主な内容
夏だけじゃない！秋の隠岐の観光は
サイクリング！
今月の表紙】離島甲子園in佐渡
８月23〜25日にかけて新潟県佐渡市で離島甲子園が開催され､

2022
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隠岐の島あんやらーずが参加しました。
詳細はP5で紹介していますので、ご覧ください。

自転車を持っていなくても！
レンタサイクルが利用できます

７月から新たな取組開始
スポットを自転車で巡る
﹁チャリゴー！﹂

受け付けの様子

隠岐の島町観光協会で借りること
ができるレンタサイクルを活 用した
新たな取組である﹁チャリゴー﹂を始
めました︒
この﹁チャリゴー﹂は︑町 内 各 所で
設定されているスポットへ行き︑携帯
電 話を利 用し︑
スタンプを集めるも
のです︒
スタンプは ︑５ 個 集 めるとステッ
カー︑
７個集めるとアクリルキーホル
ダーを景品として受け取ることがで
きます︒
チャリゴーオリジナルキャラクター
もいますので︑ぜひゲットしてみてく
ださい︒

スポットに近づくと
スタンプが押せます

﹁サイクリングをしてみたいけど︑
自転車を持っていない …
︒﹂という方
でも気 軽にサイクリングが楽しめる
よう︑町内でレンタサイクルが利用で
きる場所があります︒

②折り畳み式タイプ

隠岐の島町観光協会

④Ｅｂ
ｉ
ｋｅタイプ

隠 岐 ジオゲートウェイ１Ｆ
︵隠岐汽
船横︶

①普通自転車タイプ

■自転車は４タイプから選べます！

それぞれに特 徴がありますので︑
ご自 分にあった自 転 車を見つけてみ
てください︒

③電動自転車タイプ

オリジナルグッズ

ȡ۷ފٛŕŐőŊńŔȡ
○ローソク島遊覧船、運航期間延長
今年はローソク島遊覧船の
運航期間が11月末までと延長に
なっています。
島民の方も乗ることができますので、
この機会に奇跡の絶景をご覧ください。
※事前予約制となります。
詳しくは観光協会へお問い合わせください。

○オリジナルアクセサリーづくり
「SeaJewelry体験」
隠 岐 の 海で拾ってきた
シーグラスで、
ピアスやイヤ
リングなどのオリジナルアク
セサリーを作ることができま
す。
予約制となりますので、
ま
ずはお問い合わせください。
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○世界でここだけのガチャ
「おきっぽ！
？」
島後のひとならうなずく？？
島のあるある風景を、観光
協会の職員がデザインし、世
界に１つしかないガチャガチャ
にしました。
隠岐ジオゲートウェイにあ
ります。
１回／￥３００

隠岐の島町観光協会へのアクセス
【住所】
〒685‐0013
隠岐の島町中町目貫の四
61番地（ジオゲートウェイ１階）
【営業時間】8：00〜19：00
【TEL】08512‐
２
‐
０７８７
◀ホームページ

外観写真
◀インスタグラム

夏だけじゃない！秋の隠岐の観光は

サイクリング！
町では、
アウトドアアクティビティに力を入れて、観光振興に取り組んでいます。その中でも春〜秋にかけて楽しむこ
とができるサイクリングを今回はご紹介します。
自転車での観光は、
「達成感」、｢新たな出会い」、
「自然を肌で感じる｣など、色々な魅力があります。隠岐ならでは
の高低差のある道を走った先にある目的地には、感動が待っているはずです。
島外の方は、観光で。島内の方は、新たな趣味、健康のための運動としていかがでしょうか？同じ道でも、
いつもと一
味違った景色を感じることができるはずです。

