
「おだんごクラブ」とは、０歳～幼稚園入園前までの乳幼児親子を対象とした会員制の楽し
い乳幼児学級です。月に１回、親子で楽しく活動しながら、お友だちを増やしませんか？

日 時：５月１８日（水）１０：００～１１：００（受付９：５０）
会 場：白潟公民館 ３階 研修室
対 象：０歳～幼稚園入園前までの親子
内 容：開講式（はじまりの会・自己紹介ほか）
持ち物：大人・子どもの飲み物、手ふきタオル、マスク（大人は必ず）
定 員：先着１０組程（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数を制限しております）

申込み：５月１０日（火）までに白潟公民館（電話２２－７１４７）へお申し込みください。
※年会費は不要ですが、必要に応じて参加費を徴収します。
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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。
また、個人で撮影された写真や動画のデータにつきましては、ほかの方が写りこみ、個人が特定できるものについ
ては、その取扱いに十分にご注意いただき、SNS等のインターネットサイト、新聞や雑誌・情報誌等への投稿はご
遠慮ください。

おだんごクラブ開講式
募
集

◆日時：５月25日（水）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

おかげさまで「しらかたしじみサロン」は1周年を迎えます。5月よりリニューアルオープンし、様々な
企画・イベントを実施します。ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

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

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なども今
後予定しています。（時期は未定です）

5月の図書テーマは「絵本・児童書に親

しもう」です。※話題作や新刊もあります。

ワンコイン
野菜販売

１パック１００円で

新鮮な野菜を販売します。

◆野菜販売についての詳しい内容は、今月全戸配布のチラシをご覧ください。

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

白潟公民館HP

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【公民館世代間交流部】
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地球温暖化防止の取組みとして、ゴーヤによるグリーンのカーテンを作ってみませんか？
下記のとおり、ゴーヤの苗を無料配布します。

配布日時：５月１９日（木）１１：００～
配布場所：白潟公民館 ２階事務室前
配布数：お一人様 苗４本まで（先着３０名程度）※苗がなくなり次第終了します。
～新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い～
〇マスク着用のうえ、お越しください。
〇列にお並びいただく場合は、前後の方と距離をあけてお並びください。
〇氏名・連絡先をお伺いします。万が一、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情報提供を行う場合がございますので予めご了承ください。

〇公民館だよりトップページの「＜事業にご参加いただく皆様へ＞＜参加時の注意点＞」もご覧ください。

お問合せ：白潟公民館 ℡22-7147

【白潟地区市民憲章推進協議会】

この度、白潟公民館へ嘱託職員として着任いたしました藤原敦子と申します。一日も早
く地域を覚え、精一杯に少しでも皆様のお役に立てるよう努めて参ります。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。 白潟公民館 嘱託職員 藤原敦子

4月12日（火）、標題の会が中央小学校校庭を会場に開催されまし
た。白潟地区からは、15名の青色パトロール隊等の地域見守りボラン
ティアの皆さんに参加いただき、朝日地区のボランティアの皆さんと
ともに、中央小学校児童292名（在籍数）と顔合わせをしました。
新１年生も迎え、新しい年度がスタートいたしました。交通事故の

ない安心安全な登下校となるよう、ボランティアのみなさんよろしく
お願いします！

中央小学校児童と登下校見守り

ボランティアとの顔合わせ会

【白潟地区地域安全推進員会】

映画「ひまわり」の思い出と今と・・
あのイタリア映画「ひまわり」を、もう５０年近

くも前に私は友人と当時白潟地区内にあった映画館
で観ました。戦争で男女の愛が引き裂かれるという
物語は、私（中学生か高校生？）には分かりづらく
長く感じました。ただ、画面いっぱいに広がる美し
いひまわりのシーンと哀愁漂うテーマ曲には心打た
れ、戦争の悲惨さを私なりに感じ取ることができ、
記憶に残る映画となっていました。
あれから半世紀を経て、悪夢のようなロシアのウ

クライナ侵攻を受け、再びこの映画が話題となって
います。ロケ地となったあのひまわり畑が、当時の
ソビエト連邦の一部でもあったウクライナにあると
知って、記憶の片隅にあった映画「ひまわり」の、
輝くように画面いっぱいの咲き誇るひまわりの場面
を思い出し、映画で観て感じた思いも、ぼんやりと
ですが甦りました。
そんな時に映画「ひまわり」が、ウクライナ人道

支援としてスティックで緊急上映されると聞き、今
の自分がどんな視点で鑑賞ができるのか、早速申し
込んで出かけたのです。
今回はあっという間に時間も経ったので、今の私

は映画に集中できたようです。戦争で引き裂かれた
二人だけでなく、二人が出会う人々やそれぞれの家

族が、戦禍に巻き込まれ戦後も懸命に生きる姿を通
して、「戦争とは悲惨で残酷なものである」ことを、
観る者に強く心に訴えかける作品でした。ウクライ
ナでの撮影は勿論、ソビエト連邦共和国の頃のモス
クワの様子は、当時は貴重な映像でもあったと思い
ます。
美しいひまわり畑のシーンと、哀愁漂う音楽の余

韻に浸る感動も、半世紀も経って再び味わうことが
できたことに感謝し、一刻も早くウクライナの人々
や、この戦争に関わる全ての国や地域、人々の間に
共に生きる枠組みが構築されて、平穏な日常が戻る
ことを切に願いました。（M・M）

【市道和多見寺町線】
かつては新大橋線と言

われ、久成寺さんの角を
北進し中央水産物卸市場
横を抜けると、大橋川北
岸に向けて初代新大橋が
かかっていたと・・。
現在の新大橋は２代目な
んですねえ。
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お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【白潟まち歩き楽会】

