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■令和3年度事業部門

・運営協議会

実施日 会　場

5月14日 東出雲公民館

10月1日 東出雲公民館

3月24日 東出雲公民館

■実行委員会形式事業

・文化祭　（2021年度は、地区社協と合同開催）

実施日 会　場

7月2日 東出雲公民館

9月10日 東出雲公民館

10月13日 東出雲公民館

11月8日 東出雲公民館

11月8～10日 東出雲公民館

11月12日 東出雲公民館

11月13～14日
東出雲公民館
屋外ステージ

11月中旬～

第1回文化祭

来場者：延べ1500人
展示：幼保5園　小3校　中1校　サークル6団体
　　　　一般17名
模擬店：5団体
ステージ：8団体

HP上で展示作品の公開

会議・事業名 内　　容

第1回実行委員会 文化祭について

第2回実行委員会 文化祭について

サークル関係展示説明会 作品展示場所決め等

展示会場設営作業

展示作業

VR撮影

内　　容

事業計画・予算審議

公民館文化祭について・上期公民館事業進捗につ
いて

下期公民館事業進捗について他

会議・事業名

第3回運営協議会

第2回運営協議会

第1回運営協議会
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■企画PR部

　・公民館だよりの編集・発行　（第1・5・10号）　　　・公民館ホームページの開設・運営

　・文化祭バーチャル展示会場　　　　・複合施設屋根/外壁アンケートサイト作製

実施日 会　場

4月21日 東出雲公民館

5月7日 東出雲公民館

6月8日 東出雲公民館

7月9日 東出雲公民館

8月17日 東出雲公民館

9月末

10月14日 東出雲公民館

10月28日 東出雲公民館

11月中旬

12月1日 東出雲公民館

1月5日 東出雲公民館

1月27日 松江市役所

2月8日 東出雲公民館

2月～3月

※毎月25日ごろ

複合施設屋根・壁面デザインアンケート調査（専用ページ作成）

公民館だより発行 ※第1～11号発行（第1・5・10号は、業者委託）

たより用の取材活動

第3回部会 公民館HPについて・文化祭について

第4回部会 公民館HPについて・文化祭について

第9回部会 公民館だより（内容等）について

第5回部会
公民館HPについて
公民館だより（愛称）について

公民館ホームページ開設 http://higashiizumo-kouminkan.net

第6回部会

公民館HP外部団体説明会

文化祭特別企画ホームページ

第7回部会

第8回部会

松江市長取材

会議・事業名 内　　容

第1回部会 公民館HPについて

第2回部会 公民館HPについて

公民館HP説明会について

外部団体への操作説明

VR撮影よる展示作品公開作業

公民館だより（内容等）について

公民館だより（内容等）について

▲ 公民館HP外部団体説明会の様子

▲ 企画PR部会作製のホームページ

▲ 市長インタビューの様子
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■地域支え合い部

　・地域防災の推進　（防災訓練）　　・地域内の美化活動推進　（花咲き隊）

実施日 会　場

4月26日 東出雲公民館

6月11日 東出雲公民館

6月下旬

6月30日 東出雲公民館

7月16日 東出雲公民館

8月5日 東出雲公民館

10月7日 東出雲公民館

10月8日 東出雲公民館

11月17日 東出雲公民館

11月25日 東出雲公民館

12月20日 東出雲公民館

1月21日 東出雲公民館

2月4日 東出雲公民館

3月2日 東出雲公民館

3月13日 防災訓練（出雲郷：市向）
要支援者を中心とした防災訓練
参加者：39名

第6回部会 防災訓練について

第7回部会 防災訓練について

第8回部会 防災訓練について

防災連絡会・防災研修会
講師：防災危機管理アドバイザー林繁幸氏
参加者：30名

館花壇整備 除草作業・花苗植え

第5回部会 防災訓練について

防災連絡会準備会 防災連絡会の立ち上げについて

花咲き隊事業 花苗配布作業

花咲き隊事業 花苗配布作業・苗植え

花咲き隊の活動調査

第3回部会 小地域の避難訓練について

第4回部会 豪雨災害状況について

会議・事業名 内　　容

第1回部会 事業計画について

第2回部会 災害時においての各団体の連携について

◀ ▲ 花咲き隊の作業の様子

▲ 防災研修 ▲ 防災訓練
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■ふるさと文化部

・ふるさと再発見事業（なかよし公民館）　・まちあるき事業　・美人塚ショウブ植え

実施日 会　場

4月27日 東出雲公民館

6月8日 東出雲公民館

7月25日

7月29日 京羅木山他

9月8日 東出雲公民館

10月7日 東出雲公民館

10月9日 下意東美人塚

10月17日 下意東美人塚

11月2日 下意東美人塚

11月7日 下意東美人塚

11月21日 下意東美人塚

11月27日 竹矢地区

1月6日 東出雲公民館

3月9日 東出雲公民館

美人塚ショウブ苗植えイベント ショウブの苗植え　　参加者：35名

まちあるき事業 竹矢地区　　参加者：10名

第5回部会 未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部と合同で次年度事業について

美人塚土壌改良作業 土壌改良作業

美人塚作業② 土壌改良

第6回部会 今年度の振り返り　・次年度事業について

第4回部会 美人塚整備について

美人塚事前作業 除草作業

美人塚作業① 除草作業

事業（京羅木山）下見

校歌にも歌われている 京羅木山に
登ろう！！

町内3小学校4年生を対象に京羅木山登山
講師：上意東案内人の会
参加児童：28名

第3回部会 ふるさと講座について　・美人塚整備について

会議・事業名 内　　容

第1回部会 事業計画について

第2回部会 京羅木山登山について

▲ なかよし公民館（京羅木山登山）

▲ まちあるき（竹矢） ▲ 美人塚作業・ショウブ植え
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■未来プロジェクト部

