
様式２

市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

出雲市教育委員会 今市幼稚園 ふれあい秋祭り ○    親子活動
○    愛育会との共催
○    目的
・    園児の保育活動「お店屋ごっ
こ」と、保護者が企画・運営する活
動に皆で参加し、楽しみながら親睦
を深める。
・    幼稚園教育に対する保護者の
理解を深める。

 園児、保護者、地
域の方、未就園児
親子、小学生

300 11月7日

　大津ふれあい祭
り

・地域の主催の文化祭に親子で参
加し、地域の方との親睦を図る。
・親子で楽しむ保育活動を通して、
幼稚園教育への理解を得る。

　園児
保護者
地域の方

200 10月24日

子育て講演会
（保育公開日）

・絵本を通しての子育て講演会
講師　末宗辰彦氏

　保護者
　職員

80 11月10日

　おはなしの会 ・「おはなしパンや」さんによるストー
リーテーリング

　園児 9月30日

　（ストーリーテーリ
ング）

・保護者対象の絵本座談会 　保護者
（希望者）

2010/10/
28

/ /・ストーリーテリング
・講演会

・ストーリーテリングを通して、素話
の楽しさやお話の世界の素晴らしさ
を対象者みんなで味わう。
・講演会を通して、子育てと絵本の
かかわりの大切さや幼稚園で取り
組んでいる絵本指導等について保
護者の理解を深める。

園児
保護者
小学生・教員
読み聞かせボラン
ティア

40 10月13日

・上津文化祭 ・上津地区文化祭に、園児の作品
（絵・書道など）を出品し、日頃の取
組みや幼稚園教育について地域の
方に理解を深めてもらう。また、親
子で文化祭に参加し、神楽など地
域のいろいろな文化に触れ、地域
の人との交流を深める。

　園児･保護者 20 　11月
6･7日

・保育公開 ・親子絵本製作を行う。　　　親子
共、年度末までに自　分の世界で1
冊の絵本作　りに挑戦する。完成し
た　絵本は、小学校へ読み語　りに
出かけたり、コミセ　ンで展示したり
し、絵本　を発表する場を設ける。

園児･保護者 20 11月17日

愛育会保護者研修
会
「ふれあい広場」

○食育講演会
講師：出雲市健康増進課
食育推進室
栄養士　上田直美氏
演題：未定

園児
保護者

180   11月 1日

保育公開 ○運動遊び 並びに講話 　園児 210
　保護者研修会 講師：運動遊び指導員 　保護者
職員研修会 杉原実栄氏

　 演題：未定
○職員研修 職員 20
　 幼児の健やかな体づくりについて

神門幼稚園との交
流会

本園と同じ校区内の神門幼稚園と
の交流を通して、同じ小学校へ行く
友達との親睦を深めたり小規模園
では味わうことのできない遊びをこ
の交流会を通して体験する。

古志幼稚園児及
び神門幼稚園児
と職員

90 10月6日

ダンプさんへのプレ
ゼント渡し

古志は採石場がありダンプ協会と
の連携の歴史は古い。日頃、園児
の登降園を見守ってくださり交通安
全にご尽力いただいている皆さん
へのお礼の気持ちを伝える活動。

園児
古志地区を通行
するダンプトラック
の運転手

50 10月8日

古志幼稚園出雲市教育委員会

出雲市教育委員会

11月11日

塩冶幼稚園出雲市教育委員会

上津幼稚園

大津幼稚園出雲市教育委員会

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

80



神戸川探検 　古志地区を流れる新宮川が神戸
川につながっていることを知ったこ
とをきっかけに、１学期より神戸川
の探検を開始。今回はその第２弾。
親子で神戸川上流で遊んだり、神
戸川漁協さんの協力のもと、鮭の
卵の受精と飼育を体験したりす。

園児
保護者
神戸川漁協

50 10月15日

古志地区文化祭 　古志コミュニティーセンター主催の
文化祭に参加する。子どもたちが日
頃から取り組んでいる地域の伝統
文化でもある神戸川太鼓を披露す
る。合せて子どもたちの作品も展示
する。

園児
保護者

50 10月24日

にこにこフェスティ
バル

幼稚園愛育会主催によるバザー及
び文化活動。保護者や職員による
歌と合奏の披露や園児の作品展示
などを地域の人を招いて実施。

園児
保護者
地域住民

90 11月6日

保育公開日
（収穫祭）

＊保育公開日に親子活動をした
後、畑で収穫した野菜を使って豚汁
を作って親子で会食する。

親子クリーン活動 ＊保育公開終了後、降園時に通園
班ごとに園周辺の通園路を歩き、ゴ
ミ拾いや空き缶拾いなどクリーン活
動を行う。

高松世代間交流 ＊地域のバイオリニストの演奏や
コーラスを聴いた後、園児の歌を発
表して交流した。また、地域の高齢
者と園児・保護者がふれあい、歌を
歌ったり一緒にふれあい遊びをし
た。

年長児
保護者
地域の人材
高齢者（寿会）

80 　１１/１８
（木）

　親子クリーン作戦
幼稚園まつり

降園時にあわせ、親子で通園路の
ごみ拾いや危険物拾いをする。

園児
保護者

60 　
11/15(月）

にこにこなかよし 生活発表会後、幼稚園ＰＴＡによる
企画運営で、みんなで一緒にふれ
合える遊びを楽しみ、親睦を深め
る。

園児
保護者
未就園児親子

100 　
11/28(日）

四絡地区文化祭 ○園児の作品展示を行うとともに、
園児の日頃の活動を発表し、保護
者や地域の人に見てもらう。（銭太
鼓・歌・踊りなど）

園児
保護者
地域の人

300 ########

園内保育研究会 ○子どもの遊びの中の音楽表現に
視点をあてた保育研究ならびに研
究協議を行う。

園児
職員

150 未定（11月
中）

子育て講演会 ○保育公開日に併せて保護者対象
に子育てについての講演会をする。
（特に小学校就学に向けてのなめら
かな接続について）

保護者 140 11月18日

講演会 保育公開日に、作家である川端誠
氏を園に招いて、自身の絵本を「開
き読み」していただく。

園児、保護者、地
域読み聞かせボ
ランティア

90 11月14日

講演会 児童書専門店「こども広場」代表横
山真佐子氏を講師に、読み聞かせ
の実践と講話をしていただく。

園児、保護者、図
書館関係者、地域
読み聞かせボラン
ティア

80 11月15日

川跡幼稚園 ふれあいいきいき
交流会

川跡地区のデイサービス会員の皆
さんを幼稚園に招いて交流する。
園児の歌を聞いてもらったり、手遊
びやじゃんけん遊びをしたり、また
昼食を共にし、ふれ合いを楽しむ。

年中児
地区在住の高齢
者
保健師
職員
ボランティア
全園児
愛育会会員

90 11月5日

長浜幼稚園

四絡幼稚園

出雲市教育委員会

出雲市教育委員会

出雲市教育委員会 高浜幼稚園

出雲市教育委員会

高松幼稚園出雲市教育委員会 園児
保護者

180 2010/11/
11

（木）



川跡幼稚園 親子活動 愛育会主催による活動
・親子で写真を撮ってフレーム作り
・移動動物園
・お菓子のつかみ取り
・体を動かして遊ぼう
・一緒に作ろう（制作活動）
・おやつを一緒に食べよう
　（幼稚園で収穫した米を使ったお
にぎりを食べる）

220 11月7日

ひよこ学級
「たのしいこといっ
しょにしよう！」

未就園（2,3歳児）の親子を園に招
き、年少児といっしょに遊ぶ。

年少児
就園前の2,3歳児
親子
職員

80 11月9日

斐伊川探検園外活
動

鳶ヶ巣山山頂から見た斐伊川に
興味を持った斐伊川や鳶巣の歴史
について地域の人から話を聞いた
り、実際に斐伊川に出かけて、川の
流れや波紋、風紋の様子を垣間見
て、ヤマタノオロチ伝説に関心を持
ち、生活発表会で発表した。

全園児
職員

40 11月2日

『親子リトミック』 保育公開日にあわせ、出雲ス
ポーツアカデミー主催の『リトミック』
で、親子で体を動かす活動を行っ
た。講演も聴き、親子運動の大切を
伝えた。

全園児・保護者 60 11月4日

消防署・出雲弥生
の森博物館へ園外
活動

秋の火災予防習慣にあわせ、消
防署へ行って仕事で着る防火服を
着させてもらったり、放水の様子を
見たりして、防火への意識を高め
た。また、弥生の森博物館では、出
雲の歴史や昔の暮らしなどについ
て見学し、生活発表会の資料とし
た。

　全園児・職員 40 11月10日

絵本の読み聞か
せ・講演会

横山真佐子さん（こどもの広場代
表）を講師に招き、絵本の読み聞か
せや保護者の絵本の読み聞かせ
の大切さについて講演をしてもらっ
た。

園児・川跡幼年長
児・保護者（鳶巣・
川跡）・未就園児
保護者・四絡幼稚
園職員

130 11月15日

出雲市教育委員会 朝山幼稚園 朝山地区文化祭
幼稚園作品展
　愛育会バザー

　地区文化祭に合わせて、幼稚園・
小学校の幼小合同保育・授業の公
開、幼稚園全園児の作品展、愛育
会のバザー等を開催する。

全園児親子、全職
員、朝山小学校
１・２年生、小学校
教職員、地域の
方々

130 2010/11/
7　（日）

森のコンサート ・    乙立の子どもを育てる会主催で
「森のコンサート」を実施
・    アツタ音楽教室の方による演奏
会

園児、小学生、 保
護者、地域の方々

60 10月9日

乙立地区文化祭 ・    作品の出展
・    親子で展示作品の鑑賞
・    コミセンの展示物の鑑賞、地域
の方との交流

園児、小学生、保
護者、地域の方々

100 10月31日

園児・１，２年生合
同活動　「あきまつ
り」

・園児と１，２年生合同による秋の
自然物を使ったお店コーナーを作
り、保護者や地域の方を招いて秋
祭りを開催する。

園児、１，２年生、
保護者、地域の
方々

40 10月21日

稗原　幼稚園 運動会 運動会を開催し、幼児の育ちや姿
を見てもらったり、保護者も参加し
て共に楽しんだりする。

　全園児
　保護者

50 9月25日

親子交通安全教室 高等自動車学校へ行き、交通安全
についてのルールやマナーを親子
で学ぶ。

　全園児
　保護者

40 10月6日

ミニディサービス 地域のお年寄りと一緒に歌をうたっ
たり、触れ合ったりして遊ぶ。
歌、合奏などを披露し、見てもらう

　４，５歳児
地域のお年寄り
社福の方

40 2010/10/
15
2010/11/
19親子ふれあい活動 親子で地域を散策しながら、ふれあ

いを楽しむ。
活動を通して、自然や他の家族と
親しむ。

　全園児
　保護者

40 10月24日

出雲市教育委員会

出雲市教育委員会

出雲市教育委員会 鳶巣幼稚園

乙立幼稚園 



稗原　幼稚園 地区文化祭 地区の文化祭に参加し、生活の様
子や獅子舞踊りを発表する。

　全園児 200 11月14日

保育公開日・バ
ザー

○全園児がクラスごとに自分たちの
作った品物でお店を開く。　店番を
代わり合って行い、親子で買い物
(チケットにて)を楽しみ、作った物を
売ったり買ったりする喜びや楽しさ
を味わう。

○全園児と全保
護者

140 11月10日

河南中学校交流 ○河南中学校へエコ活動で集めた
ペットボトルのキャップを届けに行
く。中学校のお兄さんやお姉さんと
交流し、親しみの気持ちを抱いた
り、エコ活動について興味関心を高
めたりする。

○年中児と年長
児と全中学生

470 11月15日

出雲西高校交流 ○当園にて出雲西高校のお兄さん
やお姉さんと交流する。一緒に遊び
ながら、自分から話しかけたり親し
みの気持ちをもって接したりする。

○全園児と高校
生

120 2010/11/
16～18日

収穫祭 ○地域の慶人会の方々を招き、幼
稚園で収穫した里芋や大根、ほう
れん草をおでんやおひたしにして味
わう。みんなで収穫を喜んだり、慶
人会の方々に感謝の気持ちを伝え
たりする

○全園児と慶人
会のお祖父さん、
お祖母さん

80 11月22日

給食試食会と食育
について講演会

○講師春日京子様を招く
　食育について話を聞いたり、簡単
なレシピの紹介をしてもらう。

全保護者
全園児

80 9月16日

神西地区総合文化
祭

歌や手遊びをコミュ二ティーセン
ターのステージで発表し、保護者や
広く地域の方々に聴いていただく。
作品展示コーナーに全園児の絵を
出品する。

全園児
保護者
地域の方々

80 10月31日

保育公開
人権、同和教育研
修会

保育公開日に併せ、人権同和教育
研修会の場を設け、同和教育啓発
指導員さんを招き話を聞いたり話し
合うようにする。

全園児
全保護者

80 11月17日

○植樹をしよう ・親子で植樹をしたり、枝落としを見
せてもらったり、ネイチャーゲームを
したりして、森の働きを知ったり、大
切にする気持ちをもったりする、

・5歳児親子 70 11/10(水)

○親子で遊ぼう ・秋の自然物を使って子どもたちが
考えて作った遊び場に保護者を招
待し、一緒に楽しむ。

・4歳児親子 70 11/19(金)

○親子リトミック ・リトミックを親子で楽しみ、体を動
かして遊ぶことの楽しさを味わった
り、運動遊びの大切さを知る。 ・
活動後、保護者に対して生活習慣
と運動の大切さについての講話を
する（講師を招いて）

・3歳児親子 50 11/19(金)

バースディプロジェ
クト

・年長児、保護者が参加してプロ
ジェクトスタッフから「誕生」について
の話を聞いたり、赤ちゃん誕生まで
の様子などを紙芝居や劇を通して
見たりする。その後、保護者とスタッ
フとの座談会を行い、子どもの性教
育や日頃の悩みを語り合う。

年長児・保護者 70 11/4（木）

保育公開日(給食
試食会・講演会)

・講演会
「規則正しい生活習慣と脳の発達」
講師：加藤祐司　医師
・給食試食会…親子で給食を食べ、
養護教諭の食育についての話を聞
き、「食」に対する意識を高める。

全園児保護者
年少児・年中児と
その保護者

250 　
11/11(木)

生活発表会(年長
児)

・年長児の日ごろの取り組みを発表
し、保護者、地域の方に見ていただ
く。

年長児、保護者、
地域の方

120 　
12/3(金)

神門幼稚園出雲市教育委員会

神西幼稚園出雲市教育委員会

平田幼稚園出雲市教育委員会

出雲市教育委員会 中央幼稚園



保育公開 ハッピーなかよし秋まつり
年少「いいことみ～つけた」
年中「すみれ忍者でやってみよう」
年長「にっこりハートで遊ぼう」
の活動名で取り組んできた遊びを
保護者に見てもらったり、親子で一
緒に楽しんだりした。また、全体会
を行い、参加者全員で歌ったり踊っ
たりなどのふれあいの場を設けた。

全園児
全保護者
職員

160 11月25日

○保育公開(おひさまタイム)
・親子一緒に体を動かしながらふれ
あいを楽しむ。
○保護者研修会
(ビデオフォーラム)

全園児
全保護者
職員

160 9月14日

・同和教育啓発指導員さんを招き、
人権同和教育を視点とした「心のメ
ガネ曇ってませんか?」のビデオを
視聴後、保護者、職員がグループ
に分かれて話し合う。

全保護者
職員

90 9月14日

○グリーンパーク活動
・グリーンパークの方から指導を受
けながら、砂、虫、鳥等の自然に親
しむ機会をもつ。

全園児
職員

90 9月8日(年
中;虫とり)
9月13日
(年長;虫と
り・年少;砂
遊び)
11月25日
頃(年長;
バ ド○さくらんぼ教室

・子育て支援の一環として、未就園
児親子を対象に、毎月第2木曜日に
実施。園児とふれあったり、子育て
について語り合ったりしてもらう。幼
稚園への親しみをもったり、子育て
仲間作りができたりする機会となっ
ている。

未就園児親子 60 2010/9/8
2010/10/
14
2010/12/
21

○運動会
・いろいろな人とふれあいながら、
運動する気持ちよさを味わったり、
保護者に子どもの成長を感じても
らったりする機会とする。

全園児
全保護者
地域の人
未就園児

200 10月3日

多伎町文化祭・音
楽祭

・    園児の作品展示をしたり歌や
太鼓の発表をし、保護者や地域の
方に見てもらう

全園児
保護者
地域の方

200 2010/10/
30～３１日

保育参加と試食会 ・    保護者に保育参加してもらい、
子どもの発達や友達関係、育ちな
どを知ってもらう
・    試食会では子どもの様子を見
てもらい、後で食事の大切さや家庭
で困っていること等について懇談を
行なう

全園児と保護者 90 2010/11/
8～１０日

誕生会 当月の誕生児をみんなでお祝い
し、産まれてきたことを喜ぶ。

○     全園児 60 10月26日

避難訓練 ○ 火災時の避難の仕方、避難経
路を理解する。　　　　　　　      　○
放送を聞き、黙って迅速に非難す
る。　　　　　　　　　             　○火
災時における、初期消火を行う。

全園児
職員

60 11月2日

保幼小中連携 　基本的な生活習慣について調査
項目を掲げ、1週間記録をとる。記
録をとることを通して、よりよい生活
習慣づくりをめざしている。

園児
保護者

50 11 月 8 日
～

保育公開日
バザー

各クラスの保育を公開した後、講師
を招き講演会を行い、バザーを行
う。

全園児と園保護
者

100 11月10日

東幼稚園

出雲市教育委員会多伎幼稚園

湖陵幼稚園出雲市教育委員会

出雲市教育委員会 東幼稚園



出雲市教育委員会大社幼稚園 ○親子活動(運動
遊び)
○教育講演会(幼
児の生活リズムに
ついて)
○給食試食会

講師：幼児～高齢者までの運動遊
び指導員 木原恭子氏
運動、生活リズム、食事などさまざ
まな面から「元気な体を作るために
幼児期に必要なこと」を知り、生活
に取り入れようという意識がもてる
ようにする。親子で手軽に楽しめる
運動遊び、早寝早起きについての
話、給食試食会などを体験する。

