
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

   

  

 

 

 

 

                       

 

 

 

                          
 

2022年 3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 越中町 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 
 

■№12 令和４年 3 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  

字手紙サークル 
「美鈴会」 

徳永 秀さん作品 

 
 

  

 コミュニティセンター利用について 

  説明会と防災訓練（消火訓練） 
 
 

コミセン利用団体・サークルの皆さまを対象に団体登録や

減免申請についての説明と消火訓練、春の館内一斉清掃を

実施しますので、ご協力をお願いします 

 

 

 

●場 所 明倫コミュニティセンター 
●内 容 コミセン利用説明会及び利用団体登録 

減免申請手続き 

消火訓練 

公民館内一斉清掃 

※後日各団体の代表者の方へ案内文章をお渡しします。 

 

 

 

 

明倫軽音楽部バンド講座 

めいおん門出ライブ 2022 
 

今年度めいおん講座の練習の成果と小学 6年生と中学 3

年生の卒業を祝う「門出ライブ」を開催します。 

どうぞ、ライブ演奏をお楽しみください♪ 

 

 

 

 

●場 所 明倫コミュニティセンター・大会議室 
●出 演 めいおん 9期生～12期生 

●入場無料 ※人数制限有 
 
新型コロナ感染状況により開催方法を変更(無観客での配

信、延期)する場合があります。または中止となる場合もご

ざいますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 

※変更は、ホームページでお知らせします。 

  

 

4 月 6 日(水) 10：00～11：40 

11：30   

3 月 27 日(日) 13：30～15：30 

11：30   

めいりん世間遺産＜残したい風景と私の思い出＞ ② 
 

【花宮神社／福吉町】 

小学生の頃、花宮神社の祭りのご祝儀集めが

子供の仕事だった。6年生になると別格で鯛がも

らえたことが思い出にある。今の福吉町公民館

はその花宮神社の跡地に建てられ、祭壇などを

残し、祀っている。昨年は灯篭を新しくした。 

これからも人の集まる場所として 

つないでいきたい。 

（福吉町／米舛隆生さん） 

めいりん世間遺産＜残したい風景と私の思い出＞を募集します。 
 
あなたのお気に入りスポット、切ない思い出の場所、自分だけが嬉しくなる風景など、 

明倫地区をより、面白く、楽しくする世間遺産をお寄せください。 

お問合せは明倫コミュニティセンターへ（☎0858-22-0642・メール komeirin@ncn-k.net） 

 

4 月 10 日（日） A グループ 

福吉町・旭田町・金森町・福吉町２丁目・八幡町 

鍛冶町 2丁目・河原町・余戸谷町・みどり町 

4 月 17 日（日） B グループ 

瀬崎町・東岩倉町・西岩倉町・鍛冶町 1丁目 

越中町・越殿町・広瀬町 

※詳しくは各町の館長さんへ  

◆生活排水溝の清掃 

2022年 3月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 1 2 3 4 5
めいりん手しごと学級

羊毛講座

13:30~15：30

防災安全部長会
19：00～20：00

6 7 8 9 10 11 12

住民スポーツの日 (自)館長会
20：00（バレーボール） 19：00～20：00

13 14 15 16 17 18 19

学び部長会 学校開放企画運営委員会

19：00～20：00 19:30～20：00

20 21 22 23 24 25 26
（祝）春分の日

27 28 29 30 31 1 2
めいおん♪
門出ライブ♪

13：00開場

13：30開始

明倫コミュニティセンター　行事予定



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2022年 3月号 

３月は自殺予防対策月間です 
 
３月は、例年自死が多い傾向にあります。その理由は、企業などの決算期に当たり、仕事上の問題や経済的な問題を抱える人が増

えるためと言われています。また、就職や転勤、進学、引っ越し、家族や友人との別れなど生活環境が大きく変化し、ストレスを受

けやすい時期に当たることも、要因と言われています。 

  自死の原因には、健康の問題や経済・生活の問題、うつ病など様々なことが複雑に関係しているといわれています。これらの問題

に対して、うつ病の早期発見など、地域全体で予防に取り組むことが求められています。 

自死を防ぐためには、孤独にならないこと・孤立させないことがとても大切です。身近な人の変化に気付き、みんなでいのちを支

えあっていきましょう。悩みを抱えている人は、一人で問題を抱え込み、助けを求める力が弱くなりがちです。 

身近な人が「いつもより元気がない」「表情が暗い」などの変化に気づいたら、まずは「眠れている？」「最近どう？」「忙しい？」な

ど声をかけ、相手の話をゆっくり聴いてみてください。また、必要に応じて専門機関等に相談してください。 

 （相談窓口） 

▶中部総合事務所倉吉保健所:23-3921 ▶県立精神保健福祉センター:0857-21-3031 

▶鳥取いのちの電話:0857-21-4343(毎日 12:00~21:00) 

▶自殺予防いのちの電話:0120-783-556(毎月 10日 8:00~翌日 8:00) ▶倉吉市健康推進課:27-0030 

※鳥取県では遺族の方等の心情に配慮し、原則として「自殺」という言葉に代えて「自死」という言葉を用います。 

 
 

 

 
令和 3年度も残り 1か月となり、卒園・卒業シーズン

を迎えます。新型コロナウィルスのオミクロン株による
感染が拡大し、いろいろなイベントが取りやめとなって
しまい、児童館の活動も縮小となった 1年でした。3月
はちいさな花がゆらゆら

・ ・ ・ ・

カワイイ『春のつるし飾り』づ
くりをします。新型コロナの感染状況が落ち着いてくれ
ると良いですね。 

 
◆春のつるし飾りづくり◆  
３月１２日（土）午後 1時 30分～午後 4時 

★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。 

 
◆お ね が い◆ 
 オミクロン株はまだまだ、安心できません。児童館を
利用されるときは、不織布マスクの 
着用のご協力をお願いします。 
★詳しくは中央児童館（２２－８４５２）にお問い合わ
せください。 

 

こんにちは！中央児童館です 

明倫コミュニティセンターご利用について 
利用にあたっては下記項目の遵守をお願いします。 

 

◆館内に入る前は手指消毒をし、マスクを着用する。 

◆人と人との間が 2ｍを目安に確保する。 

◆大声での発声、歌唱、近距離での会話をしないこと。定期的に換気を行う。（1時間に 1回程度） 

◆事前に体温を計り、体調不良者（発熱又は風邪症状のある方）は参加を自粛する。 

◆過去 14日以内に県外及び外国への訪問歴のある方は参加を自粛する。 

◆利用後は手すり、ドアノブなどを消毒する。（消毒セットを用意しています。） 

◆参加者が特定出来るよう、利用の度に名簿の提出。主催責任者（玄関に用紙と提出箱を設置しています。） 

※コミュニティセンター主催の諸事業に関しても同様です。 

※今後の感染状況に応じて変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

おうちで味噌を作ってみよう！ 
1/14に開催した「みそ作り講座」レシピです 

 

【材料】 

・米麹 1㎏ 

・大豆 400ｇ 

・食塩 260～270ｇ 

・大豆の煮汁 100～200㏄ 
 

【作り方】 

① 大豆の 2倍の水に 15～20時間浸しておく。 

② 大豆を圧力鍋に入れ、かぶるくらいの水を 

入れ、圧力を 30分かけて煮る。 

③ 米麹と塩をボールに入れ混ぜ合わせる。 

④ 圧力が下がったら大豆を取り出す。 

※柔らかさの目安＝親指と小指で押し潰せるくらい。 

⑤ ボールにザルをのせ煮大豆と煮汁に分け、45℃程度

まで冷ます。 

⑥ 煮大豆をポリ袋にいれ、つぶす。 

⑦ ③と⑥を手でよく混ぜ合わせる。煮汁を加え、大豆を

潰しながら混ぜ合わせる。 

  ※煮汁は硬さを調整しながら加える 

⑧ 空気を入れないように、ジップロックなどにいれ、封

をする。 

⑨ 軽く重し(砂糖袋入り 1㎏くらい)をし、冷暗所に保存

する。 

  ※水がにじんできたら重石は不要。 

  ※時々、カビの発生をチェックする。 

   あった場合は取り除く。 

⑩1月～2月頃に仕込めば梅雨明け頃が食べ頃。 

  ※十分に熟成すれば、冷蔵庫・冷凍庫に入れて保管し

ても良い。 

  ※あまり発酵しない味噌が好みの場合は、 

4月頃からでも食べられる。 

手作り味噌は添加物のない、栄養満点の発酵食です。おうちで作

った味噌の味は格別です！作ったら、自慢しましょう！ 

手前味噌にお味噌れしました⁉ 

   

 
 

歴史と文化のまち♪ 

町のシンボルとしてとっとりの名木 100選に選

ばれた「河原の大イチョウ」（幹周 4.23m、標高

20ｍ、樹齢推定 350年）が小鴨橋の東側交差点

にあります。県指定名勝の小川氏庭園「環翆園」

が昨年 11月にオープン致しました。また、地蔵

花火大会は、65年続いています。コロナが収束

すれば、また再開したいと思います。みなさまの

お越しをお待ちしています。 

 

マスク     消 毒    体調管理     換 気    氏名・連絡先の記入 距離の維持 

地域活動拠点としての「明倫コミュニティセンター」で働く新たな職員を募集します。 
 
１ 募集職種、採用人数 
    コミュニティセンター主事 1名 
 
２ 勤務条件等 

(1)職務内容 コミュニティセンター事業に関する業務、施設の維持管理に関する業務、 
その他、任命権者が命ずる業務、各種団体の事務など 

(2)勤務場所 明倫コミュニティセンター（倉吉市福吉町 2丁目 1674） 
(3)勤務時間 午前 9時 00分～午後 5時 00分  

※ただし事業、会議等で夜間、休日勤務の場合もあります。 
(4)雇用期間 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 
(5)試用期間 半年 
(6)給  与 月額 147,800円（昇給制度あり） 

    ※このほかに通勤手当、期末手当、時間外勤務手当等の諸手当が条件に応じて支給されます。 

(7)加入保険等 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 
 
３ 応募資格・普通自動車運転免許を持っている人 

・ワードやエクセル、メールの送受信等のパソコンの基本操作ができること 
・年齢６５才未満（定年 65歳） 

 
４ 提出書類 履歴書と作文を明倫コミュニティセンターに郵送または持参してください。 

   作文テーマ 明倫コミュニティセンターの職員としてやりたい事 （600字程度） 

５ 受付期間 令和４年３月１日(火)から令和４年３月１５日(火) (必着) 
 
６ 選考方法 面接試験 
７ 試 験 日 日時：令和４年３月２０日（日）１０時～ 
       場所：明倫コミュニティセンター （倉吉市福吉町 2丁目 1674） 
 
８ そ の 他 詳細については下記にお問合せ下さい。 
 
９ 申し込み・問い合わせ先 

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 22-0642（平日 9時～17時） 

 

 

明倫地区振興協議会 

明倫コミュニティセンターの主事を募集します 


