
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東出雲公民館だより 

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 

2022年 
５月号 

No.12 

６月に２週連続で「美人塚花しょうぶまつり」開催します！！ 

講演「六日の菖蒲」考―大江
だ い ご

美人伝説から 

下意東松原にある五輪塔（美人塚）には、上意東

大江の地に生まれた美しい女性の物語が伝わって

います。この伝説に込められた当時の人々の想い

を山村先生の研究から参加者の皆さんと共に探っ

ていきます。 

■日 時  ６月５日（日）１０時～１２時 

■講 師  島根県立大学 

人間文化学部地域文化学科 

                 山村 桃子 氏 

■場 所  東出雲公民館 大ホール                      

■定 員  ４0名        

■申込先 公民館まで申込みください。 

（5/31〆切） 

「花しょうぶクイズウォーク」 

美人塚ふれあい広場に植えた花しょうぶが見頃な時

期となります。そこで、下意東のまちを歩きながら、地

域にちなんだクイズに挑戦し、ゴールの美人塚を目指

すクイズウォークに参加しませんか？豪華賞品もあり

ます♪ 

■日 時 ６月１２日（日）１０時～12時 

■集 合 １０時 意東幼稚園駐車場（駐車可） 

■コース 意東幼稚園 → 筑陽神社 →  

陣幕久五郎生家跡 → 冨士見橋 → 

陣幕久五郎建立碑 → 美人塚 

■参加対象 ２.5ｋｍ程度歩くことが出来る方であれ

ばどなたでも参加できます。 

■持ち物等 水分補給に必要なもの、動きやすい服装 

■申込先 公民館まで申込みください。（6/7〆切） 

※少雨決行、荒天の場合中止 

集合場所（10：00） 

意東幼稚園 駐車場 
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公民館で新しい学びやつながりを見つけませんか？ 

東出雲公民館ではさまざまな団体・サークルが室を利用し活動しています。下記の団体・

サークルでは一緒に活動する仲間を募集しています。参加希望の方は公民館まで問い合わ

せください。 

1 骨盤体操 骨盤体操 3000円 火 18：00～20：00

2 ヘルシー体操１組 ヘルシー体操 3,000円 水 9：00～10：45

3 ヘルシー体操２組 ヘルシー体操 3,000円 水 11：00～12：00

4 ピラティス ピラティス 3,000円 土 9：30～11：30

5 ストレッチヨーガ ヨーガ 1,500円/1回 日 11：00～12：30

6 ヨガサークル ヨガ 714円/1回 火 18：45～20：00

7 3B体操東出雲教室 3B体操 2,000円 火 9：30～11：30

8 レイフラワー・ルアナ フラダンス 2,000円 第1・3土 15：30～16：30

9 レイフラワー揖屋 フラダンス 2,000円 第1・3火 9：40～11：40

10 ホットハートひがしいずも レクリエーションダンス 1,000円 第2・4金 14：00～15：30

11 白鳥音頭保存会唄教室 唄 1,000円/年 第１月（偶数月） 9：30～11：30

12 白鳥音頭手・傘おどり 手おどり・傘おどり なし 第1･３月 9：30～11：30

13 峯菊会 日本舞踊 3,000円 木 13：00～17：00

14 揖屋銭太鼓民謡教室 銭太鼓民踊 1,000円/回 第１・３木 13：30～16：00

15 大正琴教室 大正琴 必要に応じて 水（月2回） 9：00～12：00

16 ひがしいずもブラス 吹奏楽 3,000円

17 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾗｽひまわり コーラス 1,000円 金（月１回） 13：30～15：30

18 うたごえサロン コーラス 300円/回 第３木 10：00～12：00

19 フラワーサークル彩 フラワーアレンジメント 3,400円 木（月１回） 10：30～12：00

20 自主活動生花サークル 生け花 1,000円 第2・4金 20：00～21：00

21
小原流伝統文化

いけばな子ども教室
生け花

2,000～

2,500円
日（月１回） 19：00～21：00

22 百人一首 百人一首競技かるた 1,000円/年 月（月2回） 13：30～16：30

23 俳句サークル意宇句会 俳句づくりと添削 なし 第２火 10：00～12：00

24 囲碁将棋同好会 囲碁将棋 1,000円 第2・4土 13：00～17：00

25 東出雲子ども将棋クラブﾞ 将棋 なし 第２日 13：00～17：00

26 水彩画教室 水彩画 1,500円 第２土 ９：00～12：30

27 東出雲公民館絵手紙教室 絵手紙 1,000円 第２木 10：00～12：00

28 布小物・パッチワーク教室 パッチワーク なし 第1・3木 9：30～11：30

29 編物教室 編物 なし 第1・3月 9：00～12：00

30 書道教室 書道 2,000円 水(月2回） 9：00～12：30

31 モラン 語学の勉強（韓国語） 未確定 金（月２回） 13：30～15：30

32 なかよし絵本の会 絵本の読み語り 500円/年

33 成人読書　むつみ会 読書会 1,000円/年 第4木 10：00～12：00

不定期開催

会  費／月 曜  日 時  間団体・サークル名 活　動　内　容

不定期開催



     