・ひがしいずも未来プロジェクト事業

実施日 会　場

4月28日 東出雲公民館

6月16日 東出雲公民館

8月8日 東出雲公民館

8月8日 東出雲公民館

1月6日 東出雲公民館

会議・事業名 内　　容

第1回部会 事業計画について

第4回部会 ふるさと文化部と合同で次年度事業について

第2回部会 未来プロジェクトについて

ひがしいずも未来プロジェクト

東出雲で活躍している若い人の話を聞いて、自分
たちのまちのことなどについて考える。
講師：島根県立大　藤村光氏
　　　　アゼリア代表 竹本莉乃氏
参加者：41名

第3回部会 事業振り返り

▲ 8月8日の様子
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■わがまち活動部

・あいさつ運動　・地域連携事業事業

実施日 会　場

4月8日 東出雲公民館

6月7日 東出雲公民館

7月19日 東出雲公民館

8月

9月1日 東出雲公民館

10月20日 東出雲公民館

11月14日 東出雲公民館

1月28日 東出雲公民館

3月30日 東出雲公民館

※第2火水曜日 あいさつ運動の推進 各小学校区でのあいさつ運動の推進

第5回部会 まちづくり交流会について

まちづくり交流会
　※コロナ中止

地区内で活動しいている地域づくり団体の情報交
換・交流会

デザイン表彰式 あいさつ運動のぼり旗デザイン表彰式

第6回部会 次年度の事業について

第3回部会
あいさつ運動のぼり旗の作成について・花咲き隊
の活動について

あいさつ運動のぼり旗の作成 デザイン：東出雲中美術部

第4回部会
各地区の活動状況について・まちづくり交流会の開
催について

会議・事業名 内　　容

第1回部会 事業計画について・各地域の状況について

第2回部会 あいさつ運動について

▲ のぼり旗表彰式

▲ 各地区あいさつ運動の様子
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■生涯学習講座（1）

・子育てサークルスワン会

実施日 会　場

7月14日 東出雲公民館

10月20日 東出雲公民館

12月14日 おちらと村

2月16日 東出雲公民館

・SDGs講座

実施日 会　場

9月12日 東出雲公民館SDGs講座

カードゲームを使用し、SDGsについて理解を深め
る。
講師：KiriN　Design　代表 桐山尚子氏
受講者：23名

子育てサークルスワン会①
アーティフィシャルフラワー「グリンボード」づくり
講師：フレンチレース 小原としえ氏
受講者：11名

会議・事業名 内　　容

子育てサークルスワン会②
ヨガ
講師：ヨガスタジオspace.aiko　石原愛子氏
受講者：11名

子育てサークルスワン会③
ミニ門松づくり
講師：上意東おちらと村
受講者：8名

子育てサークルスワン会④
　※コロナ中止

水引でアクセサリーづくり
講師：gocco　藤原京子氏

会議・事業名 内　　容

▲ グリーンボード ▲ ヨガ ▲ ミニ門松づくり

◀ 気合が入る本多館長

（写真中央）

7 



■生涯学習（2）

・合同視察研修　（地域人推協共催事業）

実施日 会　場

12月3日 館外視察

・高齢者による高齢者のためのスマホ講座（シルバー人材センター共催事業）

10月5日 東出雲公民館

11月22日 東出雲公民館

1月18日 東出雲公民館

・その他講座・事業

12月11日 東出雲公民館

12月25日 東出雲公民館

1月22日 市総合体育館

3月26日 東出雲公民館歴史講座

「崎田遺跡・種前遺跡の発掘調査から見えてきたこ
と」
講師：松江市埋蔵文化財調査室　徳永 隆 氏
受講者：38名

市民憲章かるた中央大会 ※　コロナ感染拡大により中止

人権教育・生涯学習講座合同視察研
修

永井隆記念館・石照庭園他
参加者：15名

無声映画上映会＆X’mas ミニコン
サート

中学生活弁士澤田四幸出演「無声映画上映会」＆
X’mas ミニコンサート
参加者：26名

スマホ教室③ シルバー人材ｾﾝﾀｰとの共催事業　受講者：7名

スマホ教室① シルバー人材ｾﾝﾀｰとの共催事業　参加者：25名

スマホ教室② シルバー人材ｾﾝﾀｰとの共催事業　参加者：24名

市民憲章かるた地区大会 参加者：9名

会議・事業名 内　　容

▲ 菅谷たたら山内 ▲ 石照庭園 ▲ 永井隆記念館