・保護者
・全園児

80 １１月１０
日（水）

特別養護老人ホー
ム
いなさ園訪問交流
会

入所者のみなさんと一緒に遊び、
親睦を図る

年中児 40 12月15日

バースデープロジェ
クト

「性・いのちの尊さ」について親子で
学習する

年長児親子 50 11月10日

ＩＺＵＭＯこころのう
たコンサート出演

　年長・年中児が、コンサートに出
演し、年少児は客席でコンサートを
鑑賞する

全園児 90 12月11日

クリーン作戦 園舎周辺の落ち葉拾いやごみ拾い
をする。

全園児と職員 30 11月30日

霊山寺公園探検隊 日御碕幼稚園の友だちと一緒に霊
山寺公園へ出かけ、山道や坂道を
探検したり、自然物を拾ったりする。

全園児
日御碕幼稚園園
児

30 11月2日

バースディプロジェ
クト

1１月の誕生会に合わせ、「命の大
切さ、尊さ」について親子で学ぶ。

全園児と保護者
子育てサークルの
親子

50 11月24日

保育参加日 保育参加日にあわせ、男女共同参
画についての研修の場を設け、指
導講師を招き、保護者、職員で講話
を聴く。

職員
保護者（小も）

30 10月20日

弥生の森博物館探
検・科学館探検

日本の昔のくらしや土器を見たり、
科学館での遊びを楽しんだりしなが
ら、荒木幼稚園の友達とふれあって
遊ぶ。

全園児
職員　　　　　　荒
木幼稚園児・職員

90 10月27日

遙堪幼稚園との交
流

遙堪幼稚園児と一緒に遥堪地区を
探索したり、幼稚園で一緒に遊んだ
りして交流を楽しむ。

全園児
職員
遙堪幼稚園園児・
職員

30 11月1日

大社幼稚園交流
幼児文化劇場観劇

大社幼稚園で園児と交流活動を楽
しむ。そして一緒に歩いて幼児文化
劇場へ出かけ、人形劇を楽しむ。

全園児・職員
大社幼稚園児・職
員

50 11月17日

荒木幼稚園出雲市教育委員会

遙堪幼稚園出雲市教育委員会

出雲市教育委員会日御碕幼稚園



様式２

市町村名 コミュニティセン
ター名

事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

出雲市 須佐コミュニティ
センター

須佐小学校４年生
の環境学習

地域の環境改善についての環境学
習をする中で、９月上旬に水質浄化用
に作ったＥＭ泥団子を須佐川へ投入し
水質浄化を図る。

 須佐小４年生
地域住民

40 　10月下旬

出雲市 須佐コミュニティ
センター

佐田中学校緑の
少年団活動

6月に実習林で間伐した杉材を使っ
て、地元建築組合の指導を受けベン
チを製作し、公共施設へ寄贈する。

　佐田中3年生 40 10月～12月
の5回

出雲市 須佐コミュニティ
センター

　そば祭り 8月の種まきから10月の刈り取りに
子ども達も参加し、その過程を知る。
地産地消で食の安全と、地域の住民
との連帯を共に学ぶ。

地域住民
地域の児童・生徒

100 11月17日

出雲市 須佐コミュニティ
センター

保育所児童と高
齢者の交流会

保育所児童と原田地区高齢者が切
り干し大根作りを行う。作った切り干し
大根は保育所の給食で児童全員が食
べる。

保育所児童と地
域の高齢者

90 12月16日

出雲市 須佐コミュニティ
センター

　声がけ運動 登校時に地区のボランティアが通学
路に立ち、児童・生徒への挨拶・声が
けを行う。

　地域住民
保育所・小・中学
校の児童生徒

960 　毎月
1日・14日

出雲市 今市コミュニティ
センター

今市地区少女キッ
クベースボール大
会

今市町各連区対抗での少女キック
ベースボール大会を、今市小学校校
庭を会場に低学年から高学年まで、そ
れぞれの学年を含めた６チームでの
対抗戦を行う。

小学生 70 10月24日

出雲市 今市コミュニティ
センター

今市町全町クリー
ンディー

今市町全町民による一斉クリーン作
戦。公園、道路、空き地等に捨てられ
た空き缶、空きびん、ごみ等を拾い集
めたり、草取り等清掃活動も行う。

地域の全住民、
小学生と保護者、
中学生

480 11月7日

出雲市 大津コミュニティ
センター

第18回おおつふ
れあい祭り

にこにこ子ども広場では、幼稚園児た
ちと地元の人達とで交流があり、各屋
台部では出雲商業高校の生徒がボラ
ンティアスタッフとして協力。

就学前児童
出雲商業高校生
徒
一般住民

1000 10月24日

出雲市 大津コミュニティ
センター

大津ふれあいクリー大津地域内をきれいにするために、町
民参加により地域内のゴミ拾いをす
る。

小学生
中学生
高校生
一般住民

1000 11月7日

出雲市 大津コミュニティ
センター

世代間交流事業
『ふれあい世代間
交流』

子供と高齢者の交流会。
高齢者からは昔の遊びを伝承し、子ど
もからは、『総合学習』で学んだ事を発
表する。

大津小児童1年生
大津慶友会会員
保護者

220 12月2日

出雲市 大津コミュニティ
センター

クリスマスコンサー年代の違う児童たちや、地域の人とと
の交流を図る。

就学前児童・大津
小児童・保護者・
一般住民

60 12月18日

出雲市 大津コミュニティ
センター

なかよしクッキング 子供と地元の人とで料理作りに挑戦、
料理の楽しさを学ぶ。

大津小児童
３・４・５年生
更生保護女性会

30 12月25日

出雲市 上津コミュニティ
センター

総合文化祭 地域の人々の作品展（幼稚園から高
齢者まで）子ども獅子舞の発表、各種
団体の発表、出し物、展示品、催し
物、バザーなどで交流を図り楽しむ。

幼児から高齢者、
地域住民

800 １０月３０
日、３１日

コミュニティセンターでの取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

※　西田コミュニティセンター、鵜鷺コミュニティセンターからは、「該当なし」との回答を得ています。
須佐コミュニティセンターからは、問合せがありましたが、回答は未だ届いていません。
高浜コミュニティセンター、稗原コミュニティセンター、大社コミュニティセンターからは、回答がありませんでした。



出雲市 上津コミュニティ
センター

農園収穫祭 上津ふれあい農園の耕作者（地区外
の家族や子育てグループ含めて）と地
域の人との収穫を通じての交流会

地区外の耕作者
と地域の人

60 １１月

出雲市 上津コミュニティ
センター

出雲一中校区ク
リーン活動

一中生徒、上津小学校児童、幼稚園
児が一緒になって地域をきれいにする
ための清掃活動をする。一中校区（上
津、大津、今市）が同じ日に一斉に行
う事業

一中生徒、小学
校児童、幼稚園
児、保護者、家
族、慶人会、環境
衛生組合、地域
の一般の人

350 １１月

出雲市 塩冶コミュニティ
センター

文化祭 幼稚園・小学校・大人まで、日ごろ取り
組んだ作品を展示し地域の皆さんに
見ていただく。中学生には、来場者に
ふるまう豚汁の調理・接待のお手伝い
をしてもらう。

幼稚園児、小学
生、中学生、地区
民

100 １１月７日、
８日

出雲市 塩冶コミュニティ
センター

環境とリサイクル
を考える集い２０１
０

自然環境の保護について意識の高揚
と実践活動の啓発を図るため、実際に
体験したり製作をする。中学生には作
品等展示、ゲームの手伝いもしてもら
う。

幼稚園児、小学
生、中学生、地区
民

120 11月7日

出雲市 塩冶コミュニティ
センター

サタデースクール 小学校が週５日制になったのをきっか
けに、自主企画事業として行ってお
り、今年で１１回目になる。１１月は５
教室あり、囲碁・銭太鼓・太極拳・
ニュースポーツが行われる。

小学生（一部保護
者を含む）

70 １１月１３
日、２７日

出雲市 塩冶コミュニティ
センター

塩冶地区同和教
育推進協議会研
修

出雲市同和教育研究指定事業が発
表会（神門地区）へ参加し、研修を積
むことで同和問題を再考し、自己研鑽
に励む。

地区理事・委員 50 11月6日

出雲市 塩冶コミュニティ
センター

塩冶地区青少年
ネットワーク講習
会

出雲市青少年育成推進大会へ参加し
青少年育成功労者・標語優秀者の表
彰者を知り、それぞれの取り組み方を
学習する。また講演を聴き現況把握に
努める。

地区委員 20 １１月未定

出雲市 古志コミュニティ
センター

古志地区文化祭 幼・小・中学生の作品展示・イベント他 地域住民、幼稚
園児、小学生、中
学生

1000 10月23･24
日

出雲市 古志コミュニティ
センター

そば打ち体験教
室

地元産新そば粉を使用したそば打ち
を親子で体験食育教育と親子ふれあ
いの場とする

小学生親子 20 11月14日

出雲市 古志コミュニティ
センター

ミニ門松づくり 3世代交流事業として実施する。正月
飾りの歴史由来等の勉強も行う

小学生・父母・祖
父母

20 12月19日

出雲市 神門コミュニティ
センター

神門地区総合文
化祭

生涯学習の発表の場と交流の場 地区民 1000 １０月２３
日、２４日

出雲市 神門コミュニティ
センター

子育て講演会 思春期の子どもと親の勉強会 中学生親子 100 10月23日

出雲市 神門コミュニティ
センター

健康ハイキング 世代交流ハイキング 子どもから大人ま
で

40 11月3日

出雲市 高松コミュニティ
センター

米作り教室 地域の高齢者に指導いただき、日本
の文化である米作りを体験。田植え
（６月）から餅つき（１月）までを体験す
る。今回は稲刈りを体験する。

高松小学校５年
生全員及び地域
の寿会の皆さん

110 １０月中旬

出雲市 長浜コミュニティ
センター

文化祭 児童、生徒の作品展示 保育園、幼稚園、
小学生

400 10月30日、
31日

出雲市 四絡コミュニティ
センター

親子陶芸教室 地区内で活動している陶芸クラブの
方々に指導していただき作陶する。出
来上がった作品は、四絡文化祭に展
示

小学生と保護者 30 ９/１９、１０/
３

出雲市 四絡コミュニティ
センター

手作りとうふと塩
つくり体験

鵜鷺コミュニティセンターで塩つくりを
体験

小学４年～６年 30 9月18日

出雲市 四絡コミュニティ
センター

老人保健施設訪
問

お年寄りと一緒にお茶を飲みながら交
流を図る

幼児と保護者 10 10月19日



出雲市 川跡コミュニティ
センター

親子登山 親子で鼻高山登山をし、体力づくりと
忍耐力を育む。

小学生3年生以上
と保護者

60 9月23日

出雲市 川跡コミュニティ
センター

かわとチャレンジ
広場

【国際交流　韓国を学ぼう】国際交流
員との交流をとおして生活・文化の違
い等を学ぶ
【おやつクッキング】子どもたちで育て
た旬のさつま芋を使った料理で手づく
りの楽しさ、食の大切さを学ぶ
【お茶とお作法教室】日本古来の文化
である茶道を体験し、おもてなしの心
や礼儀作法を学ぶ。
【環境学習】環境保全やエコについて
地域の方と共に学ぶ
【パソコン教室】地域の中高年の方が
先生になって、子どもたちとパソコンを
通して交流を深める。

小学生 380 10月 4日
10月18日
11月 1日
11月15日
12月 6日

出雲市 川跡コミュニティ
センター

川跡地区産業文
化祭

作品展、ちびっこ広場、小学生発表ス
テージ（合唱、和太鼓、銭太鼓、チアダ
ンス等）

幼稚園児、小学
生、地域住民等

1500 10／30日～
31日

出雲市 川跡コミュニティ
センター

世代間交流事業 【卓球交流会】子どもから高齢者まで
卓球を通してスポーツ交流、会食交流
をする。

幼児～一般 30 11月3日

出雲市 川跡コミュニティ
センター

エコまつり 小・中学生の企画・運営による環境保
全活動。三中科学部、北陽小4年生の
発表、体験コーナーなど。

幼児～一般 600 11月28日

出雲市 川跡コミュニティ
センター

北陽マラソン大会 川跡・鳶巣地区合同事業。マラソンを
通してスポーツの楽しさと達成感を味
わい、地域、世代を超えて交流する。

小学生～一般 500 12月5日

出雲市 鳶巣コミュニティ
センター

アグネス・チャン
子育てトーク
ショー、出雲北陽
小学校合唱部・出
雲北陵中学高等
学校合唱部コン
サート

アグネス・チャンさんを迎え、テーマ
子育てって楽しい！トークショーと出
雲北陽小学校合唱部.出雲北陵中学
高等学校合唱部のコンサートを開催
する。児童虐待防止推進月間に併
せ、地域で子どもを育てることの大切
さについて話し合う。

小・中学生、高校
生、大学生、一般

500 11月23日

出雲市 鳶巣コミュニティ
センター

秋の鳶巣まつり ボランティア活動・模擬店・綱引き・も
のづくり体験・文化展　展示参加

小・中学生・高校
生・大学生・　一
般

1200 10月30～31
日

出雲市 鳶巣コミュニティ
センター

（アグネス・チャン
子育てトーク
ショー、出雲北陽
小学校合唱部・出
雲北陵中学高等
学校・合唱部コン
サート）ステージ
飾りづくり、会場づ
くり

春に蒔いた綿の木。出来た綿で児童
虐待防止＆ピンクリボンのツリーを作
る。会場いっぱいに、やさしい心の種
をまき、命の大切さについて考える。

小・中学生、高校
生、大学生、一般

50 11月21日

出雲市 朝山コミュ二ティ
センター

そば作り体験 民生児童委員、地域の方々の協力に
より幼稚園児、小学１．２年生と種まき
から収穫までを一諸に体験。

幼稚園児、朝小
１・２年生

50 ８月～11月

出雲市 朝山コミュ二ティ
センター

米作り体験 地域の方々にｽﾀｯﾌとして協力いただ
き、田植え～なわない～稲刈り～脱穀
～収穫を体験

幼稚園児、朝小５
年生

50 ４月～11月

出雲市 朝山コミュ二ティ
センター

紙すきに挑戦 〔斐伊川和紙〕の専門家を講師に「紙
すき」を体験。１人１人が自分にしかな
い紙を作る

朝小５年生 30 11月

出雲市 朝山コミュ二ティ
センター

朝山地区文化祭 地域の皆さんの作品展示、小学生の
作品展示、サークル活動や神楽の発
表。幼稚園、小学校は登校日、午後
から文化祭に参加

幼稚園児、朝小
全校生徒、地域
住民

1000 11月7日

出雲市 乙立コミュニティ
センター

子どもによる町お
こし事業：脱穀・収
穫祭

地区内の水田を借用し、もち米を栽培
する。子供達に、「田植え」「稲刈り」
「脱穀」までの一連の作業を体験させ
る。また、冬休み（年末）にしめ縄作
り、門松作りにも挑戦させる。

