
  

木版画にチャレンジしてみよう！！（全４回） 

 

 

●日にち ①６月４日（土） 

     ②６月１８日（土） 

     ③７月２日（土） 

     ④７月１６日（土） 

※ 全４回で１つの作品を仕上げます。 

●場 所 明倫コミュニティセンター 
●内 容 色紙大の木版画の制作 

●材料費 版画板代 一枚５００円 

●講 師 （一社）日本板画院 

     委員 わたり 弘子さん 

     日本板画院審査員・鳥取県美術展覧会運営委員 

●その他 書道用の小筆、彫刻刀、汚れ防止のエプロンをご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

2022年 5月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
(自)館長会 人推協　総会 住民スポーツの日 地区振　総会

19：00～20：00 19：00～20：00 20：00（バレーボール） 19:00~20:00

15 16 17 18 19 20 21
学校開放企画運営委員会 コミセンうたごえ広場

19:30～20：00 10:00～11：30

22 23 24 25 26 27 28
めいりん祭実行委員会

19:00~20:00

29 30 31 1 2

　行事予定

～明倫地区地域安全推進協議会～

 

歌って元気に！！コミセンうたごえ広場（全３回） 

2022 年 5 月号 

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。 

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  

 

 

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 民生児童委員会 

明倫コミュニティセンター集合 ※ご都合の悪い場合は明倫コミュニティセンターへご連絡下さい。 

発行／明倫コミュニティセンター 
鳥取県倉吉市福吉町２丁目１６７４ 住  所 

T E L 0858-22-0642 F A X 0858-２３-６０１５ 

利用時間 [施設利用] 9：00～10：00  [事務所] 平日 9：00～17：00  

メール komeirin@ncn-k.net http://www.ncn-k.net/komeirin/ 

 

 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 

 

 

なごもう会へ参加される方へ 
 

●毎月第 1・3 金曜日 １３：３０～１５：００ 
●明倫コミュニティセンター 
 
原則的に上記の期日・会場で開催されます。 
詳しくは、配布されている年間予定表をご覧下さい。 

          ～倉吉市長寿社会課～ 

 

 

●日にち ①５月１９日（木） 

     ②６月１６日（木） 

     ③７月２１日（木） 

●場 所 明倫コミュニティセンター 
●内 容 童謡、懐メロ、唱歌など歌詞を見ながら一緒に歌います。 

●講 師 木田 小百合さん 

全国音楽療法協会認定 音楽療法士 

●持ち物 お茶（水分） 

※ 十分な間隔をあけ、マスクを着用して歌います。 

10：00～11：30 

13：30～15：30 

 

小学生の頃の懐かしい体験をしてみませんか？ 

歌を歌って心も身体も脳も元気にしましょう！！ 
参加できる日だけ 

でも OK です♪ 

５月に開催を予定していました 

明倫地区運動会は中止になりました。 

今年度計画している事業は、新型コロナウイルス感染

の状況を見ながら中止や延期、開催方法を変更させて

いただく場合があります。 

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 



 
 

 

  
 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      

 

 

 

                          
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2022 年 5 月号 

令和４年度 各種検診のお知らせ 
 

 

 

こんにちは！中央児童館です 

 

 
 

 

余戸谷町は明倫小学校を囲んだ町です。１５７

世帯、小学生２６名、中学生１７名、子供会も

町内清掃など積極的に貢献してくれています。 

１人暮らしの方から子供まで安心安全な住み良

い町です。コロナ禍変異株が収束するまでは３

密にならないようみんなで気を付けて生活して

いきたいと思います。 

 

◆相談水先案内事業 ◆りんりん広場オープンデー 
ピ ッ ク ア ッ プめい り ん＜ 4 月 ＞ 

明倫コミュニティセンター事業・各団体・サークル活動などの様子 

 

明倫コミュニティセンター利用説明会 

館内清掃 4/6 

【利用申込みについて】 

 ①申請書に必要事項を記入し、コミュニティセンター事務所へ提出してください。 

  ※申請書はセンター事務所で受取るか、ホームページからダウンロードして下さい。メールでの受付も可能です。 

  ※電話等で空き状況の確認や仮押さえした場合でも、申請書の提出をもって受付完了となります。 

 ②申請書の受付は、利用希望日のひと月前の 1日からです。(例)6月 29日利用希望→5月 1日から申請出来ます。 

【利用料金について】 

  明倫コミュニティセンター利用規定に基づき徴収します。 

  地域のみなさんに広く利用していただけるよう減免等の基準を設けています。お気軽にお問合せ下さい。 

【鍵の受け渡しについて】 

  事務室開館時間（平日 9時～17時、第 2・４土曜日９～１２時）以外で利用される場合は、鍵の受取りが必要です。 

  ※夜間利用の場合・・・当日の 9時～17時までに  土日・祝祭日の場合・・・前日の 17時までに 

【日誌の記入について】 

  使用後は、必ず日誌を記入して下さい。（玄関入って公衆電話のところ） 

【印刷機の利用について】 

  センター内に設置してある印刷機がご利用いただけます。印刷作業はセルフです。（平日 9：00～17：00） 

  自治会でのお知らせや地域活動の資料作りにご活用ください。 

料金 ・原紙 1枚につき 50円 ・印刷 1枚につき 1円 ※用紙を持ち込みの場合 
 

 

 説明会での利用の仕方

の内容をお伝えします。 

新年度を迎え、コミュニティセ

ンターの利用団体、サークルの

みなさんを対象にセンター利

用の説明と確認後、館内の清掃

をしていただきました。 

≪5月の乳幼児教室≫  

5月 12日（木） １０：００～１１：３０ごろ 

『みんなであそぼう！』『おいしいおやつの試食会』 

❤お家で子育て中の乳幼児親子さん、みんなで一緒に

遊びましょう。 

❤先着 10組まで参加できます。 

申し込み〆切は 5月 6日（金） 

 

中央児童館が自由来館児童のみの利用となって１年。子

どもたちは学校が早く終わった日や、土曜日、長期休み

の時などにたくさん利用してくれています。 

今年こそ新型コロナウィルスがおさまって、みんなが自

由に遊べるようになることを願っています。子どもたち

が安心して過ごせる居場所となるよう、地域の皆さんの

お力添えをいただきながら、職員力を合わせて頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

※職員不足のため開館時間を１０時とさせていただいてい

ます。 

※何かありましたら中央児童館（２２－８４５２）にお問

合せください。 

 

令和４年度の健康診査は、令和４年５月２日から令和５年２月２８日までです。 

健診受診券は、４月中旬に送付されています。 

健診内容、料金等は、受診券に手引きを同封していますので御確認ください。 

【健診の方法】 

・個別健診→協力医療機関で受けられます。詳しくは、手引きをご覧ください。 

      医療機関で行う個別健診と集団健診の料金は、同額です。 

・集団健診→下記の日程で行います。希望される会場で受けることができます。 

申込み先：健康推進課 電話番号 27-0030  

                                 倉吉市 健康推進課 

５月からオープンデーがはじまります 
 

 

 

身近な悩みや不安の相談先が分からなくて 

抱え込んでいませんか？ 

コミュニティセンターが窓口になり専門機関に 

おつなぎします。 

 

 

毎月第２・４ 
 9：00～12：00 
 

 

明倫コミュニティセンター開館します。 

お気軽にご利用ください。 

 

一致団結！！ 


