
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

   

  

 

 

 

 

                       

 

 

 

                          
 

2022 年１月号 
明倫コミュニティセンターは、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。 

安心安全パトロール 15：30～ ＜明倫地区地域安全推進協議会＞ 
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 自治公館長会  第４金曜日 青少年育成部・民生児童委員会 

※青少年担当町 東岩倉町 明倫コミセン集合 ※ご都合の悪い場合は明倫コミセンへご連絡下さい。 

各事業は、コロナ感染防止対策を行い実施します。感染状況に応じて日程の変更または中止となる場合があります。 

明倫コミセンＨＰ 明倫コミセンメール 

コミュニティセンターだより 
 

■№10 令和４年１月号 

発行 明倫コミュニティセンター   
 
■〒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/ 

利用時間 9：00-22：00（事務所：平日）9：00-17：00 

各事業の申込み・問合わせは、明倫コミュニティセンターへ！お気軽に！！☎22-0642  

 

 
  災害ボランテア体験から学ぶ 

  やさしいまちづくり 
  

 

 
 めいりん手しごと学級④ 

羊毛小物づくり体験 
 

明倫コミセン主催 

 

明倫コミセン主催 

 

2020年 新年あいさつ（令和４年）寅年 
 

新年おめでとうございます。 

皆さまにおかれましては、健やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

旧年中は、皆さま方の心温かいご支援、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

昨年の 4月から公民館はコミュニティセンターと名称が変わりました。地域の課題に住民自らが 

取り組み、住みよいまちづくりを目指す、新たな拠点としてスタートしました。 

明倫コミュニティセンターは、地域の皆さまに親しんでいただけるよう「めいりん りんりん広場」

と愛称が決まりました。これからも、地域の皆さまに親しまれ、気軽に集っていただける施設運営を 

目指し、活動してまいります。今後とも、皆さま方の心温かいご支援、ご協力を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

皆さまにとって今年一年がより良い年であることを祈念し、年頭のあいさつとさせていただきます。 
 

明倫地区振興協議会 委員長 米舛隆生 

明倫コミュニティセンター職員一同 

字手紙サークル 
「美鈴会」 

田中千英子さん作品 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後、被災地で 
ボランティア活動をされた体験からやさしいまちづくりの
ためにできることを考える研修です 
 

●日にち 1 月 22 日（土）10：00～11：30 
●場 所 明倫コミュニティセンター 

●講 師 東 英司さん（みどり町学仙寺住職） 

●申込み〆切 1 月 18 日（火） 

●申込み 明倫コミュニティセンター 

 

  

 

 

 

 

 

ふれあい給食・調理ボランティア募集！ 

 活動日時 毎月第 2・4(木) 

時 間 ① 8：00～調理  

    ②10：00～盛り付け  

＊盛り付けからでも OK！ 

問合わせ 明倫地区振興協議会 ☎22-0642 9：00-17：00 

 

ふれあい給食では見守り活動の一環として、一人暮らし高齢者や

高齢世帯などへ手作りお弁当をお届けしています。 

 

“めいりん手しごと学級”は生活に身近なものづくりを 
通じて手しごと仲間の輪を広げる連続講座です。今回は 
前回つむぎ体験をした本物の羊毛を使って小物づくりを
行います。 
 

●日にち 1 月 15 日（土）13：00～15：30 
●場 所 明倫コミュニティセンター 

●講 師 千熊美由貴  

●申込み 明倫コミュニティセンター 

●参加費 300 円 

  

 

 

2022年 1月
日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1
（祝）元日
事務所閉室

2 3 4 5 6 7 8
事務所閉室 事務所閉室

住民スポーツの日

20：00（バドミントン）

9 10 11 12 13 14 15
主催)めいおん② （祝）成人の日 お家でできる めいりん手しごと学級

9：00～11：00 みそづくり 羊毛小物づくり
13:00~15：30 13:00~15：00

16 17 18 19 20 21 22
主催)めいおん③ 災害ボランティアから学ぶ

9：00～11：00 歌声喫茶のつどい やさしいまちづくり

13:30~15:00 10:00~11：30

(自)館長会 学校開放企画運営委員会

19：00～20：00 19:30～20：00

23 24 25 26 27 28 29
主催)めいおん④
9：00～11：00

スキー教室説明会

19：00～20：00

30 31 1 2 3 4 5

明倫コミュニティセンター　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～

年始事務室閉室

1月1日～１月３日



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

2022 年１月号 

 

あけましておめでとうございます。 

中央児童館では、子どもたちがいろいろな活動をしていく

中で心も体も健やかに成長できるよう、地域の皆様にご協力

いただきながら職員一同力を合わせて支援していきたいと

思いますので、お力添えよろしくお願いいたします。今月はバ

スケットボールのフリースローで自己ベストを目指します。 

みんなでチャレンジしてね！ 

 

◆フリースローちゃれんじ 

◆ 1月１２日、１９日（水）放課後～ 
★新型コロナウィルスの感染予防をしながら活動しますので 

安心して来てくださいね。 

★詳しくは中央児童館（２２－８４５２）にお問い合わせくださ

い。 

 