レンタサイクルを活用した観光振興を！
隠岐の島町観光協会

井﨑

遥さん

こんにちは、隠岐の島町観光協会の井﨑と申します！
普段は西郷港の隣の隠岐ジオゲートウェイで観光のお客様をご案内しております。
休みの日は基本お家にいて、寝たり起きたりして過ごすんですが、そうやって過ごした1日の最後に
は、なんかもったいなかったな〜と思って、夕方意味もなく近所に散歩に行ったりします。「休みの日
何してるの？」って聞かれても困っちゃうんですよね。皆さんはどうですか？休日ドライブに行ったり
しますか？お家でまったりしますか？もし、よければサイクリングスタイルで町内を回ってみてくださ
い！！
普段と違う目線で見る町の景色、初めて乗るタイプの自転車に挑戦したり、
いつも行かない道を通ってみたり…自転車って小回りが利くから、近場を回る
だけでもかなり楽しいんですよね。
観光の方にも、島民の方にも気楽にサイクリングを楽しんでもらおうとスタ
ンプラリーを企画しました！ぜひ自転車をレンタルして、たくさん寄り道し
て、隠岐の風を体感してみてください！
ついでにステッカーとキーホルダーももらえるのでお得ですね^^

Okinoshima

2

まち

牛突き夏場所大会
8月15日（月）、隠岐モーモードームで夏場所牛突き
大会が開催されました。
大会では、引き分け５番と勝負１番の取り組みが行わ
れました。
４年ぶりの開催となり島内外から多くの観客が訪れ、
牛同士が激しくぶつかり合う迫力ある戦いに、大きな拍
手が沸き起こりました。

8/15
白熱した取組に盛り上がる会場

夏季ジェット就航
３年ぶりに8月1日〜8月31日にかけて、隠岐世界ジオパーク空港
と大阪国際空港を結ぶ大型ジェット機(165席)が運航し、1日に初
便セレモニーを行いました。この日は、隠岐の島町商工会女性部
による「しげさ踊り」が披露され、乗客の皆さんを賑やかに出迎
えました。また、隠岐から搭乗された乗客の皆さんには感謝の気
持ちを込めて、ＪＡＬのハンドタオル等が贈られました。
31日は最終便行事として、搭乗してきた乗客の皆さんに隠岐藻
塩米を進呈し、本年の最終運航を終えました。
しげさ踊りによる出迎えの様子

離島甲子園in佐渡

のできごと

令和３年度及び令和４年度成人式

新型コロナウイルス感染症の流行により、延期と
なっていた隠岐の島町成人式が３年ぶりに隠岐島文化
会館で開催されました。令和３年度及び令和４年度の
式典が午前午後に分かれて執り行われ、令和３年度は
29人、令和４年度は68人が出席し、成人としての新
たな門出を祝いました。
式典では、池田町長が「本日の成人式を機に、今一
度自分を見直され、心も新たに、更なる飛躍を目指し
て精進されますことを期待します」と激励の言葉を贈
りました。
また、新成人を代表して、林知希さんと増本悠磨さ
んが誓いの言葉を述べました。
例年行われていた交流会は、新型コロナウイルス感
染防止の観点から中止となりましたが、式典終了後も
懐かしい顔ぶれが集まると、写真を撮り合ったり、近
況報告をし合ったりするなど、友人との再会を喜ぶ姿
が見られました。皆さまのこれからのご活躍を心より
お祈りいたします。

令和３年度

全国の離島から23チームが参加して第13回全国離島交流中学生野球大会が、3年ぶりに新潟県佐渡市で
開催されました。この大会は、全国の離島が野球を通して、 島 と 島 の交流を図り、思う存分力の
限り闘い、少年少女達の夢づくり、人づくりを行い、島の活性化を図ることを目的としています。本町か
らは町内中学校から10名の選手に参加いただき大会に臨みました。試合結果は、惜しくも準々決勝で奄美
市選抜（鹿児島県）に敗れ、ベスト8でしたが、選手たちは、コロナ禍、酷暑の中での長期間に渡る練習を
通して、一層たくましく成長し、大会中にあっても、他チームに臆することなく堂々とプレーする頼もし
い姿を見せてくれました。

優勝チーム】

試合結果】
１回戦：種子島中学校（鹿児島県）４ー１
２回戦：三宅島中学校（東京都）

令和４年度

勝利

祝いとして披露された隠岐太鼓

来年度開催地】

不戦勝

鹿児島県奄美大島

令和４年度代表
増本 悠磨さん
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今という先の読めない激動
の時代を歩んでいける︑切り
開いていける大人になれるよ
う一生懸命努力し︑これから
の人生を全うしたいと思いま
す︒

