
 

 

ポーランドでは「アンジェイキ」と呼ばれる

日に遊びとして占いを楽しむ習慣があります。

日本の方から見るとちょっと変わった方法で

占いをします。ポーランドや占いに興味がある

方はぜひご参加ください。 

●日  時：１１月２８日（日） 

１４：００～１６：００ 

●場  所：隠岐島文化会館 集会室 

●内  容：ポーランドの占い体験  

●講  師：イザベラ・ラチンスカさん 

      （国際交流員） 

●対  象：小学生（保護者も参加可） 

●募集人数：１５名程度 

●参 加 費：無料 

●申込〆切：１１月２４日（水） 

●申込み・問合せ先：中央公民館 

 

 

 

 

 

●日  時：１１月２７日（土）１４：００～１６：００ 

●場  所：塩の浜海洋スポーツセンター 

●募集人数：８組程度 

●参 加 費：一人 １,０００円 

●持 ち 物：燻製にしてみたい食材 

●申込〆切：１１月１８日（木） 

●申込み・問合せ先：中央公民館 

 

 

 

 

 

９月３０日（木）都万公民館にて、高齢者

教室『都万笑福館』の第５回事業「軽スポー

ツ大会」が行われました。今回は１６名の参

加者がパラリンピックの競技種目である「ボ

ッチャ」を行い、３班に分かれて得点を競い

合いました。チーム戦なので作戦も重要とな

り、チーム一丸と 

なってとても楽し 

く競技され、大変 

盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日  時：１１月１６日（火） 

（８：４０集合）９：００～１２：００ 

●集合場所：五箇生涯学習センター 

●講  師：齋藤正幸さん 

（ジオパークツアーデスク） 

●内  容：バスで移動しながら島内のジオ 

パークスポットと秋の景色を楽 

しみます 

●対  象：町内在住の概ね６０歳以上の方 

●募集人数：２０名程度 

●参 加 費：無料 

●持 ち 物：雨天時は雨具持参 

●申込〆切：１１月９日（火） 

●申込み・問合せ先：五箇公民館 

 

 

 

 

 

●日  時：１１月５日（金） 

９：００～１１：００ 

（※雨天時は大会議室にて講義） 

●場  所：五箇生涯学習センター 

●講  師：吉山明水さん 

●内  容：松の芽摘み、剪定など 

●対  象：町内在住の概ね６０歳以上の方 

●募集人数：１５名程度 

●参 加 費：無料 

●持 ち 物：のこぎり、剪定ハサミ等の道具 

作業ができる服装 

●申込〆切：１１月１日（月） 

●申込み・問合せ先：五箇公民館 

 

幸齢者ふるさと学園 

 

 

 

 

アメリカの秋の祝日「サンクスギビングデー

（感謝祭）」では家族でパーティーをします。

感謝祭にちなんだ工作やアメリカのパーティ

ーゲームで一緒に楽しみましょう！ 

●日  時：１１月１４日（日） 

１４：００～１６：００ 

●場  所：隠岐島文化会館 集会室 

●内  容：パーティーゲーム 

●講  師：カトリーナ・キリンジャーさん 

      （ジオパーク推進協議会） 

●対  象：小学生（保護者も参加可） 

●募集人数：２０名程度  

●参 加 費：無料 

●申込〆切：１１月１０日（水） 

●申込み・問合せ先：中央公民館 

 

幸齢者ふるさと学園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家族で受験し合格された場合、個別の合格証書に加えて家族合格表彰状  

が送付される「家族受験表彰制度」があります。 

●日  時：令和４年１月２９日（土） 

１４：００～（１３：４０集合） 

●会  場：布施公民館 

●申込〆切：令和３年１２月２１日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

●そ の 他：受験勉強に関しては個々の自主学習になります 

が資料や検定料・検定時間等わからないことが 

あればお気軽にお問い合わせください 

●申込み・問合せ先：布施公民館 

 

アメリカのパーティー 

サンクスギビングデー体験 

お子さんと一緒に、目標の「級」を目指してみませんか？家族とがん

ばることで子どもたちのやる気アップ♪年々受験される親子が増え

ています！中高生も、頭の体操に挑戦される大人の方も大歓迎です。 

 

