第41回 出雲市民余芸大会
【社会福祉チャリティー】

と

き：12月10日
（日）11：30開場／12：30開演

おたずね／福祉推進課

と

き

ところ
内

容

＊悪天候により中
止になる場合が
あります。

両日とも17：00～20：00
い ま ざ い け しょう こ う

かみなお え おおじま

斐川町今在家 正 興・上直江大島特設会場
今年は複数のお宅をライトアップします。

＊地図は築地松景観保全対策推進協議会のホームページをご覧ください。

☎２１－６６９４

おたずね／築地松景観保全対策推進協議会（建築住宅課内） ☎21－6176

市営住宅・県営住宅・公社賃貸住宅入居者募集
●次回の定期募集は次のとおりです。募集住宅は申込期間中におたずねください。
【11月定期募集】 ◆申込期間：11月16日
（木）
～30日
（木） ◆抽 選：12月下旬

お知らせ

と こ ろ：出雲市民会館
入 場 料：前売1,500円、当日1,700円（全席自由）
発売開始：11月1日（水）
販売場所：福 祉 推 進 課 、各 支 所 福 祉 担 当 課 、
山陰中央新報社出雲総局
出 雲 市 社 会 福 祉 協 議 会（ 各 支 所 含 む ）

出雲平野の築地松
ライトアップ
11月4日（土）・5日（日）

◆入居予定：1月中旬

●次の住宅は随時募集中です！（随時募集住宅には変更があります。）
※住宅の種類によって入居条件等が異なりますので、 【特定公共賃貸住宅】
おたずねください。
○駅南住宅（灘分町）

◆市営住宅◆

3DK 家賃：16,300円～32,500円

○鳴竹住宅（多久町）

3DK 家賃：19,700円～41,600円

○小境住宅（小境町）

3DK 家賃：15,900円～31,200円

○小伊津住宅（小伊津町）

3K 家賃： 8,200円～16,200円

○鶴見住宅（多伎町）

3DK 家賃：14,700円～28,900円

○越堂住宅（多伎町）

3LDK 家賃：22,800円～44,800円

○小田住宅（多伎町）

3K 家賃： 6,900円～12,600円
3DK 家賃：16,200円～31,800円

○沖代住宅（多伎町）

3DK 家賃：13,500円～28,900円

○久村住宅（多伎町）

3DK 家賃：17,700円～38,800円

○常楽寺住宅（湖陵町）

3DK 家賃：14,200円～29,200円

○小松原住宅（大社町）

3DK 家賃：13,000円～25,500円

○直江住宅（斐川町）

3DK 家賃：20,200円～39,700円

○久木西住宅（斐川町）

2LDK 家賃：24,300円～47,700円
3K 家賃： 5,900円～11,600円

おたずね／島根県住宅供給公社
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☎21-8578

難病サロン

●とき／ 月 日㈭ 時 分
～ 時 分
●ところ／しまね難病相談支
援センター（島根大学附属
病院西隣）
●対象者／難病の患者さんや
家族、関係者
●内容／病気、日常生活、就
労の悩みなど、気軽にお話
しするつどいです。相談員
も参加します。
● 参 加 無 料、 要 申 込（ 当 日 受
付も可能です。）
●平日無料相談も電話で受け
付けています。

担 担当課

問
申

しまね難病相談支援セン

提 提出先

ター（☎８５１０）

福祉推進課）

申 申込み先

☎23-1591

おたずね／広報情報課

（

問 問合せ先

（子育て応援制度により家賃減額があります。）

掲載する広告にご協力を

担

●診 療 日：月曜日～金曜日
（祝日を除く）
●診療科目：小児科のみ
●受付時間：19：30〜21：30

3LDK 家賃：62,000円

＊編集、印刷に必要な経費は、㈱サイネックスが募集する市内の事業所や団体等からの広告掲
載料が充てられます。
＊広告は名刺サイズ程度の大きさから掲載できますので、ご協力をお願いします。
＊広告に関する詳細は、㈱サイネックス山陰支店（☎0852-25-1366）
におたずねください。

