
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

          
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                             

 

                

       

 

 

 

 

  

 

 
   

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/ 

公民館だより 
 
 

■№396平成 28年 8 月号・明倫公民館発行 
■講座案内 ■めいりん祭り ■明倫地区ヘルシークッキング 
■健康だより ■健康講演会案内 ■公民館の庭 
■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 8月号 

（事務所）9：00-17：00 

明倫地区振興協議会主催 

 

        明倫公民館研究指定事業 

明倫歴史講座「ひまみてぶらり明倫紀行」 

①町②人 ③道 ④寺社をテーマに明倫地区の歴史を学ぶ講

座です。ふるさとの歴史や人々の暮らしに想いを馳せ、明倫地

区の良さを再発見しましょう！どなたでも参加できます。ぜ

ひ、お誘いあわせておいでください。講座は全て土曜日開催予

定。（詳細は回覧をご覧ください） 

１．○まち 8/20日 13:30～15:30 明倫公民館 

２．○ひと ９/24日 14:45～15:45  〃 

３．○みち 10/8日 13:30～15:30   〃 

４．○てら 10/29日 13:30～15:30  地区内 

５．特別講座「出雲平田町・木綿街道ぶら歩き」 
      11/19日 バス 8:40～15:00 

講 師：眞田廣幸さん（倉吉文化財協会） 

参加費：無料   

テキスト：くらよし風土記(1,000 円) ある方は持参 

宿 題：明倫地区の町や人について調べたいことや、知ってい

ることを予め、持ち寄ります。 

問合せ：明倫公民館 ２２－０６４２（平日 9:00～17:00） 

日 時 8 月 27 日（土）※雨天順延 28 日（日） 

場 所 ＪＡ鳥取中央メロン選果場前 

 

〈タイムテーブル〉 

15：00～ 子どもスタンプラリー スタート 

15：40～ オープニングセレモニー 

レジェンド打吹童子囃子ＯＢ高校生 

16：10～ ステージ発表  

  ★特別ゲスト 歌手 谷本耕治さん 

   地区内各施設、サークル 

   明倫小学校 3 年生「にこにこめいりん音頭」 

   めいおんライブ♪ 

18：00～ 輪踊り大会  

18：30～ 大抽選会（空くじなし）  

   明倫地区ヘルシークッキング 

バランスの良い食事って？体にいいことはわかっ

ていてもなかなか上手くいかない。 

そんな方におすすめ！！ 

簡単にできるコツを見つけてみませんか！？ 

 

日 時 9月 2日（金） 

受付 9：00～13：00 終了予定 

場 所 明倫公民館 

内 容 講和・調理実習・血圧測定 

持ってくるもの 筆記用具・エプロン・米 0.5 合 

費 用 無料 

定 員 先着 15 名程度 

申し込み先 明倫公民館 ℡２２－０６４２ 

 

趣味の講座・習字教室 

「字手紙講座」 
 

  字を書くのが好きな方はもちろん 

苦手な方でも大丈夫。心が落ち着く習字教室 

です。丁寧に楽しく指導して下さいます。 
 

   日  時 9 月 1日（木） 13:00～15:30 

  場 所 明倫公民館   

講 師 山田美鈴先生 「書專」書道教室 

参加費 無料 材料代実費（未定） 

対 象 地区住民 

定 員 10名           

持参するもの 習字道具 

 

2016年 8月
日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6
西中・鴨中校区女性連絡会 ふれあい給食
9：00明倫公民館出発 8：00～ なごもう会 打吹まつり

字手紙教室 万灯づくり13：00～ １３：００～ 山車巡行
13：30～ 明倫公民館 倉吉市効率保育所再編計画案 13:30集合

厚生部長会19：00～ 社会部長会19：30～ に係る説明会19：30～ 仲倉商店北
体育部長会19：00～ 文化部長会19：00～ 防災部長会19：30～ 交通部長会19：00～ 総務部長会19：30～