中央子ども広場では、子どもたちと一緒に活動したり話を聞いたりしながら、子どもたちを見守る安
全管理員を募集しています。見学もできますのでお気軽に公民館までご連絡ください。
活動日：毎週、授業のある日の月曜日 １４：５０～１７：００
場 所：中央小学校体育館ミーティングルーム
内 容：参加児童が安全に過ごせるよう見守る
謝 金：１回につき1,000円
その他：スポーツ安全保険加入

令和4年度の事業計画について
例年、年度初めの公民館だよりで、白潟地域歴史再発見楽習会の年間計画を地域の皆様にお示しして

おりました。しかし、ここ２年間はコロナ禍にあって、ほぼ全ての事業が延期や中止をよぎなくされた
こともあり、今年度は直近の状況をみながら立案し、お知らせいたします。よろしくお願いいたします。
第１回が、すでにお知らせいたしました下記の楽習会です。まだ席に余裕がございますので、お申し

込みをお待ちしています。

松江城下町遺跡発掘調査から ～ご講演～ 【公民館成人学習部・白潟まち歩き楽会共催】
埋蔵文化財発掘調査を魚町地内で実施し、江戸時代後期の宍道湖護岸の石垣などを発見し、江戸期か

ら明治期におけるまちづくりの一端が明らかに・・・。
この調査成果の講演と、出土した遺物の展示を行う説明会です。
※公民館だよりトップページの「＜事業にご参加いただく皆様へ＞＜参加時の注意点＞」をご覧ください。

日 時：５月１７日（火）１３：３０～１５：００

会 場：白潟公民館 3階 研修室
講 師：島根県埋蔵文化調査センター 調査第二課長 東山 信治 氏
参 加：参加料無料 ５月１３日（金）申込締切

お問合せ・ご連絡：白潟公民館 ℡22-7147

中央子ども広場 安全管理員

白潟地区地域安全推進員と松江駅前交番の諏訪所長さんとの意見交換会で、以下の３点について、
所長さんから皆さんに向けての注意喚起がありましたのでお知らせいたします。
●天神側を挟む地域で（白潟地区も・・）車上荒らしが続く。自宅敷地内でも、自家用車のロックの
かけ忘れ、貴重品の置き忘れにはくれぐれも注意を！

●子どもたちへの声掛け事象が、子どもたちの下校時、特に木曜日に・・。
●銀行に誘導する電話に注意！６５歳から６９歳までの女性への電話が多い。

【白潟地区地域安全推進員会】

車上荒らし等に気を付けて!!!

【白潟地区交通安全対策協議会・白潟地区交通安全協会】

応募していただいた皆様、心から御礼申し上げます。春の交通安全運動に合わせ、白潟公民館にて審査
を行いました。審査に当たっては、地区内の有識者の方にお願いし、公正を期して実施いたしました。
受賞されました標語、川柳については、今後地区内の交通安全啓発に際して使用させていただきます。

最優秀賞 『止まるはず 横断歩道の 思い込み』 白潟地区内 本間 宇海さん（中学２年）

優秀賞 『ひょうしきは みんなを守る けいびいん』寺 町 小川 彩水さん（小学５年）

優秀賞 『横ならび 事故の元だよ 一列に』 寺 町 寺津 拓海さん（小学４年）

最優秀賞 『通学路 となり合わせの 危険道』 横浜町 今井 清江さん

優秀賞 『反射材 付けてみたけど 夜は出ず』 灘 町 飯塚 京子さん

優秀賞 『お年寄り 運転せずに 暮らせる世（よ）』横浜町 西尾 勉さん

令和４年度 白潟地区交通安全標語・川柳

【中央子ども広場運営委員会】



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 日

２ 月 あいさつの日 朝日女声コーラス

３ 火 憲法記念日

４ 水

５ 木 こどもの日 野波健治と絵手紙の仲間達、安来節保存会

６ 金 さざなみ教室、白潟レイク

７ 土 ステップ２１、情脈短歌会、ラージボール

８ 日

９ 月 しらかた子どもファーム（玉ねぎ収穫） ドリーム

10 火 ３B体操、ツボ・ケイラク、銭太鼓かよう会

11 水

12 木 青少年育成協議会総会

13 金 さざなみ教室、ききょう会（生花）、白潟レイク

14 土 ステップ２１、ハンドベル、ラージボール

15 日 安来節保存会

16 月

17 火
松江城下町遺跡発掘調査講演会（公民館成人学習部・白潟まち歩き楽会）
なごやか配食（和多見）、しらかた子どもファーム（サツマイモ畝づくり）

18 水 おだんごクラブ開講式、地域安全推進員（地下道パトロール）

19 木 ゴーヤの苗配布、公民館運営協議会 レイフラワー白潟

20 金 松江市公民館長会 さざなみ教室、生協中央支部、白潟レイク

21 土 ステップ２１、ラージボール

22 日

23 月 ドリーム

24 火 ３B体操

25 水 しらかたしじみサロン 安来節保存会

26 木 体協理事会 レイフラワー白潟

27 金 さざなみ教室、ききょう会（生花）、白潟レイク

28 土 ステップ２１、ハンドベル、ラージボール

29 日 ＢOWS CAST AGENCY

30 月

31 火 銭太鼓かよう会

。パは青パトの日です。（4/18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。

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ

白潟公民館ホームページのトップ画面から
「施設予約状況」をクリックすると施設予
約状況をご覧いただけます。空き状況の確
認に、ぜひ、ご活用ください。
（サイトからの予約は出来ません）

白潟公民館だより

５月の行事予定

みどりの日


