
10月の料理教室は、男女問わず参加できる『大人の料理教室』を開催します。
先生が丁寧に教えてくださいますので、ぜひご参加ください。お待ちしています！

◆日 時：10月12日（水）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は、お弁当に詰めお持ち帰りいただきます。

◆持ち物：エプロン・三角巾・手拭き用タオル・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：１０月４日（火）までに白潟公民館へお申し込みください。
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＜白潟公民館を利用される皆様へ＞
〇当日は、各自で必ず検温を行い、発熱などで体調のすぐれない場合は、ご利用をお控えください。
〇原則マスクの着用をお願いいたします。
〇換気をして部屋を使用してください。
○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

【公民館 成人学習部】

≪今月のメニュー≫
・サツマイモごはん ・魚の鍋照り焼き
・ピーマンのじゃこ炒め
・切り干し大根のサラダ ・果物

令和４年度の白潟公民館まつりは、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、

10月30日（日）に開催を予定しています。

詳しくは、来月配布予定のチラシをご覧ください。

作品募集
地域の皆様からの展示作品を募集しています。

絵画・写真・木工・手芸など、公民館まつりで展示してみませ

んか？出品していただける方は、10月3日（月）までに、白潟

公民館へご連絡ください。
お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

白潟公民館まつり
令和4年度
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例年よりも驚くほど早く「梅雨明け」が言われた
かと思えば、戻り梅雨で降雨が続き、７月下旬から
はとんでもなく茹だるような日々となりました。
「熱中症警戒アラート」という言葉も馴染んでしま
うことが怖くもなります。
さて、今年は３年ぶりとなった水郷祭湖上花火を

楽しみました。市役所前湖岸の真ん中辺りにシート
を敷きましたが、皆さんが互いの座る場所の間隔に
気を付け、人が歩ける程度の通路もできていました。
また、我が家から湖岸までは歩きますが、私の前

後を歩く人の数もさほどではなく、人出は少なく感
じていました。ところが白潟公園周辺は人出が多
かったと聞き、新聞報道を見ると結構な人出数が記
載もされていたので、市役所前の賑わいの場所（ス
テージ等）や露店が並ぶ場所が無くて、観覧スペー
スに余裕もできたからでしょうか。発電機から発す
るけたたましい音は聞こえず、皆さんが大声での会
話を控えて、静かに打ち上げ時間を待つ、こんな花
火大会も良いものだと思いましたが、賑わいのある
例年の祭りを望まれる声は多かろうし、特別で今年
限りの（と強く願います・・）花火大会だったと思
います。
久しぶりのおよそ１時間の花火はやはり見応えが

あり、堪能された方も多いかと思います。綺麗な色

彩を様々に輝かせ、形づくられ、湖上までも染め上
げる幻想的な世界に、歓声を堪えて拍手で感動の気
持ちを表す場面は、観客の一体感があったように思
います。上定市長が市報でも紹介されているように、
花火大会は、疫病退散等の祈願を目的に行われた祭
が始まりということですが、コロナ禍の間にも、市
民の有志の方々が打ち上げた花火を見たことを思い
出しました。私も花火玉の爆発がおなかの辺りも震
わせるような湖上花火のフィナーレには、疫病退散、
コロナ退散を願うのでした。
ところで、ようやく秋の気配も感じられるように

なりましたが、皆様におかれては、もうしばらくは、
どうか水分補給など熱中症対策には十分気を付けら
れ、安全にお過ごしください。（M・M）

山陰合同銀行展
望フロアには、
現在は土日祝日
のみ上がること
ができます。

【展望フロアより
・・東方を望む】

９月は、「ぽこりぽこ」さんをゲストにお楽しみ会を
9月7日（水）10：00から行います。手遊びや音楽など
で楽しいひと時を過ごしましょう。保健師さんによる子
育て相談、身体測定もありますよ。
（会員の方には、別途ご連絡します）

【公民館世代間交流部】会員制乳幼児学級

おだんごクラブ

◆日時：9月26日（月）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

9月の図書テーマは「童心にかえって
絵本・児童書に親しんでみませんか」
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】

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

水郷祭・・３年ぶりの湖上花火

９月１８日（日）に開催を予定しておりました「白潟地区体育祭」について、今年度は内容を変更し
「玉入れ」と「グラウンドゴルフ」の2種目で「白潟地区スポーツ大会」を開催します。詳しい内容等
については、各地区体協役員を通じて連絡いたします。

お問合せ：白潟地区体育協会事務局（白潟公民館内） ℡22-7147

【白潟地区体育協会】

白潟地区スポーツ大会

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

おだんごクラブは、０歳～幼稚園入
園前までの乳幼児親子を対象とした
月１回の会員制の楽しい乳幼児学級です♪
新規加入ご希望の方は、白潟公民館まで
お問合せください。
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１０月２３日（日）７：３０～８：３０
詳しくは、各町内に配布しております回覧をご覧ください。