7 8 9 10 11 12 13

万灯づくり

10：00～11：00
中央児童館
自治公館長会

19：00～

14 15 16 17 18 19 20
事務室閉鎖

めいりん祭実行委員会 指定事業
19：30～ 歴史講座「まち」

学校開放企画運営委員会 スポーツ住民の日 なごもう会 13：30～
19:30～ フットサル20：00～ １３：００～

21 22 23 24 25 26 27
ふれあい給食 第30回めいりん祭

8：00～ 15：40～
万灯づくり13：00～ 主催）鳥大へ行こう！ ＪＡ鳥取中央メロン選果場

明倫公民館 9：00明倫公民館集合 （※雨天順延２８日）

河原町地蔵盆祭り 教育を考える会
19：30～

28 29 30 31 1 2 3

　

明倫小学校始業式

＊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（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・・・・・9/1日（木）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・23（火）10：00～

■硬式卓球・・・・・・・毎週（水曜日）9：00～

■明倫句会・・・・・・・・・　　11日（木）

明倫地区

学校開放企画運営委員会

スポーツ住民の日
１８日（水）２０時～

明倫小学校体育館

今月⇒フットサル

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： 福吉町 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。

明倫公民館管理委員会から事務所閉鎖のお知らせ

●１５日、終日、事務所を閉めます。

各部屋の利用はできますので、利用される団体の方は

1２日に鍵を受け取りにおいでください。

サマースタディｉｎ社公民館

始まります 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6tsRHJXmBwAKVOU3uV7/SIG=13n0c70bk/EXP=1467192812/**http:/4.bp.blogspot.com/-PBAGqXn9uX8/UYntB4KGxpI/AAAAAAAARco/-BrCRA7n1eQ/s800/omatsuri_uchiwa2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivQAVb5lXSnIAtyqU3uV7/SIG=13evkc38v/EXP=1469759637/**http:/freebies-db.com/wp-content/uploads/2013/12/free-illustration-icon-5p-iconhoihoi.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwinZplXcUwAYWiU3uV7/SIG=11vf8c53q/EXP=1469757479/**http:/kids.wanpug.com/illust/illust283.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbmrdJlXB04A7hqU3uV7/SIG=12nd436tt/EXP=1469761067/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/summer/title/sozai/8x403.jpg


 
 
 

           

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

2016 8月号 

めいりんメモリアル＜7 月＞ 

明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

明倫・上灘公民館共催  

◇鳥大へ行こう！～ 鳥大探検隊～ 

日時 ８月２５日(木) 
9：00 明倫公民館集合～16：00帰着（バス移動） 

    ※参加申込みされた方 

 

◇サマースタディｉｎ社公民館 

日時 ８月18日(木)～20日（土） 13：30～16：30 

場所 倉吉市社公民館   （土曜日8：30～12：00） 

 ＊参加申し込みの明倫小学校児童の皆さんはバスで送迎します。 

 

 

 
    

地域の事業に参加しよう！ 

  「めいりん万灯」をつくろう！ 

 

中央児童館の子ども達と一緒に、めいりん祭を飾る万灯

を作ります。地域の発展と息災、子ども達の豊かな未来に

願いを込めて・・・ 

どうぞお誘い合わせてご参加ください。 

 

★日時 ８月９日（火）10：00～ 

★場所 中央児童館（鍛冶町１丁目） 

★参加費 無料 

★対象 地域住民・小学生 

※当日、会場においでください。 

 

 明倫地区振興協議会主催 

倉吉打吹まつり 

めいりん山車 巡行 

  

