
 

  

 

 

公民館つな GO!ウォーク 

７月２２日（金）と２８日（木）都万公民館に

て都万小学生を対象に宿題教室を開催しました。 

しっかり宿題をした後に、２２日はスライムや

プラバン作り、２８日は国際交流員のラチンス

カ・イザベラさんを講師にお招きし、ポーランド

の切り絵をして、楽しく学ぶ時間を過ごしまし

た。 

 

●日  時：１０月１日（土） 

      １０：００～（受付９：３０～） 

●場  所：五箇生涯学習センター 

●講  師：石川昭美さん 

●内  容：カレイドフレームを作ります！

自分で好きなお花を選び、 

グルーガンで接着します。 

●募集人数：先着１０名 

（幼児・小学生低学年は保護者同伴） 

●参 加 費：１名につき１，５００円（材料費） 

●申込〆切：９月１３日（火） 

●申込み・問合せ先：五箇公民館 

８月８日（月）五箇町民プールにて「きっずスイ

ミング体験」を行いました。９名の子どもたちは水

の中での姿勢、バタ足等丁寧な指導を受け、一生懸

命取り組みレベルアップできました。「およげた！」

「できたよ！」と嬉しそうに教えくれ、達成感を味

わえたのではないかと思い、こちらも嬉しく感じま

した。最後に練習の成果を講師の先生に発表し、修

了証を受け取り、無事に体験を終えることができま

した。 

 

中央公民館 

７月１４日（木）隠岐島文化会館にて「隠岐養

護学校ボッチャ講座」を行いました。隠岐養護学校

では、東京パラリンピックで注目を集めたボッチャ

を広める取り組みを行っており、今回は公民館職員

等を集めて講座を開き、生徒たちと競技を楽しみま

した。誰でも楽しめるボッチャが町内で広まること

で、生徒たちが卒業後も地域に参加しやすく、共生 

●日  時：９月２５日（日）（雨天中止） 

９：３０～（受付９：００） 

●集合場所：旧飯田小学校駐車場 

●コ ー ス：飯田・東郷地区内を 

ウォーキングします。 

●参 加 費：無料 

●持 ち 物：飲み物、タオル、帽子等 

●共  催：役場保健福祉課 

      隠岐の島町スポーツ推進委員 

●問合せ先：中央公民館 

 

都万公民館 

社会を実現したいと言う

狙いを先生方から説明さ

れました。皆さんも気軽に

ボッチャを楽しみません

か。 

刺繍で使う「刺繍枠」をキャンバスに

した人気のフラワーアレンジメントで

す！玄関や壁にかけたり、棚に立て

掛けたりと飾り方も幅広いですよ♪ 

五箇公民館 

●日  時：１０月２日（日） 

１４：００～（受付１３：４５～） 

●場  所：都万公民館 

●講  師：石川昭美さん 

（アロマテラピーインストラクター） 

●内  容：香り（アロマテラピー）の講座の後、

自分の好きな香りでアロマスプレー

作り 

●募集人数：先着１０名 

●参 加 費：１，０００円（材料費） 

      ＋1本追加ごとに５００円 

●申込〆切：９月２２日（木） 

●申込み・問合せ先：都万公民館 

 

布施公民館 

８月８日（月）～１０日（水）中村ものづくり学

校にて「なつやすみ宿題お助け広場」を開催しまし

た。夏休み中の子どもたちと地域の大人がつながる

居場所づくり、また勉強に向かうきっかけづくりと

して企画しました。 

小中高生延べ１４名が参加し、もくもくと宿題に

向かっている姿に感心しました。大人の人にわから

ないところを教えてもらったり、勉強の仕方のヒン

トをもらうなど、有意義な時間になったと思います。 

残念ながら出席出来

なかった子どもたち

も、次回はぜひ参加し

てほしいです。 

隠岐ジオパーク推進機構や教育委員会と布施

公民館では、布施春日の浦の浜にわずかに自生す

る貴重種、ハマナスを絶やさないための活動をし

ています。 

その一環として、８月１日（月）夕方、地域有

志の皆さんとハマナスのまわりの草刈り作業を

行いました。砂浜に広がりつつあるハマナスの株

にはびこるつたなどの草を一つ一つ丁寧に手作

業で取り除いていきました。 

今後は、ビーチフェスタが行われる際に地域の 

皆さんとハマナスの

学習をし、秋以降には

北小学校児童も加わ

り、種子の採取、植付

けを行う予定です。 

 

色々な香りを楽しもう 

布施公民館 

好みに合わせて自分だけのスプレーを作りましょう。 

アロマをあなたの生活に取り入れてみませんか？ 

 



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） 図 隠岐の島町図書館（2-2341）
都 都万公民館（6-2273） 文 隠岐島文化会館（2-0237）
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●ま、いっか！（サトシン）

●わたしがあなたを選びました。（鮫島浩二）

●小さな悪い本（マグヌス・ミスト）

●落としもの（横田 創）

●ESSE（月刊誌）

●オレンジページ（月刊誌）

●３分クッキング（月刊誌）

●すてきにハンドメイド（月刊誌）

●あまり布で作ろう！手作り小物２２２

●ちくちく和小物（松下純子）

●島大病院ちょっと気になる健康【１】（島根大学医学部付属病院）

●俳句ステップ！（おおやなぎちか）

●はじめよう！ソロキャンプ（森 風美）

●あみちゃんの魔法の言葉（ふじもとみさと）

●きょうりゅうオーディション（たしろちさと）

※島根県立図書館から２００冊入替えました。是非ご利用ください。

●母に習えばウマウマごはん（小栗左多里）
●いい歳旅立ち（阿川佐和子）

●一つの顔、二人の女（アン・メイジャー）
●戦国武将国盗り物語（童門冬二）
●黒い天使になりたい（谷村志穂）

●ねじまき鳥クロニクル【第1・2・3部】（村上春樹）
●はやくはやくっていわないで（益田ミリ）...他
※隠岐の島町図書館から200冊入替えました。是非ご利用ください。

9月17日（土）は開館時間を21時まで延長し、

「よるとしょ」を開催します。

19時からは隠岐高校吹奏楽部による

ミニコンサートを予定しています。（30分程度）

ぜひお越しください。

ジムグリ（地潜）は、シマヘビやアオダイショウなどと同じナ

ミヘビ科に属している半地中性のヘビ。日本の固有種で派手な見

た目とかわいい顔が知られていますが、その姿を見たことがある

人はとても少ない珍しい蛇ヘビです。（無毒）

日本しか生息しておらず、北海道から九州まで幅広く分布して

いて、国後島や伊豆大島、隠岐や壱岐、屋久島や種子島などの島

嶼部にも分布している。

館長の今月の１枚 ジムグリ（地潜）


