
東出雲公民館だより
愛称決定！

　このホームページは、松江市共通の公民館
ホームページ（http://matsue-city-kouminkan.
jp/higashiizumo/）と別に、東出雲公民館が独
自に開設するものです。公民館の紹介やイベ
ント、サークル活動情報だけでなく、東出雲
町内の地域情報発信を行うことを目的とし
て、公民館企画 PR 部会で企画し開設しまし
た。公民館ホームページが様々な繋がりの中
心になって関わっていけるよう地域の情報発
信を行っていきます。

   ホームページ掲載内容
   ● 東出雲公民館情報
　    （館内利用、公民館行事、サークル等）
   ● 公民館からのお知らせ
   ● 町内イベント、行事
   ● 地域各種団体からのお知らせ

　今後は、地域の情報をタイムリーに発信出
来るように SNS との連動や、地域各種団体
やサークルなどからの情報投稿など計画して
おります。詳しくは、ホームページ又は公民
館だよりなどでご案内します。なお、画像や
内容は企画段階のため、一部公開内容が異な
る場合があります。

松江市東出雲公民館  〒699-0101 松江市東出雲町揖屋 1139-2  
TEL52-3297 ／ FAX52-9516  E-mail：hizumok@mable.ne.jp
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「東出雲公民館」ホームページを開設

　観光協会では、4月から11月までの第2・第4
日曜日に、はひふの会による定時ガイドを実
施しています。現地集合で、申込不要ですので
お気軽にご参加ください。
　
実施日・場所　第2日曜日・黄泉比良坂　
　　　　　　   ※10月10日はお休み
　　　　　　   第4日曜日・揖夜神社
時間　9時20分までに現地集合、
9時30分から10時頃までガイドによる案内
問い合わせ先　
松江観光協会東出雲町支部　TEL52－2428
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東出雲公民館だより

http://higashiizumo-kouminkan.net/

ホームページへのアクセスは、
検索かQＲコードから

東出雲公民館

“つながる”“発信する”公民館

日時　10月31日（日）午前８時から
場所　意東ゆめ公園（意東幼稚園の向かい側）
　　野菜・豆腐・パンなどの販売、メダカすくい、
ミニコンサートなどお楽しみもりだくさん！
皆さんお出かけください！待っちょうよ～
　主催　わが町意東を良くする会

“むすぶらり”
定時ガイドのご案内

ゆめ公園で朝市開催！

内　容
意東ゆめ公園ビューティー活動
スマホ教室
法律相談
配食サービス
あいさつ運動
あいさつ運動
ライフチャレンジ・ザ・ウォーク in 東出雲
 スポレク広場
「スワン会」朝ヨガ
行政相談
配食サービス
意東ゆめ公園ビューティー活動
ゆめ公園で朝市

主　催
意東ゆめプロジェクト
公民館・シルバー人材センター
地区社協
地区社協
公民館　※意東地区のみ
公民館

SPORTIVO ひがしいずも

公民館
島根行政監視行政相談センター
地区社協
意東ゆめプロジェクト
わが町意東を良くする会

月　日
10/ 2（土）
10/ 5（火）
10/ 6（水）
10/ 7（木）
10/12（火）
10/13（水）

10/17（日）

10/20（水）
10/20（水）
10/21（木）
10/23（土）
10/31（日）

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   10月6日（水）　
　　   10：00～12：00
場所   東出雲公民館 第２会議室
予約   東出雲公民館まで

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   10月20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。

法律相談

行政相談

地区
社協

【東出雲地域の主な行事（10月）】

Kiramachi（キラまち）を合言葉にして、みんなで
「キラリと光るまち東出雲」をつくろう！という想いを込めました。

第2回子育てサークル「スワン会」

朝ヨガのご案内
　毎日子育てで奮闘中のパパ・ママさん、芝生
の上で朝ヨガ！みなさん一緒に心もカラダもリ
フレッシュして気持ちの良い一日を迎えませ
んか！？参加希望の方は、10月14日(木)までに
東出雲公民館（52－3297）にご連絡ください。
たくさんのご参加をお待ちしています。
 
日時　10月20日（水）9：30～10：30
場所　意東ゆめ公園（意東幼稚園の向かい側）
　　　※現地集合・現地解散
講師　ヨガスタジオspace.aiko（石原愛子）
参加費　500円　　定員　20名
持ち物　飲み物・マスク・タオル・ヨガマット
　　　　※申込時にマットの有無をお伝えください。
その他　雨天の場合は、東出雲公民館で行います。

お持ちの方



・二人の発表を聞いて、私にも何か東
出雲のためにできることがあるん
じゃないかと少し勇気がでました。
いつか自分の好きなことでここの魅
力を伝えていきたいと思った。ま
た、同じような想いの人がたくさん
いることがとても嬉しかった。

