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秋葉三尺坊大権現
火防鎮護
大東連坦地の大火災（１７７５年に郡家
小路東から町上１１０戸及び祥雲寺が焼失）
により、火伏の霊験あらたかな秋葉三尺
坊大権現が祥雲寺に勧請されました。
毎年３月１日に春祭り、８月１８日に夏
祭りが斎行されます。

発行：大東地区自治振興協議会

「ちゃれんじクラブ」施設完成にあたって
（放課後児童クラブ）

特定非営利活動法人

ほっと大東 理事長 小山

義弘

平成９年３月、ボランティア団体として発足した「ほっと大東」は、平成１２年１１月、高齢
者及び障がい者福祉の増進と、健全な子育て支援を目的に、島根県内14番目の特定非営利活動
法人として認証を得、再スタートしました。翌年の平成１３年1月から介護保険事業（居宅介護
支援事業・通所介護事業）に参入、２ヶ月後の平成１３年３月には同じ建物内で預かり保育を開
始。高齢者と子どもたちが同じ屋根の下で生活を共にすることでの相乗効果を期待しての取り組
みでした。が、狭隘な建物だったことに加え、低学年生の余りの元気の良さに、思いを断念せざ
るを得ず、会場探しに苦慮していた矢先、当時の大東町から放課後児童対策事業「ちゃれんじク
ラブ」として委託、会場についても旧大東幼稚園舎を無償提供するとのご提案をいただき、以来
大きなトラブル等もなく今日に至りました。
この度、長年の念願が叶って「ちゃれんじクラブ」専用施設が大東小学校校庭西端に完成しま
した。行政はもとより、地域住民の皆様をはじめ、多くの各種団体の皆様方の格別なご理解と、
力強いご支援の賜物であり、衷心よりお
礼、感謝申し上げます。
この上は、「ちゃれんじクラブ」が、子
どもたちにとって何よりも楽しい場であり
続けることと、保護者の皆様方には安心し
てご利用いただける施設となるよう、役職
員一同精進する決意であります。
今後とも引き続きご理解いただき、
ご指導ご鞭撻賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

雲南市地域包括支援センターです
雲南市地域包括支援センターを紹介します。
これまで雲南市が運営していた地域包括支援センターの業務の一部を
平成３１年４月１日から雲南市社会福祉協議会が受託し運営しています。
事務所は雲南市役所内と大東総合センター内にあります。
地域包括支援センターは高齢者の生活を支援します。
こんなときは地域包括支援センターへご相談ください。
・一人暮らしを続けられるか不安
・退院が決まったけど生活が心配
お気軽に
ご相談
・介護保険サービスを利用したい
ください。
・財産やお金の管理が心配
・家にとじこもりがちで気持ちもふさぐ
・物忘れがあり相談したい
など
連絡先 雲南市地域包括支援センター

大東総合センター内 Tel.０８５４−４３−５６７１
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雲南市役所内 Tel.０８５４−４２−８００８

板
示
掲
リ
パチ

）
祭（２月３日
加多神社 節分 ちが「鬼は外！」と元気

の園児た
たち
およそ１２０人 ら豆を投げつけ、見事鬼
が
な
げ
上
な声を
た。
を退治しまし

大東高校生バンド
「スワイパーズ」コンサート（２月２日）

総合学習の取り組みで「歌でみんなを笑顔にし
たい」とバンドを結成し、練習の集大成を出雲
大東駅で披露しました。沢山の来場者から笑顔
で拍手をいただきました。

神話の杜芸能祭（２月
２３日）
今回で１

０回目を迎えた大東町
文化協会主催
の芸能祭。
１５団体１６８名の出演者
が、古代鉄
歌謡館で歌や演奏、踊り
など、日頃の活動の
成果を発表しました。
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募金

ご寄付に感謝致します
皆様からお寄せいただいたご寄付は地域
の絆を深め、支えあう活動に対する補助
金等に活用させていただいております。

・大東町（上 町）和田 彰雄
・大東町（本 町）飛田 武志
・大東町（東町北）田部 高洋
・大東町（大木原）上代 昇
・大東町（本 町）山代 幸男
・大東町（北 町）藤原 淳
・琴城流大正琴
大東琴結会

様（見舞返し）
様（香典返し）
様（香典返し）
様（音響設備）
様（香典返し）
様（一般寄付）
様（一般寄付）

大東地区振興あいあい募金運営委員会（TEL：43−2130）

■令和元年２月末現在の人口・世帯数
項

目

雲南市
３７，
７２０人
（▲１２１人）
１８，
１９２人
男 性
（▲６２人）
１９，
５２８人
女 性
（▲５９人）
７４８世帯
世帯数 １３，
（▲８世帯）
３８．
８６％
高齢化率
（＋０．
０７％）
総人口

大東町
１２，
０１８人
（▲５９人）
５，
８５１人
（▲３５人）
６，
１６７人
（▲２４人）
４，
１７１世帯
（▲３世帯）
３８．
６７％
（＋０．
０６％）

【 ( )内は対前々月比】

大東地区
３，
４９１人
（▲３０人）
１，
６７３人
（▲１７人）
１，
８１８人
（▲１３人）
１，
２５０世帯
（▲１世帯）

資料：雲南市HPより
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雑 感 『努力の結果は…？』
「努力は人を裏切らない」というフレーズをどこか
で聞かれたことがあろうかと思います。私自身決して
努力家ではありません。けれども、今までの自分自身
を振り返ってみると「確かにそうだなあ…」と思える
ことがいくつかあります。正確に言うと『物事を丁寧
に継続して粘り強く取り組める力』これこそが 努
力 なのではないかと思います。嫌いなことを嫌々
やっていても長続きはしません。今取り組んでいるこ
とにやり甲斐や生き甲斐や面白さを見つけ出して少し
でも好きになること、好きなことを続けることは苦痛
ではありませんから継続できるはずです。それを３日
間、３週間と続け、３ヶ月もするとそれが自分の生活
の一部となってきます。それを続けないと違和感があ
るようになってくれば順調です。３年経つ頃には、
びっくりするくらいの力が身に付いている、努力の成
果が実ったということです。「石の上にも３年」とは
よく言ったものです。
大東小学校の子どもたちには、日々の学校生活をと
おして、楽しみながら物事を丁寧に継続して粘り強く
取り組める力をぜひ培ってほしいと思います。
おわりに努力についての著名人の名言を四つ紹介し
ます。

大東小学校

①音楽家

校長

村尾

隆晃

ベートーベンさん

「努力した者が成功するとは 限らない。
しかし、成功する者は皆努力してい
る」

②元プロ野球選手・監督

王 貞治さん

「努力しても報われないことがあるだろ
うか。たとえ結果に結びつかなくて
も、努力したということが必ずや生き
てくるのではないだろうか。それでも
報われないとしたら、それはまだ、努
力とは言えないのではないだろうか」

③芸人

明石家さんまさん

「好きだからやってるだけよ、で終わっ
といた方がええね。これが報われるん
だと思うと良くない。こんだけ努力し
てるのになんで？ってなると腹が立つ
やろ」

④書家 相田みつをさん

保育園がピカピカになったよ！
（全面床修繕）

雲南市立大東保育園長

岩田 長子

大東保育園は、平成１５年に新築され、木をふん
だんに使ったゆったりとした構造になっています。
この園舎で１６年間、多くの子ども達が元気いっぱ
いのびのびと過ごしてきましたが、自慢であった木
材の床も次第に劣化し、ささくれが目立つようにな
りました。ここ数年はささくれ（しばり）が刺さる
ことが連日発生していました。木は跳んでも転んで
も弾力性があり子ども達の動作に優しく温もりがあ
ります。この良さを活かしつつささくれを修繕する
方法が見つかり、１１〜１２月に床修繕を施工して
もらいました。その間、４・５歳児は大東文化セン
ターで、０〜３歳児の子ども達は修繕の終わったク
ラスへ移動しつつの生活となりました。修繕期間
中、安全面や、子ども達が不安を感じることがない
ようにと配慮してきました。文化センターで過ごし
た４・５歳児はいつでも使える体育館、目の前には
丸子山公園…この地の利を最大限に楽しみました。

