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7月の相談
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◆会　　場／市役所　くにびき大ホール
◆申込方法／電話またはファクス、メールなどで、

氏名、住所、電話番号を人権同和政策課
までご連絡ください。

◆申込期限／9月4日（金）
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差別や偏見のない街づくりを目指して
～精神科看護の実践から～

ハンセン病の理解に向けて

出会いから学ぶ

自死という社会的非難のまなざし

回 開催日時 学習テーマ（内容） 講師

【対 象 者】年齢や住所地に関係なくどなたでも利用できます。
【開設時間】月～金曜日９時30分～18時　※土日祝日、年末年始はお休みです
【場　　所】ビッグハート出雲１階　東南（ＪＲ出雲市駅南口から徒歩１分）
【電話番号】２４－７６２０
【駐 車 場】ジョブ・ステーション出雲前の無料駐車場をご利用ください。
　　 　  無料駐車場が満車の場合は、ビッグハート出雲東側の市営駅南駐車場を
　　 　  ご利用いただき、駐車券をお持ちください。

ジョブ・ステーション出雲は市が運営する無料の職業紹介所です。お気軽にお越しください。

ジョブ・ステーション出雲 （出雲市無料職業紹介所）

仕事をお探しの方　 転職をお考えの方　　　 まずはご相談ください

※ジョブ・ステーション出雲で紹介している求人情報はホームページからもご覧いただけます。

職業相談員があなたの話をじっくり伺い、就職・転職への不安や悩みを、一緒に考えます。
名前や相談内容など個人情報は厳守しますので安心してご相談ください。
履歴書の書き方や面接のポイントなども懇切丁寧にアドバイスします。

希望条件（職種、勤務時間帯等）や学歴、職務経歴等を「求職票」に記入し、お申し込みください。
これまでの学歴、職歴等を伺ったうえで、ご希望の条件に沿った求人を探し、紹介します。

パソコンで設問に順次答えていくと、「能力（自信）」「興味」「価値観」「行動特性」の4つの切り口
で、自分でも気づかなかった長所や職業の適性が明らかになります。職業選択に悩む若い世代に、
特におすすめです。

ハローワークホームページでの求人検索をはじめ、応募したい事業所の情報収集などに利用でき
ます。

履歴書の書き方などの実用本から、働くとはどういうことかを考える本まで取り揃えております。貸
出期間は2週間以内です。

小さいお子さんのために、絵本、積木、子ども用アニメのＤＶＤなどがあります。

就職相談
事前に来所日時をご連絡いただくと
スムーズです（☎24－7620）

職　業　紹　介

パソコンを使った適職診断

インターネットによる求人情報検索

就職関連図書の閲覧、貸出

キッズスペース

中国女子サッカーリーグ 第7節

おたずね／特定非営利活動法人ディオッサスポーツクラブ事務局　☎070－5304－3115

　ディオッサ出雲F.C.のホーム戦、是非、会場にお越しください。

●日　時／7月19日（日）13:00キックオフ●場　所／浜山公園陸上競技場
●対　戦／ディオッサ出雲F.C.　VS　岡山湯郷Belle  U18
●その他／入場無料

同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向けて、人権・同和教育基礎講座を9月から4回シリーズ
で開催します。皆さまの受講をお待ちしています！

◆申し込み・おたずね／
人権同和政策課（☎22-7506　FAX 22-7502）
〒693-0022　出雲市上塩冶町2657-1 出雲市隣保館内
メール　jinken@city.izumo.shimane.jp

同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向けて、人権・同和教育基礎講座を9月から4回シリーズ
人権・同和教育基礎講座 受講生募集！！

9月12日（土）
9:30～11:30

10月10日（土）
 9:30～11:30

11月14日（土）
 9:30～11:30

12月12日（土）
9:30～11:30

自死遺族自助グループ
「しまね分かち合いの会・虹」代表 桑原　正好さん

高田　美樹さん（鳥取県在住）

永江　尚美さん島根県立大学出雲キャンパス　
准教授

金山千夜子さん
元医療法人同仁会海星病院　看護部長
出雲医療看護専門学校非常勤講師

（精神看護学）
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市：市役所

相　談　名 相　談　日 開　催　場　所 主な相談内容（担当者） おたずね

日曜納税相談 7月12日（日） 9：00~16：00 市  くにびき大ホール南側
市税・国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料・介護保険料の納付に関
すること。

市  収納課　☎21-6647

人権相談
7月 1 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

7月 1 日（水） 13：30~15：30 市  平田支所　２階 市  平田支所　☎63-3111

行政相談

7月 1 日（水） 13：30~15：30 市  平田支所　2階

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  平田支所　☎63-3111

7月 6 日（月） 10：00~12：00 うなばら会館 市  多伎支所　☎86-3111

7月 8 日（水） 9：30~11：30 市  大社支所　1階 市  大社支所　☎53-4444

7月14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

7月15日（水） 9：30~12：00 須佐コミュニティセンター 市  佐田支所　☎84-0111

7月21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

7月28日（火） 13：30~15：30 市  斐川支所　1階 市  斐川支所　☎73-9000

交通事故相談
【予約優先】 7月16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 
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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】

7月 9 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）

7月18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］

7月25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※祝日の場合は翌日　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。

出雲市社会福祉協議会
☎23-3790

結婚相談 7月11日（土） 99：30~12：30 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】 7月16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）8:30 ～17:00※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

若者サポートステーション
出張相談会
【要予約】

7月16日（木） 13：00~16：00 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  子ども政策課 くらし、就労、子育てなど

（母子・父子自立支援員） 市  子ども政策課　☎21-6604

補聴器相談 開催場所・日時については、右記へおたずねください。 市  福祉推進課　☎21-6961

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

福祉のお仕事
相談会･面接会 7月14日（火） 10：00~12：00 ビッグハート出雲 福祉職場で働きたい人や求人情報を

知りたい人の相談会･面接会
島根県福祉人材センター
☎0852-32-5957

就職相談会
（移動ナースバンク）

7月 9 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

☎0852-27-85107月16日（木） 13：00~16：00 県立中央病院

不動産無料相談 7月10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

商工
相談

【発明】 7月21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】 7月27日（月） 13：00~15：00 専門相談員（弁護士）による法律相談
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