☎22－5543

平日夜間診療

3DK 家賃：15,500円～34,000円

＊市役所での各種手続きや制度、相談窓口等を掲載した「出雲市くらしの便利帳」を、㈱サイネッ
クスとの官民協働事業（市の財政負担が伴わない方法）を活用し、発行します。今後、市は行
政情報を提供し、編集・印刷などを㈱サイネックスが行います。
＊発行・配布時期は平成30年4月を予定し、各世帯へは郵便受けに直接投函する方法等で配布
します。

休日や、平日の夜間にかかりつけ
医が留守、または近くに医師がいな
いときは、
「出雲休日・夜間診療所」
（塩
冶善行町１番地）をご利用ください。

●診 療 日：日曜日、祝日
●診療科目：内科、小児科
●受付時間：9：00〜11：00
13：30〜16：00
＊休日は院外処方です。

家賃：35,000円
家賃：40,000円
家賃：39,000円
家賃：40,400円
家賃：39,000円

民間企業と協働で出雲市くらしの便利帳発行

休日・夜間診療の
お知らせ

休日診療

出雲住宅管理事務所

1DK
2DK
2LDK
1LDK
1DK

30
13
30
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談

○直江杉沢住宅（斐川町）

3K 家賃：14,000円

相

○南ヶ丘住宅（多伎町）

○菅沢住宅（小伊津町）
○反辺町住宅（佐田町）
○八幡原住宅（佐田町）
○鶴見住宅（多伎町）
○夕日ヶ丘住宅（湖陵町）
【山村住宅】
○反辺住宅（佐田町）
【定住促進住宅】
○おおくら住宅（平田町）
○まきど住宅（東福町）
○きたはま住宅（十六島町）
○エスポワール小松住宅（大社町）
○メゾン神立住宅（斐川町）
◆県営住宅◆
○小境団地（小境町）
◆公社賃貸住宅◆
○グリーンパークなおえ（斐川町）

集

○大津西谷住宅（大津町）

2LDK 家賃：53,000円・55,000円・
60,000円
2DK 家賃：39,000円
2LDK 家賃：35,000円
2DK 家賃：31,000円
3LDK 家賃：50,000円
3DK 家賃：55,000円

募

【公営住宅】

11月の相談
相

談

名

本 ：市役所本庁

主な相談内容（担当者）

日曜納税相談

人権、 差別問題、 家庭内問題
（人権擁護委員、 法務局職員）

人権相談

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）

行政相談

お知らせ

交通事故相談
【要予約】
消費者相談

談 日 時

開

催

場

所

本 くにびき大ホール

月～金曜日 8:30 ～17:15
松江地方法務局出雲支局
※祝日は除く

司法書士相談

募
集

無料法律相談
結婚相談

☎21-6647

松江地方法務局出雲支局
☎20-7732
多伎支所

☎86-3111

8日（水） 9：30 ～11:30 大社 支 1階

大社支所

☎53-4444

14日（火）10：00 ～15:00

本 3階相談室

生活・消費相談センター ☎21-6682

21日（火）10：00 ～12:00 湖陵 CC

湖陵支所

☎43-1212

28日（火）13：30 ～15：30 斐川 支 1階

斐川支所

☎73-9000

島根県交通事故相談所
本 2階
☎0852‐22‐5102
生活・消費相談センター ［平日は電話相談も可9：00 ～16：00 ※祝日は除く］

消費生活とくらしに関すること
（消費生活相談員）

月～金曜日 8：30 ～17：15
※祝日は除く

本 2階
生活・消費相談センター

相続手続き、 登記、 債務整理など

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

月・火・木曜日 12：00 ～15：00 ※祝日は除く

司法書士総合相談センター
☎0852-60-9211

随時（電話相談）

司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

9日（木）13：30 ～16：30

生活・消費相談センター ☎21-6682
本 2階
生活・消費相談センター （面接担当：島根県司法書士会）

11日（土）13：00 ～17：00 今市 CC
25日（土）13：30 ～16：30 出雲勤労青少年ホーム

司法書士総合相談センター ☎0852-60-9211
［月・火・木曜日12:00 〜15:00 ※祝日は除く］
司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463
島根県行政書士会出雲支部
☎080-1916-6081

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、
出雲市社会福祉協議会
一般相談の上で予約が必要です。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
☎23-3790
さい。
結婚に関すること