・自分が感じていた東出雲の良さに加
えて、大人や中学生の皆の思う良さ
を知れて良い経験ができました。特
に、二人の発表から学んだこととし
て、好きなことを追求しチャレンジ
する勇気を持つことの大切さ、改め
て自分の今後に必要なことだと思い
ました。地域の人の温かさにこれか
らも触れて、当たり前だと思わずに
外に出た時も心に残る地域でありた
いです。

ひがしいずも未来プロジェクト
～みんなで話そう。私たちの町。～
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参加者の感想

　未来プロジェクト部の企画として実施しました。一部では、東出雲で活躍している若者の代表として、
地域活性化グループ「アゼリア」の竹本莉乃さんと島根県立大学の藤村光さんにそれぞれの活動について
の話をしていただきました。二部では話を聴いて感じたことや、このまちの好きなところ、最近うれし
かったことについて話し合うグループワークを行いました。参加した若者達には自分の思いを実行に移す
ことの魅力について伝わったことと思います。また、東出雲の好きなところとして、人柄の良さや自然・
歴史についての話題が多く、東出雲の魅力をさらに感じ取ることができました。
　この度は将来を担う若者を中心にした企画でした。この若者達が別の仲間に東出雲の魅力を発信して
いってくれる事を期待したいと思います。

2021

8/8
（日）

　大学時代のキラキラドリーム
プロジェクトで、自ら企画・交
渉・実行して夢が現実となって
いく過程がすごく楽しいと感じ
た。その経験が現在に繋がって
いる。現在進行中の夢は代表を

務めるアゼリアの活動。東出雲＝神話のまちであるこ
とをPRし、神話を通して東出雲を知り、さらに好きに
なってほしいと立ち上げた。大切にしているのは、「い
きなり難しいことはできないけど、とりあえずやって
みる！挑戦してみる！」こと。継続すると、充実・上達
して楽しくなるし、周囲の人が応援してくれるし、経
験が自信になるし、いいことが沢山あります。

　大学の友だち6人で神社
YELLsを結成し、「神社が好
き、神社を学びたい、盛り上げ
たい」という思いで活動中。今
年、揖夜神社のことを知って関
心を高めてもらおうと神社カ

フェを企画・実施した。思うように進まないことも
あったが、メンバーや地域の方と相談して一つひとつ
解決していけた。学生で一から何かを作り上げるのは
簡単ではなかったが、自分たちの力で地域を盛り上げ
たい、この経験は必ず自信になると信じて頑張った。
最初は小さな一歩でも、こつこつ続けていくうちに輪
が広がっていく。一緒に東出雲を盛り上げましょう。

竹本 莉乃さん 藤村 光さん

未来プロジェクト  講演要旨

京羅木山に登ろう！

 「京羅木山の朝雲ぬいて」「大山京羅木星上山」「窓を開けば京羅木が」
これは意東小、出雲郷小、揖屋小の校歌の一部です。どの小学校の校歌にも「京羅木」が共通して入って
います。
 ふるさと文化部では、校歌にも歌われる「京羅木山に登ろう」を町内３つの小学校４年生を対象に開催し
ました。地元のガイドの方に説明してもらいながら出雲金刀比羅宮から山頂まで登りました。最後の225
段の階段を登りきると、四方を見渡せる景色に感動し、登頂できた達成感があったという感想が多くあり
ました。午後からの川遊びでは学校を超えて仲良く遊ぶ子どもたちの姿もありました。地元の自然に触
れ、ふるさとの歴史を学ぶ機会となりました。今後もふるさとを学び知ってもらうことで、この町に暮ら
す心地良さを実感できるように活動していきます。

さあ、これから登ろう！ 山頂にて、広瀬の町を眺める

山頂の平和観音像の前で集合写真 おちらと村に下山後大はしゃぎで川遊び

わがまち活動部では、毎月1回（2回）各小学校の登校時にあいさつ運動を行っています。
元気なあいさつが飛び交い、みんなが笑顔になるまちを目指しています。
通学路で旗を持って元気にあいさつをしている姿が目印です。一緒に参加しませんか？

１０月のあいさつ運動

１０月１３日（水曜日）登校時間に合わせて、概ね 7：30～
（意東地区は12日も活動します）

2021

7/29
（木）
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「キラリと光るまち東出雲」をつくろう！という想いを込めました。

第2回子育てサークル「スワン会」
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フレッシュして気持ちの良い一日を迎えませ
んか！？参加希望の方は、10月14日(木)までに
東出雲公民館（52－3297）にご連絡ください。
たくさんのご参加をお待ちしています。
 
日時　10月20日（水）9：30～10：30
場所　意東ゆめ公園（意東幼稚園の向かい側）
　　　※現地集合・現地解散
講師　ヨガスタジオspace.aiko（石原愛子）
参加費　500円　　定員　20名
持ち物　飲み物・マスク・タオル・ヨガマット
　　　　※申込時にマットの有無をお伝えください。
その他　雨天の場合は、東出雲公民館で行います。

お持ちの方


