開催日

1

時

イベント名（内 容）
アイリッシュ・フィルム・デー「ダブリンの時計職人」

日

「アルバート氏の人生」
「あなたを抱きしめる日まで」

間

会 場

10:30 ～ 12:10 交流ホール 他
13:30 ～ 15:30
16:15 ～ 18:00

野崎洋子トーク「アイルランド映画の魅力」同時開催 タパタパカ
フェ、アイルランド・フォト・ギャラリー
13:30 ～ 14:30 市民交流広場

500円

18:00 ～ 20:00 市民交流広場

200円

火 サン・クラブ高齢者体操教室
木 (株)SKSS社会貢献事業「白潟からだ元気塾」
男が学ぶ遊ぶ語る講座＜第1回＞
土 50代60代男のスターティングノート
地域づくり戦略セミナー

13:30 ～ 15:00 市民交流広場

無料

倶楽部事務局ケアサポートことぶき（横山）
☎ 0852-60-0660
高齢者体操まつえサン・クラブ(山崎)☎・Fax0852-26-6372

14:00 ～ 15:00 展示ブース

500円

（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782

13:00 ～ 16:30 201、202研修室

無料
50～60代男性対象

松江市男女共同参画センター /☎0852-32-1190

13:30 ～ 16:00 交流ホール

無料 (要申込み)

(公財)ふるさと島根定住財団/☎0852-28-0690

10:30 ～ 12:00 201、202研修室

無料
(無料託児あり先着10名)

新日本婦人の会松江支部/☎0852-21-0943
託児申込先：松江市男女共同参画センター☎0852-32-1190

みんなで楽しむ仏像木彫り
サムライおもてなし塾
9 月 カラコロ体操教室
スクラップブッキングを楽しもう♪
12 木
(株)SKSS社会貢献事業「白潟からだ元気塾」

13:30 ～ 16:30 展示ブース

100円
無料(衣装・ﾚﾝﾀﾙ500円)
500円

仏像木彫りサークル(原)/☎090-9462-7500

19:00 ～ 20:00 市民交流広場
13:30 ～ 14:30 市民交流広場
10:00 ～ 12:00 展示ブース
14:00 ～ 15:00 展示ブース

800円
500円

HAPPY☆SB(山田)/☎090-9500-7045
（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782

平成26年度松江市公民館中央ブロック

10:00 ～ 15:30 交流ホール

無料

松江市公民館運営協議会(池田)/☎22-7147

～ 12:30
～ 16:00 504講義室
～ 14:30 市民交流広場

500円/学生無料

松江キネマ倶楽部/人権パッチギの会松江（森）
☎090-3638-5438
松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

～ 20:00 市民交流広場

200円
無料

倶楽部事務局ケアサポートことぶき（横山）☎ 0852-60-0660

10:00 ～ 15:00 1階広場・ブース

無料

松江市共創のまちづくり推進本部事務局(岡田、高橋)/☎555169

裁判員制度学習会
「2015年の裁判員制度の展望」

19:00 ～ 21:00 展示ブース

無料(500円初回のみ)

松江で死刑制度を考える会(入井)☎090-3742-0632

松江市21世紀ウィメンズプロジェクト平成26年度活
動報告・提言発表会

10:00 ～ 12:30 201、202研修室

無料

松江市21世紀ウィメンズプロジェクト事務局
（松江市男女共同参画課内/☎0852-32-1196）

松江おもちゃの病院 壊れたおもちゃの修理
22 日 みんなで楽しむ仏像木彫り

10:00 ～ 14:00 展示ブース
13:30 ～ 16:30 展示ブース

無料
100円

松江おもちゃの病院(野口)✉toy-hospital@kokokoi.com
仏像木彫りサークル(原)/☎090-9462-7500

プリエール市民企画講座
在宅医療を考える集い
23 月 カラコロ体操教室
26 木 (株)SKSS社会貢献事業 「白潟からだ元気塾」
男が学ぶ遊ぶ語る講座＜第2回＞
まつえはそば処！あなたもそば打ちに挑戦！
28 土
プリエール市民企画講座
シングルマザーで生きること
カラコロ体操教室
2 月 健康教室 「スポーツ吹き矢教室」

13:30 ～ 16:00 506研修室

無料
無料託児あり先着10名

高齢社会をよくする会・ぶどうの会(森廣) ☎090-5697-4663
託児申込先：松江市男女共同参画センター☎0852-32-1190

13:30 ～ 14:30 市民交流広場

500円

松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

3
5
7

プリエール市民企画講座 生と性・思春期講座
8

日

14 土 市民学習発表会
（上映）ニッポンの嘘 報道写真家福島菊次郎90歳 10:30
15 日
14:00
13:30
カラコロ体操教室
16 月
18:00
健康教室 「スポーツ吹き矢教室」
14:00
17 火 市民活動 「情報ひろば」
松江2015 共創・協働マーケット

～ 16:00 2Ｆ市民活動サロン

500円

～NPO・市民団体・民間企業と松江市役所の交流・商談
19 木 会～

14:00 ～ 15:00 展示ブース
500円
9:30 ～ 13:00 4階菓子づくりホール 500円（材料費）

雲州すいえん会(塩見)/✉kucsswaka@yahoo.co.jp
松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

市民活動センター事務局/☎0852-32-0891

（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782
松江市男女共同参画センター /☎0852-32-1190

50～60代男性対象
14:00 ～ 16:30 501、502研修室

無料
無料託児あり先着10名

るりっく （片岡）/☎0852-32-6187 託児申込先：松江市男女
共同参画センター☎0852-32-1190

13:30 ～ 14:30 市民交流広場
18:00 ～ 20:00 市民交流広場

500円
200円

松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828
倶楽部事務局ケアサポートことぶき（横山）☎ 0852-60-0660

13:30 ～ 15:00 市民交流広場

無料

高齢者体操まつえサン・クラブ(山崎)☎・Fax0852-26-6372

5

火 サン・クラブ高齢者体操教室
木 (株)SKSS社会貢献事業 「白潟からだ元気塾」

14:00 ～ 15:00 展示ブース

500円

（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782

7

土 松江少年少女発明クラブ発表会

10:00 ～ 17:00 市民交流広場
展示ブース
504講義室

無料

松江少年少女発明クラブ発表会（浜野）☎0852-26-2560

前売り1,200円
当日1,500円
(2作品・トーク込)

シロウオ・A2-B-C上映委員会、松江キネマ倶楽部
☎昼間：090-2003-6623(とむ)
☎夜間：090-7990-9490(山本)

100円

3

「シロウオ」ー原発立地を断念させた街ー
同時上映 A2-B-C
8

9

３月

主催者/問い合わせ先
アイリッシュ・フィルム・デー実行委員会
アイルランド協会
☎090-4109-5542(小泉) ☎0852-25-5713(中村)
チケット取扱い：島根県民会館、プラバホール、タカキ楽器店、
今井書店センター店、学園通り店、山陰日本アイルランド協
会、ビッグハート出雲、今井書店出雲店、本の学校今井ブック
センター(米子)
松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

カラコロ体操教室
月 健康教室 「スポーツ吹き矢教室」

2

2月

参加料
■3作品全通
前売3,000円当日3,600円
■1作品一般
前売1,200円当日1,500円
大学生以下1,000円
※未就学児入場不可

日

10:00～シロウオ、11:55～「シロウオ」監督トーク、13:30～A2-B-C
15:00～シロウオ、16:55～「シロウオ」監督トーク、17:40～A2-B-C

みんなで楽しむ仏像木彫り
サムライおもてなし塾

13:30 ～ 16:30 展示ブース
19:00 ～ 20:00 市民交流広場

無料(衣装・ﾚﾝﾀﾙ500円)

仏像木彫りサークル(原)/☎090-9462-7500
雲州すいえん会(塩見)/✉kucsswaka@yahoo.co.jp

音読と読み聞かせの無料体験レッスン

10:00 ～ 11:30 501研修室

無料、定員5名

朗読プラネットおはなしプラネット（二宮）/☎090-7779-8987

13:30 ～ 14:30 市民交流広場

500円

松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

10:00 ～ 11:30 501研修室

無料、定員5名

朗読プラネットおはなしプラネット（二宮）/☎090-7779-8987

10:00 ～ 12:00 展示ブース

800円

HAPPY☆SB(山田)/☎090-9500-7045

14:00 ～ 15:00 展示ブース

500円

（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782

10:30 ～ 11:30 おもちゃの広場

松江市男女共同参画センター/☎0852-32-1190

14:00 ～ 16:00 2Ｆ市民活動サロン

無料
500円
200円
無料

14:00 ～ 15:00 展示ブース

500円

（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782

19:00 ～ 20:30 展示ブース

500円（初回のみ）

松江で死刑制度を考える会(入井)☎090-3742-0632

10:00 ～ 18:00 市民交流広場

無料

山陰ミニ四駆クラブ(坂根)☎080-5615-4275

10:00 ～ 14:00 展示ブース
13:30 ～ 16:30 展示ブース

無料
100円
500円
500円
500円

松江おもちゃの病院(野口)✉toy-hospital@kokokoi.com
仏像木彫りサークル(原)/☎090-9462-7500

月 音読基礎レッスン
カラコロ体操教室

10 火 音読と読み聞かせの無料体験レッスン
読み聞かせワークショップ
12 木

スクラップブッキングを楽しもう♪

(株)SKSS社会貢献事業 「白潟からだ元気塾」
14 土 パパのためのベビーマッサージ
カラコロ体操教室
16 月
健康教室 「スポーツ吹き矢教室」
17 火 市民活動 「情報ひろば」
(株)SKSS社会貢献事業 「白潟からだ元気塾」
19 木
裁判員制度学習会「2015年裁判員制度の展望
②」
21 土 山陰ミニ四駆大会・走行会
松江おもちゃの病院 壊れたおもちゃの修理
22 日
みんなで楽しむ仏像木彫り
23 月 カラコロ体操教室
26 木 (株)SKSS社会貢献事業 「白潟からだ元気塾」
30 月 カラコロ体操教室
◆市民活動センター施設利用案内◆
【開館時間】 9:00 ～ 22:00
【休館日】 毎月第2水曜日（ただし祝日の場合は第3水曜日）
年末年始12月29日～1月3日
【施設予約受付】 月～土曜日（祝日を除く）8:30～17:00
TEL (0852)32-0800～0803 FAX(0852)32-0847

13:30 ～ 14:30 市民交流広場
18:00 ～ 20:00 市民交流広場

13:30 ～ 14:30 市民交流広場
14:00 ～ 15:00 展示ブース
13:30 ～ 14:30 市民交流広場

松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828
倶楽部事務局ケアサポートことぶき（横山）☎ 0852-60-0660
市民活動センター事務局/☎0852-32-0891

松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828
（株）SKSS社会貢献事業（飯塚）/☎ 0852-20-7782
松江太極拳協会(神谷)/☎Fax0852-28-0828

平成27年1月26日現在に申し込みがあったものを掲載しております。
※イベントについては、主催者の都合により変更・中止になる場合が
ございます。 詳しくは、主催者側にお問い合わせください。

