
出雲市生涯学習情報

受講希望の人は電話、FAX、メール(件名は「生涯学習講座申込」としてください。)、生涯学習講座ホームページ 
(しまね電子申請サービス)のいずれかで①講座名②氏名③住所④連絡先を明記のうえ、お申込みください。
※受講は抽選で決定します。定員に満たない場合は締切後も先着順で受付けます。
※託児の希望、要約筆記や介助その他、何らかの配慮が必要な人は、申込時にお伝えください。

出雲市生涯学習講座

ボランティア情報

車いす利用者の買い物や映画の
付き添いボランティア募集！
車いす利用者の買い物や映画の
付き添いボランティア募集！

サンキ・ウェルビィ グループホーム出雲　
秋祭りのボランティア募集！
サンキ・ウェルビィ グループホーム出雲　
秋祭りのボランティア募集！

【内容】車いす利用者（出雲サンホーム・50代男性）の
　　　買い物や映画の付き添い
【時間】ご相談に応じます。
【対象】60歳までの男性　

【内　容】①テント組立てや片付け、会場準備
　　　　②屋台販売やフリーマーケットのお手伝い
【日　時】10月28日（日）①8:00～14:30　②10:00～14:00
【場　所】サンキ・ウェルビィ グループホーム出雲（大社町北荒木）
【定　員】①男性3名　②女性2名
【その他】昼食・飲み物あり、エプロン持参
【締　切】10月20日（土）

あなたの知識や技能、経験や趣味をボランティアに生かし
てみませんか？まずはお気軽におたずねください。

市民活動支援課 〒６９３-８５３０ 出雲市今市町70番地　
☎ ２１-６５２８　FAX ２１-６２９９
メール gakushu@city.izumo.shimane.jp

学びは豊かな人生の第一歩！あなたの生涯学習を応援します！

出雲市総合ボランティアセンター　〒６９３-０００２ 出雲市今市町北本町３-１-６
☎ ２１-５４００  FAX ２１-１８３１  メール izuvolun@mx.miracle.ne.jp

最新のボランティア情報はホームページでご確認ください▶http://fish.miracle.ne.jp/izuvolun/osirase/osirase.html

継続
募集

単発
募集

最新！新卒採用の実情最新！新卒採用の実情
新卒採用の現場から読み解く、子どものためになる
サポートについて、お伝えします。
就職を控える大学生の保護者はもちろん、中高生の保護
者の皆さんにもぜひ聞いていただきたい内容です。

昨年も開催し、たくさんのカップルや成婚者が誕生した婚活イベント「縁結び大作戦」を今年も開催します。
チャンス！岡山から独身女性が、良縁を求めて縁結びのまち出雲にやってきます。
真剣に結婚を考えている「出雲男子」の参加をお待ちしています。

昨年大好評だった謎解きイベントがパワーアップして帰っ
てきた！謎がいっぱい、体験いっぱい！親子で♪友達と♪
カップルで♪日御碕に隠された謎を解きあかせ!!

＜謎解き所要時間（目安）＞
さくさく：1時間　ゆったり：2時間
じっくり：3時間～（体験も全て楽しみたい人）

●定員100組　

●参加料　1組500円　●申込締切　10月10日(水)
●イベント会場　日御碕神社・出雲日御碕灯台周辺

全日空客室乗務員を経てキャリアコ
ンサルタントに転身。ニートひきこも
り支援、企業の人事採用担当、キャリ
アに関わる教育業を起業するなど、
就職とキャリア支援のスペシャリスト
として活動。
現在は島根大学にて、学生・保護者
に寄り添い、就職とキャリア支援を
行っている。　　

～親世代とは大きく異なる現在の就活～

主催：出雲市日本遺産推進協議会

謎解きイベント in 日御碕
-灯台からの挑戦状-

出雲市の独身男性参加者大募集！

出雲男子 ＆ 岡山女子出雲男子 ＆ 岡山女子

日　時

第２弾

婚活イベント婚活イベント「縁結び大作戦」「縁結び大作戦」

11月3日㊏㊗12：00～18：00（受付11：30～）
場　所 出雲大社周辺

締　切 10月24日（水） 17：00

対　象 20歳～おおむね45歳の独身男性20名（出雲市在住または在勤の人に限る）
※応募多数の場合は抽選により決定します。

内　容

申込等

1対1での自己紹介＆トークタイム
ランチ＆デザートビュッフェでのフリータイム
出雲大社＆神門通り散策　など

住所、氏名、年齢、連絡先を記入のうえ、メールまたはFAXで申込　
【申込先】（株）オリジナル　☎25-3108　FAX 25-0375　
　　　　 　　　　　　　 メール izumo.meets@gmail.com

詳しくは、出雲縁結びプロジェクトのホームページをご覧ください。 縁結びプロジェクト
ホームページ

保護者のための就職セミナー

【会場】出雲市役所本庁　くにびき大ホール
【定員】50名　【受講料】無料　【応募締切】10月22日(月)

11/13（火）18：30～20：00

●最新の学生・若者の就職活動事情
●就職で身につけさせたいスキル
●子どもへの関わり方、親だからできるサポート
●地元就職のメリット、見直したい地元企業の良さ

講師／島根大学 キャリア教育部門
　　　部門長 丸山 実子 氏

アンリ・ド・トゥルーズ＝ロートレックの
面影を追って
アンリ・ド・トゥルーズ＝ロートレックの
面影を追って ロートレックは、裕福な伯爵家に生ま

れ、絵の好きな子どもでしたが、少年
時代、足を骨折し両足の成長が止まり
ます。その逆境が、さらに彼を絵画世界に
没頭させたのか、鋭い観察眼による人物表
現に卓越した才能を発揮しました。そして、一枚のポスターに
よって、華々しくモンマルトルの画家・ポスター作家としてその
地位を確立します。講座では、講師自らがロートレックの面影を
追い、現地で調査･資料収集等を行った際の画像を見ながら、彼
の作品やゆかりの地の風土･文化について楽しく学びましょう。

パリの裏側に魅せられた画家 放送大学島根学習センター　共催講座

【会場】出雲市役所本庁　くにびき大ホール
【講師】放送大学島根学習センター
　　　所長  佐々　有生 氏
【定員】50名　
【応募締切】10/15(月)

10/27（土）14：00～16：00

受講料
無料

受講料
無料

託  児
無料

素敵なプレゼント（抽選）あり

10/20土
10：00～16：00
※最終受付14：00 ※事前申込。応募多数の場合は抽選。定員に満たない場合は当日申込も可。

※小学生以下の方は保護者（18歳以上）を1人以上含むグループでお申込みください。

※イベントおよび各体験の受付は
　灯台駐車場日御碕観光案内所で行います。

※無料(1回30分程度)。
各定員40名。先着順、整理券配布。
①12:45～②14:45～

＜参考＞
当日の日の入り（予想）
時刻17：29

＜参考＞
当日の日の入り（予想）
時刻17：29

謎解きイベント申込QR→
（しまね電子申請サービス）
謎解きイベント申込QR→
（しまね電子申請サービス）

申込み・おたずね／市民活動支援課 〒６９３-８５３０ 出雲市今市町70番地　
☎ ２１-６５２８　FAX ２１-６２９９　メール gakushu@city.izumo.shimane.jp

海から見る日御碕海から見る日御碕
ごんげん丸クルーズごんげん丸クルーズ

※無料（1回15分程度）。
①10:45～②11:45～
③13:45～④14:30～

謎解きのヒントにも♪謎解きのヒントにも♪
日御碕神社ガイド日御碕神社ガイド

特別開放♪
（日本の灯台150周年記念）

特別開放♪
（日本の灯台150周年記念）

9:00～17:309:00～17:309:00～17:309:00～17:30

無料無料

記録更新をめざせ！記録更新をめざせ！
サザエの
殻積み
サザエの
殻積み

すみ   お

①代表者氏名、住所、連絡先（電話番号・FAX番号・メールアドレス）②グループ構成（中学
生以上の人数、小学生以下の人数）を明記の上、市民活動支援課までお申込みください。

※1組1回15分無料。
　身長体重制限あり。

トヨタ開発
最新未来マシーン
トヨタ開発
最新未来マシーン
立乗り型
パーソナル
モビリティ 
無料体験

立乗り型
パーソナル
モビリティ 
無料体験

（予定）

おたずね／縁結び定住課　☎２１ー６７７１

4,500円4,500円
参加費
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11月3日㊏㊗12：00～18：00（受付11：30～）
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締　切 10月24日（水） 17：00

対　象 20歳～おおむね45歳の独身男性20名（出雲市在住または在勤の人に限る）
※応募多数の場合は抽選により決定します。
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ホームページ

保護者のための就職セミナー
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【定員】50名　【受講料】無料　【応募締切】10月22日(月)
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●最新の学生・若者の就職活動事情
●就職で身につけさせたいスキル
●子どもへの関わり方、親だからできるサポート
●地元就職のメリット、見直したい地元企業の良さ

講師／島根大学 キャリア教育部門
　　　部門長 丸山 実子 氏

アンリ・ド・トゥルーズ＝ロートレックの
面影を追って
アンリ・ド・トゥルーズ＝ロートレックの
面影を追って ロートレックは、裕福な伯爵家に生ま

れ、絵の好きな子どもでしたが、少年
時代、足を骨折し両足の成長が止まり
ます。その逆境が、さらに彼を絵画世界に
没頭させたのか、鋭い観察眼による人物表
現に卓越した才能を発揮しました。そして、一枚のポスターに
よって、華々しくモンマルトルの画家・ポスター作家としてその
地位を確立します。講座では、講師自らがロートレックの面影を
追い、現地で調査･資料収集等を行った際の画像を見ながら、彼
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受講料
無料

受講料
無料

託  児
無料

素敵なプレゼント（抽選）あり

10/20土
10：00～16：00
※最終受付14：00 ※事前申込。応募多数の場合は抽選。定員に満たない場合は当日申込も可。

※小学生以下の方は保護者（18歳以上）を1人以上含むグループでお申込みください。

※イベントおよび各体験の受付は
　灯台駐車場日御碕観光案内所で行います。

※無料(1回30分程度)。
各定員40名。先着順、整理券配布。
①12:45～②14:45～

＜参考＞
当日の日の入り（予想）
時刻17：29

＜参考＞
当日の日の入り（予想）
時刻17：29
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（しまね電子申請サービス）
謎解きイベント申込QR→
（しまね電子申請サービス）
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（日本の灯台150周年記念）

特別開放♪
（日本の灯台150周年記念）

9:00～17:309:00～17:309:00～17:309:00～17:30

無料無料

記録更新をめざせ！記録更新をめざせ！
サザエの
殻積み
サザエの
殻積み

すみ   お

①代表者氏名、住所、連絡先（電話番号・FAX番号・メールアドレス）②グループ構成（中学
生以上の人数、小学生以下の人数）を明記の上、市民活動支援課までお申込みください。

※1組1回15分無料。
　身長体重制限あり。

トヨタ開発
最新未来マシーン
トヨタ開発
最新未来マシーン
立乗り型
パーソナル
モビリティ 
無料体験

立乗り型
パーソナル
モビリティ 
無料体験

（予定）

おたずね／縁結び定住課　☎２１ー６７７１

4,500円4,500円
参加費
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