８月６日に開催される「倉吉打吹まつり」に 

今年も「めいりん山車」を繰り出します。 

参加に応援 よろしくお願いします。 

 
13：30 集合 （福吉町・仲倉商店北側） 
14：00 屋台巡行 
16：00 参加賞渡し・解散（福吉町） 

社会現象「ポケモンＧＯ」 

今までのゲームオタクと言えば、部屋に引きこもり、画面を見ながら熱中し、 

友達同士でやっていても、会話もしない・・・こんな姿が、がらりと変わるゲームが誕生しました。 

ゲームで指定された実際の場所に行くことで、より楽しめるようになっていて、この明倫地区にもいくつかの「ジ

ム」とか「ポケスポット」と呼ばれる場所が設定されています。 

平井知事の鳥取砂丘「スナホ解放区」にも大賛成！禁止や規制ばかりではなく、発想を変え、人を集めるツールと考

えれば、都市に集中する若者が地方へ出かけ、あるいは部屋の外へ出て、交流人口を増やすきっかけにもなります。 

反面、ゲームに夢中になるあまり、様々なトラブルが発生し、スマホ利用お断りの施設や規制をすべきだの意見も出

ています。スマホゲームをしている人たちが「自己チュウ」から、周りの人への配慮をできるかどうか、社会現象とまで

言われるゲームの誕生によって、ゲームをする側の人間が試されています。「楽しむためにはルールを守らなければ

ならない」をもう一度確認し、ゲームをする者のモラルを見直す機会です。 

 

 河原町地蔵盆祭のご案内 

    ８月 23日(火) 花火打上げ 8：00～ 
 

毎年、多くの方々にお参りいただいています。 

夏の終わりを告げる打ち上げ花火をはじめ、ライブ・夜

店など楽しさいっぱいです。 

 どうぞ、皆さまお出かけください。 

 

河原町地蔵祭実行委員長 

   早川忠良（℡ ２３－５６６３） 

  ～主催／河原町地蔵祭実行委員会～ 

＊明倫地区振興協議会は花火大会を共催しています。 

  明倫地区健康づくり推進員より 

  健康講演会のお知らせ  

～簡単ちょこっと体操で元気な毎日～ 

 

道具を使わず、簡単にできる腰痛・肩こり・膝痛

の予防法を教えていただきます。 

楽しみながら一緒にやってみませんか？ 

 

★日時 9月 12日（月）19：00～ 

★場所 明倫公民館 

★テーマ 欲張り健康法  

腰痛・肩こり・膝の痛みにさようなら 

★講師 三朝温泉病院 リハビリテーション科 

    科長 山根隆治 先生 

 

※予約不要。当日会場へお越しください。 

※問合せ先:倉吉市保健センター（電話26-5670） 

 

 

ダニによる感染症に注意しましょう 

 

春から秋にかけては、ダニの活動が盛んです。野山や田畑

で活動される際はダニに咬まれないようにしましょう。 

 

予防について 

・草むらなどに入るときは、肌の露出をしないようにしましょう。  

・野外で活動した後は、すぐに体を洗い、咬まれた痕がないか確認

し、着替えましょう。  

・ペットをつれて野山に行った後は、ペットにダニが付着していない

かを確認しましょう。 

 

ダニに咬まれたら？  
見つけたら早めに取り除きましょう 

・できるだけ病院（皮膚科）でとってもらいましょう。 

・自分でとる場合にはつぶさないように注意して取り除きます。 

・１～２週間程度は体調の変化に注意し、高熱・発疹・消化器症状などの症

状が出た場合には医療機関に受診し、ダニに咬まれたことを告げ

てください。   

倉吉市保健センター26-5670 
 

 
 
 
～西岩倉・東岩倉町・越中町・鍛冶町周辺・河原町～ 

 

今年も「わいわい淀屋」が開催されます。カフェ、手作

り雑貨などの出店や作品展示、ワークショップなどいろ

んな形で参加を募集します。 
 

※どなたでも出店出来ます。 

※空き家、空きスペースは実行委員会事務局で手配も出

来ます。 
   

（問い合わせ・申込み先） 

 西岩倉町・山陰民具 田村幹夫 

TEL・FAX 0858-22-2317 

申込み〆切 ８月末 

 

ファミリーバドミントン  

前期 ７月２日・９日・１６日（土） 

花植え～明倫を花の町に～7 月 3 日（日）  

ベゴニアとマリーゴ

ールドの苗を植えま

した。雨の中たくさん

のご参加ありがとう

ございました。 

おもてなしお弁当講座 ver2 7 月 27（水） 

くらすけくんＢＯＸつくり 

７月８日（金）・１０日（日） 

参加者全員完成しました。 

くらすけくん地域デビューします！！ 

昨年の様子 
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