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平成26年度
　コミュニティ
助成事業
実施結果

祝　出雲弥生の森博物館来館者２０万人達成

上塩冶町からお越しの池田英夫様と
姪御さんの木原柚華ちゃん、風華ちゃん姉妹

特選に選ばれた「男伊達助六」（平田町 北本町町内）

　７月１９日、出雲弥生の森博物館は来館者２０万
人を達成しました。平成２２年４月に開館して以
来、皆さんに愛される博物館を目指して努力し
てきました。
　今後も、歴史文化のまち「出雲」を発信する交
流拠点の一つとして、魅力ある展示やさまざま
な講座・教室を通し、古代出雲の魅力を皆さん
にお伝えしていきます。
　これからも出雲弥生の森博物館にご来館いた
だきますよう、よろしくお願いします。

　出雲市平田地域の伝統行事、『平田天満宮祭
奉納一式飾競技大会』が7月20日から22日まで
の3日間、開催されました。
　今年は９町内・２団体が出展し、特選に北本町
の作品「男伊達助六」（おとこだてすけろく）が
選ばれました。この一式飾は平田本町商店街に
展示されています。どうぞご覧ください。

　このたび、株式会社出雲村田製作所から創業30周
年を記念して、スクリーン・プロジェクター一式、木育
ひろば一式（木のおもちゃ）を寄贈していただきまし
た。今後は、このスクリーン・プロジェクター、木のお
もちゃを有効に活用し、科学館での学習活動をより一
層充実させていきます。ありがとうございました。

  （財）自治総合センターでは、宝くじの普及広報事業受託収入を財源として、
地域で行われるコミュニティ活動の助成事業を進めています。

平成２６年度の助成事業として、採
択を受けた３団体のうち次の１団
体が事業を完了されました。

平田一式飾競技大会

　おたずね／出雲科学館　☎25－1500

おたずね／自治振興課　☎21－6619

スクリーン・プロジェクター一式　木育ひろば一式寄贈品　　

一般コミュニティ助成事業

直江町親子会／
子どもみこしの整備

相　談　名 相　談　日 開　催　場　所 主な相談内容（担当者） おたずね

行政相談

9 月 5 日（金）10：00 ～12：00 うなばら会館

国 ･ 県 ･ 市の行政全般についての
苦情・相談や意見・要望

（行政相談委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市  多伎支所　☎86-3111

9 月 9 日（火）10：00 ～15：00 市  本庁3階相談室 市  生活・消費相談センター　
　  ☎21-6682

9月10日（水） 9：30 ～11：30 市  大社支所　2階 市  大社支所　☎53-4444

9月10日（水）13：30 ～15：30 市  平田支所　２階 市  平田支所　☎63-3111

9月16日（火）　9：30 ～12：00 須佐コミュニティセンター 市  佐田支所　☎84-0111

9月16日（火）10：00 ～12：00 湖陵コミュニティセンター 市  湖陵支所　☎43-1212

9月24日（水）13：30 ～15：30 市  斐川支所　1階 市  斐川支所　☎73-9000

交通事故相談 9月18日（木） 9：00 ～15：00 市  本庁2階　
     生活・消費相談センター

交通事故、賠償、保険
（交通事故相談員）

島根県交通事故相談所
☎0852‐22‐5102

（平日は電話相談も可 9：00~16：00※祝日は除く）

消費者相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30 ～17:15

市  本庁2階
　  生活・消費相談センター

消費生活とくらしに関すること
（消費生活相談員）

市  生活・消費相談センター　☎21-6682
     土・日・祝日は消費者ホットラインへ
     ☎０５７０－０６４－３７０     

人権相談 9 月 3 日（水）13：30 ～15：30 市  本庁　501会議室 人権、差別問題、家庭内問題
（人権擁護委員） 市  人権同和政策課　☎22-7506
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司法書士
電話無料
相　　談

毎週月～金曜日※祝日は除く　12:30 ～15:30

相続手続き、登記、債務整理など

司法書士総合相談センター
☎0120‐114‐234

随時（電話相談） 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

司法書士
面接無料
相　　談

【要予約】

9月11日（木）13：30 ～16:30 市  本庁2階 
　  生活･消費相談センター

市  生活・消費相談センター　☎21-6682
　  （面接担当：島根県司法書士会）

9月20日（土）13：00 ～17:00 今市コミュニティセンター 司法書士総合相談センター
☎0120‐114‐234［平日12:30 ～15:30］

9月27日（土）13：30 ～16:30 出雲勤労青少年ホーム 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

行政書士
無料電話相談 毎週月曜日※祝日は除く　10:00 ～16:00 遺言や農地、墓地の手続き、官公署

に対する各種許認可申請など
島根県行政書士会出雲支部
☎080-1916-6081

一般相談
（お困りごと、心配ごと相談）

無料法律相談
日常生活、家庭での心配ごと、困りごとに一般相談員が応じます。無料法律相談（弁護士）は、予約
が必要です。詳しい開催場所･日時などは「社協だより　いずも」をご覧ください。

生活支援・相談センター
（出雲市社会福祉協議会本所）
☎23-3790

不動産無料相談 9月12日（金）13:00 ～16:00 出雲宅建センター 不動産取引全般 出雲宅建センター
☎22－8910

結婚相談 9月13日（土） 9:30 ～12:30 くすのきプラーザ 結婚に関すること 島根はっぴーこーでぃねーたー（出雲エリア）
☎090-9460－3305

女性相談

毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30 ～17:00 出雲児童相談所

女性に関する問題すべて
（女性相談員）

出雲児童相談所　女性相談ダイヤル
☎21-8789　

毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30 ～17:00 出雲市女性相談センター 出雲市女性相談センター

☎22-2085

女性の心の相談
【要予約】 9月18日（木）13：00 ～17：00 出雲市女性相談センター 人間関係や家庭の問題など

心の悩み相談（心理士）
出雲市女性相談センター
☎22-2085

子ども・若者に
関する相談

毎週月～金曜日8:30 ～17:00、
土曜日（事前予約による面接相談
のみ）※祝日は除く

出雲市子ども・若者
支援センター

不登校・ひきこもり・ニート・
家庭内問題など

出雲市子ども・若者支援センター
フリーダイヤル0120-84-7867

補聴器相談 開催場所・日時は、福祉推進課におたずねください。 市  福祉推進課　☎21-6961

若者サポートステーション
出張相談会
【要予約】

9月18日（木）11：00 ～16：00 市  本庁　501会議室 おおむね40歳までの若者の働くこと
の悩みや職業的自立に向けての相談

しまね東部若者サポートステーション
☎0852-33-7710

ひとり親相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
8：30 ～17：00

市  子育て支援課
市  斐川支所　健康福祉課

くらし、就労、子育てなど
（母子自立支援員）

市  子育て支援課　☎21-6604
市  斐川支所　健康福祉課　☎73-9111

就職相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
9:30 ～18:00 

ジョブ・ステーション出雲
（ビッグハート出雲内） 就職に関すること（職業相談員） ジョブ・ステーション出雲

☎24-7620

出雲総合労働相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
9:00 ～16:45 出雲労働基準監督署

解雇や賃金の引き下げなどの労働条
件のほか、募集、採用など労働問題
に関する相談

出雲労働基準監督署（☎21－1240）

就職相談会
（移動ナースバンク）

9月11日（木）13：00 ～16：00 ジョブ・ステーション出雲
求人・求職相談、看護情報の提供等 島根県ナースセンター

（☎0852-27-8510）9月18日（木）13：00 ～16：00 県立中央病院

商工
相談

【発明】 9月16日（火）13：00 ～16：00
出雲商工会議所

発明協会派遣弁理士による発明相談 【要予約（1週間前までに）】
出雲商工会議所　経営支援課
☎25-3710【法律】 9月22日（月）13：00 ～15：00 専門相談員（弁護士）による法律相談


