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公民館事業へ参加される場合のお願い 

●必ずマスクを着用してください    ●他者との間隔を十分にとりましょう 
●当日発熱（37.5度以上）がある場合や、体調がすぐれない場合は参加を控えてください。 
●今後の状況によっては、中止となる可能性がありますので、ご了承ください。中止となる場

合は、公民館窓口、HP等でお知らせいたします。参加をお申し込みいただいた方へは、直接
お知らせいたします。 

謹んで初春のお慶びを申し上げます 
旧年中 地域の皆様には公民館活動に格別なご理解を賜り 誠にありがとうご

ざいました 

地域をあげての取り組み そして新型コロナウイルス感染防止に 皆様のご

協力をいただきましたこと 改めて感謝申し上げます 

本年も変わらぬご支援 ご協力をお願い申し上げますとともに 本年が皆様に

とってより良い年となるよう祈念いたします 

           城東公民館運営協議会 会長  中西 正昭 

        城 東 公 民 館 館長  繁浪  均 

                         職 員 一 同 

申込みは城東公民館（☎２７－５６８０）まで♪当日は動きやすい服装でお出かけください。 

ベビーくらぶ   
～親子で 3B体操～ 

日 時 1月 12日（火）10：00～11：30 

場 所 城東公民館 研修室 1、2 

講 師 古藤 令子 さん 他 

内 容 音楽に合わせて体を動かしましょう！ 

持ち物 各自必要なもの 

対 象 0歳児を家庭で保育をしている親子  

主 催  城東地区社会福祉協議会 

 チャイルドくらぶ   
～親子リズム 体操遊び～ 

日 時 1月 14 日（木）10：00～11：00 

場 所 城東公民館 交流ホール 

内 容 身体を動かして遊びましょう！ 

    母衣幼稚園ひよこ教室のみんなと一緒に 

    遊びます。 

講 師 親子リズムサークル 成瀬 明子 さん 

対 象 チャイルドくらぶ会員 

   （家庭で保育している１歳以上の子と保護者） 

    母衣幼稚園ひよこ教室の皆さん 

http://matsue-city-kouminkan.jp/jyoto/
mailto:jyotok@mable.ne.jp
https://2.bp.blogspot.com/-ok-xoZNjrwY/XNE_eykRAWI/AAAAAAABSx8/HfV_MNDt_Do7b5VhJXaNABAW_Nq5DLX4wCLcBGAs/s800/sports_3b_taisou_dougu.png


 

令和 2 年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰 
 

板垣
いたがき

 衛
もり

尚
よし

 様（東本町 2丁目町内会長） 
 

（自治会・町内会等の地縁による団体の代表者として多年にわたり在職し、 

地域的な共同活動を通じて良好な地域活動の維持及び形成に顕著な功績が 

あったと認められる方に対し、総務大臣より表彰されます。） 

 
 

日々、地域へ貢献いただきありがとうございます。ご功績に深く感謝申し上げます。 
        【城東地区町内会・自治会連合会】 

「はかる」「つける」「きづく」「かわる」の４つのステップの最後の文字をとって「るるく

る」をキャッチフレーズにセルフチェックで始める健康づくり！ 

ステップ１「はかる」体温や血圧、体重を毎日はかり、体の状態を知る 

ステップ２「つける」計測記録をつける（記録） 

ステップ３「きづく」体調の変化や生活習慣の問題点に気づく 

ステップ４「かわる」体調の変化を相談したり、生活習慣が変わる 
 

はじめよう！るるくるキャンペーン！（2 月末まで） 
1か月実践し、感想を教えていただいた方へささやかなプレゼントを 

贈呈します♪ぜひ、チャレンジしてみてください。 

歩数計の貸出もありますよ♪※記録用紙は提出不要です。 

【城東地区健康まつえ 21推進隊】 

 
城東地区内では夕暮れ時、どれくらいの歩行者が反射材を着用していると思いますか？当会

では、１０月～１２月に歩行者の反射材着用率調査を行いました。結果は左下のとおりです。 

夜間に外出する際は、反射材を着用し、交通事故から自分の命を守りましょう。いろいろな 

 反射材着用率  反射材があります。自分にあった物を選びましょう。 

10月  16.8％    

11月  10.3％ 

12月     8.8％ 

【城東地区交通安全対策協議会・城東地区交通安全協会】 

 