敗退

新成人代表あいさつ（一部抜粋）
ふるさと隠岐の島を忘れる
ことなく︑両親︑地域社会の
方々へ感謝の気持ちも忘れず
皆様の期待にお応えできるよ
う︑一生懸命努力していきま
す︒

準々決勝：奄美市選抜（鹿児島県）２−７

佐渡市中学校１・２年生選抜

令和３年度代表
林 知希さん

Okinoshima
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‐純アルコール20ｇとは？‐（下のいずれか）

電話 ２ 8-562

焼酎(35％)
0.5合90ml

日本酒(15％)
1合180ml

チューハイ(７％)
1缶350ml

ウイスキー(43％) ワイン(12％)
ダブル1杯60ml グラス2杯240ml

AUDIT
チェックシート
QRコード

〜これから旬をむかえる秋の食材〜

「さつま芋と豚肉のみそ煮」
＜材料（４人分）＞ ・豚ばら薄切り肉
・さつまいも

＜作り方＞

150g
１本(約250g)

・いんげん

3〜4本

・サラダ油

小さじ1

煮汁
・水

(

・砂糖、みそ

1/2カップ
各大さじ1と1/2

・しょうゆ

【1人分】エネルギー:251kcal

小さじ1
塩分:1.0g

①さつまいもはよく洗い、皮つきのまま幅1㎝の半月切りにして水にさらしておく。
②豚肉は長さ3〜4等分に切る。いんげんは塩（分量外）茹でして水にさらし、ひと口サイズに切る。
③フライパンにサラダ油を熱し、豚肉が重ならないように入れ、両面を焼く。
みそを加えることでほのかな甘みとコ
クが加わった煮物です。
冷めてもおいしい煮物なので、朝ごは
んやお弁当のおかずにもおすすめです。

７
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こんがりと焼き色がついたら、水気をきったさつまいもを入れ、炒め合わせる。
④さつまいもの縁が透き通ってきたら、煮汁を入れて弱火にし、ふたをする。こげないように時々混ぜ
ながら、柔らかくなるまで８分ほど煮る。器に盛りつけ、いんげんをのせる。

〜隠岐の島町健康づくり推進協議会食生活部会

8/18

担当：役場保健福祉課〜

写真集「遥かなる隠岐」の寄贈

令和4年8月18日に旧布施村出身で、ますだ眼科クリニック顧問医であ
る枡田一男様（松江市在住）より、ご自身が10数年かけて撮影された隠岐
の貴重な祭り風景などを収録した写真集「遥かなる隠岐」を寄贈していた
だきました。
枡田様は、昭和40年〜50年代にかけて、五箇診療所の診療医や隠岐病
院の指導医を勤め、隠岐の地域医療に貢献されました。
こちらの写真集は、隠岐の島町図書館でご覧いただけます。

8/20

のある飲み方かどうかを確かめる﹁ＡＵＤＩＴ ｣
のチラシを３種類作成しています︒隠岐保健所
︵健康・医療︶分野のホームページにも掲載し
ており︑左のＱ Ｒコードを読み取ると︑チラシ
の一部が表示されます︒飲酒行動の振り返りに
是非ご活用ください︒実際のチラシが必要な方
は︑役場保健福祉課までお問い合わせくださ
い︒

