
松江観光の“目玉”として有名な堀川遊覧船に乗りながら、松江城と城下町の歴史について学ぶ「国宝松
江城 歴史遊覧船～川面から見る城と城下町～」を開催します。
軍事・防衛上の目的で、人工的につくられた“堀”の中から、あたかも敵軍の船に乗った気分で、城と城

下町の「守り」と「攻め」のしかけ(・・・)や特別の石垣とか船着場や橋の痕跡など、堀の中からしか見え
ない所を新発見！きっと、目からウロコとなることでしょう。
国宝松江城と城下町松江の魅力を体感してみませんか。

◆日 時：６月２４日（金）１０：００～ １時間程度

◆集合場所：ふれあい広場乗船場（黒田町・堀川遊覧船乗り場）
※現地集合・現地解散

◆集合時間：９：５０ ◆参加費：５００円
◆講 師：宍道正年さん（元松江歴史館専門官）

◆定 員：１７名（定員になり次第締め切り）
◆申し込み：６月１３日（月）まで ◆持ち物：マスク・飲み物
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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

【公民館成人学習部】

国宝松江城 歴史遊覧船

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・公民館成人学習部】

健康まつえ２１推進隊・公民館成人学習部が主催のウォーキングを開催します。昨年度に続き、雑賀地区
を訪れ、松江先人記念館や賣豆紀神社などを巡りお話を伺います。ぜひ、お誘いあわせの上、ご参加ください。

◆日 時：６月３０日（木）9：00～11：50ごろ（小雨決行）
◆集合場所：白潟公民館 ３階 研修室 ◆定 員：２０名（定員になり次第締め切り）
◆コ ― ス：白潟公民館～松江先人記念館～賣豆紀神社～緑山公園～白潟公民館（往復約6ｋｍ）

◆参 加：無料 ◆申し込み：6月24日（金）まで
※詳しい内容については、今月回覧のチラシをご覧ください。

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147



白潟公民館だより

没後４５年となる加納莞蕾は、従軍画家として絵を描きましたが、戦後は平和を求めて奔走され地域の
人々とともに活動されました。新聞等でもご活躍されている名誉館長：加納佳世子さん（加納莞蕾の四
女）のご講話もいただき、戦争と平和について皆さんで考え学びませんか。
ぜひ、お誘いのあわせの上、ご参加ください。

◆日 時：７月７日（木）８：５０～１２：３０頃

◆集合場所：白潟公民館玄関前（集合時間８：３０）
◆行 き 先：安来市加納美術館（貸切大型バスにて）
◆内 容：作品鑑賞、加納佳世子さん（名誉館長）講話
◆行 程：白潟公民館～加納美術館～道の駅あらエッサ～白潟公民館
◆参 加 費：５００円 ◆定 員：２５名（定員になり次第締め切り）
◆申し込み：６月２４日（金）まで ◆持ち物：マスク・飲み物

男性を対象に、旬の食材を使った料理や色々なジャンルの料理に挑戦します。調理に自信のない方で
も、先生が丁寧に教えてくださいますので安心です。料理の腕を上げるチャンス！
ぜひ、ご参加ください。

◆日 時：６月２９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
◆定 員：６名（先着順） ◆申し込み：６月２１日（火）まで
◆持ち物：エプロン・三角巾・飲み物・マスク
※会食は行わず、お持ち帰りとなります。※お持ち帰り容器など、公民館で用意します。

ＮＨＫ新松江放送会館建設工事が、７月初旬の竣
工に向けて大詰めを迎えています。工事現場の仮囲
いが外れて、現われた建物が日を追う毎に整備され
ていく様子を、最近は通勤途中でも必ず立ち止まり
眺めています。失礼でしたが、全国の地方局会館の
大方が同様な外観であろう、という私の思い込みは
間違っていました。重厚であっても、しっくりと松
江に馴染むような建物を、日々目の当たりにしてい
ます。
先般、建設業者の工事状況説明用（直近の説明で

す）のＤＶＤを見せていただく機会がありましたが、
建設に当たっては松江の景観を大切にし、島根県庁
周辺の建造物、そして宍道湖北岸から眺める湖に映
える美術館までのエリアのつながりと統一を重視さ
れた、というお話に大変感銘を受けました。工事が
始まる頃に開催され、説明を受けたコンセプトの一
つである「周辺景観と調和する環境にやさしい会
館」とは、まさにこのことだったのだと思いました。
説明をお聞きして、国の有形文化財建造物に登録

された島根県庁周辺の建物（県庁本庁舎等）が思い
浮かびました。城山を巡るウォーキングで、これら
の建物が建築家菊竹清訓の設計であり、「歴史を強
く意識する造形」と評価された菊竹設計の特徴が、
松江の景観形成に大きく影響も与え、菊竹氏晩年の

設計でもある県立美術館につながっていることを知
りました。
白潟公園というエリアの中にあって、松江の歴史

や豊かな自然環境を大切にした建造物として今後は、
地区住民や市民の皆さんは勿論、観光に訪れる方々
もしっかりと認識されていくのではないでしょうか。

3階テラスは日中の一般利用を可能にされ、視聴
者公開スペースは明るいロビーとなるようです。白
潟公園を前景にして、四季折々のどんな宍道湖の風
景が見られるのでしょうか。地区の皆さんの散歩
コースの一つとなって、皆さん同士の交流スペース
となることでしょう。この先、公民館活動の場とし
ても、ご協力いただけたらなあと、期待していると
ころです。（M・M）

かつては天満宮裏にあ
って入り江の燈台の役目
を果たしたようです。移
築がなければ、放送局新
館南側の道路を挟んで並
び立っていたことでしょ
う。時代を隔てた二つの
建造物が、似たような風
合いを醸し出したのでは
ないかと想像します。

