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カードゲームを通して SDGｓの考え方と地域の活性化を学べる講座を開催します。講師は認定

ファシリテーターの資格を持った桐山尚子氏です。この機会にぜひご参加ください。 

日 時   ９月１２日（日） １３：３０～１６：００ 

場 所   東出雲公民館 大ホール 

定 員   ３０名（定員になり次第締め切り） 

参加資格   高校生以上 

講 師   KiriN Design 代表 桐山尚子氏 

（認定ファシリテーター） 

申 込   ９月３日（金）までに公民館へ申し込みください。 

 

高齢者による高齢者のためのスマホ教室 

シニアの方で、スマホを持っているがなかなか使いこなせない方、ご相談ください。同世代のシ

ルバー人材センター会員がお悩みにお答えします。 

 

日 時 １０月５日（火） １０：００～１１：３０ 

場 所 東出雲公民館 第１会議室 

内 容 初心者向けスマホ教室 

（メールの使い方、アプリの使い方、マイナンバーカードの申請等） 

持ち物 ご自分のスマホ 

定 員 先着１５名 

申 込 ９月２８日（火）までに公民館へ申し込みください。 

        ご自分のスマホの種類をお知らせください。（iPhone・Android・らくらくスマホ） 

※松江市内にお住まいの 65歳以上の方で、スマホをお持ちの方が対象です。 

※参加無料です。 

【公民館よりお願い】 

公民館での活動写真を広報誌やホームページ等で掲載させていただく場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

カードゲーム「SDGｓ DE 

地方創生」とは… 

同じ地域の中で活躍するプ

レイヤーとして SDGｓの考

え方を地域活性化に活かし

ながら地方創生を目指すた

めに参加者全員で対話し考

えるためのゲームです。 



 

 

９月あいさつ運動 

今月から新しいのぼり旗も加わります!!デザインは東出雲

中学校美術部の作品です。みなさん あいさつ運動に参加し

ましょう！ 

法律相談 

弁護士による無料法律相談を毎月

第１水曜日に行っています。ご希望の

方は前日午後３時までに予約くださ

い。 

日 時  ９月１日（水）、１０月６日（水）  

１０：００～１２：００ 

場 所 東出雲公民館 第２会議室 

行政相談 

行政相談員による相談を毎月

第３水曜日に行っています。 

日 時 ９月１５日（水） 

14：00～16：00 

場 所 東出雲公民館 第２会議室 

※ 予約は必要ありません。 

～香典返しの寄付の報告について～ 

香典返しの寄付について、今後は地区社協だよりでお知らせをさせていただきます。皆様からい

ただいた香典返し等の寄付金は、身近な地域での福祉活動、各種の福祉団体の運営や活動の貴重

な財源となっています。引き続き、東出雲公民館で寄付の受付をさせていただきます。 

第４２回 

ざいごフェスティバル 

１０月３日（日）開催予定！！ 

場 所 錦浜ふれあい広場 

※ コロナ禍の状況により中止する場合

があります。 

【問い合わせ先】 

ざいごフェスティバル実行委員会 

東出雲町商工会内 ５２－２３４４ 

地　区 開催日 時　間 場　所

7：45～8：10 意東小学校坂下筑陽神社横

7：30～8：00 意東海岸押しボタン信号

7：30～8：10 各通学路

8：45～9：10 意東幼児園入り口

7：40～8：00 崎田入口

7：40～8：10 揖屋幼児園小学校前登り坂

7：40～8：10 R9揖屋小学校前歩道橋下

7：30～8：00 JR揖屋駅前

7：40～8：10 東出雲郵便局向い交差点

7：45～8：10 出雲郷児童クラブ横通学路

7：30～8：10 各通学路

意　東

揖　屋

出雲郷

7・8日

（第2火・水曜日）

 8日

（第2水曜日）

 8日

（第2水曜日）



     

 

 

～花咲き隊活動について～ 

〝花咲き隊″は旧出雲郷公民館で３３年間活動されてきた歴史があります。東出雲公民館では、同様の活動

を町内全域に拡げたいと考えており、今年度は秋苗の配布を計画しています。季節の花を地域の子どもや大

人が一緒に育てる交流の場であり、地域を花いっぱいにして安心・安全なまちづくりにつなげる活動です。

花咲き隊として、一緒に活動できるグループ、団体を募集しています。花苗（球根）とプランターは公民館で

準備します。各花咲き隊には、道路に面した場所で花を育てる活動をしてもらいます。日ごろの水やりや必

要に応じて肥料（＋愛情）など入れてもらう等の管理をお願いします。東出雲を花いっぱいにしましょう！！

申込・問い合わせは 9月１０日までに東出雲公民館まで。（下写真：東出雲公民館玄関前の花咲き隊活動） 

大雨災害に関わる義援金箱設置 

令和３年７月６日より発生しました大雨災害により、市内

に甚大な被害が発生したことから、被災地・被災者の生活支

援取り組みとして「義援金箱」を東出雲公民館にも設置して

います。 

設置期間：８月３１日まで 

設置場所：東出雲公民館ロビー（その他の設置場所 市役

所・支所・公民館・公共施設 市内４６か所） 

【問い合わせ先】  

松江市福祉総務課総務管理係 55-5302 

京羅木山城探訪 

日 時：9月 23日（木）１０：00～ 

集合場所：出雲金刀比羅宮境内 

ガイドの案内で山城をめぐりなが

ら登山をします。 

※申し込みは必要ありません。 

【問い合わせ先】 

上意東研修センター 52-2870 

秋の全国交通安全運動 

期 間  9 月 21 日（火）～30 日（木）    

  

防災メールに登録しましょう！ 

提供情報  

・ 気象情報（気象予警報、地震情報など） 

・ 防災・災害などに関するお知らせ（避難所開設情報など） 

登録方法 

m-matsue-city@xpressmail.jp 

もしくは、QRコード宛にメールを 

送信してください（タイトル、本文は 

不要です）。 

交通事故ゼロを目指し

て、ルールを守り、やさし

い運転をしましょう！！ 

mailto:m-matsue-city@xpressmail.jp


 

 

【東出雲地域の主な行事（９月）】 

 

 

【編集後記】 
今年の夏はオリンピック

でのメダルラッシュなど明
るいニュースに元気をもら
いました。公民館でも、夏
休み中に小・中・高生対象
の事業や学習スペースの設
置を行い、たくさんの子ど
もたちの姿がみえた夏でし
た。子どもたちの頑張る姿
をみると癒され励まされま
す。まだまだ暑さは続きま
すので、体調管理にも気を
つけこの季節を乗り切りま
しょう。 

東出雲図書館より 

夏休み中はたくさんの方に図書館を利用していただき、ありがとうございました。本の貸出期間

は３週間です。夏休み中に借りられた本の返却を忘れておられませんか？期間中に忘れずに返却

をお願いします。特に、学生の方、お子さんのために本を借りに来られた保護者の方は、夏休み中

に図書館の本を借りていないか確認していただくと助かります。 

 

● 開館時間  ９：００～１８：００ 

● 休 館 日  毎週火曜日 （９/7 、9/14 、9/21 、9/28） 

毎月最終金曜日（９/24） 

● 貸出期間  2週間→3週間  ● 貸出冊数 10冊→15冊  

※ コロナウイルス感染対策のため貸出期間、貸出冊数を変更しています。 

 

１階ロビー展示場において、公民館で活動

しているサークルの作品を展示しています。 

７月から９月までは、「絵手紙教室」「布小

物・パッチワーク教室」「編物教室」「書道教

室」の作品を展示します。公民館へ来られた

際にはぜひご覧になってください。 

月　日 内　容 主　催

9/1（水） 法律相談 地区社協

9/2（木） 配食サービス 地区社協

9/4（土） 意東ゆめ公園ビューティー活動 意東ゆめプロジェクト

9/7（火） あいさつ運動 公民館　※意東地区のみ

9/8（水） あいさつ運動 公民館

9/8（水） 見守りネットワーク推進会議 地区社協

9/9（木） 見守りネットワーク推進会議 地区社協

9/12（日） SDGｓ DE 地方創生 公民館

9/14（火） 離乳食教室 地区社協

9/15（水） 行政相談 島根行政監視行政相談センター

9/15（水） 見守りネットワーク推進会議 地区社協

9/16（木） 見守りネットワーク推進会議 地区社協

9/16（木） 配食サービス 地区社協

9/18（土） 意東ゆめ公園ビューティー活動 意東ゆめプロジェクト

9/22（水） 見守りネットワーク推進会議 地区社協

9/23（木） 京羅木山城探訪 上意東地域づくり協議会