■お問い合わせ先
役場保健福祉課健康係

図①】国が推奨する1日あたりの飲酒量
適度な飲酒量＝男性20ｇ、女性10ｇ
ビール(5％)
中瓶1本500ml

健康づくり通信

30

いつまでも健康で︑お酒を楽しむために

お酒はコミュニケーションを円滑にする︑気
分が良くなる等の良い影響を与えます︒しかし
過度な飲酒により︑体の病気や自分で飲酒をコ
ントロールできない﹁アルコール依存症﹂で苦
しむ方もおられます︒いつまでも健康でお酒を
楽しむため︑自身の飲酒習慣について考えてみ
ましょう︒
隠岐の島町の飲酒の現状
町が令和元年度に実施した健康行動調査で
は︑全体の約３割がほぼ毎日飲酒をしており︑
そ の う ち 約 ４割 が 多 量 飲 酒 者 ︵ １ 日 ２ 合 以 上 飲
む方︶でした︒年代別では︑ 〜 歳代のいず
れも３割以上︑中でも 〜 歳代は５ 割 以 上 の
方が多量飲酒の傾向があります︒女性より男性
に飲酒習慣のある方が多い状況です︒
適度な飲酒ってどのくらい？
適度な飲酒量は図①の通りです︒加えて週 ２
日の休肝日で肝臓を休ませると︑病気の発症原
因を減らすことにも繋がります︒﹁家族の飲酒
が気になる﹂﹁自分で飲酒習慣を変えられない ｣
等︑お酒の困り事はありませんか？病院・保健
所・役場保健福祉課等︑町内にも相談できる機
関があります︒健康で長くお酒を楽しむため︑
飲酒習慣を振り返り見直す︑相談する等の一歩
を踏み出しましょう︒
チェックシートで適切な飲酒か確認！
隠岐圏域健康長寿しまね推進会議︵わくわく
部会︶では︑自身の飲酒習慣を振り返り︑問題
20

Part
51

あさとしょ

8月20日（土）に図書館イベント「あさとしょ」を開催しました。
午前８時の開館と同時に、ラジオ体操を図書館前の駐車場で行いまし
た。隠岐の島町スポーツ推進委員による隠岐祝い音頭を使った民謡体操も
好評で、大人も子どもも楽しみました。
10時と3時には地元協力者によるお菓子・パンの販売が行われ、イベン
トを大いに盛り上げました。
また、同時開催中の郷土の貼り絵作家 安部明子絵本原画展を多くの方が
鑑賞され、故郷の美しさを見事に表現した貼り絵作品に見入っていました。
図書館の利用者の方も、普段図書館を利用されていない方も、７００人
を超える方が来館され、いつもと違う雰囲気の図書館を楽しんでおられま
した。

8/25

竹島を記載した昭和初期の隠岐の観光
パンフレット等の複製版の展示

隠岐の島町では、公益財団法人日本国際問題研究所から、竹島
を記載する昭和初期の隠岐の観光パンフレット及び観光地図、計
3点の資料を撮影した写真データの提供を受け、その複製版を8
月25日から隠岐の島町久見の久見竹島歴史館で展示しておりま
す。
◆展示期間
令和4年8月25日〜令和5年3月31日
◆展示場所
久見竹島歴史館 （隠岐の島町竹島資料収集施設） 隠岐の島町久見佃311番3
◆展示する資料の資料名
（1）「隠岐」島根観光協会発行、昭和11（1936）年 頃
（2）「最新版 隠岐島全図」、隠岐観光協会編、隠岐堂発行、昭和14（1939）年 頃
（3）「隠岐」隠岐汽船株式会社発行、昭和15（1940）年 2月
※（1）と（3）は隠岐の観光パンフレット
3点の資料は、島根観光協会の『島根めぐり』、鉄道省の『日本案内記中国・四国編』に続いて発行さ
れた、隠岐の観光パンフレット、観光地図にあたり、島根観光協会や政府発行の観光ガイドブックだけで
なく、地元で発行された隠岐の観光パンフレット、観光地図でも、竹島が隠岐の名勝地の一つとして紹介
されており、竹島の存在が国内で広く認識されていたことの意義は大きい。ちなみに韓国側では、日韓で
竹島問題が起きる1950年代以前に、竹島を記した地図は 1 枚も発行されていない。
（解説：舩杉力修島根大学法文学部准教授）
Okinoshima
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隠岐の島町教育委員会事務局
電話2 2-206︵代表︶

※写真右から
坂田秀太さん
小平健太さん︑池田陽翔さん
西尾琉玖さん︑大谷新太さん
大谷 漣さん︑池田大晴さん

※写真右から
足立七星さん
西尾瑠杏さん︑西藤心彩さん
池田璃音さん

お家の整理等の際、不要な本がありましたら、ぜ
ひ図書館へ寄贈してください。隠岐に関する本・古
い新聞・映像資料などは特に歓迎します。

ては︑朝一番から森に出る︑入れ
物が枝編みの籠ではないとダメな
ど︑決まり事がたくさんありま
す︒狩ったキノコもすぐ調理せ
ず︑干したものをクリスマス料理
に使う人が多いです︒他には︑人
気の季節の工作として︑クリ︵ど
んぐり︶人形作りもあります︒子
どもたちは︑散歩で拾ったりし
て︑家に持ち帰ってきた＊クリと
どんぐりを爪楊枝で繋げて︑楽し
んでいます︒
また︑夏ではなく︑９月〜 月
頭に休暇をとって︑旅行に出かけ
る人もいます︒ポーランドの初秋
はハイキングと登山に向いている
とよく言われていますので︑それ
らが好きな人たちはポーランド南
部にある山などで﹁黄金の秋﹂を
満喫しています︒
ポーランドの﹁黄金の秋﹂はこ
のような感じです︒将来機会があ
れば︑その魅力を味わってみませ
んか？
＊ポーランドのクリは食べられな
い種類です︒

