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9:30～12:00
（森林整備協定山林）

12:00～13:00
（横田コミュニティセンター）

13:00～14:30
（横田コミュニティセンター）

★植林活動（スギ300本） ※小雨決行

★丸太切り大会（優勝賞品あり）
★間伐木の伐倒実演　など　　

★昼　食（軽食を準備します）

★「森のお話」を聞こう！
★「こけ玉」を作ろう！
★上下流特産品争奪
　「水源の森づくり○×クイズ」
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ますます便利になった
出雲縁結び空港を利用しましょう

斐伊川水系水源の森づくり
上下流住民交流会 2011 in 奥出雲

アグリビジネススクール就農
チャレンジ科受講生募集!!

　出雲縁結び空港と羽田空港を往復する10便のうち
4便は、クラスJ42席、普通席219席の合計261席（今
までの飛行機に比べ約100座席が増加）が確保される

「ボーイング767」機材を運航します。

大阪（伊丹）空港から出雲縁結び空港への最終便
の時間が「16時45分 ⇒ 17時50分」と遅くなり、
大阪での滞在時間が長くなります。

■ 就農チャレンジ科では、12月から始まる各講座の受講生を
募集します。

■ 研修から開園方法まで、受講生の就農について関係機関が
連携し支援します。

■ 農業のみで生計を立てたい人はもとより、定年退職後の人生
設計や生きがいづくりとして農業に取り組みたい人にもおす
すめです。また、U・I ターンの人、農家でない人も歓迎します。

■ 申込期限／ 11月25日（金）
主なイベント

※ 網掛け部分が767機材の運航です。
※ ＊10月29日までは767機材が運航します。この間までは6便が運航されます。

※お願い／植林活動の出来る服装でご参加ください。（寒さも予想されますので防寒対策もお願いします）
【主催】出雲市、奥出雲町　
【共催】東部農林振興センター、仁多郡森林組合、斐伊川流域林業活性化センター

【 緑の募金公募事業活用 】

みんなで守ろう
豊かな緑

ぶどう・柿・いちじく・野菜
（青ねぎ・アスパラガス・ブロッコリー・あすっこ・キャベツ）
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 　  【出　発】　　　    【到　着】  　  【出　発】　　　    【到　着】

当日は楽しいイベント満載 ! !
ご家族揃ってお出かけください。

と　き　11月19日（土）
ところ　出雲縁結び空港ターミナルビル

と　き　11月6日（日）　9：30～14：30 （少雨決行）

ところ　植樹活動：「森林整備協定山林」(奥出雲町小馬木）

　　　交流イベント： 「横田コミュニティセンター」 (奥出雲町横田)

募集人数　20名程度

ボーイング767就航記念セレモニーの様子（10月1日）

大型化した
飛行機で東京へ

斐伊川の水源に木を植えよう！

参加費無料！

おたずね／21世紀出雲空港整備利用促進協議会（事務局：防災交通課　☎21－6819）

申し込み・おたずね／森林政策課　☎21－6996　FAX 21－6592 申し込み・おたずね／農業支援センター　☎21－6122

申込期限／10月31日（月）

10月30日から

大阪方面もますます便利に

出雲縁結び空港→羽田空港 羽田空港→出雲縁結び空港

『栽培技術』を学んでみませんか？

出雲農業の
特産品

参加者
募集！

出雲縁結び空港１周年記念イベントを開催

【集合時間】出雲市役所西側駐車場へ7時20分に
集合してください。

※市役所西側駐車場発着のバスがでます。
　（7：30発→16：00着予定）

こけ玉（イメージ）

住民交流会2010 ▼

どんな特産品かはお楽しみ!

講 座 名 ぶどう
チャレンジ講座

柿
チャレンジ講座

いちじく
チャレンジ講座

野菜
チャレンジ講座

受講期間 平成23年12月から平成24年11月までの1年間

対 象 者
市内で新たに就農を目指す人、就農後3年以内で基礎から勉強した
い人、または受講後に農業サポーターとして農家の労働力解消のお
手伝いなどをしたい人で、1年を通して受講が可能な人

と こ ろ

県出雲合同庁舎
県農業技術セン
ター、研修ほ場

（浜町）ほか

JAいずも東部営
農センター、研修
ほ場（多久谷町）ほ
か

JAいずも多伎支
店、多伎いちじく
館 ほか

宍道湖市民農園「ア
ンの家」、研修ほ場

（園町）ほか

内　　容

①基礎研修（13回）
②実践研修
　（24回程度）
③栽培実習
　（毎週2日以上）

①基礎研修
　（13回）
②実践研修
　（20回程度）

①基礎研修
　（12回）
②実践研修
　（12回程度）

①基礎研修（12回）
②実践研修
　（毎月2回程度）

・基礎研修は、栽培方法や農業経営などの基礎知識を講義で学びます。
・実践研修は、研修ほ場で、栽培技術や管理作業などを実践しながら学びます。
・栽培実習は、受け入れ先の生産農家で作業実習をしながら学びます。

