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～ 届け未来へ2000人のあふれる想い ～

市内プレイガイド
アツタ楽器、ラピタ本店、ゆめタウン出雲、
出雲ドーム、ゆめタウン斐川、
市役所文化スポーツ課

おたずね／実行委員会事務局（文化スポーツ課内）
　　　　　☎ 21－6514

おたずね／なでしこリーグ戦出雲開催委員会　担当：田中さん　☎ 070－5303－3115

   第24回第24回

と　き

ところ

出場団体

特別ゲスト

チケット

９月12日（土） 開　場　16：00
開　演　16：45

出雲健康公園 出雲ドーム

保育所 2　小学校 7　中学校 11

と　き

ところ

チケッ
ト

９月２２日（火・休日）
〔開　　　　　場〕　９：００
〔エキシビジョン〕　９：３０
〔キ ッ ク オ フ〕１３：００

プレイガ
イド県立浜山公園陸上競技場

チケット種別 前売券 当日券

3,500円
2,500円
2,000円
1,000円
1,000円

300円

3,000円
2,000円
1,700円

600円
―
―

S席（座席指定）※全年齢

SA席（ゾーン指定）※全年齢

自由席（大人）※高校生以上

自由席（小人）※小中学生

ファンクラブ会員（大人）※高校生以上

ファンクラブ会員（小人）※小中学生

高等学校 10　※特別ゲスト除く

IPU環太平洋大学マーチングバンド部
（岡山県岡山市）

一　般 2,000円（当日2,200円）
小学生～高校生 1,000円（当日1,200円）

出雲ドーム2000人の吹奏楽出雲ドーム2000人の吹奏楽

☆無料シャトルバス

☆臨時駐車場

●往　路／島根森紙業株式会社 → 出雲ドーム
　　　　　15：00～18：30　随時運行　

☆交通規制
●日　時／9月12日（土）
　15：00～21：30
●規制区間／出雲健康公園

外周道路（北側・東側・
南側）を右回りの一方通行

●復　路／出雲ドーム → 島根森紙業株式会社
19：30～20：30　随時運行　

サンプラス、島崎電機、出雲グリーン、
生協しまね、NHK放送塔 県道斐川出雲大社線

9号線↓

←
大社 斐川→

一方通行 ドー
ム外
周道
路

出雲ドーム出雲ドーム市
道
渡
橋
平
野
線

ご来場の際は、シャトルバスまたは臨時駐車
場をご利用ください。
臨時駐車場は、各社のご好意によりお借りし
ています。ご利用の際には、マナーをお守りく
ださい。

会場周辺の店舗・
私有地などへの無断駐車、
路上駐車は絶対に
やめてください。

昨年の様子 ▼

第17節

※未就学児の観戦について S席・SA席 ： 同伴者の膝上での観戦は無料
  席が必要な場合は有料
 自　由　席 ： 無料

セントラルスポーツ、二協社、持田スポーツ、飯塚ス
ポーツ、マツウラスポーツ、山陰中央新報社事業部、
チケットぴあ、ローソンチケット、なでしこリーグ
戦出雲開催委員会

駐車場
県立浜山公園内駐車場、出雲文化伝承館北側駐車場

（臨時）、島根森紙業株式会社駐車場（臨時）
※駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通

機関、無料シャトルバスをご利用ください。
※会場周辺の店舗、私有地等への無断駐車は絶対にしない

でください。

無料シャトルバス ①出雲健康公園出雲ドーム
②島根県立東部高等技術校
③島根ワイナリー
①～③を発着場として、会場との間
を約30分おきに運行します。

〔往路〕  8：30～13：00　
〔復路〕14：30～16：00

プレナスなでしこリーグ　2015　
レギュラーシリーズ
プレナスなでしこリーグ　2015　
レギュラーシリーズ
プレナスなでしこリーグ　2015　
レギュラーシリーズ
プレナスなでしこリーグ　2015　
レギュラーシリーズ

岡山湯郷 Belle ベガルタ仙台レディース対
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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

人権相談 9月 2 日（水） 13：30~15：30 市  本庁　403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

行政相談

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

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

9月15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15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29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】 9月17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
     ☎（局番なし）188 

司
法
書
士
相
談

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10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19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26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 9月12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17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】