本の寄贈について

書道展
●開館時間午前10時〜午後6時 ●休館日
（月曜日・第3日曜日）
※祝日が月曜と重なった場合は開館し、翌日は休館

脇田泰造
電話08512-2-2341 Fax08512-2-9198

館内での活用のほか、公民館や施設、リサイクル
市などで配布することがあります。寄贈後の取扱い
は図書館にご一任ください。
隠岐の島町図書館

西郷中学校柔道部の皆さん(男子)
西郷中学校柔道部の皆さん(女子)

︻相撲︼
８月 日︵土︶〜 日︵日︶北
海道で開催された︑第 回全国中
学校相撲選手権大会に︑五箇中学
校 ２年 生 の 山 口 晴 大 さ ん と １年 生
の坂田力也さんが島根県代表とし
て個人戦に出場を果たしました︒
残念ながら予選突破はなりませ
んでしたが︑自分たちより体格で
勝る相手にもひるむことなく挑み
ました︒今後につながる貴重な経
験となりました︒
21

25

町内の中学生が全国中学校
体育大会に出場！

５ 月 と７ 月 に 開 催 さ れ た 全 国 大
会の島根県予選において︑町内の
中学生が各競技で優秀な成績をお
さめ︑全国中学校体育大会へ出場
しました︒
︻剣道︼
８月 日︵金︶〜 日︵日︶北
海道で開催された︑第 回全国中
学校剣道大会に︑西郷中学校３年
生の堤彩香さんが島根県代表とし
て出場を果たしました︒
一回戦で愛知県代表選手に惜敗
したものの︑最後まで諦めず︑緊
張感のある試合を展開することが
でき︑貴重な経験となりました︒

50

︻柔道︼
８月 日︵月︶〜 日︵木︶福
島県で開催された︑第 回全国中
学校柔道大会に︑西郷中学校柔道
部のみなさんが団体戦および個人
戦において︑島根県代表として出
場を果たしました︒
男女ともに団体戦では︑予選突
破とはなりませんでしたが︑男子
個人戦 ㎏ 級において小平健太さ
んが全国5位︑ ㎏ 級においては
坂田秀太さんがベスト という素
晴らしい結果を残しました︒

ポーランド

波蘭新聞

10

20

22

8
Okinoshima
Okinoshima

9

ラチンスカ・イザベラ

10

52

53

16

町内在住・脇田泰造さんの書道展を開催します。
脇田さんは、広報「隠岐の島」の題字も書かれてい
る方です。美しい書の世界をお楽しみください。
期間：9月27日（火）〜10月23日（日）
場所：隠岐の島町図書館 展示コーナー
10

㉗

こんにちは！皆さん︑お変わり
なくお過ごしでしょうか？夏も残
すところあと僅かで︑秋分の日が
近づいてきましたので︑久しぶり
に季節の魅力について話したいと
思います︒今回はポーランドの
﹁黄金の秋﹂を紹介します︒
秋と言えば︑天高く馬肥ゆる季
節ですね︒ポーランドでも︑９月
日〜 月に当たる初秋は同じよ
うな感じです︒晴日が多く︑長そ
でや軽いジャケットだけで過ごし
やすく︑プルーンや西洋梨などが
ちょうど熟する時期です︒日本と
違うのは秋を連想する色です︒日
本の場合︑﹁紅葉﹂がありますか
ら真っ赤な葉っぱのイメージが強
いと思いますが︑ポーランドの場
合︑初秋に彩った葉っぱは黄色で
す︒そして︑この季節によくみら
れる︑暖かい日差しを浴びた黄金
の葉っぱの風景から︑ポーランド
人は９月〜 月を﹁黄金の秋﹂と
呼びます︒
季節の楽しみ方についてです
が︑キノコ狩りがその一つです︒
ポーランド文化の根強い習慣とし
23

佐々木家住宅保存修理事業
の完了について

13

66

佐々木家住宅は工事のため９月
日︵金︶まで休館し︑ 月から
開館する予定です︒
ぜひ︑皆様ご来館ください︒
■お問い合わせ先
隠岐の島町教育委員会社会教育課
電話 ２ ２-１２６
10

21

重要文化財佐々木家住宅は︑隠
岐の島町釜にある天保７ 年︵ １８
３６年︶に建てられた住宅です︒
平成 ４年に国の重要文化財︵建造
物︶となり︑かつての隠岐の生活
を伝える文化財として公開してい
ます︒このたび令和３年７ 月から
約 １年かけて行っていた︑保存修
理事業が完了しました︒
佐々木家住宅では︑平成 〜
年に建物の全解体修理工事を行い
ましたが︑それから約 年が経
ち︑屋根材の杉皮を交換する時期
となっていました︒あわせて多く
の方に来館いただく建物として︑
耐震性を確保する必要もあり︑屋
根を葺き替える保存修理工事と︑
建物の耐震補強を行うこととしま
した︒
保存修理工事では︑屋根全面の
杉皮とそれを押さえる竹を交換
し︑一部腐朽した木材を取り換え
ました︒耐震補強では︑建物内の
目立たない場所に鉄骨の柱を建て
て補強したほか︑屋根裏に建物が
揺れに耐えるための部材を新たに
加えました︒

30

52

20

五箇中学校
山口晴大さん(左)、坂田力也さん(右)

屋根の葺き替えを終えた佐々木家住宅
耐震補強のための鉄骨

西郷中学校 堤彩香さん

16

19

クリ人形
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所となることが私の野望です︒す
でに有名な白島祭りや武良祭りの
お手伝いはもちろんのこと︑さら
に色々なイベントを開催しようと
思っていますので︑ぜひ一緒に盛
り上がってもらえたら嬉しいで
す︒
まだまだ︑わからないことだら
けですが︑全力で隠岐の島を楽し
ませていただきます！どうぞ︑こ
れからよろしくお願いします！

戸籍
ご誕生

コーナー

︵氏 名︶ ︵地区︶︵保護者︶
濱田 陽仁
犬来
山根 将則

冨松 祐樹

城北町 濱田 雄馬

はるひと

冨松 柑仁
港町

な

えい た

かん じ

山根 永愛
大住 南々海 城北町 大住 遼
原田

要戸 勇人

要戸な 里み心
城北町 村野 武広

り な
みぎ ほ

村野 凪帆
池田

あん な

高橋 尊史

高橋 杏奈
ご結婚

︵氏 名︶
︵地区︶
夫 田中 雄一
都万
飯南町
妻 小村 美紗子
夫 川上 主税
都万
妻 松尾 葉子
出雲市
夫 三木 幸風
郡
妻 松田 真璃亜
郡
夫 升田 菊太郎
港町
津戸
ちひろ
妻 中野

おくやみ

︵地区︶ ︵年齢︶
歳
郡

小川 𠮷久

安部 光弘

竹本 フジミ

若林 タケコ

都万

大久

那久

小路

原田

歳

歳

歳

歳

歳

歳

︵氏 名︶
石川 昭仁

田中 一壽

西町

73 77 65 86 91 101 61

藤原 正巳
８
※月

日までの受付分︵敬称略︶
31

﹁生ごみ処理機を活用したご
み減量化及び再資源化に向け
た実証実験の開始﹂

︵
︵
︵
︵

家庭から出る生ごみの減量化︑
資源化を進めるためにパナソニッ
ク株式会社︑隠岐の島町婦人会と
連携して実証実験を行います︒実
証実験では皆様に家庭用生ごみ処
理機をレンタルしていただき︑乾
燥ごみにすることで︑ごみの減量
化を図り︑ごみ処理費用の負担軽
減を目指します︒
詳しい募集の内容については︑
9月8日発行のお知らせ便にて掲
載しておりますのでそちらをご覧
ください︒
パナソニック社製
家庭用生ごみ処理機

新しい地域おこし協力隊を
ご紹介します

ऊؖ՛ב֞ب
ԳՃՀՃՆ

きく動くことが少なくなっていた
都会の生活に不安を感じていた時
期でしたので︑ご縁あって隠岐の
島に来た時は︑想像を超える大自
然に心が躍りましたし︑島の皆さ
んの温かいコミュニケーションに
感動したことを覚えています︒
当時の私のように⁝都会に出て
はみたけれど︑毎日の生活に疑問
を抱いている方は沢山存在しま
す︒そんな人生に悩んでいる人た
ちに﹁隠岐の島の魅力を全力でお
伝えしたい！﹂﹁島に来たら都会
で悩んでいたことはどうでもよく
なる！と伝えたい！笑﹂そんな思
いから協力隊になりました︒
移住して2か月になりますが︑
今では︑朝から釣りに行って︑
釣った魚をさばいたり︑川で遊ん
だり︑ゴミ拾いをしてみたりと⁝
﹁隠岐の人より︑隠岐を満喫して
るね笑﹂と言ってもらえるように
なりました︒これからも︑自分自
身が隠岐ならではの経験をさせて
もらいながら︑多くの方に隠岐の
島の魅力をＰＲしていこうと思っ
ています︒
また︑主な活動場所としては︑
中村地区となります︒中村の広い
海水浴場や︑立派な松林︒廃校と
なった﹁ものづくり学校﹂など︑
魅力あふれる場所に関われること
がすごく嬉しいです︒多くの方に
協力︑応援してもらいながら︑中
村地域がどんな季節でも賑わう場

峵峭屌峔尷峓岾峓岾峘岯島

10
Okinoshima
Okinoshima
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はじめまして︒神奈川県からＩ
ターンで参りました五十嵐 早紀と
いいます︒中村地区の地域おこし
協力隊として7月から活動させて
もらっています︒以前は病院で理
学療法士として︑リハビリの仕事
をしていた経験があります︒その
後︑精神的な面でも多くの方のお
役に立ちたいと思い︑カウンセ
ラーとして独立して仕事をしてい
ました︒6000名を越える方の
相談にのるぐらいお話を聞くのが
大好きです︒ですので︑お気軽に
声をかけてもらえると喜びます︒
そんな私が地域おこし協力隊に
なったきっかけは︑﹁移住体験﹂
で2週間 隠岐の島に住んだ経験か
らです︒関東での生活はコロナ渦
の影響もあり︑人や自然に直接触
れることが少なくなっていまし
た︒便利ではあるけれど︑心が大

宏孰宰宲宧宲尷宷宲宦宲宷宲宦宲宱宱室宬宯
宲 宷宲宦宲宷宲
宯季

地域コーディネーター
五十嵐 早紀さん

ϙτϩքԽ
Խō
ōϪηφϧϱքԽ
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10 月

隠岐の島町行事予定

（通算第216号）
■編集／発行 隠岐の島町役場総務課広報広聴係
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地２ TEL
（08512）
2-2111
（代表）
FAX
（08512）
2-6005