受 講 料 年額１万円 年額１万円 年額１万円 年額１万円

定　　員 １０人 １０人 １０人 １０人
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地震感知 気象庁
緊急地震速報

気象庁
緊急地震速報

メッセージの
配信処理を実施

緊急地震速報

※画面はイメージです

国や地方公共団体
災害・避難情報

・お申し込み不要
・通信料、月額使用料、情報料は無料

被災の恐れのあるエリアに一斉配信

ドコモ エリアメール
センター

◆ 携帯電話の全画面にポップ
アップ表示します。

◆ 緊急地震速報と、災害・避難
情報は、それぞれ異なる専用
警告音で、お知らせします。

◆ 受信メールボックスに専用ア
イコン表示で保存されます。

緊急地震速報

○○沖で地震発生。
強い揺れに備えて
ください。（気象庁）

災害・避難情報

※画面はイメージです

避難準備情報

○○地域にお住まい
の方は、△△小学校
へ避難してください

（□□市）

　エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報や地
方公共団体が発信する災害・避難情報などを配信する携
帯電話向けのサービスで、対象エリアにいる利用者に一
斉に防災情報を配信するものです。発信者である自治体
及び受信する住民、ともに無料で利用できます。
　出雲市では、NTTドコモと協議し、10月1日から運用
を行っています。これにより、市内にいるNTTドコモ

利用者に対して、一斉に防災情報が提供できます。
　また、ソフトバンクは平成 24 年 2 月、ａｕは平成
24 年春からエリアメールサービスを提供開始予定で、
出雲市ではこれらサービス会社とも随時協議を行い、で
きるだけ多くの皆様へ情報提供を行う予定です。

緊急速報「エリアメールサービス」の
運用を開始します。

いらなくなったテレビは
適正に排出を！

市営住宅・県営住宅
入居者募集

10月1日〜

　家電リサイクル法にもとづいた適正なリサイクルと
不法投棄の防止にご協力ください。
　不法投棄は法によって禁止されています。

適正なリサイクルの方法
（リサイクル料金と運搬料金がかかります）

※テレビ以外にも、エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
が家電リサイクル法の対象です。適正なリサイクルにご協力をお願
いします。

※違法な不用品回収業者にご注意ください。許可を持たない業者から
料金を請求されてトラブルになったり、業者が回収した廃棄物を不
法投棄や不正輸出したりする事例が発生しています。（家庭の廃棄
物を回収するには、一般廃棄物処理業の許可が必要です）

１. 買い替えで古いテレビを処分するとき
新しいテレビを購入するお店に引き取りを申し込む。

２. 古いテレビの処分だけのとき
処分するテレビを購入したお店に引き取りを申し込む。

３. 購入したお店がわからないとき
環境生活課へご相談ください。

緊急地震速報、避難準備情報、避難勧告情報、避難指示情報等

申込は不要です

おたずね／防災交通課　☎ 21－6606

おたずね／環境生活課　☎ 21－6988
おたずね／島根県住宅供給公社

出雲住宅管理事務所　TEL 23 － 1591

システム概要

提供する情報

次の住宅は随時受付中です！

小境住宅（小境町）、久木西住宅（斐川町）、
直江杉沢住宅（斐川町）、アクティーコーポラスひかわ（斐川町）

大津団地（大津町）、小山団地（小山町）、
牧戸団地（東福町）、諸友団地（大田市長久町）
※諸友団地は、高齢者障がい者優先住宅を含みます。

・ 小伊津住宅（小伊津町）
・ 鶴見住宅（多伎町）
・ 久村住宅（多伎町）
・ 駅南住宅（灘分町）

・ 菅沢住宅（小伊津町）
・ 夕日ヶ丘住宅（湖陵町）
・ 鶴見住宅（多伎町）
・ きたはま住宅（十六島町）

募集住宅は追加されることがあります。
詳しくはお問い合わせください。

3K
3DK
3DK
2LDK

2DK
3DK
3LDK
2LDK

家賃：  8,000円～15,800円
家賃：14,400円～28,300円
家賃：17,500円～34,500円
家賃：53,000円・55,000円・

  60,000円（特公賃）
家賃：39,000円（特公賃）
家賃：55,000円（特公賃）
家賃：50,000円（特公賃）
家賃：39,000円（定住）

市営住宅

県営住宅

◆申込期間／11月1日（火）～11月15日（火）
◆抽選／12月上旬　◆入居予定／12月下旬