級 レベル 

２級 
高校卒業・大学 

一般程度 

準２級 高校在学程度 

３級 中学校卒業程度 

４級 中学校在学程度 

５級 小学校６年生修了程度 

 

 

 

 

 

９月１６日（木）布施公民館にて「アロマ

スプレー作り講座」を開催しました。６月の

「ハーバリウム作り」の際、参加者の方々が

アロマにも関心を持っておられるとわかり 

今回も石川昭美さん（アロマテラピーインス

トラクター）に協力して頂きました。 

８名の参加者の皆さんは、最初にアロマに

ついて勉強した後、実際にアロマスプレーを

作ってみました。気になる悩みごとに分類さ

れた色々な香りの中から好みのものを選ぶ時

も、終始和やか 

な雰囲気で、と 

ても楽しそうで 

した。 

アンジェイキ 

級 レベル 

６級 小学校５年生修了程度 

７級 小学校４年生修了程度 

８級 小学校３年生修了程度 

９級 小学校２年生修了程度 

１０級 小学校１年生修了程度 

 

アウトドアで使える！簡単燻製体験 

軽スポーツ大会 

都万公民館 

布施公民館 

ポーランドの楽しい占いパーティー 

 



中 中央公民館（2-0003） 教 隠岐の島町教育委員会（2-2126）ア 隠岐の島町総合体育館（3-0025）
布 布施公民館（7-4314） 役 隠岐の島町役場（2-2111） プ 隠岐の島町屋内温水プール（2-7117）
五 五箇公民館（5-9011） 文 隠岐島文化会館（2-0237）
都 都万公民館（6-2273） 図 隠岐の島町図書館（2-2341）

教 教 文 教 教 中 大人のふるさと学習会

文 文 五
図 ミニ図書館まつり（10:00～）

　
中五文ア 五 　 　
図 プ

中 大人のふるさと学習会 教 教 教 教 古文書講座（19:00～ 文化会館） 教 図 隠岐アゴラ（14:30～）
（10:30～ 隠岐島文化会館）

図 ミニ図書館まつり（10:00～） 五

ア 第73回全隠岐駅伝競走大会
中五文ア
図 プ

　 　
中 教 教 教 教 五

（14:00～）
図 はじめてのえほん（10:30～） 五

図 コグニサイズ教室（14:00～）
中五文ア

ア 図 プ

ア みんなが主役のオペラ 愛の妙薬 教 教 教 中
（15:00～） （14:00～）

文 映画「竜とそばかすの姫」
ア 西郷地区体育協会長杯 ①13:30～ ②19:00～

バスケットボール大会
中五文ア
図 プ

中 教 教

文 映画「竜とそばかすの姫」

図 はじめてのえほん（10:30～）
中五文ア

ア 図 プアリーナ杯9人制バレーボール大会

サンクスギビングデー体験

第3回 RC CAR MEETING in隠岐の島

アンジェイキ（14:00～）

　　大人のふるさと学習会
演題：山陰最後の殿様と隠岐騒動
日時：11月6日（土）13:00～
　　　五箇生涯学習センター
　　　11月7日（日）10:30～
　　　隠岐島文化会館
講師：山口信夫
主催：隠岐の島町歴史文化交流推進協議会
　　　 隠岐の島町中央公民館
　　　 隠岐の島町教育文化振興財団