11日（土） 9：30 ～12：30 くすのきプラーザ

女性相談

相

女性に関する問題すべて

女性相談 （女性相談員）

談

女性の
人間関係や家庭の問題など
心 の 相 談 心の悩み相談（心理士）
【要予約】

子ども・若者
相談

子ども・若者に 不登校・ひきこもり・ニート・
関する相談 家庭内問題など

出雲はぴこ会事務局
☎080-2887-3865（10:00～18:00）

出雲児童相談所 女性相談窓口
出雲児童相談所
☎21-8789
月～金曜日 8：30 ～17：00
※祝日は除く
女性相談センター
出雲市女性相談センター
（出雲勤労青少年ホーム内） ☎22-2085
16日（木）13：00 ～17：00

女性相談センター
出雲市女性相談センター
（出雲勤労青少年ホーム内） ☎22-2085

月～金曜日 8：30 ～17：00
子ども・若者支援センター
出雲市子ども・若者支援センター
（土曜日は事前予約による
（出雲勤労青少年ホーム内） フリーダイヤル0120-84-7867
面接相談のみ）※祝日は除く
2日（木）13：00 ～16：00

若者サポート
ステーション

おおむね40歳までの若者の働くこと
（木）13：00 ～16：00
出張相談会 の悩みや職業的自立に向けての相談 16日

【要予約】

本 501会議室

ひとり親相談

月～金曜日 8：30 ～17：00
※祝日は除く

本 1階 子ども政策課

ひとり親家庭
母子・父子家庭等の就業（母子家庭 月～金曜日 10：00 ～16：00 本（会場は予約時にご案
就業相談 等就業自立支援センター相談員）
※祝日は除く
内します）
【要予約】

補聴器相談

補聴器に関すること。

開催場所・日時については、 福祉推進課へおたずねください。

就職・労働相談

U・Ⅰターン
U・
Ⅰターン者の就職に関すること
就 職 相 談 （職業相談員）
【要予約】
福祉のお仕事 福祉職場で働きたい人や求人情報を
相談会･面談会 知りたい人の相談会･面談会
就業相談会 看護職の求人・求職相談、 看護情報

（移動ナースバンク） の提供等

月～金曜日 8：30 ～17：00
※祝日は除く

本 5階 縁結び定住課

8日（水）10：00 ～12：00 ビッグハート出雲
9日（木）13：00 ～16：00 パルメイト出雲
16日（木）13：00 ～16：00 県立中央病院

解雇や賃金の引き下げなどの労働条
月～金曜日 9：00 ～16：45
件のほか、 募集、 採用など労働問
出雲労働基準監督署
※祝日は除く
題に関する相談

出雲総合
労働相談
不動産無料相談

不動産取引全般

【法律】

しまね東部若者サポートステーション
☎0852-33-7710

30日（木）13：00 ～16：00

ひとり親 くらし、 就労、 子育てなど
（母子・父子自立支援員）
相談

専門相談員（弁護士）による
法律相談

10日（金）13：00 ～16：00 出雲宅建センター
14日（火）13：00 ～15：00

【発明】 発明協会派遣弁理士による発明相談 20日（月）14：00 ～17：00
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収納課

6日（月）10：00 ～12:00 うなばら会館

遺言や農地、 墓地の手続き、
毎週月曜日 10：00 ～16：00 ※祝日は除く
官公署に対する各種許認可申請など

一般相談

おたずね

16日（木） 9：00 ～15：00

司法書士
面接無料
相
談
【要予約】

（お困りごと、 心配ごと相談）

コミュニティ
CC ：
センター

交通事故、 賠償、 保険
（交通事故相談員）

司法書士
電話無料
相
談

行政書士
無料電話相談

商工
相談

相

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 19日（日） 9：00 ～16：00
ること

支 ：市役所支所

2017.10.20

出雲商工会議所

子ども政策課

☎21-6604

福祉推進課

☎21-6961

産業政策課

☎24-7620

島根県福祉人材センター
☎0852-32-5957
島根県ナースセンター
☎0852-27-8510
出雲労働基準監督署
☎21-1240
出雲宅建センター ☎22-8910
【要予約（1週間前までに）】
出雲商工会議所 経営支援課
☎25-3710