 

 

 

  

今年も、まつえ環境市民会議が推奨している

地球温暖化防止の取り組みでゴーヤの苗を無料

配布いたします。 

ゴーヤのカーテンとゴーヤを食べて暑い夏を

乗り切りませんか。 

 

■配布日時 5 月19 日（木） 

 10時 30分～12時 

■配布場所 東出雲公民館 玄関前 

 

春の交通安全街頭活動を実施しました。 

令和 4年度春の交通安全運動にあわせて、4月 6日

（水）に交通安全協会と交通安全対策協議会の関係者約

30名が、街頭活動を実施しました。 

令和４年度 

 生活環境保全推進員 

「生活環境保全推進員」は、地域のリーダーとして

生活環境の保全・美化運動を行います。東出雲町で

は、６名の皆さまが松江市より委嘱を受けました。 

（敬称略）   

（代表） 土江 謙二 

      西尾 義信 

      三谷 秀明 

      水野  正 

      石倉  陽 

                  門脇  俊 

 

コミュニティバス 

利用促進協議会 

「グリーンカーテンで省エネ！」    

ゴーヤの苗を無料配布 

 

 

おめでとうございます！ 濱田幸介さん 木工芸 
島根ふるさと伝統工芸品 指定 

 上意東に工房のあ

る濱田幸介さんの挽

物轆轤（ひきものろく

ろ）が「島根ふるさと

伝統工芸品」に指定

されました。 

 濱田さんの作品は

東出雲公民館にも展

示されています。 

3 月 31 日をもちまして、

津田公民館を定年退職し、

４月１日より東出雲公民館

で嘱託職員として勤務する

ことになりました。地域の

皆様のご指導をいただきな

がら、少しでもお役に立て

るよう努めてまいりたいと

思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

若槻 郁子 

 

～ご挨拶～ 

 

 



 

 

 

  

 

月　日 内　容 主　催

5/ 1 （日）　 定時ガイド（黄泉比良坂） 松江観光協会東出雲支部

5/ 8 （日）　 定時ガイド（黄泉比良坂） 松江観光協会東出雲支部

5/10（火）　 あいさつ運動 公民館※意東地区のみ

5/11（水） あいさつ運動 公民館

5/11（水） 法律相談 地区社協

5/11（水） からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

5/12（木） 配食サービス 地区社協

5/17（火） 自治会長会 自治連

5/18（水） 花咲き隊 公民館

5/18（水） からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

5/18（水） 行政相談 島根行政監視行政相談センター

5/19（木） ゴーヤの苗配布 公民館・松江市環境市民会議

5/22（日） 町誌から東出雲の歴史を学ぶ会 公民館

5/22（日） 定時ガイド（揖夜神社） 松江観光協会東出雲支部

5/25（水） からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

【東出雲地域の主な行事（５月）】 

 

 

◇ 休館日    毎週水曜日（祝日を除く） 

         毎月最終金曜日 

臨時休館 4/25(月)～4/28(木) 

（本の移設受入作業のため） 

◇ 貸出冊数と期間     10冊２週間 

◇ 予約冊数          個人 １０冊 

 （リクエスト含む）    団体 ２０冊 

東出雲図書館より 

法律相談 

弁護士による無料法律相談を毎月

第１水曜日(祝日の場合は第２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 5月11日（水）、6月1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 

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 5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。 

突撃！山城を攻める 京羅木山に登ってきました 

島根県古代文化センターYouTubeチャンネル「しま

こだチャンネル」で、地元の方も参加した京羅木山山城調

査（2月９日実施）の様子が発信されています。 

赤色立体図を基に調査することで新たな発見もあっ

たようです。ぜひご覧ください。 

 

東出雲おちらと村 

     こいのぼり 

毎年端午の節句

の時期に、おちらと

村にこいのぼりが

上がります。今年も

４月下旬からお目

見えします。 

新緑の季節に、お

ちらと村へ遊びに

きませんか。 

※こいのぼりを寄贈いただける方を募集し

ています。寄贈いただける方は、おちらと村

(℡52-7888)まで連絡をお願いします。 

休館日が毎週水曜日

に変更になっています。 

ご注意ください。 