４

園舎に残った子どもたちは年長
児のクラスでの生活。ちょっと
お兄さん・お姉さん気分になっ
たようです。大人が考えるよりも
子どもは順応性があるのだなと感
じた期間でした。１月から通常通
りの生活に戻りました。ピカピカになった園舎で安
心して遊べることが何より嬉しく、また、以前に増
してかかわりが広がってきたと感じる今日この頃で
す。

全国からの
お便り

たんびに だんだん
東京都練馬区（北町出身） 福本

にがおえで
こんにちは！

羽橋の道具街に散歩に出かけた時に見つけて
買い求めました。
歳を重ねる毎に故郷を懐かしむだけでは無
く、帰省の都度そこにある数々の魅力を再認
識致します。例えば広い新道が町の中を通っ
ていて、私の思い出の地図は時折り修正され
たりもしますが、昔と変わらぬ心優しき友の
暮らしがあり、町や野山の空気はこのうえな
く穏やかで、「ただも…」「ばんじまして」
「まめなかね？」などと交わす方言も聞こえ
てくるだけで嬉しくなります。
いつの日も私の心を励ましてくれる大東
町。たんびにだんだんです。

妻の七夕刺繍

大東七夕祭りの８月
が近づくと、我が家で
は自然に「てんてこて
んの七夕さん」と誰か
が言い始めます。サーイサーイ サイサイの
掛け声と共に夕闇に灯る赤や黄色の大小の西
瓜提灯、ゆったりと進む笹飾りの行列を川面
に映して流れる赤川。賑わいと優雅さが調和
した美しい祭りに家族は全員感動します。私
にとってはすべてが懐かしく楽しい行事で
す。今年の短冊には、「金メダル！」の文字
も踊ることでしょう。
ご馳走の部では、豪快に丸ごと竹串に刺し
て、しっかりと焼かれた焦げ目くっきりのが
いな焼鯖。絶品です。帰省時しかこのスタイ
ルの焼き方にはお目にかかることができませ
ん。もちろん香り高いあご野焼き、多彩な薬
味でいただくく割子蕎麦も外せません。
「休日は大東町のように小ぶりの茶茶碗で
おかわりしながらのんびりとお茶を飲みたい
ね」と話がまとまり、家内と外出の度に陶器
屋巡りをしました。なかなか理想のサイズの
茶茶碗に出会うことが叶いません。昨秋、合

修司（５８歳）

日々精進して参ります

大東明寿会 会長 難波

幸夫

現在は高齢化社会となり、人生 100 年時代であります。健康には留意し、世
のため、人のため、自分のために努力しようと思っています。市老連・町明寿会・
同歌謡教室、市・町遺族会、松江木次線バイパス期成同盟会・同東町道路会議等々、
地域の活動に参画しています。尚、市遺族会では戦後 75 年史を発行いたしました。
また、認定音楽療法士等の資格もあり、時間の許す限り病院や介護施設を訪問
し、ハーモニカなどを演奏して心のケア・癒しになればと、ボランティア活動を
しています。趣味は音楽、カラオケ、ハーモニカ、情報・雑学研究、悪筆防止対
策の書道です。78 歳で俳句手習、あとは谷あいの農地管理、イノシシ対策に挑
戦中です。
（絵：大東町東町北 細田 滋）
心は青春、高齢化社会 100 歳万歳の心意気です。立派な似顔絵ありがとうご
ざいました。
私のブログ、メールは下記です。スマホ（ライン、フェースブック）も多少やっています。のぞいてみ
てください。

URL:http: //yukiomusic.blog.fc2.com/

E-mail:d-nanba@wave.plala.or.jp
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郷土の暮らしと文化

