
第 51 号  （Ｒ1.11月 発行）

—伊野地区の人口—

（R1.10 月末現在）

男性…　597 人

女性…　666 人

合計…1,263 人

世帯数…417 世帯

 　爽やかな秋晴れのもと、今年度第２回目の伊野いちが開催されました。

地区内外からたくさんの方が来場され、新米やしじみ、鮮魚に野菜、メダ

カや焼き芋などお目当ての品を買うために行列ができていました。伊野小

５・６年生の皆さんも歌やおもてなし、焼き芋販売やアナウンスなどスタッ

フの一員として加わり、より一層伊野いちを盛り上げていました。おもて

なしコーナーでは新米のおにぎりとしじみ汁、漬物がふるまわれ、来場の

皆さんも満足そうでした。次回の開催が待ち遠しいですね。

伊伊 ちちいい野野

／10 17／10 17

岩成 瑞樹 くん

いわなり　　　　 みずき

男の子

令和元年 6 月 19 日生まれ
岩成　聡さん、淳子さん

（引木町内）

ーご家族から瑞樹くんへのメッセージー

よろしくね

兼折 侑奈 ちゃん

かねおり　　　　　ゆ　な

令和元年７月 12日生まれ
兼折　篤史さん、一世さん

（金森町内）

ーご家族から侑奈ちゃんへのメッセージー

元気にすくすく育ってね

女の子

伊野ふるさと探訪　Part16

「伊努神社」

　出雲国風土記に載っている

伊野地区唯一の神社です。祭

神は芦高神社の祭神の妻姫で

あるアメノミカツヒメノミコ

トです。このミコトは伊野と

いう地名の起こりに係ってい

ることが風土記に記されてい

ます。また、この宮の御神体

は榊の木で拝殿の後に玉垣に

囲まれています。神社の後に

小さな円墳があります。祭神

がここに祀られているという

ことです。

      （郷土史研究会　常松）

島根県議会中山間地域 ・離島振興特別委員会調査

　県内の中山間地域で行われている先進的な取組や地域の特色を生か

した取組等について現地に出向いて調査を行うもので、議員１２名、

随行者１８名、伊野地区からは１３名が参加しました。多久和自治会

長から現在の取り組みや課題等の説明の後、出発時間ぎりぎりまで質

問が続くなど、伊野地区の取り組みに関心を持っていただいたようです。

コミセン使用料一部改訂のお知らせ
　消費税増税に伴い 10 月 1日よりコミセン使用料が下記の通り一部改訂となりましたのでお知らせします。

部屋 使用料（１時間当たり） 冷暖房使用料（使用料の3割相当額）

大会議室 1,520 円 456円

講義室 500円 150円

調理室 300円

小会議室（和室） 500円 150円

＊１時間未満の端数が生じ

　た場合は、１時間として

　計算します。

　出雲市の防災訓練に併せ、被害状

況の把握を電話で確認するなど情報

伝達訓練を行いました。全国各地で

災害による被害が多発していること

から、今後は、地区独自の防災マニュ

アルの作成や防災訓練を実施する必

要を感じています。

防災訓練防災訓練 ／９ １／９ １

／10 15／10 15



　２年ぶりに壮年会主催の夏祭りが盛大に開催され帰省さ

れた皆さんも含めたくさんの来場者がありました。ひら

SON キッズの元気いっぱいのダンスで幕開け。ジュース早

飲み大会や大声大会、有志による歌の披露やワークキャン

プメンバーによる踊りの披露もあり会場は大いに盛り上が

りました。出店もたくさんあり最後は伊野音頭と抽選会、

大花火大会で締めくくりとなりました。２年後の夏祭りが

待ち遠しいですね。

　今年は、新しい試みとして、伊野小体育館で小学生たち

との寝泊まりや夏祭りでのパフォーマンスなど、大勢の人

と触れ合うことができました。民家ボランティアでは、日

本ならではの畳拭きやお墓掃除もあり、ボランティアたち

は興味津々。来年はあなたの家にボランティアを呼んでみ

てはいかがでしょうか。

国際ワークキャンプ国際ワークキャンプ
／ ８ ７／ ８ ７ ～13 ～13 夏祭り夏祭り

／ ８ 12／ ８ 12

　今年度最初の伊野ベーションは赤名地区の児童も迎えて海でいか
だづくりにチャレンジ！班に分かれて竹や木を組んでペットボトル
を付けていかだを制作。完成したいかだで宝探しとリレーを行い順
位を競いました。フリータイムではいかだを漕いで楽しんだり、自
由に泳いで海を満喫する子どもたちの姿が。たくさん遊んだあとは
流しそうめんでお腹を満たし大満足の子どもたちでした。ご協力い
ただいた皆さん、ありがとうございました。

伊野ベーション
 「いかだはいいかが？」

 
 「いかだはいいかが？」

／ ７ 14／ ７ 14

　壮年会および西地合町内会ならびに伊野ベー
ションに参加する児童と島大生で西地合海岸の清
掃活動を行いました。年々漂流物が増え今回もト
ラックいっぱいのゴミの量でしたが皆さんのおか
げできれいになりました。このあときれいになっ
た海岸で伊野ベーションも楽しく活動できました。
皆さん、お疲れ様でした。

海岸清掃 ／ ７ 14／ ７ 14

第51号 第51号

出雲市消防操法大会出雲市消防操法大会 出場

　出雲市消防団平田方面隊消防操法競技会が
開催され、伊野分団から５名の選手が代表し
て出場されました。団員の皆さんは６月から
週３日の訓練を行い、当日に臨まれました。
また団員の皆さんは火災が起きたときはもち
ろん、日頃から見回りや啓発活動を行い日々
私たちが安心安全に暮らせるようご尽力いた
だいています。私たちも火の元の始末には十
分に注意し、火災が起きないよう気を付けま
しょう。

／ ７ ７／ ７ ７

秋冬野菜作り講習会秋冬野菜作り講習会
　 浅野種苗店の方を講師にお迎えし、秋冬野菜

を上手に作るコツを学びました。参加者の皆さ

んはメモを取りながら熱心に聞いておられまし

た。今回学んだことを生かしておいしい野菜が

作れるといいですね。次回は春に夏野菜作り講

習会を開催予定です。

 ８ 28／ ８ 28

　 伊野地区には児童クラブがありません。そこで小学校の長期

休業中、地域の皆さんにご協力いただき平日の朝８時～夕方１７

時まで、児童館とコミセンのいずれかで子どもたちが過ごせるよ

う出雲市放課後子ども教室事業を活用し「いのっ子預かり」を実

施しました。地域の皆さんには子どもたちが自由に遊ぶなか、ケ

ガや危険がないよう見守りながら同時に遊び相手になっていただ

きました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

夏休みいのっ子預かり

　現在の伊野小児童数は４８名、PTA の数は

３７名と年々減少しており、小学校の校庭の

整備、夏休み中の児童のプール開放における

監視員の数など人出が不足しています。そこ

で地域の皆様によびかけたところ、ボランティ

アで草取りなどの環境整備やプール監視にご

協力いただき、保護者をはじめ、関係者一同

大変喜びました。皆様のご協力に感謝申し上

げます。ありがとうございました。

まちづくり
      フォーラム
まちづくり
      フォーラム
　１０年後の伊野の将来ビジョンを 7 つの部会に分か

れてまとめたものを発表。４０名の参加があり、誰も

が思い思いの部会を巡りながら発表を聴き、共感した

り、質問していました。次回のまちづくりフォーラム

は１２月 4 日 ( 水 ) 山崎亮さんを招いて今回発表した

伊野のまちづくりビジョン案について意見を頂く予定

にしています。みなさんの参加をお待ちしています。

／10 26／10 26 校庭草取り
　ボランティア

／ ８ 18／ ８ 18

／７ 23／23 ～ ２ ～ ２８８７ ／／プール監視
　ボランティア
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