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東出雲公民館だより 
 

東出雲公民館が開設して、初めての文化

祭の日程が決定しました。今年度は展示を

メインとすることが、去る東出雲公民館文

化祭実行委員会にて決まりました。 

「ＳＤＧｓ ＤＥ 地方創生」 

環境問題を考えながら、地域づくりの視点も学べるガードゲームの講座を開催します。

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。貴重な体験ができるこの機

会にぜひご参加ください。 

 

日 時  令和３年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 

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） 

申込み  ９月３日（金）までに公民館まで電話やメール等でご連絡ください。 

（TEL 52-3297/ FAX 52-9516  E-mail hizumok@mable.ne.jp） 

「仮想の町で目的目指して進め！カードゲームで楽しくＳＤＧｓを学ぼう。」 

東出雲公民館  文化祭 

11 月 

13 日(土)、

14 日(日) 

８月平日限定で公民館１階ホールに、学

習スペースを設置します。夏休み期間に涼

しい場所で静かに勉強しませんか？コロナ

対策のため、以下の使用方法をお守りいた

だき、誰もが気持ちよく使えるようにして

ください。 

 

利用者：中学生・高校生限定 

日にち：８月平日のみ（土日祝日除く） 

時 間：午前と午後の入れ替え制 

(午前) ９：００～１２：００ 

(午後)１３：００～１６：００ 

定 員：午前・午後 各１２人程度 

場 所：公民館１階ホール 

受付方法：学習スペース入口設置の受付 

名簿に記入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【金 賞】 えすこにね ならんでえけや 子どもたち 福間  愛 （６年） 

【銀 賞】 信号機 黄色と赤は とまらっしゃい 藤田 愛来（５年） 

 やめーだで 登下校時の つばえやこ 石倉 夏希（６年） 

【銅 賞】 あわてーな 必ずみーだで 右ふだり 石倉 実愛（６年） 

 ばんげはね 早ことライト 点けらっしゃい 柏木 奏十（６年） 

 わたー前 左右確認 しちょうかや 松浦  杏 （６年） 

【佳 作】 あわてーな たがいの命 思いやり 勝部  苺 （５年） 

 あわてんこ あちらと歩こう 通学路 坂本 心結（５年） 

 ちょんぼでも 飲んだらいけん 事故のもと 川岸 仁琥（６年） 

 ちゃんと見な ちょんぼうの危険が 迫っちょう 小室 りお（６年） 

 見ちょうかね？ 速度制限 そこにあーがね 仲佐  凛 （６年） 

子育てサークルスワン会 東 出 雲 図 書 館 よ り 

７月１４日（水）、子育てサークル「スワン

会」を初開催いたしました。第 1 回は、下意東

にお住まいでアトリエも構える「フレンチレー

ス」のおばらとしえ氏を講師に「アーティシャ

ルフラワー」を使ってグリーンボードを作りま

した。お母さん方１１名の参加があり、木の香

りのするボードにそれぞれ花材をさしていき、

皆さんステキなグリーンボードができました。

ご希望を聞きながら、年間で活動していきま

す。 

子育て中の方、随時入会募集中です！ 

夏休みの読書感想文の本はもうお決

まりですか？東出雲図書館では、特設コ

ーナーを設けています。 

●開館時間 ９：００～１８：００ 

●休館日 毎週火曜日 

（8/3，10，17 ，24，31） 

毎月最終金曜日（8/27） 

 

※コロナウイルス感染対策のため、    

当面の間、 

●貸出期間 2 週間→3 週間 

●貸出冊数 10 冊→15 冊 

に変更しています。 

令和３年度 出雲弁交通安全標語コンクール入賞作品 

       

東出雲町交通安全協会下意東分会が意東小学校で行った出雲弁交通安全標語コン

クールの入賞作品をお知らせします。入賞者の皆さんおめでとうございます。 

標語にあるように、引き続き交通安全に努めましょう！！ 

 

