おたずね／出雲芸術アカデミー事務局 ☎２１−６３７１
（8:30 〜 17:00 休業日：月曜日）
〒693-0002 出雲市今市町北本町 2-1-10

出雲交流会館

音楽と友達になろう♪

出雲芸術アカデミー音楽院 受講生募集のお知らせ（５月入校）

【出願期間】
２月６日
（火）
〜３月９日
（金）
〔二次募集４月６日
（金）
まで〕

出雲芸術アカデミーでは５月からの受講生を募集します。
いろいろな地域、
学年の友達と、
楽しい音楽の時間を過ごしませんか？
たくさんのお申込みをお待ちしています。

◆募集要項／２月上旬から、アカデミー事務局、市役所本庁・各支所、市民会館、ビッグハート出雲、うらら館、平田文化館に配置します。
◆申込方法／募集要項内の入校願書を記入し、
「出雲芸術アカデミー事務局」へ郵送またはご持参ください。
（ＦＡＸ不可）
◆体験講座／幼児科
２月25日（日）10:00〜11:00 出雲交流会館
詳しくは、出雲芸術アカデミー
事務局へおたずねください。
※どの講座も随時見学が可能です。事前にご連絡ください。

コース・講座一覧

コース・講座

幼児科

科

音楽入門

3歳〜6歳の幼児と保護者

音楽入門

小学1〜3年生

唱

本 科

オーケストラ

対象
（4月からの年齢・新学年）

ホップ
（3歳児）
ステップ
（4〜5歳児）
ジャンプ
（6歳児）

音楽入門
合

合

唱

入

門

オーケストラ

【シンフォニーオーケストラ】
（ある程度楽器経験のある方）

別

唱

小学1年生〜高校2年生

科

邦 楽
【特別講座】
チェロ体験講座

40〜44回
40〜44回

3,500円

40〜44回

18歳
（高校3年生含む）
以上で楽器をお持ちの方

2,500円
3,000円

36回

18歳
（高校3年生含む）
以上で楽器
（箏）
をお持ちの方

1,500円

12回
40〜44回

無料(要楽器借用料)

小学３年生~中学３年生

年の繁 殖 目 標

30

11

30

24回

平成

29

年の繁

ていない血統ですので︑遺伝的多様

性のためにも何とか１羽でも育って

新
※規ＢＲペア︵左が新しく来たオス︶

おたずね／
出雲市トキ分散飼育センター
☎⑳１３５０

平成 年９月の第 回トキ飼育繁 ほしいと思います︒

殖小委員会において︑平成

羽とさ

1.5

殖期におけるトキのヒナの成育見込

み羽数が︑１ペアに対して

羽となり︑４ないし５羽が成育の

4.5

れました︒出雲には３ペアいるので︑

目標になります︒

今 度の 繁 殖 期 は︑
ＡＦペア が８ 年

目︑
ＢＢペア が ２ 年 目︑
ＢＲペア が １

年目ということで︑実 績 十 分のＡＦ

ペアには︑何とか３羽成育できるよ

うに頑張ってもらうとして︑今 年１

年目だったＢＢペアは自分で卵を温

めふ化させることが出来なかったの

で︑今度はふ化器でふ化したヒナを

育てさせる予定です︒

ＢＲペア は︑ 月 にＡＫペアの 雄

が交代した︑新しいペアです︒初めて

繁殖期を迎えますが︑上手くペアリ

ングできることを願っています︒また

ＢＲペアは︑佐 渡であまり 放 鳥され

10

邦楽合奏
チェロ体験講座

2,500円

40〜44回

社会人で合唱
（混声）
に興味のある方

オーケストラ・レパートリー

20〜22回

5,000円

（小学1〜3年生については
【本科】音楽入門と併講）
【オーケストラの楽器】
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、
フルート、オーボエ、
クラリネット、ファゴット、
ホルン、
トランペット、
トロンボーン、打楽器

コーラス・レパートリー

オーケストラ

年間の開講数

2,000円

2,500円

小学4年生〜高校2年生

【ストリングアンサンブル】

※新規募集を行わない
楽器もあります。

受講料月額

※年齢別のクラス編成

（新たに始めたい方、少し経験のある方）

※楽器貸与あります

合

ホームページにも掲載します。

開講時間や曜日などはお気軽におたずねください。

第35回
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出雲の伝統工芸「大社の祝凧 高橋」
いわい だこ

出雲市には、豊かな自然と歴史に育まれた多くの優れた伝統工芸があります。
作り手の方の想いとともに出雲の工芸を紹介します。

観光客でにぎわう出雲大社からほど近くの、神迎え通りに面した店舗で「祝凧」の製作
を続け三代目となる高橋日出美さんにお話をうかがいました。
かつて、出雲大社の千家・北島両国造家でお祝い事
があると、氏子が稲佐の浜で「鶴」
「亀」の字を描いた
凧を揚げてお祝いをしました。その風習はなくなりましたが、初代好さんが祝凧を復活さ
せました。赤い凧「鶴」は、左側に羽根を広げた鶴が木に止まる姿を表し、右側は「つる」
や、穀物や家宝を連想する「くら」と読めます。
黒い凧「亀」は、上側に大黒様の打ち出の小づちや袋、左下に福が多く来るように「多」
の字、右下に米俵を表しており、ここにしかない縁起物です。

全国で唯一、
「大社の祝凧」

こう

好きだから続けられる

全国で愛される祝凧

『小さいときから祖父が作っと
るのを見てきたし、根詰めとるの
が好きなだけだけんね。やめたい
と思ったことはないね。苦になら
んね、座っとるのが。その分散歩も
よくするわ。運動に松江まで歩い
ていったりもしたよ。
（笑）
やっぱり祖父が作ったものだか
ら今後も残していきたい。絶やさ
んようにやっとります。』

おたずね／商工振興課

特 産 品 に！
Vol.22 出 雲 の 新 た な

店舗入り口の祝凧。お祝いの贈り
物や結婚式の引出物としても依
頼があります。

『家に飾っていたのが古くなったと、
遠くから買
い替えに来られるのも嬉しいですね。
旅行先で自
分の作品を見ることもあります。
長野の蕎麦屋で
も大 社 の 祝
凧 が 飾 って
あ って 驚 き
ました。
』
精霊流しの代わりに大社の子どもたちが
引いて歩いた鯛車も製作。写真は高橋さん
が中学生の時に作られたものです。

手しごとマップHP

☎２１−６５４１
平田の灘分地区を中心とした宍道湖西岸地区では、現在、
大規模な農地整備が計画されています。地元では、整備に
より耕作条件が良くなる農地をフルに活用し、儲かる農業
を実践していこうと、
今まで作ったことがなかった
「小豆」
の栽培に挑戦しています。
出雲の新たな特産品となるか？？その取組の様子をご紹介
します。
今月の担当 農業振興課 ☎２１−6998

◎簡単ではない小豆栽培

◎小豆といえば

小豆の産地といえば思い出されるのは北海道で
しつがい
しょうか。小豆は、極めて湿害に弱い作物で、水は
けの良い農地でなければ栽培が難しく、収穫や選
別作業にも手間がかかることから、国内では北海
道以外の大規模な産地というのはあまり無いのが
現状です。

小豆は、出雲ぜんざいや和菓子、小豆雑煮など
に使われ、出雲に住む私たちにとってはなじみ深い
食べ物です。
小豆が出雲の特産となり、こうした商品に地元産
の小豆が使われるようになれば、地域の活性化にも
つながるのではと期待しています。出雲の小豆の将
来が楽しみです！