▲ 活弁士＆ミニコンサート ▲ かるた地区大会

◀ 歴史講座 ▶
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■各種研修への参加

実施日 会　場

4月27日 市民活動センター

6月29日 市民活動センター

7月28日 くにびきメッセ

8月4日 くにびきメッセ

9月9日 オンライン

9月29日
くにびきメッセ
オンライン

10月5日 八雲公民館

10月8日 町内

10月14日 町内

11月8日 町内

11月10日 くにびきメッセ

11月15日 市民活動センター

11月16・24日 八雲公民館他

11月17・19日 八雲公民館

12月2日 アルバホール

12月13日 市民活動センター

1月17日 市民活動センター

1月20日
くにびきメッセ
オンライン

■各種会合への参加

・松江市公民館運営協議会連合会 研修企画運営委員会　　（山﨑主事）

・公民館施設予約システム検討委員会　（板花主任）

・松江市共創のまちづくり企画運営委員会　（板花主任）

・揖屋小学校稲作体験活動への協力　（本多館長・山﨑主事）

・支所との事務連絡会　（本多館長・板花主任）

・複合施設検討委員会　（本多館長）

・各種団体の事務説明会等への出席

主幹・主任研修 板花

公民館運営協議会連合会研修
「みんなが助け合って暮らすまち
講師：松江市社会福祉協議会
　　　　諏訪方宣氏

運協正副会長・館長・職員

館長・職員

松南ブロック職員研修
講師：松江地方気象台予報官

全職員

松南ブロック研修
講師：八雲立つ風土記の丘
　　　　高屋茂男氏

運協正副会長・館長・職員

主幹・主任研修 板花

松江市「まちづくりを考える日」 板花

主幹・主任研修 板花

施設予約システム研修

主事研修 山﨑・津森

全職員

管内視察研修（支所合同） 山崎・津森・勝部

管内視察研修（支所合同） 板花

畑地区干し柿研修 館長・山﨑・津森・勝部

研修名等 参加者

人権を考える市民の集い
「差別と向き合うマンガたち」
講師：京都精華大学　吉村和真氏

主幹主任研修 板花

主事研修（8年目以上） 山﨑

メンタルヘルス研修① 全職員

メンタルヘルス研修② 全職員

広報研修
講師：全国公民館連合会　村上氏

全職員
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■令和3年度管理部門

（1）公民館利用状況　（※4/1～3/31）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

計

（2）施設管理状況

日常

日常

定期

日常

定期

定期

定期

定期

定期

定期

15 236 113 1,809

防火対象物点検

消防設備点検業務

エレベーター保守管理

自家用電気工作物保守点検

施設内外自主検査・AED点検

清　掃

毎週月～金

毎週月・水・金

年1回（11/16）

保守・点検

公民館職員

体制・委託先等

201 3,748

作 業 項 目 等

公民館職員

社会福祉法人しののめ

20 261 107 1,332

14 94 72 819

※1/27～2/20 まん延防止重点措置

13 137 75 615

1,68910619018

13 1,850 101 984 ※11/13～14 文化祭

※2階大ホール天井部分修繕（1ヶ月）
※1階ロビー（平日9～17時）
　学習スペースの開設（中高生対象）
　　　　　　　　　　　　　　　　のべ30名

※避難所　7/7～9　7/12

消防用設備・火気設備器具・公用車の点検

窓・館内ワックスがけ

館内（図書館部分除く）・館外清掃・植栽管理

館内・トイレ等の清掃

内　　　容

1,122

96

74

81

101

93

1,908

12,670

741

522

612

713

自動扉保守点検

GOLDENCHITOSE

926

※4/18 投票所（市長・市議）

屋内外利用

19

18

22

27

11

11

会議・事業利用

実施件数 参加者数

123

172

193

271

114

107

利用件数 利用者数

103

備　　考

※10/31 投票所（衆議院）

3か月1回

年1回（2/15）

年2回（8/2・2/15）