(敬称略) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度  揖 夜 神 社 穂 掛 祭 り に つ い て 

新型コロナウイルス感染リスクへの対応が整わないため、提灯行列は中止します。 

交通規制及び屋台の出店はありません。 

 

一つ石神幸祭神事は以下の予定で斎行します。 

 

８月２８日（土） 

 １６：００～  祭典（揖夜神社） 

 １７：００～  御座船（神船）出航（弁天灘） 

 １７：３０～  一つ石神事（海上一つ石） 

          神事終了後、弁天灘へ帰港、揖夜神社へ到着 

          （陸行列はありません） 

 

 

問い合わせ先 揖夜神社奉賛会 事務局長 山中（52-5279） 

 令 和 ３ 年  高 砂 祝 い に つ い て 
松江市社会福祉協議会では、夫婦おそろいで結婚 65 周年を迎えられる方々をお祝いし

ます。 

該当の方及び該当の方をご存じの方はご連絡いただきますようお願いします。 

なお、いただいた情報は、高砂祝い以外に使用することはありません。ご本人以外の方

から情報提供をいただく場合は、ご本人の了解の上ご連絡いただきますようお願いしま

す。  

 

＊「松江市高齢者福祉大会」において記念品を贈呈させていただいておりましたが、新型

コロナウイルス感染症対策のため、本年は大会が開催されません。情報の集約後、本会よ

り該当の方々に連絡させていただき、記念品を贈呈させていただきます。 

  

○高砂祝い該当者 
昭和 31 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに結婚さ

れた夫婦 

○受付締め切り 令和 3 年 8 月 20 日（金） 

 

【連絡・問い合わせ先】 

松江市社会福祉協議会 総務課 TEL21-5773 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法律相談 

 

 

月　日 内　容 主　催

8/4（水） 法律相談 地区社協

8/5（木） 配食サービス 地区社協

8/7（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

8/8（日） 未来プロジェクト 公民館

8/10（火） 東出雲地区健康まつえ21推進隊総会 東出雲地区健康まつえ21推進隊

8/18（水） 行政相談 島根行政監視行政相談センター

8/19（木） 配食サービス 地区社協

8/21（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

8/26（木） 始業式 中学校

8/27（金） 始業式 意・揖・出小学校

8/27（金） なごやか寄り合い世話人研修会 地区社協

8/28（土） 穂掛祭り 揖夜神社奉賛会

【東出雲地域の主な行事（８月）】 

 

 

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。（相談料無料） 

日 時：８月４日（水） ９月１日（水）  

１０：００～１２：００ 

場 所：東出雲公民館 第２会議室 

予約先：東出雲公民館 TEL ５２－３２９７ 

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：８月１８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。 

 

【編集後記】 

 

７月６日からの大雨に関わる水害

により被災された皆さまには、心よ

りお見舞い申し上げます。 

東出雲公民館ではたよりのほか、

ホームページでも情報発信をしてい

ます。また、公民館専門部の企画 PR

部では、フェイスブックによる情報

発信も行っており、近日中には、地

域の情報も発信できるホームページ

を開設予定です。 

～香典返しお礼～ 

 東京オリンピック開催に伴い、2021 年は国民の

休日が変更になりました。変更後の窓口業務の対

応については、下記のとおりです。 

 

9
（月）

10
（火）

11
（水）

12
（木）

13
（金）

14
（土）

15
（日）

日直対応 通常窓口（職員対応） 日直対応

佐田尾 政丞 様（出雲郷）  高城  清  様（出雲郷）  吉儀 奈州子 様（揖 屋） 

安部  剛 様（揖 屋）  田中 隆雄 様（須 田）  山田 智文 様（揖 屋） 

佐藤 一則  様（須 田）  原田  満  様（下意東）  佐藤 芳男  様（内 馬） 

三宅 千春 様（今 宮） 

故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。 

 松江市東出雲公民館 

東出雲公民館 Facebook 


