
 

 

 

 

  

 

  

東出雲公民館だより 

2022年 
２月号 

No.９ 
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 

ドローン安全利活用教室 

近年、様々な利活用がされているドローン（無人航空機）ですが、関係法令などドローンについての正しい知識

を身につけ、事故なく安全に運用出来るよう説明会を行います。 

 現在ドローンを利用しておられる方、利用を検討しておられる方はぜひこの機会にお出かけ下さい。 

 

日 時 ２月２０日（日） １5：００～１６：００  場 所 東出雲公民館 第１会議室 

定  員 １５名（先着順）  

参加費無料 

講  師 （株）松江浜乃木自動車教習所 島根ドローンスクール JUIDA認定講師 

申  込 ２月１４日（月）までに公民館へ申し込みください。 

※ ドローンの操縦についての研修ではありません。 

忙しい毎日をお過ごしのママさん 自分へのご褒美に素敵なアクセサリーを作ってオシャレを楽しみませんか‼ 

 

日 時  2月 16日（水）AM10：00～12：00 

場 所   東出雲公民館 東和室 

講 師   【gocco】 藤原 京子 氏 

参加費  1,000円 ／ 定員 10名 

持ち物  ハサミ ／ 申込  2月 9日（水）までに公民館へお申し込みください。 

※ 申し込みの際にピアス・イヤリング・ブローチのいずれかご希望をお伝えください 

※ スワン会とは、町内在住で子育て中の保護者を対象とした公民館サークルです。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、延期する場合があります。 

 



 

  

東出雲地区 市民憲章かるた大会報告 
 

令和３年１２月２５日（土）、東出雲公民館において東出雲地区市民

憲章かるた大会を開催いたしました。地区大会の成績優秀者は以下

のとおりです。本来は、１月の松江市の大会に下記６名が出場予定

でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、大会が中止になり

ました。 

「松江市生活環境保全功労者表彰」受賞！ 

令和３年１２月２４日、松江市生活環境

保全功労者表彰式において、川神朋子氏

が表彰されました。33年の長きにわたっ

て花咲き隊活動を積極的に取り組み、出

雲郷公民館閉館後は、東出雲地域全体の

活動へと拡大させるために尽力されてお

られます。受賞おめでとうございます。 

1/9「あだかえとんどさん」 

1/8「子どもとんどさん(上意東)」 

地域の 

 
とんどさんは、集落の人々が正月飾りや書初めなどを集

めて火をつけ、１年間の災いを払い、豊作や商売繁盛、無病

息災などを願う伝統行事です。しかし、近年集落で実施する

所が少なくなってきており、伝統行事を子どもたちに伝える

ため、出雲郷地区や上意東地区では、幅広い地区の方を対

象にとんどさんを実施されています。（写真：今年の様子） 

八雲立つ風土記の丘 

ミニ企画展 

出雲の陶芸と 

考古資料 
～周藤国実コレクション～ 

郷土史家の故・周藤国実氏（出雲郷）

は、古代から近代に到る出雲の文化に興

味を持ち、数多くの遺物や陶芸品を収集

し島根県へ寄贈されました。 

今回の展示では、周藤氏のコレクショ

ンの中から風土記の丘周辺で採集され

た考古資料と、意東焼や布志名焼といっ

た出雲の陶芸の一端を紹介します。 

2021年１２月２２日（水）～ 

    2022年２月２８日（月） 

       （島根県立風土記の丘） 

TEL 23-2485 

 不昧公御像 

意東焼 

（成績優秀者） 

津森みなみさん（小６）    山﨑 葉月さん（小２） 

石倉 実愛さん（小６）    岡田 心照さん（小２） 

藤井 百恵さん（小３）    杉峠 開仁さん（小２） 

 

 



 

 

  

「湖沼環境モニター」を追加募集しています！ 

モニター終了後には、調査回数に応じて最高 3,000円分の図書カードを贈呈します。 

 島根県では、宍道湖・中海の水環境を身近に感じていただくため、人の五感（見る・聞く・触れる・嗅ぐ・味

わう）を用いて湖沼環境を評価する指標を作成し、県民の方から「湖沼環境モニター」を募集して、この指標

を使った県民参加による調査を実施しています。 

 現在、東出雲町の「白鳥海岸付近」のモニターが少ないことから、追加で募集をいたします。 

 関心のある方はお気軽にお問い合わせください。 

 

