
                                               
                                                                                                       

2018年 6月号 

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/ 

（事務所）9：00-17：00 

公民館だより 
 

 ■№418平成 30年 6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。 
字手紙サークル 

「美鈴会」 

受講生作品 

明倫公民館外回りの清掃  
 

５月２０日、明倫地区老人クラブのみなさんが明

倫公民館の外回りの清掃をしてくださいました。と

ても綺麗になりました。 

いつもありがとうございます。 

■明倫公民館では環境活動の一環で 

リサイクル活動を行なっています。 

いつも回収にご協力ありがとうございます 

・小型家電回収⇒自転車置き場に回収ボックス設置 

・使用済み天ぷら油の食用廃油 

⇒外建物向かって右側（調理室横） 

・ペットボトルキャップ⇒玄関入りカウンター下 

 

   明倫公民館・中央児童館共催 日本文化伝承事業      夏祭りには、ゆかたを着て出かけたい！！でも着方が分からない。初心者でもセルフ着付けを習得しましょう。

地元の方が教えてくれる気軽な着付け講習会です。浴衣を着て、さぁ、夏祭りを楽しもう！ 

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！！ 

   明倫地区振興協議会・明倫公民館共催   自然に親しむ交流事業 
明倫を花のまちに！ 
花壇コンテスト  

■日時７月 1 日（日）９：00～10：00 

■場所：明倫公民館駐車場 ＜費用：無料＞ 

 

花でいっぱいの美しい景観の明倫地区を

目指し、毎年花植えをしています。多くの方

の参加をお待ちしています。 

参加希望の方は各町の館長までお申込みく

ださい。 

花壇コンテストを行い、１０月の明倫地区生

活文化展で表彰式をします。 

明倫公民館主催：環境学習   

①天神川浄化センター  施設見学に行こう！ 
■ 日時 ６月１９日(火)１０:００～１２:３０ 

■予定 10:00明倫公民館集合⇒10:10出発（バスで移動） 

⇒天神川浄化センター（施設見学）10：30～11：30 

⇒12：00昼食「豊味園」⇒12：50帰着・解散  

■内容 施設見学と水の浄化の説明 

■参加費 850円（昼食代、資料代）■申込み〆切 6/12○火  

 

 

②男のそば打ち体験講座 
■ 日時 ６月２２日(金)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る 

■ 講師 太田勝美さん（越中町） ■参加費 ３００円 

■ 持ってくるもの エプロン、三角巾、手拭タオル 

■ 定員 １０名程度(女性も可、食べるだけの参加も可です)  

■ 申込み〆切  ６/15○金  

花のまち 
めいりん  着付け教室で使用する 

古着ゆかたのご提供のお願い 

ご自宅で不要になったゆかたや小物 

を募集しています。 

■募集内容  

 ・ゆかた（男、女、子ども）、帯 

  その他和装小物 

ご協力お願いします<(_ _)> 

○日時 7 月14 日 （土） 9：30～11：30 

○会場 中央児童館 1階 和室 

○定員 ペア（もしくは家族）10組 

○対象 明倫小学校児童・保護者、明倫地区保育園 

子ども園に通う園児・保護者、西中生徒 

○参加費 無し 

○持参するもの ゆかた、帯、※腰紐など  

 ※ある方のみ 

 ※女性の方は肌襦袢（白地のランニング、ペチコート可） 

○申込み〆切 6月 29日（金） 

○申し込み先 明倫公民館（電話 22-0642）または中央児童館（電話 22-8452） 

参加 
募集  

2018年 6月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2
なごもう会

13：00～

3 4 5 6 7 8 9

町内人権学習会事前研修会

厚生部長会 はばたき人権文化センター

19：00～ 19：00～

10 11 12 13 14 15 16
地区防災研修会 倉吉市小中学校一斉公開 倉吉市小中学校一斉公開

10：00～ ふれあい給食

8：00～ なごもう会

13：00～

自治公館長会 住民スポーツの日 西中校区同研

19：00～ 20：00バドミントン 19：00～

17 18 19 20 21 22 23
（主）天神川浄化センター （主）そば打ち体験講座

施設見学10：00～ 9：30～

学校開放企画運営委員会

19:30～

24 25 26 27 28 29 30
地区ソフトボール大会 ふれあい給食

倉吉農高グラウンド 8：00～

8：00～

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 河原町・余戸谷町 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。
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福吉町 井上妙子 