下記の方より城東地区社会福祉協議会に香典返しをいただきました。ありがとうございまし

た。故人のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。         （12月 22日現在） 

稻葉 泰宏 様（米子町） 

 城東公民館ロビーに 
記録用紙を設置しています。 

靴に貼る反射テープ 

 

タスキ 

・バンド 

カバン等に付

けるキーホル

ダーやシール 

米子町周辺を調査（1時間程度） 



 

     城東公民館事務室閉鎖について      
下記の期間、事務室を閉鎖いたします。ご迷惑をおかけします。 

公民館を利用される団体は、事前にカギをお渡ししますので必ず受け取りにお越しください。 
 
☆12月 29日（火）～1月 4日（月）（年末年始休業のため） 

☆1月 21日（木）12：00～17：15（松江市公民館運営協議会連合会研修会並びに松江市公民館研修大会のため）  

✏公民館に忘れ物していませんか？ご確認をお願いします。 
公民館ロビーに令和 2年の忘れ物を展示していますので、ご確認をお願いします。なお、1 月
29 日（金）までに取りに来られない場合、現在お預かりしている忘れ物は処分いたします。
ご了承ください。 

           写真・動画の取り扱いについて           
公民館事業での写真は、広報誌やホームページ等に掲載させていただく場合がございます。予めご了承

ください。また、参加者の皆様が撮影された個人が特定されるもの、他の方が写りこんだ写真や動画は、ＳＮＳ
などのインターネットへの掲載は、控えていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

公民館ロビーが華やかに    
今年も地域の方からチョウセンヒイラギをいただき、リース、スワッグとお正月花にしていただきました。 

来館の際には、ぜひご覧ください。 

家で挑戦！男性の料理教室  

お正月料理 
 

 

〇黒豆のシロップ煮 

（材料）8人前程度 
・黒豆…1カップ 
・濃口醤油…小さじ 1 
・塩…小さじ 1/2 
・砂糖…1カップ 
 
 
 

〇いわしの黄金煮 
（材料）5人前程度 
・いわし…10匹 
・いりごま…30ｇ 
・砂糖…大さじ 3 
・酒…大さじ 3 
・濃口醤油…大さじ 3 
・みりん…大さじ 3 
・はちみつ…大さじ 2 

 

（作り方） 
①前日に黒豆を水に浸し、1晩おく。 

②圧力鍋に黒豆を入れ、蓋をせず強火にかけ、沸騰したらザルに
あげ、湯切りする。 
③黒豆と水 1カップを鍋に入れ、蓋をして強火にかけ、圧力がか
かりだしたら弱火にし、8分したら火を止める。 
④圧力が完全に下がったら蓋を開け、砂糖、塩、濃口醤油を入
れ、弱火で 10分煮詰める。 
 
（作り方） 
①アジの頭を落とし、内臓をとり、水洗いする。 
②圧力鍋にごま以外のすべての材料を入れ、蓋をして強火にかけ
る。圧力がかかりだしたら弱火にし、15分したら火を止める。 

③ごまをすり鉢に入れ、する。 
④圧力が完全に下がってから蓋を開け、ごまをまぶす。 
      同じレシピでいわしの代わりにアジでも作れます。 
 

レシピの提供は、男性

の料理教室で講師をし

てくださる「山蔭
やまかげ

流包

丁道京
きよ

繁
しげ

協友会」門脇 

繁先生。 



※■の日は事務室を閉鎖しています。 

※都合により行事を変更する場合があります。 

※事務室閉鎖日・夜間に公民館をご使用の方は事前に鍵をお渡ししますのでご来館ください。 

 

 

日 曜 行事 館使用予定団体 

1 金 元日 

 

 