対 象 者 宍道湖・中海に関心をお持ちの島根県内在住の小学生以上の方（個人または団体）。 なお、小

学生の方は事故防止のため、保護者又は責任の持てる大人同伴により調査が可能の方。 

調査期間 令和４年９月までの毎月１回 

応募方法 以下の事項を明記して、ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで、下記連絡先へご応募ください。 

①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号 ⑤ＦＡＸ番号（あれば） ⑥白鳥海岸付近・地点番号２ 

※調査方法他詳しいことは、島根県のホームページをご覧ください。 

＜連絡先＞ 

 〒690-8501 松江市殿町１番地  島根県環境生活部環境政策課宍道湖・中海対策推進室 

  TEL:0852-22-6445 FAX:0852-25-3830  Email：kankyo@pref.shimane.lg.jp 

 

～ お互いの人権を大切にしましょう ～ 

 

新型コロナウイルス感染症への不安や恐れか

ら、感染した人やその家族、医療関係者、県外

から来た人などが、誹謗中傷、偏見や差別、不

当な扱いを受けることは決して許されません。 

一人一人が思いやりや感謝の気持ちを持っ

て、お互いの人権を大切にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

【東出雲地域人権教育推進協議会】 

 

ＳＴＯＰ！コロナ差別 

感染症対策もしっかり

行おう！ 

（マスク・手洗い・うが

い・換気・距離を保つ） 

申告が必要な人は受付期間中にお出かけください。

■ 市県民税申告相談受付日程

受付日

３月　７日（月）

３月　８日（火）

３月　９日（水）

３月１０日（木）

３月１１日（金）

対象地区

地区指定はありません

お問い合わせ  松江市役所市民税課　☎５５－５１５１

受付時間　午前：９時３０分～１１時　　午後：１時～３時

くにびきメッセ

受付時間  午前：９時～１１時　　　午後：１時～４時

錦新町・今宮・春日・錦浜・意宇南・意宇東

上意東・内馬・須田・出雲郷

令和４年度の住民税（市県民税）
申告相談受付のお知らせ

令和４年度（令和３年分）の住民税（市県民税）申告相談受付を下記
のとおり実施します。

来場の際は、マスクの着用、検温、消毒等の新型コロナウイルス等感
染症対策へのご協力をお願いします。

東出雲公民館（旧東出雲ふれあい会館）　２階大ホール
またはくにびきメッセで、下記の日程で受付します。

東出雲公民館　２階大ホール

　　　　　　　　　松江税務署　☎２１－７７１１（確定申告についてはこちら）

下意東・揖屋

揖屋

揖屋

対象地区

　　　　　２月１６日（水）～３月１５日（火）
※土曜日、日曜日等の休日は除きますが、２月２０日
（日）と２月２７日（日）は、受付・相談を行います。

受付日



 

 

 

月　日 内　容 主　催

2/2（水） 法律相談 地区社協

2/3（木） 配食サービス 地区社協

2/7（月） 障がいについての研修会 地区社協

2/8（火） あいさつ運動 公民館　※意東地区のみ

2/9（水） あいさつ運動 公民館

スワン会（水引きアクセサリー作り） 公民館

行政相談 島根行政監視行政相談センター

2/17（木） 配食サービス 地区社協

2/19（土） こごとの達人研修会 地区社協

（※感染状況により中止となる場合があります。）

2/16（水）

【東出雲地域の主な行事（2 月）】 

 

 

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。 

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 ２月２日（水）、３月２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 ２月１６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。 

東出雲図書館からお知らせ 

● 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 

‣マンモスの抜け殻 

‣心霊探偵八雲 INITIAL FILE魂の素数 

‣真夜中のマリオネット 

‣偽装同盟 

‣世界一親切な片づけの教科書 

子ども向け 

 ‣だいとかいのおばけずかん ゴーストタワー 

 ‣チコちゃんと学ぶチコっと論語 

 ‣あ・さ・ご・は・ん！ 

 ‣アブナイこうえん 

 ‣名探偵コナンKODOMO時事ワードクイズ2022 

２階大ホールの音響機器の不具合が発生し、

使用ができない状況になっています。機器が古

く復旧のめどが立っていません。使用される皆

様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。 

２F大ホール 
音響機器の不調について 

季節のお花が飾られています 

揖屋にお住まいの伊藤さんが定期的にお花を飾

ってくださいます。ありがとうございます。 

「１月は正月らしいお花」 


