
９月のメンズクッキングは、お好み焼きです。ぜひ、ご参加ください。参加を希望される
方は、白潟公民館までお申込みください。

◆日 時：9月12日（月）10：00～
◆場 所：白潟公民館 調理室
◆講 師：みさかよりえ先生
◆参加費：500円※ご自分で作った料理をお弁当に詰めお持ち帰りとなります。

◆持ち物：三角巾・エプロン・手ふき・マスク・飲み物
◆定 員：６名（先着順※定員になり次第締め切ります）
◆申込み：９月５日（月）までに白潟公民館へお申し込みください。
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白潟公民館だより

＜事業にご参加いただく皆様へ＞
公民館だよりに掲載しております開催予定の事業については、新型コロナウイルスに関わる状況の変化により

やむを得ず延期・中止をする場合がございますので、あらかじめご了承ください。事業等の延期・中止に関して
は、白潟公民館ホームページ（http://matsue-city-kouminkan.jp/sirakata/）からご確認いただくか、白潟公
民館へお問い合わせください。
＜参加時の注意点＞

〇事業参加当日は、各自で必ず検温を行い、体調の悪い方は、参加をお控えください。
〇原則マスクの着用をお願いいたします。
〇万が一、新型コロナウイルス感染者の発生が疑われた場合などに、必要に応じて保健所等の公的機関へ住所、氏
名、連絡先等情報提供を行う場合がございます。

○公民館側で撮影した写真は、ホームページや広報誌等に使用させていただく場合がございます。ご了承ください。

白潟公民館HP

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【白潟地区健康まつえ２１推進隊・白潟地区人権教育推進協議会】

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【公民館成人学習部】

≪今月のメニュー≫
・お好み焼き
・レンチン茄子の手作り食べるラー油かけ
・かぼちゃの炒め物

今年度のニュースポーツ交流会は、昨年開催し好評だった「ボッチャ」を体験します。
また、食生活改善推進員の皆さんによる「バランスの良い食事について」の食育講座

も開催いたします。皆様ぜひお誘いあわせの上、ご参加ください。

◆日 時：8月23日（火）10：00～12：00
◆会 場：白潟公民館 ３階 研修室
◆講 師：障がい者スポーツ指導員 細井 利美さん

白潟地区食生活改善推進員の皆さん・松江市健康推進課 保健師 宍戸 和さん
◆参加費：無料（どなたでもご参加いただけます）
◆持ち物：飲み物・タオル・マスク（軽スポーツのできる服装・靴でお越しください）
◆申込み：8月18日（木）までに公民館へお申し込みください。（先着30名）



【ご案内】天神川を取り巻く課題の共有に向けた研修会
◆日時：8月25日（木）14：00～ ◆会場：朝日公民館 大会議室

白潟公民館だより

時期をほぼ同じくして、２つのフィールドワーク
に参加しました。１つが「国宝松江城 堀川遊覧
船」（公民館成人学習部主催）で、長年松江歴史館
専門官でもあった宍道正年さんに案内していただき
ました。もう一つがスティックを会場に、日頃まち
歩き等でもお世話になっている堀江一夫さんの、
「大橋川改修工事で変わりゆく白潟を巡る」（島根
地理学会主催）のご講演とまち歩きでした。
２つのフィールドワークの目的やお話の内容も異

なりますが、私たちが対象に向ける視線の高さが随
分と違うことが、なかなか面白いものだなと思いま
した。
遊覧船から眺める風景は、多くの人にとって稀な

視点の高さです。多種な樹木が枝を伸ばしどこまで
も静かな川面や石垣、民家の裏庭も行き交う車を視
界に入らないにように遮断してくれます。船の心地
よい揺れと静かな空間に身を置き、当時の人々の暮
らしにも思いを馳せて、お城やそれを取り囲む町が
どのように形成されたのかお聞きしました。
堀江さんのお話は、大橋川周辺の歴史や現状、あ

るいは白潟地区（主に白潟本町）の過去から今まで
の街の変遷、そしてこれからのまちづくりの視点と

いったことについてのお話でした。大変示唆に富み、
また質疑応答も参加者の皆さんのまちづくりに対す
る熱い思いが伝わる素晴らしい時間でした。
座学の後は白潟本町の“まち中”を歩いて山陰合

同銀行本店の展望フロア（14階）に上がりました。
フロア西からの眺望は宍道湖や周囲の山並みが美し
く、改めて松江の豊かな自然環境を目の当たりにし
て眼下にかつての湖岸線を確認し、フロア南では過
去の写真（複製）も紹介していただき、袖師町辺り
が時代によってどのように形成されてきたのか学び
ました。フロア東では寺町の寺院群の大屋根や売布
神社の樹木が黒々と連なり、古い時代の街並みを体
感します。
船上から眺める松江、

そしてまち歩きや展望
フロアから眺める松江。
２つのフィールドワー
クをとおして、それぞ
れの視線の高さから、
改めて松江の自然環境
や文化資源の奥深さを
体感しました。（M・M）

この辺りからは、特に樹木に覆
われて静かな遊覧が続きます。

【堀川遊覧船 亀田橋】

今年度も、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、規模を縮小し、対象を白潟保育所
・おだんごクラブ・白潟女性の会に限定をして開催いたします。
対象の方には、別途詳細をご連絡いたします。楽しみにお待ちいただいておりました地域の

皆様には、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

【公民館世代間交流部】世代間交流事業

「お月見のつどい」について（お知らせ）

【公民館世代間交流部】

９月は、世代間交流事業「お月

見のつどい」と合同開催で、9月7

日（水）10：00～開催予定です。

（会員の方には、別途ご連絡します）

おだんごクラブ

◆日時：8月25日（木）10:00～12:00◆会場：白潟公民館 ２階相談室・ふれあい和洋室・3階研修室

どんな相談でもお気軽にどうぞ。
（松江市社会福祉協議会）

保健師による健康チェックも実施。
１パック１００円で

新鮮な野菜を販売します。

お問合せ：白潟地区社会福祉協議会事務局（白潟公民館内） ℡22-7147

８月の図書テーマは「あなたのお気に
入りの作家を探してみませんか」です。
※話題作や新刊もあります。

【白潟地区社会福祉協議会・白潟公民館】

昔懐かしい歌や童謡を
一緒に歌いましょう
10：30～11：00

にっこり文庫の
移動図書館

福祉なんでも相談
健康チェック

ワンコイン
野菜販売

お問合せ：津田公民館 26-4962 お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
成 績

１位 野津 周二 さん
２位 飯塚 修 さん
３位 平田 邦治 さん
おめでとうございました！
開催日：6月26日（日） 主催：白潟地区体育協会

２つのフィールドワークから



白潟公民館だより

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

松江市の職員が、マイナンバーカードの申請受付け（申請書類の受付、顔写真の撮影）を行います。これから
申請をお考えの方は、ぜひお越しください。

◆日時：9月2日（金）14：00～15：00 ◆場所：白潟公民館 3階 研修室

◆必要書類：免許証・保険証等の本人確認書類及び通知カード
※当日免許証と保険証の2点があれば、できあがったカードを郵送します。※必要書類を当日持参されなかった

場合も申請は可能です。（カード受取時に本人確認） お問合せ：松江市市民課℡55-5560

中央ブロック人権教育研修会
中央ブロック6公民館の共同事業として下記日程で人権研修会を開催します。松江市出身の方より、海

外のくらしや、子どもたちの教育環境など様々な観点から世界の人権について学びましょう。

◆日 時：９月７日（水）14：00～15：30（※90分程度）
◆会 場：サンラポーむらくも「瑞雲」（2階）（松江市殿町369）
◆内 容：講演「ネパールの子どもたち」
◆講 師：広島大学教育開発国際協力研究センター長・教授 石田洋子氏（松江市出身）
◆定 員：白潟地区10名程度 ◆主催：中央ブロック公民館（城東・城北・城西・雑賀・朝日・白潟）
◆申込み：8月22日（月）までに白潟公民館へお申し込みください。

夫婦おそろいで結婚65周年を迎えられる方々をお祝いいたしたく存じます。
該当者の方は松江市社会福祉協議会までご連絡いただきますようお願いいたします。併せて、該当の方を把握しておられる

方は情報を提供いただきますようお願いします。

なお、情報提供いただく際に、高砂祝い以外にその情報を使用することはない旨をご説明いただき、ご本人の了解の上ご提
供いただきますようよろしくお願いいたします。

＊「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32年1月1日から同年12月31日までに結婚された夫婦※受付締切：8月19日（金）