2 土   

3 日   

4 月 事務室閉鎖 3B 小山 碁楽会  

5 火  
 

なごやか卓球 いのっちｽﾄﾚｯﾁ 

6 水  からだ元気塾 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 城東ｶﾝﾌ- かきかた 3B松村 ﾀﾞﾝｽ 

7 木  陶芸 ｱﾄﾘｴ 3B 小山 親子ﾘｽﾞﾑ 宮原様 

8 金  ﾖｶﾞﾋﾟﾗﾃｨｽ ラボ太田 

9 土  城東囲碁 手あみ のびのびｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ 茶道  

10 日  3B 小山 城東ｸﾞﾘｰﾝｿｯｸｽ 

11 月 成人の日 寿会囲碁 

12 火 ベビーくらぶ 太極拳 ｶﾒﾘｱｺｰﾗｽ 水墨画 英会話 ﾆｺっと二胡ｸﾗﾌﾞ  
いのっちｽﾄﾚｯﾁ 

13 水  からだ元気塾 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 城東ｶﾝﾌｰ 城東 PC 親子ﾘｽﾞﾑ ﾀﾞﾝｽ 
米原様 詩吟城東 かきかた 

14 木 チャイルドくらぶ 

 

陶芸 寿会 ABC 3B 松村 3B 小山 なごやか将棋 ﾌﾟﾙﾒﾘｱ 

15 金 城東地区町内会・自治会連合会役員会 詩吟千鳥 城東 FD ﾖｶﾞﾋﾟﾗﾃｨｽ 手あみ ラボ太田 

16 土  城東囲碁 のびのびｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ 手あみ 詩吟くにびき 茶道 

17 日  保育勉強会 

18 月  ﾏﾄﾞﾝﾅ FD かきかた 3B ｼﾞｭﾆｱ ﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ 碁楽会 3B体操 ABC 
ちどりの会  

19 火  太極拳 なごやか卓球 英会話 ABC いのっちｽﾄﾚｯﾁ 

20 水  からだ元気塾 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 城東ｶﾝﾌｰ かきかた 詩吟城東 

米原様 ﾀﾞﾝｽ 

21 木 松江市公民館運営協議会連合会研修会並びに松江市公民

館研修大会 （12時～事務室閉鎖） 

陶芸 3B 小山 ｱﾄﾘｴ 親子ﾘｽﾞﾑ 

22 金  城東 FD ﾖｶﾞﾋﾟﾗﾃｨｽ ラボ太田 

23 土  
 

のびのびｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ 手あみ 城東囲碁 茶道 ｽｹｯﾁ空彩 

24 日  みっちんｸﾗﾌﾞ ﾎﾟﾚｽﾀｰ松江学園通り 

25 月  かきかた 寿会囲碁 3B 体操 ﾏﾄﾞﾝﾅ FD ﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ ABC  

26 火  太極拳 ｶﾒﾘｱｺｰﾗｽ 水墨画 英会話 いのっちｽﾄﾚｯﾁ 

27 水  からだ元気塾 健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 城東ｶﾝﾌｰ かきかた 米原様 ﾀﾞﾝｽ 

城東 PC 朗読ｻｰｸﾙ 母衣小茶道 

28 木  陶芸 ﾌﾟﾙﾒﾘｱ 3B 松村 3B 小山 ABC ﾙﾈｽﾌｧｲ北田町 親子ﾘｽﾞﾑ 
なごやか将棋 

29 金  ﾖｶﾞﾋﾟﾗﾃｨｽ 城東 FD 詩吟千鳥 手あみ ラボ太田 

30 土  のびのびｽﾄﾚｯﾁﾖｶﾞ 手あみ 城東囲碁 茶道 詩吟くにびき  
平田様 

31 日  3B 古藤 平田様 

1月の行事予定          令和 2年 12月 21日現在受付分 

1月の中止となった事業 
1月 9日…城東地区町内会自治会連合会新年賀会  

1月 16日…ジョレク‘20 

12月 29日 
～1月 4日まで 
事務室閉鎖 


