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東出雲複合施設 
 2023年 6月に東出雲の公民館、支所、図書館、子育て支援センター、包括支援センターを一ヶ所に集めた複合施設が総合

的な住民サービスを担う「新たなまちづくりの拠点」として開館します。この施設が多くの地域のみなさまに親しみをもって利

用いただけるよう施設の「愛称」を募集します。 

愛称募集 

ステキな愛称  

ください！  

募 集 作 品 

愛 称 

応募受付期間 

親しみやすく呼びやすい、東出雲らしさあふれる言葉で表現された

愛称。（オリジナルの愛称に限ります） 

 2022 年 6 月末まで（当日消印有効） 

応募作品の中から次のとおり最優秀賞及び優秀賞を選定し、副賞を授

与します。複数の方から応募があった作品が入賞した場合は、抽選に

より受賞者を決定します。 

賞及び副賞 

● 応募の際には「愛称（ﾌﾘｶﾞﾅ）」、「説明や込められた思い」、「氏

名（ﾌﾘｶﾞﾅ）」、「住所」、「電話番号」を記載してください。 

● 作品提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

● 入賞作品の著作権、商標権その他一切の権利は、松江市東出

雲公民館運営協議会に帰属するものとします。 

● 応募作品についての著作権等に係る問題が生じた場合は、全

て応募者の責任となります。 

● 応募作品は、返却しません。 

● 応募作品は補作（加筆・修正）を行った上で、入賞作品とする場

合があります。 

● 応募の際に記載いただく個人情報は、入賞通知など必要な範

囲で使用させていただきます。なお、入賞者の氏名等について

は、公表する予定です。 

審査及び決定 

複合施設愛称募集選考委員会において

審査のうえ受賞作品を決定・発表しま

す。最優秀作品は、複合施設の「愛称」と

して採用し表示するとともに、広報活動

などに広く使用します。 

応 募 点 数 ひとり１点 

WEB 
WEBフォームよりお申込みく

ださい。 

応募にあたって 

金券 3万円分・地元特産品 最優秀賞 （ 1 点 ） 

金券 5千円分 優秀賞 （3 点） 

作 品 提 出 方 法 

必要事項を記載し、以下のいずれかの方法で提出ください。 

Fax 0852-52-9516 

Mail hizumok@mable.ne.jp 

郵送 
松江市東出雲町揖屋 1139-2 

東出雲公民館内 愛称募集係 



 

 

6/5・6/12「美人塚花しょうぶまつり」開催します！！ 

 

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 

          准教授  山村 桃子 氏 

■場 所  東出雲公民館 大ホール                      

■定 員  ４0名        

「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 

■６月７日（火）申込締め切り 

演劇「ヨシヒコの宿題 －上意東の柿のルーツ探ってみた－」 

「なぜ上意東が干し柿の里となったのか。」そのルーツを演劇で伝えようと、 

地元高校生達が取材・脚本・舞台制作に挑戦しました。ぜひご覧ください。 

【公演日】 令和４年７月２日（土）     

【場 所】 東出雲おちらと村 （公演は上意東研修センター体育館） 

【時 間】  1回目 １２：３０ 開場  １３：００ 開演 

2回目 １５：００ 開場    １５：３０ 開演 ※公演時間は３０分程度です。 

【定 員】 1回につき ５０名 

【料 金】 入場無料 

【申込先】 あめいろＨＰ内の専用申込フォーム https://ameiro0528.wixsite.com/shimane  

        またはおちらと村に電話（0852-52-7888） 

※当日空きがあった場合は当日受付も可能ですが、事前申込いただいた方を優先いたしますのでご了承下さい。 

【駐車場】 上意東研修センター前のグランドをご利用ください。 

【その他】 おちらと村にて、上意東の写真展＆まる畑ほし柿ができるまでの資料展示会を同時開催！ 

柿が苦手な人でも食べられる！？柿ソフトクリーム販売！ 

 
【主催】あめいろ：東出雲町の高校生を中心としたグループ。「あめいろ」は劇の題材とするまる畑ほし柿が「飴色の宝石」といわれることが由来。 

【共催】松江市東出雲おちらと村【後援】NPO法人かみいとう、畑ほし柿生産組合、上意東研修センター、（有）京羅木農産、東出雲公民館 

   