≪退任のご挨拶≫ 

 館長の米村です。多くの方に支えていただき、とても楽しく

事業を進めることができました。一緒に遊んだ小中学生のみ

なさん、乳幼児親子さん、笑顔いっぱいの楽しい思い出がたく

さんできました。明倫コミセンや明倫 AIR との共催も実現し活

動の幅が広がっていきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

短い期間でしたが本当にお世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

後任は児童厚生員の福田が兼務させていただくことになり

ましたので、引き続きよろしくお願いします。 
 

 

 
 
 

「冬の脱水症」 
 

 新年あけましておめでとうございます。 

地域の皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎

えのこととお慶び申し上げます。昨年は多くのお力添えいた

だき誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いい

たします。 

 

今回は、夏だけじゃない、冬の脱水症についてのお話です。

脱水症と聞くと、じりじりと暑い夏に起きるようなイメージ

を持たれる方が多いと思います。しかし、夏だけでなく冬に

も脱水症の危険が潜んでいます。理由として、冬はエアコン

やストーブを付けていて空気が乾燥していることや、暑い夏

とは違い喉が渇かず、水分を意識的に摂る機会が減ります。

また冬はインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流

行するため、発熱や下痢嘔吐などから脱水症状に陥ります。 

このように注意が必要な冬の脱水症の予防策をご紹介しま

す。 

１，喉が渇く前に、定期的に水分をとりましょう！ 

（２～３時間に一回コップ 1 杯を目安に） 

身体を冷やさないためにも温かいお茶・白湯が 

おすすめです。 

２，加湿器など用いて、乾燥対策をする！ 

３，家族間で、特に子ども・高齢者には積極的に声かけを 

しましょう！ 

まだまだ寒い日が続きます。きちんと脱水対策を取り、寒い

冬を乗り切りましょう！ 

 

 

        

 

倉吉市コミュニティセンター活動展 

12/4、12/5 

明倫軽音楽部“めいおん”講座の開講式を行いました。 

めいおんは小中学生を対象とした音楽講座で、今年で

12 回目の募集になりました。これから全６回の講座を

通じて、課題曲の練習に取り組んでいきます。 

こんにちは！中央児童館です 

職人の町 鍛冶町１丁目の紹介 

鍛冶町の町名由来は、おそらく農耕用器具または家庭用器具などの、鉄製道具の生産からきていると 

思います。 

 世帯数、各商店をふくめた住民の方は、昔に比べれば少なくなってきておりますが、町の由来を 

大切にしてきております。 

 今は、新たな文化の発信源も町内にあり、新旧文化が交わった町となっておりますが、早くコロナ禍が

収束し活気のある町に更に努めて行きたいと思います。 

 

令和３年度に明倫コミュニティセンターで行った事業の 

展示発表をおこないました。 

町学反省会・人権研修 12/16 

主催：明倫地区振興協議会学び部会 

第 12期めいおん講座開講式 12/19 

今年度の町内人権学習会の反省会のあと、人権研修会

「アイヌ民族の文化と歴史から学ぶ」を実施しました。 

主催：明倫地区人権学習推進協議会 

 

 

 
   

 

  

 

みんなで歌おう！ 

歌声喫茶の集い  Part７ 

ギター演奏に合わせてみんなで歌おう♪ 

●日にち １月 19 日（水）13：30～15：00 

●場 所 明倫コミュニティセンター 

●参加費 300 円（飲み物、フェイスシールド代他） 

●定 員 20 名  

●申込み〆切 1/1４(金) 

 

新型コロナウイルス感染対策を行い開催します。 

参加希望の方は申し込みが必要です。  

 

 ピックアップめいりん＜ 1 2 月 ＞ 

明倫コミセン事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

あたらしいめいりん地区作品展 

11/1～12/5 

活動展・作品展ともにたくさんの方に

ご協力をいただきました。 

出展・来場ありがとうございました。 

 

明倫歌声喫茶愛好会・明倫コミセン共催 

 

食生活改善推進委員 

 

倉吉市健康推進課 

カンタン！ちょこっとレシピ 
親子でつくろう 子どもの食育 

【野菜をおいしくたべよう！】 

包丁いらずのスープ(4 人分) 

<つくりかた> 

①レタスは水洗いし手でちぎっておく。 

②かに風味かまぼこはほぐしておく。 

③春雨は、長いものの場合、調理ばさみで 10 ㎝程度に

切っておく。(とびちるのでビニール袋の中での中で 

切る。) 

④鍋に分量の水と鶏ガラスープの素を入れて 

中火にかける。 

⑤沸騰したら、春雨を入れ２～３分煮込む。 

もやし(長ければ手で折る)と、かに風味かまぼこ、 

レタスを加えて煮立て、最後にしょうゆ、こしょう、 

ごま油で味をととのえてできあがり。 

 
<材料>４人分 

水 ３カップ(600ml) 鶏がらスープの素 小さじ２ 

春雨(ショート) 30ｇ  もやし 100ｇ(1/2袋) 

かに風味かまぼこ ４本(36g) レタス ２枚(80ｇ) 

こいくちしょうゆう 小さじ１ こしょう 少々 

ごま油 小さじ 3/4 

週替わりで展示を入れ替え、小中学生からお年寄りまで

幅広い年代の方からの出展がありました。 

今回の研修会の関連書籍を 

しばらくの間、コミセンで閲覧

できるようにしています。 

お気軽にご利用ください。 