令和４年度 秋季クリーンまつえ
～青い海と湖、緑あふれる美しい自然のめぐみを大切に、きれいなまちにしましょう～

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
●歩行者の交通ルール遵守の徹底 ●歩行者の安全確保

②夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
●夕暮れ時夜間の交通事故防止 ●運転者の歩行者等への保護意識の向上 ●飲酒運転の根絶
●妨害運転等の防止 ●二輪車運転者等に対する広報啓発 ●高齢運転者の交通事故防止
●シートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

③自転車の交通ルール遵守の徹底
●自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底 ●自転車利用者等の安全確保

白潟地区交通安全対策協議会・白潟地区交通安全協会

秋の全国交通安全運動
運動の期間 2022年9月21日（水）～30日（金）までの10日間

掲載写真のように、藻狩り船が稼働し天神川が随分と綺麗になりました！
これは、松江三中ＰＴＡ（祐源平雄会長）、中央小ＰＴＡ（野々村浩史会

長）、朝日地区町内会連合会（松本光弘会長）、白潟地区町内会連合会（安田
勉会長）として、「天神川の環境整備」に関わる「藻類の除去」と「川岸周辺
の環境浄化」を松江市と島根県に、今回は松尾副知事に直接お願いされ実現し
ました。今後も地域と行政が一緒になって、天神川の環境整備を進めて行きた
いものです。地域の方からも「藻狩りで随分と天神川が綺麗になった。」とい
う声が聞かれました。

天神川の環境整備 藻狩り船の活躍！

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【白潟地域歴史再発見楽習会】令和４年度 第２回 ～嫁ヶ島ものがたり～Part1

嫁ヶ島の美しさのポイントの一つが石造の鳥居です。この鳥居はたまたま松江を訪れた京都帝大教授の
田邊朔郎博士が寄進したものです。明治４０年に建立されてから後、田邊博士の献納を美談として後世に
残すべく、嫁ヶ島の歴史、文学、景観、自然などの背景についても記された「華表美談 宍道湖嫁島」が
刊行され、嫁ヶ島を語る際には必須の貴重な文献となりました。
そしてこの度、岡崎秀紀氏によって現在県内外に３冊しか確認できていないというこの本が、郷土資料

として分かり易く復刻されたのです。この度のご講演により、更に嫁ヶ島への関心、愛着を深めることが
できるものと思います。是非ご参加ください。※こちらは7月に計画して延期となった講演会です。

◆日 時 9月13日（火） １３：３０～１５：００

◆場 所 白潟公民館 ３階 研修室
◆講 師 松江バルトン会幹事 岡崎 秀紀 氏
◆参加料 ５００円（資料代等）◆申込締切 9月12日（月）まで

「華表美談 宍道湖嫁島」（昭和2年）を復刻して
～嫁ヶ島への先人の熱き思いを継承する～

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



日 曜日 主催行事・諸団体行事等 サークル（施設利用）

１ 木 あいさつの日、公民館まつり企画相談会、中央幼稚園始業式 野波健治と絵手紙の仲間たち、レイフラワー白潟

２ 金 マイナンバーカード申請受付 さざなみ教室、白潟レイク

３ 土 ステップ２１

４ 日 ハンドベルサークル

５ 月 ふれあいジャガジャガ交流会（中央小） ドリーム、アスキ高等学院、安来節保存会

６ 火 3B体操、アスキ高等学院、ツボ・ケイラク教室

７ 水 おだんごクラブ、中央ブロック人権研修会（サンラポーむらくも）

８ 木 アスキ高等学院

９ 金 ききょう会（生花）、アスキ高等学院、白潟レイク

10 土 情脈短歌会、ステップ２１、ハンドベルサークル

11 日

12 月 メンズクッキング

13 火
地域歴史再発見楽習会（第1回目延期の振替）
なごやか寄り合い（北寺町）

銭太鼓かよう会

14 水
民生児童委員・福祉推進員合同研修会、友愛訪問事業
公民館まつり実行委員会

15 木 健康スポレクサークル レイフラワー白潟、安来節保存会

16 金 中央ブロック公民館研修会 公民館事務室閉室16：00～ さざなみ教室、白潟レイク

17 土 なごやか寄り合い（横浜） ステップ２１

18 日 白潟地区スポーツ大会（中央小グラウンド）

19 月 敬老の日

20 火 3B体操

21 水 なごやか寄り合い（県営幸町）、地域安全推進員パトロール

22 木 三中体育祭 生協中央支部

23 金 秋分の日

24 土 白潟保育所運動会 ステップ２１

25 日 安来節保存会

26 月 しらかたしじみサロン、三中体育祭予備日 ドリーム

27 火 なごやか寄り合い（和多見） 民生児童委員協議会、銭太鼓かよう会

28 水

29 木 レイフラワー白潟

30 金 さざなみ教室、ききょう会（生花）、白潟レイク

。パは青パトの日です。（8/22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。

9月16日（金）16：00～中央ブロック公
民間の研修会に参加する為、公民館事務室を
閉室いたします。

16日（金）夜間～19日（月祝）に公民館
をご利用される方は、16日（金）16：00
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

９月の行事予定

パ

白潟地区町内会連合会

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ


