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～やって未来こい ! 

　　　ENO暮らし2030～

み　　　ら

い ー の

　　―伊野地区の人口―
　　　　　　　　　　　　　（R4.1月末現在）

男性…　583人　　
女性…　64３人
合計…1,226人　　
世帯数…421世帯

伊野コミュニティセンター
ホームページ

伊野地区自治協会
ホームページ

伊野地区自治協会
Facebook発行：伊野コミュニティセンター

伊野地区自治協会
Instagram

〒691－0072　出雲市野郷町 492－5　

Tel： (0853) 69－1526　Fax ：(0853) 69－1530

E-mail：ino-cc@local.city.izumo.shimane.jp

いのぼ～るいのぼ～る
の彼女

大会議室用倉庫（新設） 大会議室（空調・照明改修、網戸新設）

伊野コミュニティセンター

　　　耐震補強工事完了！

＼お待たせしました／

　今年度６月から２月までの９ヵ月間にわたりコミセン建屋の

耐震化工事と一部改修工事を行い、より使いやすいコミセンへ

と生まれ変わりました。皆様におかれましては大変ご不便をお

かけしましたがようやくご利用いただける運びとなりました。

　特に利用がなくても見学だけでもかまいません。皆様どうぞ

新しくなったコミセンにお気軽にお立ち寄りください。お待ち

しています。

コミセン前駐車場（全舗装）

スロープ（改良）

下駄箱･カウンター･窓口（改修）

正面玄関（開き戸から引き戸へ改修）

フェンス（生垣を撤去し新設） 物入れ（炊事場から改修）



第62 号 第62 号

事務室（空調・照明改修、床・壁貼替え） 講義室（空調・照明改修、床・壁貼替え） 実習室（照明･調理台･収納棚･空調新設、床･壁貼替え）

物置（資料室と物置を一つに改修） 物置（収納棚新設） ２階トイレ（和式から洋式へ改修）

図書室（空調・照明新設） 和室北側（空調・照明・網戸新設） 和室南側（空調・照明・網戸新設）

― 福島沙織さん連載 ―
地域おこし協力隊

第  ８  回

　皆さん、一畑電車に乗ったことはありますか？誰しも、一度は乗っ
たことがあると思いますが、私の周りの伊野の方に聞くと、どうやら
日常的に乗るという方は少ないようです。伊野の皆さんにはおなじみ
の一畑電車だと思いますが、あえて私から「一畑電車に乗ってみませ
んか？」と提案したいと思います。
　ある日、ふと思い立った私は、家族とともに、一畑電車に乗ってみ
ることにしました。目的は、出雲大社を参拝して、おそばを食べること。
無人駅から電車に乗って、車道とは違ったルートで大社へ向かい、車
窓から見える景色をぼーっと眺めたり、路線図を見ながら子どもとあ
と何駅だねと数える。今まで何度も来たことのある大社の神門通りが
ちょっと違って見えたり、観光客に混じって立ち並ぶお店を見て回る
のは非日常的な体験で、ちょっとしたショートトリップになりました。
　「一畑電車を存続させるために、利用率の向上を！」などと言うつも
りはありません。ただ純粋に、「電車でのおでかけって、楽しいですよ～」
とお伝えしたいのです。車は、目的地
に手っ取り早くたどり着くことができ
て便利だけど、電車は、車移動にはな
いワクワク感があって、大人も子ども
に戻るような感覚があると思います。
　せっかく近くに一畑電車の駅がある
のですから。電車に乗って、木綿街道
やしんじ湖温泉に行ってみてはどうで
しょう。帰り道、伊野灘駅に降り立っ
たなら、電車で伊野に遊びに来る人の
ような、いつもと違った目線で伊野
を眺めることができるかもしれませ
んよ。

み　ら

やって未来こい！通信
12

18 25名参加

続報

　６月に続き今年度 2 回目の音楽会。趣ある古民家（垂

水邸）でフルートやギター、金管五重奏による演奏会が

開催されました。クリスマスのひと時、本格ドリンクを

いただきながら素敵な演奏に体も心も温まりました。

（交流部会）

田舎の小さな音楽会
クリスマスコンサート

電車の窓から見える景色は、
まるで旅先のように感じる不思議

　みんなで一緒に走っ

て、初詣をしよう！伊野

小学校から隣の東地区に

ある一畑薬師寺まで走

る、初詣ランニングを開

催しました。今年度は初

の往復コースにも挑戦し

ました！

　昨年は大雪のため中止になりましたが、今年は朝から良い

お天気。寒空の中、吐く息は白く、楽しそうに走る参加者の

皆さまの笑顔がとても印象的でした。

　今年は寅年！

寅のように、力

強 く 新 年 の ス

タートが出来た

ことでしょう！

（自主企画事業

　 スポーツ部）

1
10

19名参加

初詣ランニン

　毎日小学生の下校時

刻に合わせて巡回して

くださっている青パト

隊の皆さん。この日は

隊員および小境駐在所

の永海さんにもお越し

いただき交通事故の実

態や子どもの声掛け事

案等について意見交換

を行い、その後年末一

斉地区内パトロールを

実施しました。

　皆様には私たちが安

心・安全に暮らせるよ

うご尽力いただき、感

謝いたします。

青パト隊一斉パトロール 12
22

　こみカフェは手作りの

お菓子、飲み物と一緒に

おしゃべりを楽しむ集い

の会です。今年度は 11

月と 12 月に開催しまし

た。耐震化工事でコミセ

ンが使用できないことも

あ り、空 き 家（垂 水 邸）

で行いましたが、古民家

の雰囲気がいつもとは

違った趣のあるものに

なりました。今年度は

茶話会に併せて、まつ

ぼっくりツリー作りや

腹話術師をお招きして

一緒に歌を歌って楽し

みました。参加してく

ださった方からも好評

で、「次回も楽しみにして

いるよ！」とのお声もい

ただいています。来年度

も計画しますので、みな

さん是非お出かけくださ

い。

（自主企画事業 健康福祉部）

11
25

14名参加

12
22

15名参加

こみカフェ
ほっこり

で

　11 月 2 日、令和３年

度出雲市自治会役員感

謝状贈呈式が開催され、

多久和さんは出雲市長

より感謝状を贈呈され

ました。多久和さんに

は平成 24 年 4 月から令和 3 年 3 月まで 9 年間の長きにわたり伊

野地区の自治協会長として

ご尽力いただきました。そ

の功績を称えこのたび受賞

となりました。会長を退い

た今も多久和さんはこれま

でと変わらず地区の活動に

ご尽力いただいており、大

変感謝しております。あり

がとうございます。受賞お

めでとうございました。

表彰

多久和祥司 さん

　臨済宗妙心寺派の寺

院です。郷土誌によれ

ば今から 400 年余り前

に創建されたようです。

山号は普門山、檀家は

約 230 戸です。境内に

馬頭観音、天神山もあ

ります。本堂は昨年新

しくなりました。

 （郷土史研究会

　　　　　　常松 士郎）

「普門山圓通寺」
ふ  もん ざん えん つう  じ

伊野ふるさと探訪　Part27
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