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

【白潟地区人権教育推進協議会・公民館 人権教育推進部】

没後４５年加納莞蕾展「戦争と平和について考える」
視察研修会 平和学習

【公民館 成人学習部】

メンズクッキング

《６月のメニュー》
・白ご飯
・揚げ鶏ごぼうの甘辛和え
・元気サラダ
・味噌玉
・果物

お問合せ・お申し込み：白潟公民館 ℡22-7147

NHK新松江放送会館と大燈籠

【青柳楼の大燈籠】



白潟公民館だより

６月は、おだんごクラブで縁日ごっこ！どんな屋台が出るかは、
来てのお楽しみ♡みんなで一緒にお祭り気分を味わいませんか？
（参加には、会員登録が必要です。）

◆日 時：６月１４日（火）１０：００～１１：００
（受付９：５０）

◆会 場：白潟公民館３階研修室
◆内 容：縁日ごっこ、保健師さんによる身体測定
◆持ち物：飲み物、手ふきタオル、マスク（大人は必ず）

出席カード（開講式参加者のみ）

◆申込み：６月９日（木）まで※会員さんには別途案内します。
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】会員制乳幼児学級

おだんごクラブ～おだんごｄe縁日～
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
（電話２２－７１４７）までご連絡く
ださい。
☆今後の予定☆（一部紹介）
世代間交流、親子体操、遠足（県立
美術館湖岸）、クリスマス会、山陰
ヤクルト出前授業 など

【白潟地区体育協会】

◆日 時：６月２６日（日）9：00～12：00頃
◆会 場：フラワーガーデンはたGゴルフ場（住所：宍道町佐々布3005-7）

◆参 加 費：ひとり１００円※用具をお持ちでない方はこちらで用意します。
◆参加資格：白潟地区町内会・自治会会員の方
◆詳しくは各町内会体育委員さんもしくは、公民館内体協事務局へお問合せくだ

さい。ご参加お待ちしております。
お問合せ・お申し込み（6月16日（木）まで）：白潟地区体育協会事務局（白潟公民館内） ℡22-7147

６月１９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 春季クリーンまつえ
～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～

◆日時：6月27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

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

6月の図書テーマは「老後の暮らしを
心豊かに過ごしませんか」です。
※話題作や新刊もあります。

【フードバンクしまね あったか元気便】

フードバンクしまね様が実施している市内小中学校の就学援助世帯へ食品をお届けする「あったか
元気便」について、夏休み支援のパッキング（食品の箱詰め）ボランティアを募集いたします。
全11回のパッキングのスケジュールで募集されていますので、ご都合のつく日時にお申し込みくだ

さい。皆様方のご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。
◆日時：①7月12日（火）②7月13日（水）③7月14日（木）④7月19日（火）⑤7月21日（木）

⑥8月2日（火）⑦8月3日（水）⑧8月4日（木）⑨8月9日（火）午後⑩8月9日（火）夕方
⑪8月9日（火）夜間 ※①②③⑥⑦⑧10時～13時⑨13時30分～⑩16時～④⑤⑪18時30分～

◆申し込み：6月24日（金）まで

パッキング（食品の箱詰め）ボランティア

お問合せ：フードバンクしまね「あったか元気便」事務局67-3088 お申込み：白潟公民館 ℡22-7147

ワンコイン
野菜販売

白潟地区グラウンド・ゴルフ交流会

【白潟地区社会福祉協議会・白潟公民館】



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 水
あいさつの日、なごやか（寺町四町）
しらかた子どもファームサツマイモの苗植え（予備日）

２ 木 健康まつえ２１推進隊地区全体会議 野波健治と絵手紙の仲間達、レイフラワー白潟

３ 金 さざなみ教室、白潟レイク

４ 土 中央小学校運動会
ステップ２１、情脈短歌会、朝日女声コーラス
ラージボール

５ 日 安来節保存会

６ 月 地区子どもグラウンド・ゴルフ大会（中央小グラウンド） ドリーム

７ 火 なごやか（北寺） ３B体操、ツボ・ケイラク

８ 水 高齢者クラブ連合会

９ 木 松江市公民館協議会総会

10 金 さざなみ教室、ききょう会（生花）、白潟レイク

11 土 ステップ２１、ラージボール

12 日 市民体育祭ソフトボール大会（美保関総合運動公園） ハンドベル

13 月 地区青少協関係者打合会

14 火 おだんごクラブ、子育て支援情報交換会 銭太鼓かよう会

15 水 公民館・保育所合同避難訓練 書道協会、安来節保存会

16 木 なごやか（幸町） レイフラワー白潟

17 金 さざなみ教室、白潟レイク

18 土 白潟地区自主防災隊連合会隊長会 ステップ２１、ラージボール

19 日 クリーンまつえ（春季）

20 月
青パト講習会及び防犯研修会
中央子ども広場運営委員会（中央小）

ドリーム

21 火 なごやか（和多見） ３B体操

22 水

23 木 なごやか（灘町）

24 金
国宝松江城歴史遊覧船（松江城周辺）
ジャガジャガ交流会打合会（中央小）

さざなみ教室、ききょう会（生花）、生協中央支部
白潟レイク

25 土 ステップ２１、ハンドベル、ラージボール

26 日 グラウンド・ゴルフ交流会（フラワーガーデンはたGゴルフ場） 安来節保存会

27 月 しらかたしじみサロン

28 火 銭太鼓かよう会

29 水 メンズクッキング、なごやか世話人研修会

30 木 楽しく歩く会

。パは青パトの日です。（5/19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

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

６月の行事予定

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ


