
 

 

 

  

 

視察研修「初冬の石照庭園・たたらの歴史・永井隆記念館を巡る」 

東出雲公民館文化祭・いきいきフェスティバル 
            

東出雲公民館だより 

東出雲公民館文化祭＆地区社協いきいきフェスティバルを開催します。日ごろ公民館で活動しているサ

ークルのみなさんによるステージ発表をはじめ、素晴らしい作品をご覧ください。みなさんぜひお出かけく

ださい。 

■日 時 令和 3 年 11 月 13 日（土） 1０時～1６時  令和 3 年 11 月 14 日（日） 9 時～15 時 

■会 場 東出雲公民館                               （14 日 ９：３０～記念セレモニー） 

■内 容 【作品展示 13 日・14 日】 

       公民館サークルや地域の方、地元保育園・幼稚園・小学校などの作品展示もあります。 

      【ステージ 14 日 13 時～】 

       公民館で活動されているサークルの日ごろの練習の成果をご覧ください。 

      【バザー 14 日 １０時～】 ※ エコバックをご持参ください。 

       地区社協によるバザー。掘り出し物が見つかるかもしれません。 

      【模擬店 14 日】 地元団体による物品販売 

     【その他】健康まつえ検定・図書館利用の終わった雑誌の無料配布・健康に関する展示 

人権教育推進協議会と公民館生涯学習講座の合同視察研修を開催します。視察では、今春リニューアルした「永井

隆記念館」や「鉄の歴史博物館」などを視察します。たたらの歴史や平和について学んでいきましょう。 

■日 時  令和 3年 12月 3日（金） 8：30～16：００ 

■行 程  8：30 東出雲体育館前バス停集合・出発 → 

        9:25～10：25 鉄の歴史博物館  → 10：30～11：00 菅谷たたら山内    

        → 11：25～12：25 石照庭園 → 12:50～13：50 昼食  

        →13:55～14:55 永井隆記念館 → 16:00 東出雲着（予定） 

       ＊道路事情により時間が前後する場合があります  

■参加費  ひとり 2,000 円（当日集金します）    

■定  員  25 名程度 ＊東出雲地区に在住の方に限ります  

■申込開始  11 月 1 日（月）9 時より受付開始（平日 9:00～17：00）  

■申込方法 窓口受付、電話、FAX 等ご都合の良い方法で申し込みください。 （氏名・住所・連絡先をお伝えください） 

■申込締切  11 月１９日（金） （人数が多数の場合は抽選） 

●申込・問い合わせ先●  東出雲公民館  TEL：0852‐52‐3297 FAX：0852‐52‐9516 

Mail：hizumok@mable.ne.jp 

松江市東出雲公民館 〒699-0101 松江市東出雲町揖屋 1139-2 
TEL 52-3297 / FAX 52-9516 E‐mail hizumok@mable.ne.jp 
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まちあるき「竹矢地区」 

東出雲まちづくり協議会の委員を募集します 

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 １１月２２日（月） 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（前回参加していない人優先） 

申  込 １１月１５日（月）までに公民館へ。 

※ 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。 

好評につき第二弾開催!! 

 高齢者による高齢者のための 

スマホ教室 

まちを歩きながら地域のことを学びませんか。

今回は東出雲の隣の竹矢地区を歩きます。地域と

しての繋がりもあり、新たな発見もあるかもしれ

ません。ガイドの方に丁寧に説明してもらえます。

秋の心地良い空気を感じながら歩きましょう!! 

 

日 時 １１月２７日（土） ９：００～１１：００ 

※ 集合時間 ８：５０ 

集合場所  竹矢公民館前駐車場 

（松江市八幡町２７９－１） 

コース  竹矢公民館→的場墳丘墓跡→安国寺 

→亀井塚・大門一里塚跡→阿太加夜

神社・門部王歌碑→夫敷遺跡・出雲国

庁跡石碑→竹矢公民館 （約４ｋｍ） 

ガイド   まほろばガイドの会 安江 英彦 氏   

持ち物  水分補給できるもの 

天候によっては雨具など 

定 員 ２０名（定員になり次第締め切ります） 

申  込 １１月２２日（月）までに公民館へ。 

※ 当日は説明を含め２時間程度現地を歩いて

周ります。 

※ 少雨決行、荒天の場合中止とします。 

公民館運営協議会では、東出雲地域の課題について一緒に考え、その解決に向けた取り組みを地域

の団体や行政などと連携して進めるために、東出雲まちづくり協議会を立ち上げます。そこで、この協

議会に入って一緒に活動してくださる方を募集します。未来志向の新たな発想で東出雲地域のまちづ

くりについて話し合いませんか。地域活性化に関心のある方のご応募をお待ちしています。 

【任   期】  2 年（令和６年３月末まで） 

【募集人数】  ２名程度（選考会で決定します） 

【募集期間】  11 月３０日（火）まで 

【応募方法】  「氏名・年齢・住所・連絡先・職業・活動歴」を、メール・FAX・持参により東出雲公民館まで 

 

前回のスマホ教室の様子 

〈委員構成〉 

・公民館運営協議会、自治会連合会、地区

社会福祉協議会、商工会の各代表者 

・公民館長・有識者・公募委員 



     

 

 

ふるさと再発見プロジェクト～Part1 美人塚～ 
一緒に活動できる人募集しています！！ 

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。(11月は第

２水曜日)ご希望の方は前日午後３時

までに予約ください。 

日 時 １１月１０日（水）、12月１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 １１月１７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。 