 少雨決行、荒天の場合中止 

申込先  東出雲公民館    TEL 52-3297    FAX 52-9516 



     

 

 

  

「わがまち活動部 団体交流会」開催しました 

「町誌から東出雲の歴史を学ぶ会」スタートしました 

 ４月から、「町誌から東出雲の歴史を学ぶ会」が始まりました。東出雲町誌を手引書として、古代・原始時代か

ら現代まで、日本全体の歴史像とともに地域の歴史を学びます。第１回目は「旧石器時代～遺された文化的痕

跡 遺跡・遺物から何を読み解くか～」をテーマに三宅博士氏に講演していただきました。６月は２６日（日）１４

時～１６時、東出雲公民館大ホールで「古墳時代」をテーマに開催する予定です。参加希望の方は、東出雲公民

館までお問い合わせください。（定員を超えた際はお断りさせていただく場合があります） 

 ４月２７日（水）、わがまち活動部では、東出雲町内の団体の情報交換を目的とした団体交流会を開催しま

した。１０団体が参加し、日頃の活動の様子を紹介し合いました。意見交換の中で、「今後は団体が一緒にな

って出来ることも考えたらどうか」といった意見などがありました。 



  

 

東出雲地域行事 

 

 

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 ６月 1日、7月 6日 

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 

地区社協 

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 ６月 15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。 

妊娠中や子育て中の親子のみなさんが、地域で気

軽に集まれる場として、またお子さんの身長・体重測

定や子育ての相談の場として乳幼児健康相談を行っ

ています。ぜひご利用ください。 

■日  時 ７月６日（水） １０：００～１１：３０ 

■場   所 東出雲公民館 東和室 

■持参物  バスタオル、母子手帳 

■申  込 下記QRコードのアクセス先の予約フォーム 

      より予約ください。ただし、中止の場合は予 

約画面が出ない場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中

止する場合があります。 

問い合わせ先：東出雲支所市民生活課  

電話５５－５８４９ 

 

 

わいわいサロン 

６月 

中央図書館休館中に仮移設される資料

の貸出準備が整いました。本の背表紙に貼

ってある青いマスキングテープが目印で

す！ 

 今まで東出雲図書館になかった本がたく

さんありますので、ぜひ 

来館してお手に取ってみ 

てください。 

月　日 内　　容 主　催

法律相談 地区社協

からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

6/2（木） 配食サービス 地区社協

6/5（日） 美人塚まつり　講演「六日の菖蒲」考ー大江美人伝説から 公民館

6/7（火） あいさつ運動 公民館※意東地区のみ

あいさつ運動 公民館

からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

6/10（金） 福祉推進員委嘱状交付式・研修会 地区社協

6/11（土） 福祉推進員委嘱状交付式・研修会 地区社協

6/12（日） 美人塚まつり「花しょうぶクイズウォーク」 公民館

からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

行政相談 島根行政監視行政相談センター

6/16（木） 配食サービス 地区社協

6/20（月） 結核・肺がん検診（地区内） 松江市

6/21（火） 結核・肺がん検診（地区内） 松江市

6/22（水） からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

6/24（金） 結核・肺がん検診（地区内） 松江市

6/26（日） 町誌から東出雲の歴史を学ぶ会「古墳時代」 公民館

からだ元気塾 松江市介護保険課・公民館

健康診査・がん検診（上意東研修センター） 松江市

6/1（水）

6/8（水）

6/15（水）

6/29（水）

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！！ 

東出雲公民館 


