
テーマ：「未来へつなげよう、平成最後の公民館まつり」 

溝口公民館まつりは溝口地区のふれあいの場です。お誘い合わせて 

 ぜひ、お出かけください。たくさんのご来場をお待ちしております。 

◆作品展示 
【３階 大会議室】 

○ファブリックステンシル、臨床美術教室、ゆび編み 

布絵本、絵画教室、森のようちえん 

【２階 中会議室】 

〇公民館同好会（生け花、古文書を読む会、編み物） 

○岸本陶芸教室  〇ふなっこ布遊びの会 

〇社会福祉協議会 〇デイサービスセンターことぶき 

【２階 小会議室１】 

〇公民館同好会（学びの里書道教室） 

  ○植田正治写真美術館 ○一般作品展示 

【２階 小会議室２】 

〇溝口保育所園児 ○溝口小学校児童 

【２階 廊下】 

〇溝口中学校生徒 ○行政展 

【２階 小会議室３】 

  ○特別展（絵画展示） 

第３９回（平成３０年度）

溝口公民館まつり 

と き 平成3１年３月１７日（日） 午前９時～午後４時

３月２１日(木・祝日)午前９時～午後３時

ところ 伯耆町立 溝口公民館 TEL ６２ー１１７７

伯耆町溝口６５２番地１（溝口分庁舎隣） 

《主 催：溝口公民館まつり実行委員会》 



◆くろぼくコンサート 
（大会議室）

１７日（日)  入場無料 
１４：００～１６：００ 
（開場：１３：３０） 

★出演   

第１部 はぴねす Bang!Do! 
  小さな子供たちから 

ご高齢者の方まで… 

たくさんの方々と一緒に 

楽しめる曲を（出雲市） 

第２部 Souls Fly 
フォークソングを 

こよなく愛する 

アコースティックギター 

デュエット（岡山市） 

◆ほっとカフェ（大会議室） 

出店：精神障がい者家族会、障がい者支援ボ
ランティアの会、障がい老人を支える

家族の会、鳥取県断酒会 

２１日(木) ９：００～１５：００

・ターメリッククッキー 

ポン米等の販売 

・喫茶コーナー 

・絵手紙体験教室

◆食改おすすめメニューの試食
(調理実習室)

【テーマ：カルシウムをしっかりとろう。

～緑の野菜も１日２皿～】(１２０食)

メニュー『五色ご飯、肉団子と青菜の春雨の

クリーム煮、野菜のかみかみ和え、黒糖ゼリー』

２１日(木)１０：００～１２：００ 

提供：食生活改善推進協議会

◆地元農産物・加工品 

即売コーナー（１階ロビー）

出店：ＪＡ女性会溝口支部 
朝市グループ、加工グループ 

２１日(木) ９：0０～１５：００

・野菜、漬物 など 

地元の元気な女性たちが、愛情を込めて 

作った品々を即売します。 

◆発表会（大会議室） 

１７日(日)
９：３０～１１：３０

★出演 

子ども英会話教室 

コール・フォルテシモ 

コーカラ健康塾 

貴寿美学園歌声のつどい 

貴寿美学園大正琴の会

交流しながら、みんなで楽しみましょう♪ 

◆無料提供（調理実習室） 

１７日（日）１１：００～ 

うどん １００食 限定

      (無くなり次第終了)

提供：高校生サークル「パレット」 

◆即売コーナー（３階ロビー）

出店：松尾農園・光工房

１７日(日) ９：３０～１５：００

・しいたけたこ焼き 

１７日(日) ９：３０～１５：００

２１日(木) ９：３０～１５：００

・無添加・地元野菜を使ったドレッシング 

・手工芸品 



ファブリックステンシル体験 
参加費：500円 

９：３０～１１：３０ 

１３：３０～１５：００ 
ランチョンマット、ハンカチ等に 

描いて仕上げます。(15分位) 