幼稚園児、小学
生、高齢者部員、
保護者、地域住
民

220 10月1日～
11月13日

出雲市 乙立コミュニティ
センター

世代間交流ス
ポーツ大会

スポーツを通して世代間の交流を図
る。

幼稚園児、小学
生、スポーツ部
員、地域住民

80 10月3日



出雲市 乙立コミュニティ
センター

乙立地区文化祭 茶道教室のお茶席や講師を招いての
タイルアート教室を通して、作法や物
作りを体験し、また地域の人との交流
を図る。

幼稚園児、小学
生、文化企画部
員、地域住民

150 10月31日

出雲市 神西コミュニティ
センター

公民館ふるまい向
上プロジェクト

（研修事業）乳幼児・児童を持つ親を
対象とした、ふるまい（礼儀・あいさつ・
モラル・生活行動等）の向上を目指
す。

乳幼児・児童を持
つ 保 護 者 、 地 域
一般住民

100 H.22.10.19

出雲市 神西コミュニティ
センター

水辺の環境学習 （参加事業）小学４年生児童と保護者
を対象とした、神西湖の環境を考え、
生態を学ぶ。

神 西 小 学 校 ４ 年
生と保護者

100 H.22.7.24

出雲市 神西コミュニティ
センター

「神西っ子」体験
教室ｉｎ三瓶

（体験教室）小学生を対象とした体験
教室。諸活動を通して協力しあう重要
性、共同生活のルールを学ぶ。

神西小学校児童・
保 護 者 、 河 南 中
学校生徒によるボ
ランティア

50 H.22.8.4~8.5

出雲市 神西コミュニティ
センター

フィンランドの「お
やつ作り」教室

（体験教室）出雲市国際交流員による
出身国のおやつ作りを通して、他国の
食文化に触れる。また、フィンランドの
国について学ぶ。

神西小学校児童 30 H.22.12.4

出雲市 神西コミュニティ
センター

月 見 の 会 「 お 茶
会」

（体験教室）お茶会を通して、地域の
住民とふれあい、また、お茶の作法を
学ぶ。

神西小学校児童・
コミ ュニ ティ セン
ター茶道クラブ・
地域一般住民

300 H.22.9.25

出雲市 神西コミュニティ
センター

「北山の自然と遊
ぼう」

（体験教室）自然とふれあい、自然再
生の必要性を学ぶとともに、他校の児
童と一緒に活動し、交流を深める。

神西小学校・高浜
小学校児童

50 H.22.10.2

出雲市 神西コミュニティ
センター

世代間交流 （体験教室）小学１年生と高齢者との
ものづくりを通しての交流。ものづくり
の楽しさを実感し、昔のあそびを体
験。

神 西 小 学 校 １ 年
生・地域の高齢者

60 H.23.1月

出雲市 平田コミュニティ
センター

ふれあいグラウン
ドゴルフ大会

子どもから高齢者まで、グラウンドゴ
ルフをとおして交流を図る

児童、保護者、高
齢者

50 10月17日

出雲市 平田コミュニティ
センター

さつまいも収穫祭 親子で植えたさつまいもを収穫し、い
も汁、大学いも等をつくり会食をする

未就学児と保護
者

30 10月30日

出雲市 平田コミュニティ
センター

ゴビウス見学 親子で一畑電車を利用しゴビウスへ
行き生き物とふれあう

未就学児と保護
者

30 11月12日

出雲市 平田コミュニティ
センター

クッキングと紙粘
土遊び

子どもは紙粘土で遊び保護者は、そ
ば打ちを体験し会食をする

未就学児と保護
者

30 11月26日

出雲市 灘分コミュニティ
センター

灘分地区文化祭 作品展示、音楽鑑賞、工作教室、菊
花展、農産物販売、スポーツ大会

灘分地域住民 800 10月31日

出雲市 国富コミュニティ
センター

秋の文化祭・芸能
フェスティバル

文化祭（クラブ等センター利用者の発
表会、作品展示、小学校、保育所、Ｊ
Ａ、地域住民の作品展示、8月に蒔い
たそばを製粉してのそば打ち）

地域住民 1500 11 月 6 日
(土)、11月7
日(日)

出雲市 国富コミュニティ
センター

そば・さつまいも
栽培

春に植えつけたさつまいも掘り、8月に
蒔いたそばの収穫、そば打ち(地域と
学校が手を取り合い、地域の子どもを
育て、併せて自然環境への関心、自
然を通して学ぶことの大切さを考える
ことを目的とする。)

小 学 校 児 童 、 地
域住民

80 芋掘り10月
～ 11 月 頃
( 予 定 ) 、 そ
ば打ち11月
7日(日)

出雲市 鰐淵コミュニティ
センター

お月見イモ煮会 ふるさとの月を愛でながら老若男女、
子どもが集い、地元の食材を使ったイ
モ煮汁を食べ、抹茶席でお茶を味わ
う。

地域の方、ふるさ
とづくり部

100 １０月上旬

出雲市 鰐淵コミュニティ
センター

鰐淵ふれあいまつ
り

地域の各種団体、クラブの皆さんの作
品展示販売、児童生徒の作品展示の
他、特産品、手打ちそば、ぜんざいの
販売

児童生徒、保護
者、地域の方

200 11月14日

出雲市 鰐淵コミュニティ
センター

赤い羽根共同募金 鰐淵寺において観光客の方に募金を
呼びかける

鰐淵小児童、地
区社協、コミセン

100 １１月下旬



出雲市 鰐淵コミュニティ
センター

親子クッキング わにっ子農園で採れたサツマイモを
使って親子でクッキング体験、イモ料
理を３～４品つくり、皆で食べる。

鰐淵小児童、青
少年部、地区青
少年健全育成協
議会、保護者

50 １０月中旬
（６月イモ苗
植え、９月イ
モ収穫）

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

親子ハゼ釣り大会 宍道湖の自然や水の大切さをハゼ釣り小学生、一般 30 10月2日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

久多美地区敬老会文集作り、余興出演、りんごゼリー作り全校児童、１・２年生 200 2月9日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

さつまいも堀り ５月に植えたさつま芋を収穫し、料理を０歳～６年生 40 10月24日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

稲作体験、もち米作地区内の休耕田を利用しもち米作りを通稲刈り、餅つき、収 40 １０月１８日
１１月５日
１２月１４日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

第4回　久多美フェスウォークラリー、ゲートボール、作品出
展
お店を出そう！

久多美小児童
中部保育所年長
児

170 11月7日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

独居高齢者とのふ 独居高齢者宅を社会福祉協議会常任
理事と共に訪問する。対象者３０名

小学生4～6名、社 50 11月26日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

クリスマス会 クリスマスツリーを飾り。バンド演奏と
一緒にクリスマスソングを歌う

０歳～６年生 60 12月5日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

あいさつ運動 地区内2ヵ所で登校児童を見守る（７:５
０～８：２０）

久多美小学校児童 150 10月4・5日
11月8･9日
12月6･7日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

出雲市子ども支援セ小・中学生の下校時に合わせ東福駐
在所から平田中学校周辺を徒歩でパ
トロールする。

東福駐在所巡査長 20 １０月１５日
１１月１９日

出雲市 久多美コミュニ
ティセンター

青パトで巡視 小･中学生の下校時に地区内を巡回
する。

子ども安全ボランテ 370 　毎日

出雲市 檜山コミュニティ
センター

ひ山まつり秋の文
化祭

コミュニティセンターの各種団体、クラ
ブ、教室、同好会の活動成果の発表
の機会とし、それぞれの活動のよさを
知ってもらうと共に、小学生のボラン
ティアをつのり、地区民同士や保護者
とのふれあう場をつくり、親睦と友愛の
輪を広げ地域の活性化を図る。

小学生、地区住
民

300 10月31日

出雲市 檜山コミュニティ
センター

ふれあい広場 全学年を縦割りのグループに分け、仁
寿会、更生保護女性会、コミュニティセ
ンターの各クラブ・教室の有志が指導
者となり、リサイクル、陶芸、ちぎり絵、
竹細工、お菓子作りなどの広場で実
習活動を行い、ふれあい、親睦を深め
る。

檜山小親子、檜
山小教師、コミュ
ニティセンター、
各クラブ、教室等

150 11月13日

出雲市 檜山コミュニティ
センター

檜山クリーン作戦
（清掃活動）

空き缶、ゴミ拾いをして地区内をまわ
り、講師により、集まったゴミをクイズ
形式で楽しみながら分別の勉強をす
る。

檜山小PTA、仲よ
し会、レディスプロ
ジェクト、花の会
等

60 12月5日

出雲市 檜山コミュニティ
センター

クリスマス会 檜山小全学年を対象に募集し、クッキ
ングや、工作をすることで思いやりや
協力することの大切さを知ってもらう。

小学生、ボラン
ティア

40 12月24日

出雲市 東コミュニティセ
ンター

文化祭 作品展示・各種体験コーナーその他
（各種体験は、出雲農林高校動物科・
サンレイク・ゴビウス等の職員・生徒派
遣によるもの他）

幼・小・中学生・地
域住民・保護者

800 10月24日

出雲市 東コミュニティセ
ンター

一畑薬師石段清
掃

一畑薬師マラソン前の石段清掃活動
を４年前から旭丘中学校と合同で実
施しているが、本年はふるまい向上プ
ロジェクトの一環として東小学校６年
生を加えて実施する。

旭丘中学校、東
小学校、コミセン
まちづくり部、地
域住民有志

200 10月26日



出雲市 東コミュニティセ
ンター

通学路の空き缶
拾いと大鍋を囲み
「ふるまい」を語る
会（ふるまい向上
プロジェクトの一
貫事業）

東小学校児童を対象にコミセンまちづ
くり部・ＰＴＡ・地域住民有志が連携し
て、通学路の環境浄化を行うととも
に、全員で大鍋を囲み、環境マナー等
を語り学ぶ予定。

東小学校、ＰＴＡ、
まちづくり部その
他地域住民

290 11月14日

出雲市 北浜コミュニティ
センター

交通安全テント村 交通安全啓発活動の一つとしてテント
村を設置する。午前１０時～正午まで
の２時間、自動車、自転車、二輪車、
歩行者の方に安全運転、マナーを守
るチラシ、交通安全グッズなどを交通
安全対策自治会役員、小学生児童が
手渡しし、交通安全を呼びかける。