9月17日（木） 13：00~16：00 市  本庁　403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 9月 8 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）

9月10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17日（木） 13：00~16：00 県立中央病院

不動産無料相談 9月11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】 9月14日（月） 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28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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〈国勢調査コールセンター〉

総務省・島根県・出雲市  

おたずね／なでしこリーグ戦出雲開催委員会　☎ 070－2351－9069（9：00～18：30）※平日のみ

≪国勢調査員がお宅に伺います≫≪国勢調査員がお宅に伺います≫

と　き

ところ

チケッ
ト

９月２２日（火・国民の休日）

県立浜山公園陸上競技場

チケット種別 当日券 岡山湯郷Belle
ファンクラブ会員

設定なし

設定なし

1,500円

500円

3,500円

2,500円

2,000円

1,000円

3,000円

2,000円

1,700円

700円

S席（座席指定）※1、※2

SA席（ゾーン指定）※1、※2

自由席（大人）※3

自由席（小人）※4

平成27年国勢調査を実施します平成27年国勢調査を実施します

第17節

前売券

駐車場 県立浜山公園内駐車場、出雲文化伝承館北側駐車
場（臨時）、島根森紙業株式会社駐車場（臨時）、出

雲健康公園出雲ドーム（臨時）、県立東部高等技術校（臨時）、長
浜コミュニティセンター北午頭川河川敷（臨時）
※駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関、無料

シャトルバスをご利用ください。
※会場周辺の店舗、私有地等への無断駐車は絶対にしないでください。

無   料
シャトルバス

〔往路〕  9：30～13：00　
〔復路〕14：30～16：30

2015プレナスなでしこリーグ1部
レギュラーシリーズ
2015プレナスなでしこリーグ1部
レギュラーシリーズ
2015プレナスなでしこリーグ1部
レギュラーシリーズ
2015プレナスなでしこリーグ1部
レギュラーシリーズ

岡山湯郷 Belle ベガルタ仙台レディース対
山陰中央新報社サポーティングマッチ

〔開　　　場〕１０：００
〔キックオフ〕１３：００

※1:全世代同額　　　※2：小学生未満の幼児をひざ上に乗せる場合は無料、席が必要な場合は有料
※3:高校生以上の者　※4：小学生未満の幼児は無料

①出雲健康公園出雲ドーム ②県立東部高等技術校 ③島根ワイナリー
①～③を発着場として、会場との間を約30分おきに運行します。

プレイガイド セントラルスポーツ、スポーツプラザ二協社、持田
スポーツ、飯塚スポーツ、マツウラスポーツ、山陰

中央新報社事業部、チケットぴあ、ローソンチケット、島根県サッ
カー協会事務局、なでしこリーグ戦出雲開催委員会

■設置期間／8月24日から10月31日まで
■受付時間／8時～21時（土・日・祝日にもご利用になれます）※IP電話の場合

03-4330-2015

0570-07-2015
おたずね／総務課（☎21-6301）

●国勢調査は、平成27年10月１日現在、日本に住んでいるすべての
人および世帯が対象です。
●調査結果は、福祉、教育、雇用、防災、地域対策など、日本の未来をつ
くる基礎資料になります。

9月10日（木）～12日（土）
今回の調査から、インターネット（パソコンやスマートフォンから）で回答がで
きます。インターネット回答のための書類（パスワード・ＩＤ等）を全世帯に配布
しますので、ぜひご利用ください。回答締切は、9月20日（日）です。
9月26日（土）～30日（水）
インターネットで回答されなかったお宅に、調査票を配布します。
10月1日（木）～7日（水）
調査員が回収に伺います。直接渡していただくか、専用の封筒に入れて、郵送
することができます。

※おかけ間違いのないようにご注意ください。※ナビダイヤルの通話料金は，一般の
固定電話の場合，全国一律で市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・
PHSの場合は，それぞれ所定の通話料金となります。※IP電話用電話番号の通話
料金は，所定の通話料金となります。

※国勢調査は、統計法によって、調査票に記入して提出する義務（報告義務）が定められています。
※国勢調査員は、顔写真付きの「調査員証」を携行しています。国勢調査員をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注
意ください。不審に思われた際には、回答しないで、速やかに市役所またはコールセンターにお知らせください。
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