気にする取組みを実現するには・・・！ 
 

◆申込み 各町の総務部長まで、お申込みください。

申込み〆切り 2月 20日 

 

◆問合せ <事務局> ２２－０６４２（平日 9：00～17：00） 

問い合わせ先 

保健センター ☎26-5670 

明倫公民館だよりによく登場している・・・ ミードちゃんとは・・・ 
 

明倫地区の庭先養蜂のミツバチをモチーフに、H２２年に誕生したオリ

ジナルマスコットです。ミードちゃんを知って、可愛がっていただきたく、

明倫公民館でミードちゃんマスコット作りややプラバンバッチ作り 

講座などを随時開催しています。ミードちゃんをよろしくお願いします。 

※「ミード」は英語で蜂蜜酒という意味です。 

明倫マスコットキャラクター 

ミードちゃん 

親子でファミリーバドミントンと、ふらばーる
ボールバレーを楽しみました。元気いっぱ
い！笑顔いっぱい！のスポーツ教室でした。 

親子でいい汗かきました～ 

倉吉の地名の由来や
打吹山の天女伝説、明
倫地区の町名の由来、
字の事など興味深いお
話を多々お話いただき
ました。 
～倉吉の町のことを興
味深く聞く事が出来ま
した。もっと知りたいと
思いました～感想より          明倫公民館歴史講座 

日にち ２月 1日（木）9：30～11：30 

場所 明倫公民館    内容 1～6回講座の振返り 

おススメ明倫スポットマップ 

     懇談（茶話会）・閉講式 

講師 眞田廣幸さん（倉吉文化財協会） 

費用 100円（茶菓代として） 

問合せ〈明倫公民館〉22-0642（平日9:00～17:00） 

 

明倫地区の「写真」をご提供ください。 

まちも時代とともにその姿を変えていきます。 

 昔なつかしい建物、道、場所、また平成の近年のもの
も・・・ぜひ、残しておきたい明倫の風景を公民館でア
ーカイブ（記録保管）し、後世に語り継ぐ資料にしたい
と思います。皆様のご協力をお願いします。 
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