広報隠岐の島 1０月号

〒685-8585

1

日

10月 生まれの
おともだち

土
はじめてのえほん 10：30〜11：00（隠岐の島町図書館）
「空の日」イベント
（隠岐世界ジオパーク空港）

2

日

日

3

日

月

4

日

火

5

日

水

年金相談 13：00〜16：00（役場本庁301会議室）

6

日

木

年金相談

7

日

金

8

日

土

隠岐アゴラ 14：00〜（隠岐の島町図書館）

9

日

日

はじめてのえほん 10：30〜11：00（隠岐の島町図書館）

10

日

月

スポーツの日

11

日

火

納付金時間外窓口 17：15〜19：00（役場本庁町民ホール
入口）

12

日

水

13

日

木

14

日

1

1

1

歳

歳

歳

9：00〜11：30（役場本庁301会議室）
やまと

白潟 大和くん（港町）

表紙題字

15

日

土

16

日

日

島根県総合防災訓練

17

日

月

行政相談 13：30〜15：00（都万支所）

18

日

火

行政相談

13：30〜15：00（五箇支所）

行政相談
食育の日

13：30〜15：00（布施支所）

脇田泰造氏
（下西）

水

20

日

木

21

日

金

22

日

土

23

日

日

24

日

月

25

日

火

26

日

水

2

2

歳

歳

笑顔が可愛いパワフル
健ちゃん♡

ゆめ

松田 優芽ちゃん（城北町）
おめでとう☆
優しいお姉さんになってね♪

ゆいと

岸根 由衣人くん（栄町）
ヨーグルト大好き♡
誕生日おめでとう！！

2

2

3

歳

歳

歳

えいと

つむぐ

山下 紡句くん（西町）
食いしん坊の三男坊♡
元気がいちばん！

はじめてのえほん 10：30〜11：00（隠岐の島町図書館）

我が家の大怪獣♡
誕生日おめでとう♡

1

3

島根

瑛大くん（下西）

毎日元気いっぱい！
2歳おめでとう♡

ひの

石橋 柊乃ちゃん（岬町）
わがままベビーひのちゃん♡
３歳おめでとう！

11月生まれの１〜3歳になる
お子さんを募集しています！

歳

｢広報隠岐の島」に、お子さんの
写真を掲載しませんか？
9月30日（金）
締切

れいじ

27

日

木

28

日

金

29

日

土

30

日

日

はじめてのえほん 10：30〜11：00（隠岐の島町図書館）

31

日

月

納付金時間外窓口 17：15〜19：00（役場本庁町民ホール
入口）
マイナンバーカード時間外窓口（町民課） 17：15〜19：00

東 怜治くん（栄町）
ピカチュー大好き♡
３歳おめでとう♪

※上記の催しは、
新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては変更
となる場合があります。

（ ）は先月との比較

（-7）人
人口 13,6３４
男

6,671（-2）人

女

6,963（-5）人

世帯数 7,087（-3） 世帯
15歳未満人口 1,518人 《11.1％》
65歳以上人口 5,657人 《41.5％》
○増 転入 24
○減 転出 18

出生 7 その他 0
死亡 20 その他 0

QRコード

編集後記

令和４年９月１日現在

■お申込み・お問い合わせ先
役場総務課広報広聴係 電話 ２-８５７２
jouhou@town.okinoshima.shimane.jp
▼９月になり︑秋を感じることができ
るようになってきました︒秋といえ
ば︑皆様は何を思い浮かべますか？▼
私は︑やはりスポーツの秋を思い浮か
べます︒秋は運動するのに︑最適な気
温のため︑暑くて動くことが億劫にな
らず︑少しは体を動かそうという気に
なれます︒ただ︑欠点を挙げるとすれ
ば︑日が短くなることです︒▼今回︑
秋といえばスポーツと言いましたが︑
季節関係なく︑体を動かすことが大切
だと思います︒秋をきっかけに体を動
かし始めてはいかがでしょうか？
︵Ｊ・Ｋ︶

人口と世帯数

【応募方法 】
以下の項目を明記し、お申込み下さい。

①お子さんの氏名（ふりがな） ②年齢 ③性別 ④住所
⑤保護者氏名 ⑥電話番号 ⑦メッセージ（20字以内）

▼風に少しずつ冷たさが加わり︑秋の
雰囲気が感じられるようになってきま
した︒▼今月はレンタサイクルについ
て紹介しました︒隠岐では車移動が当
たり前となっていますが︑あえて自転
車で景色をゆっくり見てみると︑新鮮
な気持ちになれるのではないでしょう
か︒▼隠岐はどうしても夏のレジャー
の印象が強いですが︑秋にも楽しめる
ことがたくさんあります︒新しい隠岐
の一面を見つけるきっかけ作りに︑一
度ジオゲートウェイに足を運んでみて
ください︒
︵Ｈ・Ｋ︶

隠岐の島町ホームページ：http://www.town.okinosima.shimane.ｊｐ/
代表メールアドレス：jouhou@town.okinoshima.shimane.jp

日

いつもパワフル(^^)
これからも笑わせてね♡

けんせい

認知症サポーター養成講座 14：00〜15：00（隠岐の島町
図書館）

りつき

門脇 律來くん（城北町）

歳

澤田 健生くん（有木）

金

19

我が家のアイドル大和くん
誕生日おめでとう！

りつ

村上 律斗くん（城北町）