中学生活弁士澤田四
し

幸
こう

出演「無声映画上映会」 

         ＆X’masミニコンサート 

 東出雲にはいくつもの神話や伝説が語り継がれています。その一つ、大江美人（だ 

いごびじん）の伝説にまつわる五輪塔（美人塚）をご存じですか。いま、少し荒れてし 

まっているこの場所にもう一度しょうぶの花を植え、魅力ある地域の資源として多 

くの人に伝えていくプロジェクトがスタートします。 

【今後の予定】11 月７日（日） 9：００～（２時間程度）： 土づくり   

11 月２１日（日）１０：００～（２時間程度）：美人塚の紙芝居・花株植え 

※ 都合のつく日にご参加ください。  

【実施場所】 美人塚ふれあい広場（下意東松原地区） 

【参加申込】 東出雲公民館まで 

 

はじめての鳥獣被害対策勉強会 

～有害鳥獣から地域を守ろう！～ 

無声映画にセリフや情景を独自の語り口で説明する「活動写真弁士」として、景山酒時氏と現役中学生の

澤田四幸氏に来ていただきます。この機会にぜひ活弁を楽しみにお越しください！演目は当日のお楽しみ

に。無声映画上映会の前には、「はっぴ～すまいる♪」によるクリスマスソングの演奏を予定しています♪ 

■日 時 1２月 1１日（土） 10：３０～１２：００ 

■会 場 東出雲公民館 2 階大ホール 

■内 容 10：３０～ はっぴぃ～すまいる♪によるミニコンサート 

１１：００～ 澤田四幸氏・景山酒時氏による「無声映画上映会」 

■定 員 50 名 

■申 込 東出雲公民館まで 

プロジェクトのオリ
ジナルデザイン画→ 

せっかく作った野菜を盗られ、花壇を荒らされた

経験はありませんか。「有害鳥獣ってどんな生き

物？」「どうやって防いだらいいの？」など初歩的な

ことから専門的なことまで、お悩みに合わせてお話

しします。 

■日 時 11月 24日（水）13:30～14:30 

■場 所 東出雲公民館第 1 会議室 

■講 師 鳥獣被害対策コーディネーター 

       佐藤朋也・森脇香奈江（合同会社弐百円） 

■定 員 10 名程度 

■申 込 公民館まで 

■主 催 松江市鳥獣被害対策協議会 

 

 



  

 

【東出雲地域の主な行事（11 月）】 

 

 

 

● 開館時間   ９：００～１８：００ 

● 休 館 日  毎週火曜日・毎月最終金曜日 

● 貸出期間   3週間 ● 貸出冊数  15冊  

【新刊図書の紹介】 

〈大人向け〉 

炎上フェニックス 

さよならも言えないうちに 

女子大小路の名探偵 

僕はイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ 

365 日あなたを支える！究極のお助けごはん 

〈子ども向け〉 

オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会 

ふしぎ駄菓子銭天堂 

まちのナニコレ？図鑑 

もうひとつのアルゼンチン童話 

因幡の素兎オオナムチ 

  

東出雲図書館より 秋の里山を歩く 

東出雲公民館 

●東出雲公民館HP 
公民館だけでなく地域

のイベント情報なども

発信をしています。 

●東出雲公民館HP
（松江市公民館共通） 
公民館共通のHP。活

動報告、お知らせ、サ

ークル情報など発信し

ています。 

●Facebook 
公民館や地域の情報

を発信しています。 

東出雲公民館の情報はホームページや

Facebook でも発信しています！！検索を

するか下記のＱＲコードを読み取りください。 

 紅葉が見頃の里山を歩きませんか？京羅木山か

ら星上山までの縦走もします。 

●行 程  

９：３０ おちらと村 →（マイクロバスで移動）→

10：00 出雲金刀比羅宮 →11：00 京羅木山頂 

→13：30 星上山→15：00 安部榮四郎記念館

（記念館見学）→（マイクロバスで移動）→16：00

おちらと村到着・解散 

●開催日 １１月２７日（土）※少雨決行。 

（中止の場合は８時までに連絡します） 

●集合時間 ９：３０（おちらと村） 

●定 員 ２０名 

●必要な物 飲み物、軽食、山道を歩ける服装 

●参加費 １００円（保険料） 

●申 込 １１月２０日（土）までにおちらと村へ 

 TEL 52-7888 

 

月　日 内　容 主　催

11/4（木） 配食サービス 地区社協

11/7（日） 美人塚土作り ふるさと再発見プロジェクト

11/7（日） 揖屋地区歩こう会 体協揖屋支部

11/9（火） あいさつ運動 公民館※意東地区のみ

11/10（水） あいさつ運動 公民館

11/10（水） 法律相談 地区社協

11/13（土）

11/14（日）

11/17(水) 行政相談 島根行政監視行政相談センター

11/17(水) 防災連絡会・防災研修会 公民館

11/18（木） 配食サービス 地区社協

11/21（日） 美人塚花株植えイベント ふるさと再発見プロジェクト

11/22（月） スマホ教室 公民館・シルバー人材センター

11/24（水） はじめての鳥獣被害対策勉強会 松江市鳥獣被害対策協議会

11/27（土） まちあるき「竹矢地区」 公民館

11/27（土） 秋の里山を歩く おちらと村

公民館文化祭

いきいきフェスティバル

公民館

地区社協