毎月1回

毎月1回

毎月1回

午前8:30～

ナブコドア

北陽警備保障

北陽警備保障

三菱電機ビルテクノサービス

青砥電気管理事務所

公民館職員
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定期

定期

日常

随時

随時

随時

随時

随時

随時

（3）その他

・建物や設備品が経年劣化しており、不具合が生じないよう館内外の巡回などの点検を強化した。

・2階ホール音響機器の不具合のため代替えとしてワイヤレスアンプを購入。

●公民館職員　日常業務のひとコマ●

保守・点検

年1回（9/15）

年2回（5/30・11/8）

ホール天井部分雨漏り修繕（内側）

正面玄関自動ライト修繕

2階ホール空調操作盤修繕

自動扉ベルト修繕

ホール天井部分雨漏り修繕（外側）

自動警報装置による侵入・火災の警備

2階大ホール　ピアノ調律

空調設備点検

2階ホール音響機器修繕

2階ホール電源修繕

三和電工

保安・警備

大規模修繕 8月

9月

7月

7月

7月

角田工務店　（※松江市対応）

1月 和光電通

3月 三和電工

小規模
修　繕

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため非接触式検知器による検温、アルコール消毒液の設置場所の増設や施設内の換
気、消毒回数を増やすなど感染予防に努めた。

タカキ楽器店

オンチョウ

消防訓練 年2回（8/2　2/15） 公民館職員のみ

北陽警備保障

SB工業

ナブコドア

オンチョウ

▲ 施設管理のひとコマ ▲ 花壇手入れのひとコマ ▲ 小学校授業協力のひとコマ
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役　職 氏　　　名 備  考（選出団体等） 氏　　　名 備　　考

1 会　長 岡 田 正 人 有識者 1 館　長 本 多 千 景

2 副会長 引 野 正 之 東出雲町自治会連合会長 2 主　任 板 花 智 明 八束公民館より

3 副会長 野々内 さとみ 東出雲地区社会福祉協議会長 3 主　事 山 﨑 祥 子 竹矢公民館より

4 副会長 布 野　隆 わがまち活動部　【副部長】 4 主　事 津 森 美 春 津田公民館より

5 委　員 塚 谷 仁 志 東出雲地区青少年育成協議会長 5 嘱　託 勝 部 美 佐 出雲郷公民館より

6 委　員 奥 田　薫 東出雲地区交通安全協会長 6 日　直 青 木 幹 夫

7 委　員 石 倉　豊 東出雲高齢者クラブ連合会長 7 日　直 落 合 隆 司

8 委　員 浅 野 美枝子 東出雲町婦人会副会長

9 委　員 福 島 昭 一 東出雲地区民生児童委員協議会長

10 委　員 山 本 幸 市 東出雲中学校長

11 委　員 永 瀬 裕 朗 揖屋小学校長

12 委　員 高 尾 康 弘 出雲郷小学校長

13 委　員 新 田 紀 久 意東小学校長

14 委　員 角 田 直 幸 東出雲中学校PTA会長

15 委　員 西 村 圭 介 揖屋小学校PTA会長

16 委　員 仲 野 貴 則 出雲郷小学校PTA会長

17 委　員 佐々木 智 範 意東小学校PTA会長

18 委　員 佐々木 健 治 企画ＰＲ部　【部長】

19 委　員 山 本 大 雄 企画ＰＲ部　【副部長】

20 委　員 星 野 幸 代 地域支え合い部　【部長】

21 委　員 田 中 文 栄 地域支え合い部　【副部長】

22 委　員 岸 本 和 之 地域支え合い部　【副部長】

23 委　員 石 原 博 行 ふるさと文化部　【部長】

24 委　員 塚 谷 裕 正 ふるさと文化部　【副部長】

25 委　員 川 上 拓 也 未来プロジェクト部　【部長】

26 委　員 足 立 真 美 未来プロジェクト部　【副部長】

27 委　員 石 倉 清 己 わがまち活動部　【部長】

28 委　員 本 多 千 景 東出雲公民館長

29 監　事 安 井 明 司 東出雲町体育協会長

30 監　事 山 根 隆 司 松江市消防団東出雲方面団長

※ 顧　問 野々内  誠 松江市議会議員

※ 顧　問 森 本 秀 歳 松江市議会議員

職員体制令和3年度　松江市東出雲公民館運営協議会委員
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