第２1回

スサノオ
ごっとこい
まつり

スサノオ神話の里「佐田町」の交流イベント、行楽の秋は特産品を食べながら、太鼓、
神楽、
ダンスなど
「こども芸能大会」
のステージイベントをたっぷりお楽しみください。

と

き：１１月３日
（金・祝） 入場無料

ところ：市役所佐田支所周辺・スサノオホール
内

容：こ ども芸能大会（太鼓、安来節、神楽、歌舞伎、ダンス、
舞踊ほか）
、ふれあい動物園、吹奏楽演奏
（出雲商業高校
吹奏楽部、佐田中学校吹奏楽部）、グルメ・特産品（和牛肉、
山菜おこわ、鮎・やまめの塩焼き、いの骨らーめんほか）
おたずね：実行委員会事務局
（市役所佐田支所内） ☎８４－０１１１
佐田町文化協会
（こども芸能大会）

☎８４－０８３３

▲

滝夜叉姫/NPO法人あおぞら子供神楽団
（広島市安佐南区）

～第４回 出雲阿国まつり～

いざやかぶかん 出でよ 平成の出雲阿国！
と

き

ところ
内

11月3日（金・祝）12：30～16：00
大社文化プレイスうらら館

容

開会行事
ダンス・パフォーマンス大会
お抹茶接待（2回）
出雲阿国関係資料等展示
出雲阿国俳句・短歌の展示
ふるさとの物産の販売

13：00～
13：30～
12：30～、15：30～
12：30～
12：30～
12：00～

おたずね／出雲阿国顕彰会事務局 ☎５３－２１１２

第16回
と

斐川シクラメン祭

き 11月17日
（金）

～19日（日）
10：00～16：00
ところ 出雲いりすの丘
特設会場

▪100品種・5000鉢のシクラメンを展示・販売
▪地元の特産品、農産品の販売
▪屋台村の出店
▪松江フォーゲルパークからペンギンが来園
▪シクラメンを長持ちさせるための管理講習会

※７農場を開放します。
（伊藤園芸場、遠藤園芸、曽田園芸、多久和農園、
常松園芸、ニコニコ園芸、森脇農園）

おたずね／出雲観光協会斐川支所 ☎72‐5270

鰐淵寺紅葉まつり

会場付近では特産品の販売も行います。例年、期間中は交通渋
滞が発生し、来場者および地元住民の方に大変ご迷惑をおかけ
しています。その対策として、今年も交通整理員の配置や、臨
時駐車場
（河下港）
の設置、シャトルバスの運行を行うため、全
ての駐車場で渋滞対策料をいただいています。皆さんのご理解
ご協力をお願いします。 ※別途鰐淵寺入山料が必要です。
期
けちえん

一畑薬師の門前は
「結縁の道」
。
百八基灯篭の
入灯、
参道のライトアップを行います。
と き／11月11日
（土）
・12日
（日）10：00～21：00
ところ／一畑薬師大駐車場～参道～本堂
内

容／今年は夜のライトアップだけでなく、一日中いろい
ろなイベント（ワークショップ、出店、作品展示、ラ
イブほか）を開催します。
灯籠の点灯式（両日17：00～）、
猪汁の振舞い（11日のみ18：30～ 数量限定）

おたずね／一畑薬師べっぴんさんず事務局 ☎67‐0630

間

ところ

駐車場
および
交通規制

渋滞
対策料

11月11日
（土）
～26日
（日）
鰐淵寺周辺

○ 平日：鰐淵寺第1および第3駐車場ほか
○ 期間中の土・日・祝日：河下港臨時駐車場（無料シャトルバス運行）
※ 雨天時等は運行中止。
※ 一般車両は、鰐淵寺方面への進入を制限します。交通整理員の
誘導に従ってください。（バス・タクシー・福祉関係車両は除く）
※ 地域住民の方には通行許可証を発行します。

普通車500円/台
マイクロバス等1,000円/台
大型バスのみ2,000円/台
自動二輪車
（125㏄超〜）
200円/台

おたずね／鰐淵寺紅葉まつり実行委員会
（出雲観光協会平田支所） ☎63‐0893
2017.10.20
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