地区住民 40 9月24日

出雲市 北浜コミュニティ
センター

北浜地区文化祭 児童、地区住民の作品展示、郷土芸
能、大正琴、歌などの発表。文化祭前
日には当日のもちまき用のもちつきを
三世代で行う。販売、試食コーナー
他。

地区住民、児童、
生徒

300 11月 6日

出雲市 北浜コミュニティ
センター

北浜の歴史を訪
ねて

「出雲北浜郷土誌」の発刊を予定して
いる。この中で、地区の神社仏閣が記
述される。この中の東部（釜浦・塩津・
美保）の神社仏閣を訪ね、記述されて
いる歴史を知るとともに、板子一枚下
は地獄の「漁師村」の信仰心の厚さを
感じとり、郷土愛を育む一助とする。

地区住民 80 11月 21日、
27日

出雲市 佐香コミュニティ
センター

佐香地区文化祭 佐香コミュニティセンターを中心に、各
サークル小学校、保育所、一般の作
品を展示する。（絵画、書、工芸品、手
芸品等）また、各種団体の協力で、各
種のコーナーを設け、多くの地域住民
に参加をしてもらい、交流と親睦を深
め、学びあう。小学校児童の学習発表
会に併せ、地域住民によるオリエン
テーリングを開催し、地元のよさを再
発見する

地域住民、小学
校児童、北部保
育所

300 11月14日

出雲市 佐香コミュニティ
センター

佐香探検 佐香地区内の名所等を歩いて回り、
地元の人に説明をしてもらい歴史を学
ぶ。また、自然にふれあい植物や野草
についての知識も学ぶ。

小学生 20 10月24日

出雲市 佐香コミュニティ
センター

佐香地区人権同
和教育講演会

人権同和問題および命の大切さにつ
いての講演会

地域住民、ＰＴＡ、
小学校児童

80 10月29日

出雲市 伊野コミュニティ
センター

ふるさとウオーキ
ング

伊野地区内をウオーキングしながら名
所旧跡の学習を行う

小学生・保護者・
地区住民

100 10月2日

出雲市 伊野コミュニティ
センター

伊野地区文化祭 コミュニティセンターを中心に幼稚園
から中学生・各サークルの」作品展示
発表会・各団体の模擬店及び「いのは
やおちらと駅伝」・小学校学習発表等
により地区住民のふれあい親睦をは
かる

地区住民 800 10月31日

出雲市 窪田コミュニティ
センター

くぼたわくわく運動
会

窪田地区内の元気な高齢者と、窪田
保育所園児や窪田小学校低学年（1・
2年生）が参加し、軽スポーツを通して
交流する。

窪田地区高齢者
クラブ、窪田小学
校、窪田保育所

220 10月30日

出雲市 窪田コミュニティ
センター

子どもとメディア講
演会

保護者や子育てに関わる大人を対象
に「子供とメディア」について講演会を
開催する。社会問題となっている子供
達のメディア問題。メディア接触が子
供に与える影響について知り、実態を
知る機会を与え今後に役立てる。

窪田小学校保護
者

50 10月28日

出雲市 窪田コミュニティ
センター

くぼた異世代間交
流

窪田保育所園児と、高齢者との異世
代交流を目的とする。園児たちが遊び
やものづくりを高齢者と一緒に体験す
る事で、地域に暮らすお年寄りを身近
に感じ、また普段子どもと接する機会
の減った高齢者に園児たちとふれあ
いの時間を持ってもらうことを目的とす
る。

窪田保育所
橋波高齢者クラブ

30 11月18日



出雲市 多伎コミュニティ
センター

多伎町体育大会 地域でスポーツを通してのふれあい、
健康増進を目的に地域住民を対象に
体育大会を開催する。地域の保・幼・
小学生も団体で参加する。また、中学
生は大会運営のボランティアとして自
主的に参加する。

地域住民等 1000 9月26日

出雲市 多伎コミュニティ
センター

交通安全教室（県
警音楽隊・音の音
楽パトロール）

交通安全啓発を目的に、県警音楽隊
のステージ演奏を通して、子どもたち
に交通ルールなどのお話もしてもら
う。

地域の未就学児・
保・幼稚園児等

150 10月14日

出雲市 多伎コミュニティ
センター

多伎町健康ウ
オーキング

健康増進を図ること、また地域の史跡
を歩き、多伎地域の歴史を探索するこ
となどを目的に開催。

地域内外住民 100 10月24日

出雲市 多伎コミュニティ
センター

多伎町文化祭 ○日頃の練習成果を披露する音楽祭
（1日目）参加者：保・幼・小・中学生、
地域の各種団体等。音楽祭の司会・
舞台設置・照明等は中学生ボランティ
アが行う。
○作品展示（2日間）：各種団体、個人
の作品展示。保・幼・小・中学生の作
品展示等。

保・幼・小・中学
生、地域住民

1300 10月30日・
31日

出雲市 湖陵コミュニティ
センター

コミセン文化祭 作品展示、体験教室、文化講演会 地域住民全体 500 11月6日
11月7日

出雲市 荒木コミュニティ
センター

トマトの会 コミュニティセンター講座「ほのぼのく
らぶ」の次年度入園予定者を中心とし
た、絵本の読み聞かせやエプロンシア
ターなどを開催。地区を越えて幅広く
呼びかける予定。

入園予定の幼児
と保護者他

60 9月7日

出雲市 荒木コミュニティ
センター

布ぞうりをつくろう コミュニティセンターの「こどものいる
暮らしを楽しむ講座」生を中心とした
親子で、一緒に布ぞうりを作る。古布
のやさしい手触りを親子で感じて、共
に楽しく作業する。

小学生と保護者 40 １０月中旬

出雲市 荒木コミュニティ
センター

こどもボランティア
～文化祭～

コミュニティセンター文化祭において、
中学生高校生ボランティアを募集。地
域の人とかかわりながら、荒木全体の
お祭りとして、楽しくボランティア活動し
てもらう。具体的な活動内容は以下の
通り。（食堂喫茶の手伝い、焼きイカ
屋さん、ぜんざい屋さん、うどん屋さ
ん、苗物屋さん、こどもおまつりコー
ナー運営、玉入れとゲームコーナーの
運営等）また、中学生高校生が、乳幼
児から小学生までをこどもおまつり
コーナーで遊ばせることで異年齢の交
流や助け合い体験をするとともに、そ
の収益をユニセフへ寄付して、世界の
子どもにも目を向けてもらう.

中学生・高校生 40 10月23日

出雲市 荒木コミュニティ
センター

学校支援ボラン
ティア

年間を通じて実施している荒木小学
校への学校支援ボランティア。該当期
間も実施している。内容は、昔の荒木
についての学習、グラゥンドゴルフクラ
ブ、昔の遊びクラブ、手芸クラブ、家庭
科のミシンの指導、昔の遊び、野菜作
り、わら細工、どんぐり拾いとおもちゃ
作り、大梶おどり指導、等。

コミュニティセン
ター講座生、高齢
者クラブの方、地
域の方が小学生
を対象として実
施。

40 9/9、9/10、
10/1、
10/22、
11/16、
12/10

出雲市 遙堪コミュニティ
センター

子どもの体験講座 三瓶青少年交流の家でバウムクーヘ
ン作り。遙堪小学校の体育祭代休日
に実施。子どもの居場所づくりとする

小学生１～６年 30 9月21日

出雲市 遙堪コミュニティ
センター

チャレンジトール
ペイント

トールペイントに挑戦し、手作りの良さ
を味わう。作品はコミセンまつりで展示
する

４年生 30 ９月中旬

出雲市 遙堪コミュニティ
センター

ようかんコミセンま
つり

作品展や模擬店、中高生ボランティア
も活躍、ちょボラ（ちょっとボランティ
ア）で体験活動も実施

地区住民、児童、
園児他

1000 １０／１０、１
１



出雲市 日御碕コミュニ
ティセンター

ふれあい文化祭 地区民の交流を目的として開催。催し
やお店、体験コーナーなど

地区民 350 11／６・７

出雲市 日御碕コミュニ
ティセンター

俳句の集い 俳句を楽しむ 　　地区民 20 9/23 、
10/25 、
11/22

出雲市 日御碕コミュニ
ティセンター

ひよこサークル 文化祭展示作品作り、小学校と交流、
パパのおうちご飯づくり

乳 幼 児 と そ の保
護者

20 10/ ４ 、 18 、
11/1、21

出雲市 日御碕コミュニ
ティセンター

ふるさとまるかじり 郷土の歴史探求 地区民 10 10月18日

出雲市 鵜鷺コミュニティ
センター

ふれあい三世代 ・笹巻き、萱巻き、まがたら餅作り
・ものづくり（松笠を使った置物作り）

高齢者
小学校

60 ６月１６日
１１月４日



様式２

市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

出雲市教育委員会 今市小学校 クリーン大作戦 コミュニティセンタの行事に合わせ
一中校区３地区で同時にクリーン作
戦をする。小学校・中学校の児童生
徒保護者を巻き込んだ行事である。

教職員、PTA、児童 250 11月7日

出雲市教育委員会 今市小学校 集団宿泊研修 三瓶青少年交流の家にて、11月１
日～６日までの間で、5年生は５泊６
日を中心に、1年生から６年生まで
の宿泊研修を行う。

教員、児童 550 １１／１～１
１／６

出雲市教育委員会 大津小学校 コンサート PTAによるパフファミリーのコンサー
ト

保護者・児童 100 11月7日午
後

出雲市教育委員会 大津小学校 町内クリーン活動 出雲一中校区の小中学生と自治会
が合同でごみを拾う。

地域住民・保護者・
小中学生

200 11月7日

出雲市教育委員会 大津小学校 親子活動 各学年の児童とその保護者が一緒
になって軽スポーツ等の活動を楽し
む

3年児童及び保護者
4年児童及び保護者
5年児童及び保護者
2年児童及び保護者
1年児童及び保護者

960 10月2日
10月16日
10月30日
10月31日
11月13日

出雲市教育委員会 上津小学校 一中校区小中学校
地域クリーン活動

地域内の小・中学生とその保護者、
地域住民が一緒にグループに分か
れて地域のゴミ拾いをする。

小学生、中学生、地
域住民

2000 11月7日

出雲市教育委員会 上津小学校 親子スポーツ大会 ＰＴＡ保体部の主催でスポーツを通
して親子交流をする。

児童、保護者、教職
員

40 11月7日

出雲市教育委員会 上津小学校 上津っ子集会 ・各学年が学習の成果を発表し、児
童同士で見合うとともに、保護者や
地域の方にも見てもらう。

全児童、教職員、保
護者、地域住民

200 11月20日

出雲市教育委員会 塩冶小学校 PTA健康教室 PTA保健体育部主催の健康教室。
親子がエアロビクスで楽しく体を動
かし、運動の役割や体の仕組み等
について学ぶ。

児童、保護者、教職
員

50 10月2日

出雲市教育委員会 塩冶小学校 学校公開日 学習時だけでなく、休憩時間や給
食・掃除の時間も公開し、さまざまな
活動での子どもたちの様子を保護
者や理事に見てもらう。

保護者、児童・教職
員、地域学校運営理
事会理事

1400 10月19日

出雲市教育委員会 塩冶小学校 えんやっ子ワール
ド

児童の平素の学習活動の成果を、
他の学年の児童や、保護者、地域
の方々に発表する。

保護者、地域住民、
地域学校運営理事
会理事、児童・教職
員

2000 11月20日

出雲市教育委員会 神戸川小学校出雲市同和教育指
定事業発表会

神門地区同和教育推進事業発表会
に合わせ、神戸川小学校では、全
学級人権・同和教育の公開授業を
行う。

小学生全クラス、教
職員、保護者

1150 11月6日

出雲市教育委員会 高松小学校 あいさつ運動 浜山中学校区内の学校で、地域学
校運営ブロック協議会と連携してあ
いさつ運動を行う。

地域学校運営ブロッ
ク協議会理事・ＰＴＡ・
地域住民

200 12月上旬

出雲市教育委員会 高松小学校 安全な地域づくり講
演会

コミュニティーセンター、地域学校運
営ブロック協議会とＰＴＡが連携し
て、安全で安心できる地域づくりを
目指して講演会を開催する。
講師：小宮信夫教授（立正大学）

地域住民・ＰＴＡ 200 11月4日

出雲市教育委員会 高松小学校 教育講演会 小学生の「心の健康」に関した講演
会を授業公開日に合わせて実施す
る

ＰＴＡ会員・教職員 200 10月5日

出雲市教育委員会 長浜小学校 あいさつ運動「あい
さついきいきまちづ
くり」

浜山中学校区内の児童生徒へのあ
いさつ運動及び声かけ運動

児童生徒、教職員、
地域学校運営理事
会、民生児童委員関
係者

1000 １１月上旬

出雲市教育委員会 長浜小学校 読書推進活動「本
は友だち」

家族読書、読書郵便、委員会児童
による読み聞かせ

児童、保護者 500 １１月１日～
８日

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 長浜小学校 元気はつらつ活動
「早ね・早起き・朝
ごはん・ノーテレビ
ゲーム」

各家庭で毎日のチェック項目につい
て記録しながら日々の暮らしを振り
返る

児童、保護者 500 １１月８日～
１４日

出雲市教育委員会 四絡小学校 CAPワークショップ 児童虐待防止プログラム。子どもた
ちが暴力・虐待・いじめ等から自分
を守るための教育プログラムを大人
が学ぶ。

保護者、地域住民 60 11月15日
11月16日
11月20日

出雲市教育委員会 四絡小学校 人権・同和教育授
業公開及び教育講
演会

人権・同和教育に視点をあてた授業
を全学級公開するとともに、保護者
を対象に教育講演会を開催する。

保護者、地区同和教
育推進協議会

450 10月20日

出雲市教育委員会 四絡小学校 学習発表会 児童の学習成果を発表する。 保護者 800 11月12日

出雲市教育委員会 高浜小学校 人権同和教育学習
公開・講演会

人権同和教育上の視点をあげた授
業を家庭・地域に公開するとともに、
「同和問題との出会い直し」と題して
講演会を実施し、地域への啓発の
場とする。高浜地区は地域指定を受
けているので、広く参加を呼びかけ
る。

保護者、地域の方 100 11月2日

出雲市教育委員会 高浜小学校 高浜っ子げんき大
作戦

生活習慣の確立をめざして、起きる
時間,寝る時間,家庭学習の時間,メ
ディアとの接触時間について、各自
めあてをもって児童と保護者で取り
組む。結果をカードに記入し振り返
る。年３回実施の内の２回目であ
り、三中校区の小中学校で合わせ
て実施する。

全児童、保護者 400 10月13日～
19日

出雲市教育委員会 高浜小学校 １日学習公開日 １日学校を公開する。学習の様子、
休憩・給食・掃除・クラブ活動等、都
合の良い時間に自由に来校して観
てもらう。

保護者、地域の方 100 10月22日

出雲市教育委員会 高浜小学校 高浜ワールド 各学年（学級）が学習の成果をス
テージで発表する。児童相互で見合
うとともに保護者や地域の方々に観
てもらう。

全児童、保護者、地
域の方

500 11月27日

出雲市教育委員会 北陽小学校 授業公開日 ○４年生給食試食会
○PTA講演会

４年生保護者
４年生以上の児童及
び全保護者教職員

580 10月8日

出雲市教育委員会 北陽小学校 三中校区ノーメディ
アディ

中学校の中間(期末)試験期間を利
用し、メディアから離れた生活を行
う。

全児童 560 10／16～
22、11／20
～26

出雲市教育委員会 北陽小学校 学習発表会 教育活動の総合的な発表の場 全児童及び全保護者
教職員

1000 11月6日

出雲市教育委員会 北陽小学校 三中校区小中一貫
教育交流会

○三校の6年生同士の交流会
○ドッジボール他

各校6年生と関係教
員

250 11月20日

出雲市教育委員会 北陽小学校 一日授業公開日 人権・同和教育に視点を当てた学習
の公開

全児童及び全保護者
教職員

700 11月24日

出雲市教育委員会 朝山小学校 健康を考える会（Ｐ
ＴＡ文化活動）

「ノーテレビ・ノーゲーム」等の取組
をもとに基本的生活習慣について親
子で考えたり、文化的な親子活動
（親子読書やコンサート鑑賞等）を
行ったりする。

児童・教職員・ＰＴＡ 150 10月16日

出雲市教育委員会 朝山小学校 朝山地区文化祭＆
オープンスクール

地区文化祭の日にオープンスクー
ルを併せて行うことで、保護者・地域
の方々に児童の学校生活や授業を
公開したり、クラブ発表や神楽発表
をしたりするとともに、文化祭に参加
し触れあいを深める。

児童・幼稚園児・教
職員・保護者・地域
住民

300 11月7日

出雲市教育委員会 朝山小学校 幼小合同しいの子
発表会

保護者や地域住民に児童の学習活
動成果を発表する。（朝山幼稚園と
合同で開催）

園児・児童・教職員・
保護者・地域住民

250 11月27日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 乙立小学校 乙立地区総合文化
祭「PTA親子ものづ
くり教室」

乙立地区総合文化祭にあわせて、
親子で制作した作品の展示や「もの
づくり教室」をPTA事業として行う。

乙立小学校児童、園
児、保護者、一般地
域住民

100 10月31日

出雲市教育委員会 稗原小学校 授業公開日 「食育に関する指導」をテーマに授
業公開を行う。１、２年生は、栄養士
さんを招いて指導をしていただく。

地域の方、保護者 100 10月8日

出雲市教育委員会 稗原小学校 学校公開ウィーク 授業公開及び授業参加 地域の方、保護者 50 11月１日～
５日

出雲市教育委員会 稗原小学校 地域学校運営理事
会の学校訪問

地域学校運営理事会理事への授業
公開及び児童の学習状況等につい
ての意見交換

地域学校運営理事
会理事

10 11月8日

出雲市教育委員会 稗原小学校 学習発表会 児童の学習活動の発表 地域の方、保護者 300 11月14日

出雲市教育委員会 神西小学校 街頭指導 保護者、地域住民が校区内５箇所
に立ち、登校時の安全指導、あいさ
つ指導を行う。

地域青少協、保護
者、教職員

30 １１月１日、
10月15日、
11月15日

出雲市教育委員会 神西小学校 学習発表会 学習の成果を地域・保護者に発表
する

全校児童、保護者、
地域住民

450 11月27日

出雲市教育委員会 神西小学校 授業公開日 人権同和教育に関する授業を公開
し、研修を行う。

全校児童、保護者 400 10月21日

出雲市教育委員会 神西小学校 運動会 児童会を主体となって保護者の協
力を得ながら運動会を実施する

全校児童、保護者 400 9月18日

出雲市教育委員会 神西小学校 参加行事 以下の地域行事に児童が参加する
◆月見の会
◆地区文化祭

お茶クラブ児童
昔遊びクラブ

30 ９月25日
10月31日

出雲市教育委員会 平田小学校 あいさつ運動 児童会の生活委員会とＰＴＡの生活
委員会が中心となって地域の方の
参加協力のもと、登校時、昇降口に
立ち、安全指導並びにあいさつ運動

児童、ＰＴＡ、民生児
童委員等、教職員

30 11月1日

出雲市教育委員会 平田小学校 性に関する授業
（学校保健委員会）

全学年で性に関する授業を公開。
児童保健委員会が「ノーテレビ・ノー
ゲームデーの取組」について発表。
ＰＴＡ保体部が「メディアと上手に付
き合う夏休み」について実践報告。
講演「テレビ・ゲームと子どもの脳
～生活習慣を見直そう～」     講師:
島根県立大学短期大学部出雲キャ
ンパス　  高橋恵美子講師

６年生児童、平田小
ＰＴＡ会員、保・幼・小
保護者、地域学校運
営理事会理事、学校
医、地域住民

400 10月18日

出雲市教育委員会 平田小学校 学習発表会 全校児童が、各学年に応じて内容と
表現を工夫し、日頃の学習の成果
を発表。

全校児童、保護者、
地域学校運営理事
会理事、地域住民

780 １１月１９
日、２０日

出雲市教育委員会 灘分小学校 授業公開、ＰＴＡ健
康部主催講演会・
懇談会

「メディアと子供の発達」や「メディア
との付き合い方」についての講演を
聞き、その後、小グループで各家庭
の実態や講演の感想など話し合う。

児童、保護者、教職
員

340 11月1日

出雲市教育委員会 灘分小学校 学習発表会・なか
よしフェスタ

○学習発表会・・・各学年の日ごろ
の学習成果の発表会　○なかよし
フェスタ・・・児童が考えた「つくる、あ
そぶ、みる」をテーマにした店で異学
年が交流を深める活動。

児童、保護者、教職
員

450 11月20日

出雲市教育委員会 灘分小学校 授業公開、人権・同
和教育講演会

人権同和教育講演会：国境や血を
乗り越えて歌いあうゴスペル音楽に
触れ、人権問題に関してのトークに
も耳を傾けながら、幅広い人権感覚
を磨く。

児童・保護者・地区
同和教育推進委員
会・コミセン

250 12月1日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 国富小学校 オリエンテーリング 全校縦割り班のグループ編成で、国
富地区にある自然や史跡等をポイ
ントに地域探検を行う。保護者のボ
ランティアを募り一緒にゲームや昼
食を楽しんでいただく。

全校児童、保護者、
教職員

230 10月7日

出雲市教育委員会 国富小学校 授業公開日 全学年、人権・同和教育の授業を公
開し、保護者、地域住民とともに人
権・同和教育について考える機会と
する。

全校児童、教職員、
保護者、地域住民

350 10月21日

出雲市教育委員会 国富小学校 人権・同和教育研
修会

PTA保体部が中心となり人権・同和
教育の講演会を実施し、人権意識
の高揚を図る。

教職員、保護者、地
域住民

150 10月21日

出雲市教育委員会 国富小学校 全校奉仕作業 通学路や地域のゴミや空き缶を拾う
ことにより、環境を大切にする気持
ちを育てる。

全校児童、教職員、
地区環境委員他

220 10月29日

出雲市教育委員会 国富小学校 国富ふれあい文化
祭

国富地区の文化祭で、クラブ活動で
作成した作品を展示する。４年生に
よるステージ発表を行う。

全地域住民 800 11月7日

出雲市教育委員会 国富小学校 たぶしっ子祭り 第１部は、音楽発表等を行う。第２
部は、全校を縦割り班にわけ、班ご
とにお店を開く。保護者の方にも参
加してもらい、ともに楽しんでもらう。

全校児童、教職員、
保護者

420 11月14日

出雲市教育委員会 西田小学校 あいさつ運動 学校の近くにある老人福祉施設に
学級単位ででかけ、入居者や利用
者の方たちへあいさつをしたり、学
習したことを発表したりして交流す
る。

全校児童・教職員、
福祉施設入居者・利
用者

40 月３回、木
曜日

出雲市教育委員会 西田小学校 授業公開日、PTA
研修会

○人権・同和教育に関する授業を公
開する。
○ふれあい人権集会をPTA文化研
修部と共催で開き、人権・同和教に
ついての理解を深める。

全校児童、保護者、
域の方、教職員

140 10月6日

出雲市教育委員会 西田小学校 学習発表会 全校児童が日頃の学習の成果を
劇・合唱・合奏等で発表する

全校児童・保護者地
域の方・教職員

220 11月13日

出雲市教育委員会 西田小学校 元気もりもり週間 ○朝食・起きる時間・テレビ・ゲーム
の時間等５つの項目についてチェッ
クシートを使って生活リズム作りに
取り組む
○ノーメディアの取組：毎月10日を
光中・平田中校区全体で取り組む
が、20・30日も各家庭でめあてを決
めて取り組む。告知放送でも地域に
知らせる。

全校児童・保護者 150 11月8日～
12日

出雲市教育委員会 鰐淵小学校 わにっ子大フェスタ
２０１０

鰐淵小学校と猪目分校で取り組ん
でいるふるさと教育（生活科、総合
的な学習の時間、特別活動等）の成
果を学年に応じた発表内容・方法を
工夫して保護者、地域学校運営理
事、地域の方々に発信する。

児童・保護者・地域
学校運営理事・地域
住民・教職員

100 11月13日

出雲市教育委員会 久多美小学校 親子オリエンテーリ
ング大会

久多美フェスタ（地域の文化祭）にあ
わせて親子で組を作り、校区内をオ
リエンテーリングしてまわる。終了後
は久多美フェスタに参加し、地域の
人々との交流を図る。バザーも開催
する。

児童、保護者、地域
住民

100 11月7日

出雲市教育委員会 久多美小学校 教育講演会 授業公開を行うとともに、PTA研修
部主催で教育講演会を行う。

保護者、教職員、地
域学校運営理事

30 10月6日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 檜 山 小 学  さつまいも集会 　サツマイモ栽培に協力いただいた
地域の方との交流（さつまいもを
使った料理）

児童、地域住民 100  １０・２０

出雲市教育委員会 檜 山 小 学 　一日学校公開日 　人権・同和教育に関わる授業公開
（全学年）　人権・同和教育に関わる
講演会

児童、保護者、地域
住民

150  １０・２６

出雲市教育委員会 檜 山 小 学   ふれあい広場   地域講師による物づくり（陶芸、料
理、ちぎり絵等）を通した3世代交流

児童、保護者、地域
住民

160  １１・１３

出雲市教育委員会 東小学校 クリーン作戦 児童と保護者といっしょに地域のゴ
ミ拾いをする。

児童，ＰＴＡ、地域の
方

300 11月4日

出雲市教育委員会 東小学校 大鍋大会 クリーン作戦の後，児童と保護者と
一緒に炊きだしをして，親睦を深め
る。

児童，ＰＴＡ、地域の
方

300 11月14日

出雲市教育委員会 北浜小学校 全校縦割りさつま
いも活動

６月より地域ボランティアさんの協力
を得ながら芋栽培を続けており、１０
月中旬に収穫を行う。・収穫した芋
は、１１月中旬に調理し、お世話に
なったボランティアさんとともに会食
の場をもち、収穫を祝いお礼の場と
する。

全校児童、教職員、
ボランティアの皆さん

60 10月21日
11月11日

出雲市教育委員会 北浜小学校 きたはまっこ大作
戦

生活習慣改善に向けた強調週間の
取り組みを行う。テレビ視聴時間・テ
レビゲームの時間をへらすめあてを
定め、家庭での達成度を点数化して
チェックする。

全校児童、教職員、
保護者

90 １１月８日～
１３日

出雲市教育委員会 北浜小学校 学習発表会 地区文化祭に合わせ、地域の方々
や保護者に児童の学習成果を発表
する。

全校児童、教職員、
保護者、地域住民

200 11月6日

出雲市教育委員会 塩津小学校 海の子発表会 各学年ごとの学習成果の発表（教
科学習、劇、ふるさとin隠岐・交流学
習の様子など）

地域の方、保護者、
児童、教職員

100 11月20日

出雲市教育委員会 塩津小学校 公開授業日 人権・同和教育に関する授業公開、
ＰＴＡ研修会（講演）

地域の方、保護者、
児童、教職員

60 12月1日

出雲市教育委員会 佐香小学校 授業公開、人権同
和教育講演会

全学級授業公開、講演会を実施予
定

児童・保護者・地域
住民・教職員

120 10月29日

出雲市教育委員会 佐香小学校 学習発表会、文化
祭

日ごろの学習の成果を発表する場
として、各学年に応じて内容と表現
の仕方を工夫し、保護者・地域の
方々に発表する。また、コミセンが主
催する文化祭で、親子のふれあいを
もつ。

児童・保護者・地域
住民・教職員

120 11月14日

出雲市教育委員会 伊野小学校 授業公開及び教育
講演会

人権・同和教育に関する授業を公開
する。ＰＴＡ主催の教育講演会は、
同和問題についての研修を深める。

保護者、地域住民、
教職員

100 10月7日

出雲市教育委員会 伊野小学校 伊野地域文化祭 伊野地域の文化祭が伊野小学校周
辺で開催され、児童も駅伝の応援
や文化祭の様々な催し物等に参加
する。

伊野小学校の全児
童及び保護者、伊野
地域の住民

1200 10月31日

出雲市教育委員会 伊野小学校 伊野小学校学習発
表会

文化祭と共催で、伊野小学校の体
育館を会場に、伊野小学校の「学習
発表会」を開催する。体育館の壁面
には、児童の作品展示も行い、保護
者をはじめ、伊野地域の多数の住
民が参加する。

伊野小学校全校児
童及び保護者、伊野
地域の住民

600 10月31日

出雲市教育委員会 窪田小学校 学習公開日（公開
授業、人権に関す
る研修）

（公開授業）児童の学習活動の様子
を保護者に公開し、児童や学校教
育に関する理解を求める。
（研修）住みよい社会を作るために
人権意識を高める。

（公開授業）全校児
童、教職員、保護
者、地域住民
（研修）保護者、教職
員

160 10月19日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 窪田小学校 挨拶運動 登校時に登校路に立ち、あいさつ運
動と安全指導を行う。

全校児童、教職員、
保護者、佐田地域見
守りﾈｯﾄﾜｰｸ

100 11月1日、
15日

出雲市教育委員会 窪田小学校 ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 窪田地域との協賛による文化祭とし
て、学習の成果を地域の人々や保
護者に発信したり交流を深めたりす
る。

全校児童、教職員、
保護者、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ、地域住民、地域
学校運営理事

160 11月27日

出雲市教育委員会 窪田小学校 人権集会 身近な生活や学校生活の中での人
権に関する課題をとらえ直し、児童・
教職員の人権意識を高める。

全校児童、教職員 100 12月13日

出雲市教育委員会 須佐小学校 「生命を考える」
学習公開

命の大切さを主題とした道徳の学習
公開を全学級する。

全校児童 100 10月21日

出雲市教育委員会 須佐小学校 「生命を考える」講
演会

命の大切さをテーマにした講演会を
実施する。講師：江角由利子さん
（島根被害者サポートセンター理事）

５・６年児童、保護
者、学校運営理事、
教職員、地域住民

100 10月21日

出雲市教育委員会 須佐小学校 お弁当の日 自分で弁当を作り、食の大切さ、家
族の温かさを知る。

全校児童 100 11月1日

出雲市教育委員会 須佐小学校 学習発表会 児童の日頃の学習の成果を総合的
に発表する。

全校児童、地域住
民、学校運営理事、
学校運営理事

200 11月27日

出雲市教育委員会 須佐小学校 「命を考える」全校
集会

人権週間に合わせ、命の詩の朗読
等を発表する。

全校児童 100 12月3日

出雲市教育委員会 岐久小学校 親子エコウォーキン
グ

地域環境の美化についての意識向
上及び、最後までやり遂げようとす
る忍耐力の向上を目的に、岐久小
学校区内を、２コースに分かれて、
ゴミを回収しながらウォーキングを
する。

岐久小学校児童、保
護者、教職員

250 10月23日

出雲市教育委員会 岐久小学校 あいさつ運動 中学校区内の保・幼・小・中学校で、
地域学校運営ブロック協議会と連携
してあいさつ運動を行う。

児童、保護者、地域
学校運営理事、教職
員

150 １０月１日、
１１月２日、
１２月１日

出雲市教育委員会 岐久小学校 たきっ子ウィーク 保・幼・小・中、同じ期間に、各校園
ごとにチェックカードを使用し、６時３
０分起床、ノーテレビなど生活習慣
の向上を目指す。１１月は保護者も
一緒に参加する。

児童、保護者 230 １０月４～８
日、１１月１
～５日、１２
月６～１０日

出雲市教育委員会 田儀小学校 多伎町一斉あいさ
つ運動、交通安全
指導

学校、家庭、地域が一体となってあ
いさつ運動に取り組むことにより、町
内にあいさつの輪を広げる。

児童、保護者、地域
学校運営理事、児童
見守り会、その他

100 9月1日、10
月1日、11月
2日、12月1
日

出雲市教育委員会 田儀小学校 家族で読書マラソ
ン

家族で読書に親しみ、読んだ本の
ページ数を記録して、読書量を増や
す。

ＰＴＡ３８家族、教職
員

100 11月1日～
11月18日

出雲市教育委員会 田儀小学校 ふるさと交流会 地域のお年寄りとふれあったり、田
儀地区のよさや伝統を生かした活
動を体験したりして、田儀地区のよ
さを再発見する。

児童、高齢者クラブ、
教職員

100 12月15日

出雲市教育委員会 湖陵小学校 おいしいおいも収
穫祭

地域ボランティアの協力を得なが
ら、全校縦割り班で焼きいもをする
ことによって、生活体験や人とのつ
ながりを豊かにするとともに、地域
の特産品に対する理解を深める。

児童
PTA　　　　　　　　地
域ボランティア

500 10月29日

出雲市教育委員会 湖陵小学校 学力パワーアップ
週間

保幼小中が連携して、生活習慣調
べに取り組むことによって、家庭の
教育力の向上を図る。

児童
PTA 　　　　　　　　地
域学校運営理事

600 11月8日～
11月14日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 湖陵小学校 人権・同和教育ビ
デオ会

ＰＴＡ文化部主催で、児童、保護者、
湖陵幼稚園児などが参加してビデ
オ視聴会をもつことによって、家庭
や学校の人権意識を高める。

児童　　　　　　　　湖
陵幼稚園児
PTA

500 11月27日

出雲市教育委員会 湖陵小学校 あいさつ運動 登校時に登校路に立ち、あいさつ運
動を行うことによって、人と人の豊か
なつながりをそだて、地域全体での
子どもの健全育成を図る。

児童、地域学校運営
理事会理事、PTA

350 11月18日

出雲市教育委員会 大社小学校 大社町の教育を語
る会

講演会（内容）「ふるまい向上」につ
いて（講師）前県教育長：藤原義光
氏

教職員、保護者、地
域住民、地域学校運
営理事会理事

100 10月31日

出雲市教育委員会 大社小学校 きづきっこ広場 （学習発表会）全校児童が、大勢の
観客の前で学年ごとに日ごろの学
習の成果を生かしたステージ発表を
する。

児童、幼稚園児、教
職員、保護者、地域
住民、地域学校運営
理事会理事

700 11月13日

出雲市教育委員会 荒木小学校 大社町の教育　を
語る会

講演会：「ふるまい向上」をテーマと
した講演会を実施。

大社町内小・中学校
教職員、保護者、地
域学校運営理事会
理事

100 10月31日

出雲市教育委員会 荒木小学校 わくわく発表会 児童の学習活動の成果を、他学年
の児童や保護者、地域の方に発表
する。

児童・保護者　地域
住民、地域学校運営
理事会理事

700 11月20日

出雲市教育委員会 遙堪小学校 ようかんっ子　フェ
スタ

全校児童が、合唱・合奏等により、
学習の成果を発表する。

児童・教職員・保護
者・地域の方

250 11月27日

出雲市教育委員会 遙堪小学校 PTA研修部講演会 「人権・同和教育に関する講演会」
本校では、１０月を人権・同和教育
月間と定め、人権・同和教育を推進
するための取組を重点的に取り組
むこととしている。本講演会は、保護
者等を対象とし、人権・同和教育の
効果的な取組のあり方について研
修を深めることを目的としている。

保護者・教職員 100 10月7日

出雲市教育委員会 遙堪小学校 大社町教育を語る
会

大社町PTA連合会主催講演会（講
師）前島根県教育委員会教育長：藤
原義光氏（講演内容）「ふるまい向
上について」

保護者・教職員 120 10月31日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 敬老会 地域の敬老会に参加し銭太鼓を発
表する。

小学生・老人会・鵜
鷺コミセン

90 10月15日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 老人会のみなさん
との作品

老人会のみなさんと一緒に自然物
を使っての作品作り

小学生・老人会 30 11月4日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 グランドゴルフ大会 地域のお年寄りのみなさんと一緒に
グランドゴルフをする。

小学生・地域住民・
鵜鷺コミセン

40 11月12日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 郷づくりフェスティ
バル」

鵜鷺地域との協賛による文化祭、児
童の学習成果の発表、作品展示、
太鼓演奏、よしぶえ等の演奏会

小学生・保護者・教
職員・地域住民

150 11月28日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 ほっとほっと交流会 １・２年生が「ホットうたほ」に出か
け、地域のお年寄りの皆さんと交流
会を実施。

児童、地域のお年寄
り

30 10月27日

出雲市教育委員会 鵜鷺小学校 ほっと八千代交流
会

５・６年生が「ほっと八千代」に出か
け、地域のお年寄りの方と交流する
とともに意識調査を実施。

児童、地域のお年寄
り

30 １１月１０
日、１７日

出雲市教育委員会 日御碕小学校人権・同和教育授
業公開日

人権意識を高めるための公開授業・
講演会を行う。

小学校保護者、教職
員、児童、地域住民

60 10月20日

出雲市教育委員会 日御碕小学校大社町の教育を語
る会（大社町PTA連
合会研修会）

教育講演会（講師）藤原義光氏
（テーマ）「ふるまい向上について」

大社町内小中学校
の教職員・保護者

100 10月31日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 日御碕小学校いきいき発表会 全校児童が、日頃の学習の成果を
発表する

小学校児童、保護
者、教職員、地域学
校運営理事会理事、
地域住民

100 12月4日

出雲市教育委員会 第一中学校 文化祭 合唱コンクール、文化事業・学習活
動発表、講演会（「漢字の研究から」
講師：漢字研究者）＜予定＞

中学生、保護者、地
域住民

850 11月5日

出雲市教育委員会 第一中学校 地域クリーン活動 地域内の小・中学生と保護者、地域
住民が一緒に各グループに分かれ
て地域のゴミ拾いをする。

校区小・中学生、保
護者、地域住民

1800 11月7日

出雲市教育委員会 第二中学校 文化祭 合唱ｺﾝｸｰﾙ日々の学習成果の発表
の場とし、保護者や地域の方々にも
案内し発表を見てもらう。

生徒、保護者、地域
の方々

600 11月5日

出雲市教育委員会 第二中学校 職場体験学習 市内各所の事業所に出かけ、実習
を行う。

生徒（３年生） 160 9 月 29 日 ～
10月1日

出雲市教育委員会 第二中学校 命の尊さ学習会 講師の先生を招き、性や生命の尊
さの学習を行う。

生徒（１年生）、保護
者

170 10月1日

出雲市教育委員会 第三中学校 オータムコンサート 吹奏楽部・合唱部による演奏会、保
護者、地域の方々にも呼びかけ、活
動の報告とあわせ音楽の楽しさを味
わっていただく

生徒、保護者、教職
員、地域住民

800 10月11日

出雲市教育委員会 第三中学校 和実祭文化部門
(文化祭)

校内合唱コンクール、各文化部のｽ
ﾃｰｼﾞ発表、各種展示会

 生徒、保護者、教職
員、地域住民

1000 11月9日

出雲市教育委員会 第三中学校 三中校区６年生交
流会

 ドッジボール大会、中学１年代表生
徒とのレクレーションを通しての交
流、校舎見学

校区内６年生児童
地域住民

200 11月20日

出雲市教育委員会 河南中学校 文化祭 合唱コンクール、バザー、絵画、書
道等の展示、生徒会の有志企画

生徒、保護者、地域 500 10月30日

出雲市教育委員会 河南中学校 ＰＴＡ教育講演会 白石康次郎講演会 生徒、保護者、地域 500 11月21日

出雲市教育委員会 河南中学校 人権集会 人権について生徒・教職員・保護者
がパネルディスカッションしながら考
える

生徒、保護者、地域 500 12月9日

出雲市教育委員会 浜山中学校 　浜山中文化祭 　合唱コンクール（校区小児童が鑑
賞）および　学習内容発表･展示

　保護者、小学校児
童、地域住民

600 11月6日

出雲市教育委員会 南中学校 ハーモニーフェス
ティバル

生徒の自主的な活動を尊重しなが
ら、合唱活動や平素の文化的学習
活動の成果を発表する。

生徒、保護者、教職
員、地域住民

300 10月30日

出雲市教育委員会 平田中学校 文化祭 合唱コンクール、展示、吹奏楽、合
唱演奏、生徒会発表

全校生徒・地域住
民・全保護者

1000 11月6日

出雲市教育委員会 旭丘中学校 一畑マラソンに向
けての地域一斉美
化活動

東小児童、東コミュニティセンター等
の地域の方とともに、一畑薬師の階
段を中心としたボランティア活動を
一斉に行う。

全校生徒・教職員、
小学校児童、地域の
方

200 10月29日

出雲市教育委員会 旭丘中学校 生徒がつくる「弁当
の日」

生徒自身がつくる「弁当の日」の取
組により生徒の「生きる力」育成する
とともに、ＰＴＡを巻き込んで家庭教
育力を高める。

全校生徒・教職員・
家庭

300 １０／２５
１２／６
１２／１９

出雲市教育委員会 旭丘中学校 同和教育研究授業 同和教育に関する校内研究授業を
実施し、教職員の研修を深める。

１年生、教職員 40 10月28日



市町村教委名 学校名 事業名 事業概要 対象者 参加人
数

開催日 備考

市町村教育委員会・幼稚園・小学校・中学校での取組状況（報告）
平成22年度（１１月１日～７日及びその前後）

出雲市教育委員会 旭丘中学校 避難訓練と講話 地震を想定した避難訓練を実施す
るとともに消防士の方から避難、救
助等命に関わる講話を聞き、「生命
を考える教育」への取組とする。

全校生徒、教職員 140 11月1日

出雲市教育委員会 光中学校 学校公開 （授業公開）全日全学年の授業を公
開する。
（部活動公開）・放課後の部活動を
公開する。

保護者、地域学校運
営理事、地域住民

20 11月2日

出雲市教育委員会 佐田中学校 文化祭 合唱コンクール、総合的な学習の時
間発表、吹奏楽部演奏、作品展示
会

中学生、保護者、地
域の方

100 11月13日

出雲市教育委員会 多伎中学校 多伎町文化祭 多伎コミセンホールでの音楽会、社
会福祉センターうなばら会館を会場
に美術作品の展示発表

吹奏楽部１・２年生
徒、本校全生徒

110 10月30日、
10月31日

出雲市教育委員会 多伎中学校 多伎中学校文化祭 多伎町内の講師による文化体験活
動、校内音楽会

多伎中学校全校生
徒・保護者・地域講
師・町内２小学校の６
年全児童

300 11月6日

出雲市教育委員会 多伎中学校 健康教育研究指定
事業発表会

講演会（講師）早稲田大学人間科学
学術院教授：前橋明氏

多伎町内保幼小中
学校保護者

100 11月25日

出雲市教育委員会 湖陵中学校 授業公開 中学校の各学級で授業を公開す
る。

中学校PTA 100 11月13日

出雲市教育委員会 湖陵中学校 PTA研修会 湖陵中ブロックの保護者に対する研
修（講演等）

湖陵中ブロックPTA 70 11月13日

出雲市教育委員会 湖陵中学校 地域学校運営理事
会

湖陵中の教育に対する支援の協議
等

湖陵中学校運営理
事

10 11月13日

出雲市教育委員会 大社中学校 文化祭 生徒会主催の文化祭：合唱コンクー
ル・展示等、生徒の活動の参観

　保護者、地域住民 200 11月5日

出雲市教育委員会 大社中学校 大社町の教育を語
る会

　町Ｐ連研修会：前県教育長 藤原
義光氏による講演会　「ふるまい向
上」について

　大社町住民、　(保
護者・学校関係者)

120 10月31日
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