５月１８日に最近改修工事が終わった倉吉淀屋の付属屋の話

と見学に参加した。倉吉市教育委員会文化財課の箕田拓郎さんに

淀屋の生い立ち、解体、発掘調査、修理工事を経て完成までの話

を聞いた後に付属屋に入って説明をうけながら見学した。書院造

の十五畳の客間が並んで二つあった。近江八景の彫られた大きな

欄間やハート模様の入った釘隠し等、庶民には手の届かない立派

なものを初めて見た。こんな豪華な部屋で結婚式をしたら、金屏

風に赤いじゅうたん、文金島田の花嫁さん、美しい情景は絵にな

ると思った。説明終了後は一番立派な客間で昼食をしながらの交

流会。主賓になったつもりで、畳の香りも新しい部屋で食べる弁

当はとても美味しく気持ちもリッチになった。普段淀屋の前を何

気なく通っているが、説明を受け見学して、初めて倉吉の大切な

宝の一つだと認識した。 

 

メモ リアル＜ ５月 ＞ 
明倫公民館事業・各団体・サークル活動などの様子 2018年 6月号 

 
 ５/18（金） 教養講座 倉吉淀屋付属屋 

5/26 （土） 明倫小学校 土曜授業  

◆防災研修会（体験型研修）〈自治公防災部〉 

 日にち ６月１０日（日）10：00～11：40 
  

場 所 明倫公民館内 

 内 容 西倉消防署職員 火災について 

     消火体験、火災時の煙体験、地震体験等 

 

 

 

◆明倫地区ソフトボール大会〈自治公体育部〉 
 日にち ６月24 日（日）8：00～ 

場 所 倉吉農業高校グラウンド（倉吉市大谷） 

 

 

 

◆町内人権学習会事前研修会 
〈明倫地区人権学習推進協議会〉 

日にち 6 月８日（金）19：00～21：00 
  

場 所 はばたき人権文化センター（福吉町２丁目） 

内 容 「子どもの最善の利益」に配慮した子育て 

講 師 小坂宗司さん 

（因伯子供学園グループホーム統括リーダー） 

※講演はどなたでも参加いただけます。 

多くの参加をお待ちしています。 

※各町の館長・社会部長・同推員さんはご出席下さい。 

 

 

 

◆西中校区同和教育研究会（第１回） 

 日にち ６月１５日（金）19：00～ 
  

場 所 倉吉西中学校 

 内 容 ①全大会 

     ②分散会  

  子どもが健やかに育つための研修です 

どなたでも参加いただけます。 

申込み先⇒事務局22-0642（平日 9:00-17:00） 

〆 切 ⇒６月４日（月） 

  

  

 

◆倉吉市小中学校一斉公開 

６月 13日（水）8：15～11：55（午後は参観日） 

６月 14日（木）8：15～15：50  

どなたでも参観していただけます。 

ぜひ子どもたちの様子を見に来て下さい。 

 

 

 

健診診査も 
かかりつけ医を持ちましょう 

 

皆さんは、かかりつけ医をお持ちですか？ 

かかりつけ医とは、「健康に関することを何でも相

談でき、必要な時に専門の医療機関を紹介してくれ

る身近にいて頼りになる医師のこと」を言います。 

日常的な診療から総合的な健康管理までを見てく

ださる医師を持つことで、健康情報の共有による迅

速な対応と、自分にあった最適なアドバイスを受け

ることが可能になります。 

健康管理は、健康であるかどうかを知ることから

始まります。 

病気のときの診療だけでなく、年に一度受ける健

康診査においても、「かかりつけ医」を見つけること

から、健康管理を始めてみましょう。 

明倫小学校土曜授業において地域ボランティアとして児

童のみなさんと一緒に花植えをした後、各町へ出かけ清

掃活動を行ないました。 

この度、修理完成し建築当時（1838 年）の姿に復

元された「倉吉淀屋」付属屋（東岩倉町）につい

て、倉吉市文化財課の箕田さんを講師に迎え歴

史や、復元までの経緯など現地での説明をしてい

ただき学習を深めました。 
          

おまけ 倉吉市内に３６ある重要文化財の内、 

なんと 21 が明倫地区にあるそうです(ﾟ０ﾟ)ﾊｯ 

参加者の方に 

感想をいただき

ました。 

「明倫公民館教養講座」に参加して 

5/27 （日） 明倫地区敬老会  

 
明倫地区集団健診のお知らせ  

日程 平成 30年 7 月 5 日（木） 

会場 明倫公民館 

健診受付時間 午前 8時から午前 10時まで 

健康診査 

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 

物忘れ健診 
午前 9時から健診終了時間まで 

（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 

その他 

・胃がん検診は、保健センターに予約が必

要です。 

・詳しくは、受診券に同封している「倉吉市

健康診査の手引き」をご覧ください。 

・85 歳以上の方は、受診券の申し込みが必

要です 

問い合わせ先 

申し込み先 

倉吉市保健センター 

電話：26-5670 

・就学前小養部会 

・小養中部会 

・地域保護者部会 

明倫地区敬老会がまちかどステーションで盛大に開

催されました。今年の敬老会対象者（75 歳以上）は

898 人で、敬老会に出席された方は 244 人でした。

また来年お会いできることを楽しみにしています。 
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