ご連絡先・お問合わせ：松江市社会福祉協議会 総務課 ℡21-5773

令和4年度 高砂祝いについてのお願い
松江市

社会福祉協議会
からのお知らせ

今年度も２学期から中央小２年生と地域の方と一緒にプランターで、ジャガイモを育てながら交流を深
める事業「ふれあいジャガジャガ交流会」がはじまります。この事業は平成21年度からスタートし、今
年度で13回目となります。
今年度も中央小学校でジャガイモを育てる為に、児童のみなさんの「作業の補助」をして

いただくボランティアを募集します。地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
日程と内容は下記の通りです。その他詳しい内容は公民館へお問い合わせください。

【朝日地区社会福祉協議会・白潟地区社会福祉協議会】

９月 ５日（月）１０：３５～ 植え付け
会場

中央小学校
１０月 ５日（水）１０：３５～ 芽かき
１１月３０日（水）１０：３５～ 収 穫

お問合せ・お申し込み：白潟地区社会福祉協議会（白潟公民館内） ℡22-7147

松江のシンボルとも言える嫁ケ島。その嫁ケ島に関わって、隔週水曜日山陰中央新報文化欄に「嫁ケ島も
のがたり」が掲載され、そのコラムを楽しみにされている方も多いかと思います。これまで嫁ケ島の生成や
形状であったり、大燈籠や漢詩の碑、若槻禮次郎が植えた松のことであったりと、多くの嫁ケ島のこと、そ
の魅力について執筆されたのが、水の都プロジェクト協議会会員の岡崎雄二郎氏です。これまでの掲載にも
触れながらお話いただきます。嫁ケ島の魅力を再発見しましょう！

◆日 時：8月25日（木）１３：３０～１５：００◆会 場：白潟公民館 ３階研修室

◆講 師：岡崎 雄二郎 氏（元松江市教育委員会文化財課長 元松江市教育委員会参事を歴任）
◆参加費：500円（資料代等）★小中高生も是非参加してください（参加無料です）
◆申込み：８月23日（火）まで
※～嫁ケ島ものがたり～Part1（「華表美談 宍道湖嫁島」を復刻して）は、9月13日（火）に延期となりました。

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-71470

【白潟地域歴史再発見楽習会】令和４年度 第３回 ～嫁ケ島ものがたり～Part２

再発見！嫁ケ島の魅力



白潟地区町内会連合会

日 曜日 主催行事・諸団体行事等 サークル（施設利用）

１ 月 ドリーム

２ 火

３ 水 なごやか寄り合い（県営）

４ 木 野波健治と絵手紙の仲間たち

５ 金 さざなみ教室

６ 土 ステップ２１、ハンドベルサークル

７ 日

８ 月 情脈短歌会、ドリーム

９ 火 銭太鼓かよう会

10 水 健康スポレクサークル

11 木 山の日

12 金 公民館事務室閉室

13 土

14 日

15 月 公民館事務室閉室

16 火

17 水

18 木 福祉推進員研修会

19 金 さざなみ教室

20 土 ステップ２１

21 日

22 月 町内会長・自治会長会、松江市公民館長会 民生児童委員協議会

23 火 ニュースポーツ交流会・食育講座 灘町町内会、銭太鼓かよう会

24 水 白潟地区人権教育推進協議会総会

25 木
しらかたしじみサロン、白潟地域歴史再発見楽習会
天神川を取り巻く課題の共有に向けた研修会（朝日公民館）

安来節保存会

26 金 さざなみ教室、生協中央支部

27 土 ステップ２１

28 日

29 月 白潟地区防災会議役員会、第三中学校・中央小学校始業式

30 火

31 水

。パは青パトの日です。（7/20現在）

※日時・内容等変更になる場合があります。ご了承ください。

『新型コロナウイルス感染症拡大防止対策』等による、公
民館貸館利用方法に関しては、白潟公民館ホームページ
（ http://matsue-city-kouminkan.jp/sirakata/）から
ご確認いただくか、白潟公民館へお問い合わせください。

8月12日（金）・15日（月）は公民館事務
室を閉室いたします。
公民館をご利用される方は、8月10日（水）

17：00までに、鍵の受け取りをお願いいた
します。

白潟公民館だより

８月の行事予定

パ

パ