び んざ か い せき

大東町東阿用「便坂遺跡」
大東の歴史を探ねる会

大東のなつかしい風景や
人々の生活を写した写真があり
ましたらご提供ください。
（編集委員会）

蓮岡法暲

とぎしさん

平成６年５月、東阿用の磨石山の麓で3,100枚も
の古銭が出土した。これが便坂遺跡である。中世の
阿用城跡を示す段丘の縁で、城主の居館跡が推定さ
れる場所である。畑に生えた笹の除草中に、石の下
に設けられた穴から発見された。銭貨は大陸の公銭
で、約100枚単位で「さし」(紐)に通してあった。
江戸時代に国内で寛永通宝が鋳造されるまでは輸入
貨が通用していた。
県立八雲立つ風土記の丘の研究報告をみると、出
土貨は50種に及び、唐から朝鮮の時代のもの、特
に北宋銭が多数あった。埋納時期は、15世紀中頃
から16世紀後半と考えられる。

に聞く

この人

ふな き

埋蔵者と目的であるが、近隣の同種の遺跡では寺
院への篤信者の奉納等が推定されるが、本遺跡は
1510年代に尼子氏に滅ぼされた阿用城主桜井(阿用)
宗的の関与が想定される。遺跡は、位置が阿用城の
大手道の取付口に
近い場所にある。
はたして、この
3,100枚の古銭は
誰が何の目的で埋
めたのか。便坂遺
跡の謎は深い。

あつ こ

舟木 敦子さん

（中町出身 ふれあいの丘在住）

約50年間住み慣れた東京を離れ、故郷大東にＵターンして10年、
東京での思い出、帰郷後の状況を伺いました。温和なご主人とともに
懐かしく語っていただきました。
日本を代表し世界にも名高いヴァイオリニスト千住真理子さんの舞台
衣装のデザインから製作まで数多く携わってこられましたが？

沢山の思い出があり過ぎるほど。75歳まで20年間、専従デザイナーとしてデザインから製作まで100着以
上手掛けてきました。
「一流にはなれるけど超一流にはなれません。」その超一流の人の舞台衣装を作るため色々と苦労もありま
した。演奏する曲目・会場・舞台等イメージして色・デザインを決めます。その都度状況は異なりますが本人に
納得してもらわねばなりません。大変でしたが自分も誇りを持ちながら取り組んできました。
長いお付き合いでしたが「非凡な人はものでは計れない。」ですね。
また、洋裁教室も立ち上げこれは40年間指導的な立場で頑張りました。

東京から帰郷され合唱団（コーラス）に参加された話もお聞かせください。

ここ「ふれあいの丘」に住むまでの半年間加茂町に在住、縁あって、
「コーラスココメロ」に参加、これは月1回、
今でも続けています。声を出すことは健康にとても良いし若返りますよ。仲間と一緒に楽しんでいます。

料理も得意と伺いました。

料理は大好きです。23年間中華料理を習い、作っては仲間と楽しく食べる。最高の楽しみです。栄養士でも
調理師でもないのに凝り性なんですよね。
何度もケータリングを依頼され出かけたこともあります。
好奇心も旺盛なのかしら？
（そうそう、男性の料理教室でもお世話になりましたね。）

今の楽しみは、また、生き甲斐をお聞かせください。

東京ではゴルフを楽しんでいましたが、帰郷してからグランドゴルフに誘われて始めました。今はこれにハ
マっています。生き甲斐の一つですね。
昨年は、
「茨城ゆめ国体2019」に出場しました。
今でも月水金、週3回の練習が楽しみです。体力の続く限りいろいろな大会に参加したいですね。
それと、やはり女性ですから「おしゃべり」もいいですよ
ね。料理の献立を考えるのは女性が多いでしょ、だから元
お話を伺っていたらアッという間に2時間が経過、名残
気かも・・・。（元気の秘訣がわかりました。）
惜しかったですがこの辺で失礼です。
こちらの不躾な質問にも経験・体験をもとに笑顔で快
今ね、月1回ですが「洋服の病院」なるものを楽しんで
くお応えいただきました。
います。
若者には、品位・品格を失わないで欲しいとも。また、
着れなくなった古着を今の年齢・体形に合った服にリメ
夫婦どちらか一人になったら息子のいる東京へ戻りたいと
イクするんです。
も語ります。いやいやその時期は20数年先になります
つい すみ か
女性はいくつになってもオシャレを楽しみたいですよね。 よー！ いっそのこと故郷大東を「終の棲家に」しませんか？
記 西村

６