◎出雲は小豆の産地になる？
宍道湖西岸地区内の農地は、その多
くが田んぼで、現在は米づくりを主体と
した農業が行われています。今後どうす
れば大規模に小豆を作っていけるのか、
現在、地元や県・市、
ＪＡなどが協力して
試験栽培を行い、湿害対策や作業の機
械化、出雲の気候に適した品種の検討
などをしています。
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機械での種まき(H29.7.18)

成育状況(H29.10.25)

下水道は正しく使いましょう
〜快適なくらしを守るために〜

最近、下水道への異物の流入によるポンプの故障や、油の流入による下水道管の詰
まりが頻繁に発生しています。下水道だからといって、何を流してもいいわけではあり
ません。
下水道は、自然環境と皆さんの生活環境をより良くするための公共の財産です。
下水道に汚水を流すときには、一人ひとりが十分に注意して、正しく使いましょう。

配管内で
冷えて
固まった油

◆水洗トイレにトイレットペーパー以外のものは流さないでください

ティッシュペーパー、紙おしぼり、紙おむつ、生理用品、ペット用のトイレ砂などを

流すと詰まりの原因になります。

◆台所では残飯や野菜くずなどを流さないでください
◆サラダ油や天ぷら油の廃油を流さないでください

食用油の廃油を流すと、油が下水道管の中で冷えて固まり、管を詰まらせて汚水

が流れなくなったり、処理場の機能を低下させます。油は排水口に流さず、キッチン
ペーパーなどでふき取り、燃えるごみに出すなどしてください。

◆グリーストラップを清掃してください

「グリーストラップ※」にたまった油脂やごみなどは、必ず定期的に清掃を行ってく

ださい。定期清掃を怠ると機能が発揮されず、油脂類が流れ出る原因となり、宅内
油で詰まった下水道本管
（マンホール内部を撮影）

の排水管や下水道本管を詰まらせます。下水道本管が詰まると、営業に支障が出る
だけでなく、
付近の汚水が流れなくなるなどの被害が発生することにもなります。
※グリーストラップとは、飲食店の厨房等に設置され、その排水から油脂分を取り除く装置です。

「出雲佐田ゆうき」を販売します
「出雲佐田ゆうき」は、佐田地域で発生する下水汚泥を脱水し、発酵させた
リサイクル肥料です。
■販売価格：一袋 １０２円【税込】
（充てん時１０kg入り）
■販売時期：２月１日（木）から（生産分が無くなり次第終了・年間約３,5００袋）
■申込方法：購入希望申込書に記載のうえ、郵送・ＦＡＸまたは直接持参してください。
※電話による申し込みは受け付けていません。
※「購入希望申込書」は㈲エコプラント佐田、市役所（本庁・各支所・上下水道局・各上下水道事務所）、市ホーム
ページにあります。
至多伎
国道9号
出雲市役所
■申込先・販売場所：㈲エコプラント佐田（佐田町吉野５１２-２６）
神西湖
出雲市駅
湖陵支所
（河南上下水道事務所）
電話・ＦＡＸ兼用８５-２３４５
才谷トンネル
■引渡期間：月曜日〜金曜日（祝日を除く）９時から１６時
佐田支所
土曜日・祝日（日曜日を除く）８時から１０時
下橋波トンネル
■その他：配達をご希望の方は、㈲エコプラント佐田へご相談ください。至大田
国道184号
至掛合
※配達は別途料金が必要となります。また、ご希望に添えない場合も
約5㎞
【㈲エコプラント佐田】
ありますので、あらかじめご了承ください。

おたずね
※夜間、休日の緊急連絡先
市役所代表 ☎２１−２２１１

●下水道管理課

・宅内排水設備について
・下水道の維持管理について
・下水道使用料について

☎２１−２２２５

☎２１−２２５４
☎２１−２２２６

●平田上下水道事務所

☎６３−５５４１

●河南上下水道事務所

☎４３−１２１１

●斐川下水道事務所

☎７３−９１３０

2018.1.19
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