講師：ファブリックステンシル教室
西村 鈴美さん 

お手玉づくり  参加無料
１３：３０～１５：００ 
座ぶとん型のお手玉を作ります。 

自分の作品が1個出来たら１個さしあげま

す。２個遊びを楽しみましょう！ 

講師：お手玉同好会

絵画体験教室 参加費：100円
９：００～１５：００ 
プラスチックの専用のペンで、カラーペーパ

ーを削って描きます。 

講師：アトリエFlower Bud 絵画教室 
西村 緒莉枝さん 

光工房教室 （３階ロビー） 
9：30～14：30 参加費：700円
今人気のハーバリュウム！ 

フイルム、リボンを使って作ります。 

ちょっと違った作品が作れます。

講師：松尾 光栄さん 

子ども英会話体験教室(溝口図書館)
９：００～１２：００   参加無料

・英語の本の読み聞かせ 

・手あそび歌  ・カードあそび  (各 20分) 

講師：子ども英会話教室

中田 有里さん

臨床美術体験教室 参加費：500円

１０：００～１１：００ 

１１：００～１２：００ 

１３：００～１４：００ 
今回は「ミニ植木鉢」に描きます。 
年齢問わず誰でも楽しむことができるクリ
ニカルアートです。 

講師：井澤 ゆうかさん 

福村 直美さん・森下 希由子さん

アロマ体験教室 参加費：500円
①ハンドクリーム作り 

１０：００～１１：００ 

②アロマワックスバー作り 

１３：００～１４：００ 

①②以外の時間はアロマスプレー作り。

講師：遠藤 貴子さん 

プルタブへびを作ろう 参加無料 
１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 
プルタブとフェルトを使って、 

かわいいへびを作ります。 

講師：布絵本ちくちく教室 

指編みマフラーづくり 参加無料 

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 
毛糸で指編みマフラーを作ります。 

簡単でとても楽しいですよ。 

講師：溝口一区あみもの会 

レジンづくり  参加費：500円
９：００～１５：００ 

レジンを使って、キーホルダー、マグネット

ブローチを作りましょう！ 

講師：田中 寿々加さん 

◆本のリサイクル市(溝口図書館）２１日(木) ９：３０～１６：００

保存期限の過ぎた雑誌などを無料でお分けします。冊数に制限はありませんが、同じシリーズ

は２冊までです。先着順で本がなくなり次第、終了します。（2１～24日まで続きます。）

※公民館まつり開催期間中、図書館は休まず開館します。 

◆体験コーナー（大会議室）２１日（木）



★ ★ ★ 公民館まつりスケジュール ★ ★ ★
３月１７日（日） ３月２１日（木） 

会 場 午前 午後 午前 午後 

9  10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 16 

作品展示・行政展 

一般展示・特別展

小・中会議室 

２階廊下

体験教室展示 大会議室 

発表会 大会議室 

くろぼくコンサート 大会議室 

ほっとカフェ 大会議室 

食改おすすめ 

メニューの試食 
調理実習室 

地元農産物・加工品等

即売コーナー
１階ロビー 

加工品等 

即売コーナー
３階ロビー 

うどん提供 調理実習室 

体験コーナー 

臨床美術教室 大会議室 

アロマ体験教室 大会議室 

レジンづくり 大会議室 

ファブリック 

ステンシル体験 
大会議室 

指編みマフラー 

づくり
大会議室 

お手玉づくり 大会議室 

絵画体験教室 大会議室 

プルタブへびを 

作ろう
大会議室 

光工房教室 ３階ロビー 

子ども英会話体験 溝口図書館 

本のリサイクル市 溝口図書館 

◎駐車場は、溝口分庁舎の駐車場をご利用ください。３月２１日（木・春分の日）は彼岸市のため、 

溝口分庁舎周辺に交通規制があります。ご注意ください。 

◎内容が変更になる場合があります。ご了承ください。 