①10:00～ ②13:30～ ③19:00～

衣装ワークショップ（13:00～）

舞台づくり実践研修（17:30～）

ステージテクニカルアカデミー2021オペラin隠岐

舞台づくり実践研修（17:30～）

夜間休館日
休館日

放課後子ども教室
（西郷・中条・有木・北小・五箇・都万）

放課後子ども教室（磯）

休館日

夜間休館日
休館日

夜間休館日
休館日

若潮29

ステージテクニカルアカデミー2021オペラin隠岐

舞台づくり実践研修（17:30～）

放課後子ども教室（有木）

放課後子ども教室（有木）

放課後子ども教室（有木） 簡単燻製＆おいしいコーヒーの淹れ方講座

（13:00～ 五箇生涯学習センター）

「ジオパークスポット巡り」（9:00～）

幸齢者ふるさと学園
「庭木の手入れ教室」（9:00～）

放課後子ども教室（磯）

放課後子ども教室（磯）

放課後子ども教室（磯）

放課後子ども教室（五箇）

放課後子ども教室（五箇）

放課後子ども教室（五箇）

夜間休館日
休館日

夜間休館日

放課後子ども教室（有木）

小潮

日 月 火 水 木 金 土
文化の日中潮 中潮 大潮大潮大潮1 32

小潮 30

小潮26 2724 25中潮 中潮

（西郷・中条・有木・北小・五箇・都万）

放課後子ども教室

勤労感謝の日

大潮中潮 18 大潮 19
五箇の作品展示会（～26日まで）

28

8

15 17

中潮中潮中潮

幸齢者ふるさと学園

7

14

21 大潮 22 中潮 23 中潮

放課後子ども教室
（西郷・中条・有木・北小・五箇）

放課後子ども教室
（西郷・中条・有木・北小・五箇・都万）

ステージテクニカルアカデミー2021オペラin隠岐

習字教室（19:30～）

放課後子ども教室（都万）

20

習字教室（19:30～）

オペラの基礎知識（14:00～）

大潮長潮 中潮16
休館日

休館日

9 10 小潮

（西郷・中条・有木・北小・五箇）

（8:40～ 空港ふれあい公園スタート）

休館日

休館日

各行事 問合せ先一覧

若潮

11

長潮

中潮 小潮

※新型コロナウイルス感染状況により
　予定が変わる場合があります。

13小潮12

64 大潮 5

放課後子ども教室

休館日

2021年

●ぼくのがっこう（鈴木のりたけ）

●うまれてきてくれてありがとう（にしもとよう）

●家にいるのに家に帰りたい（クォン・ラビン）

●ESSE（月刊誌）

●オレンジページ（月刊誌）

※五箇公民館図書室開館時間（8:30～22:00）

月曜日のみ（8:30～17:00）

●得するごはん（得する人損する人）

●媚びない力（杉良太郎）

●終わった人（内館牧子）

●彼が泣いた夜（内田春菊）

●ライヴ（山田悠介）

●ちきゅうのなかみ（夏崎夏海）

●コンビニたそがれ堂（村山早紀）…他

※隠岐の島町図書館から１００冊入替えました。是非ご利用ください。

図
書
コ
ー
ナ
ー

●Ｎ（道尾秀介）

●喜ばれる人になりなさい（永松茂久）

●月夜の森の梟（小池真理子）

●10代のための、もしかして摂食障害⁈

と思った時に読む本（おちゃずけ）

●つまみメシ（リュウジ）

●私でもスパイスカレー作れました！（印度カリー子）

●老けない美容、老ける美容（神崎 恵）

ミニ図書館まつり
●11/6（土）

ミニリサイクル市 10:00～17:00

おたのしみおはなし会 10:30～11:00

DVD上映会「映画すみっコぐらし」14:00～15:10

●11/7（日）

ミニリサイクル市 10:00～16:00

はじめてのえほん 10:30～

DVD上映会「トムとジェリー」14:00～15:00

※おたのしみおはなし会とDVD上映会は前日

までに申し込みが必要です。（定員20名）

そのほか展示もぜひご覧ください。

〇陶美会 作品展 11/6～11/30

〇昔の教科書展 11/2～11/30

〇タバコのパッケージ展 11/2～11/30

コグニサイズ教室
隠岐病院の加藤一朗先生とコグニサイズをしてみま

せんか？コグニサイズは脳と身体の機能を効果的に

向上させ認知症予防が期待される運動です。

●日 時：11月14日（日）14:00～15:00

●場 所：図書館研修室

●申込先：図書館（2日前まで、定員15名）

●共 催：隠岐保健所、隠岐の島町役場、隠岐病院


