
会費で出雲市の福祉を支えてください
出雲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、
貴重な財源である会費にご協力をお願いいたします。

会員と年会費
について

団体会員
（福祉関係団体）
１団体  １０,０００円

賛助会員
（さらなるご支援として）

１口  １,０００円

一般会員（市内各世帯）
１世帯  １,０００円

※町内会などで取りまとめをお願い
しています。

事情により町内会などに加入していらっしゃらない方、団体会員・賛助会員にご協力いただける方はご連絡ください。
問合せ先／総務課　☎２３－３７８１　または各支所

出雲市社会福祉協議会が行う事業は、
みなさまの会費や寄附金によって支え
られています。だれもが安心して暮ら
せる地域社会づくりに全力で取り組ん
で参りますので、みなさまのご支援・
ご協力をよろしくお願いいたします。

視覚障がい者の
災害時支援を考える研修会

斐川地域　幸町サロン
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イベントのボランティア募集

施設でボランティアしませんか
出 雲 地 域

指定介護老人福祉施設  清流園
レクリエーションボランティア募集

利用者と一緒に楽しくゲームに参加していただける方、お待ち
しています。
●日　時　月～金曜日　10：00～11：00
●連絡先　TEL 22－8706  FAX 22－7267
　　　　　担当／飯塚　郁子

ウェルファ出雲デイサービスセンター  かえで
お話し相手募集

日中、空いた時間を使ってお話し相手ボランティアに参加して
みませんか？小規模ですが賑やかな施設ですよ。
●日　時　月～金曜日　①９：30～11：30　②14：00～16：00
　　　　 （希望時間等相談に応じます。）
●連絡先　TEL 25－7110　FAX 25－7008　担当／高野

介護老人保健施設ケアセンター  かんど
演芸ボランティア募集

歌や踊り等楽しい時間を提供していただける方を募集して
おります。
●日　時　14：00～15：00の間
●連絡先　TEL 24－8041　FAX 24－8114　担当／林　真澄

稗原デイサービスセンター
演芸の披露をしてくださる方募集

歌、演奏、踊り等、賑やかな時間を提供してくださる方々を
募集しております。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：30
●連絡先　TEL 48－9055  FAX 48－9066　担当／高橋　由香

デイサービス　なすの花
ボランティア募集

外出レクのお手伝いや演芸を披露してくださる方をお待ちして
います。
●日　時　月～土曜日　10：00～16：00
●連絡先　TEL 20－1288  FAX 20－1287　担当／原

デイサービスグッドライフ  住宅型有料老人ホームグッドライフ
一緒に趣味活動をしてくださる方募集

利用者様の中には活動に意欲的な方々がおられます。少人数ですが
定期的な活動に繋げられればと考えております。ご協力お願いします。
●日　時　10：00～16：00
●連絡先　TEL 27－9991  FAX 27－9992　担当／栗原　孝広

あすなろ指定通所介護事業所
一緒に楽しい時を過ごしましょう

利用者の方と笑顔でお話をしてくださる方をお待ちしています。
体操やゲームも一緒に楽しみましょう。
●日　時　①10：00～11：30　②14：30～16：00
●連絡先　TEL 23－0078  FAX 23－8544　担当／日野

特別養護老人ホーム　もくもく苑
利用者と一緒に手作業や趣味活動をしてくださる方を募集します

利用者と一緒にたたみ物や塗り絵等の手作業や、囲碁、将棋等
趣味活動をしてくださる方、興味のある方は見学からでも歓迎です。
●日　時　①10：00～11：00　②14：00～17：00 
　　　　（可能な時間をご相談下さい。）
●連絡先　TEL 21－6969  FAX 24－3322　担当／竹内　利夫

介護老人保健施設　もくもく
ボランティア募集

利用者の方と一緒に、趣味活動に参加していただける方を募集
します。
●日　時　10：00～15：30
●連絡先　TEL 24－6001  FAX 24－6621　担当／日野　知華

特別養護老人ホーム　天神
生け花、書道等の趣味活動

入居者の余暇活動として生け花や書道を指導していただける方を
求めています。月に１回程度でも構いません。よろしくお願いします。
●日　時　火曜日又は木曜日　14：30～16：00
　　　　 （曜日・時間について相談可）
●連絡先　TEL 22－8659  FAX 25－0750　担当／勝部　正子

みどりの郷出雲
デイサービスで演芸してくださる方

利用者様との交流を含め、演芸を披露してくださる方を
お待ちしています。
●日　時　日時要相談（365日営業）
●連絡先　TEL 48－2300  FAX 48－2301　担当／高橋

みどりの郷出雲　ショートステイ
利用者さんとのお話し相手をしてくださる方

お話が大好きな方がたくさんいらっしゃいます。お茶を飲みながら、
利用者様のお話し相手をしていただくと、皆さん元気が出ます。
●日　時　10：00～16：00
●連絡先　TEL 48－2300  FAX 48－2301　担当／景山

ハートピア出雲スマイル
子ども達と一緒に遊んでみませんか！

障がいのある子どもたち（小学生）の療育のお手伝いです。
子どもと元気に遊んでくださる方、お待ちしています。
●日　時　月～金曜日　15：30～17：30
　　　　 （夏休み等の長期休暇中は13：00～17：30）
●連絡先　TEL 25－7221　FAX 23－2725　担当／高尾　真也

ハートピア出雲　デイセンター
創作活動のボランティア募集！！

障がいのある大人の方の活動補助、話し相手等を募集中！！
お待ちしております。
●日　時　月～金曜日
　　　　　①10：30～12：00　②13：30～15：00
●連絡先　TEL 23－2121  FAX 23－2723　担当／園山

出雲サンホーム　地域福祉サービスセンターソレイユ
利用者と一緒に楽しい一時をお過ごしください

利用者の方の季節感あふれる作品作りのお手伝いや、一緒に楽しく
レクリエーション、散歩の付添をしていただける方を募集します。
●日　時　10：00～15：30（応相談）
●連絡先　TEL 43－3200  FAX 43－2030
　　　　　担当／足立・錦織・松田

指定介護老人福祉施設　清流園

清流園夏祭り
模擬店のお手伝いをしてくださる方を
募集しています。
●日　時　８月12日（土）18：00～
●連絡先　TEL 22－8706  FAX 22－7267
　　　　　担当／飯塚　郁子

介護老人保健施設ケアセンター　かんど

ケアセンターかんど夏祭り
入所者の方と一緒に行動していただける方、又は、
模擬店の手伝いをしていただける方を募集します。
●日　時　８月19日（土）16：30～20：15
●締　切　８月１日（火）
●連絡先　TEL 24－8041　FAX 24－8114
　　　　　担当／林　真澄

出雲サンホーム　地域福祉サービスセンターソレイユ

サン S U N ま つり
①前日の準備②当日の出店のお手伝い③翌日の片付けに協力していただける方を募集します。
●日　時　①７月20日（木）14：00～16：00
　　　　　②７月21日（金）14：00～21：00の内都合のつく２～３時間
　　　　　③７月22日（土）９：30～11：30
●締　切　７月５日（水）
●連絡先　TEL 43－3200  FAX 43－2030　担当／高尾

平田西デイサービスセンター

行事で演芸を披露してくださる方募集
敬老会、忘年会の時に、歌や踊り等演芸を
披露してくださる方を募集しています。
●連絡先　TEL 63－7337  FAX 63－7338
　　　　　担当／福田・渡部

エルパティオ三葉園

芸をお持ちの方募集しています
新年会等で、うた、おどり、手品等演芸を披露して
くださる方を募集しています。
●日　時　1月4日（木）10：00～14：00の間１時間くらい
●締　切　11月中旬頃
●連絡先　TEL 62－0061  FAX 62－0063
　　　　　担当／山本　理砂子

美 野 園

美野園まつり
美野園のおまつりに、利用者の皆さんと一緒に
参加しませんか。楽しいステージもあります。
●日　時　10月28日（土）
●連絡先　TEL 67－0500  FAX 67－0565　
　　　　　担当／森山

社会福祉法人　金太郎の家

敬老会での唄＆踊り等演芸募集
民謡、歌謡曲、踊り等で賑やかに楽しく敬老会で
皆さまをお祝いしてくださると喜びます。
●日　時　９月18日（祝）～21日（木）14：50～16：00
●締　切　８月10日（木）
●連絡先　TEL 72－5110  FAX 72－5192
　　　　　担当／西　博美・田中　美穂

ボランティア掲示板ボランティア掲示板
ボランティア活動をご希望の方は、

それぞれの事業所におたずねください。

ボランティアを
してみたいな

ボランティアに
来てほしい

どんな活動が
あるの？
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イベントのボランティア募集

施設でボランティアしませんか
出 雲 地 域
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認知症ってなぁに？

地域ではどんな取組をしているの？

話を聞いてもらえるところはあるの？

出雲市社協ではどんな事業をしているの？

平 田 地 域

斐 川 地 域

佐 田 地 域

ボランティア団体の紹介は別号で掲載する予定です

認知症になっても安心して

暮らすことができるように

高齢化の進展に伴い認知症高齢者は今後
ますます増えるとされています。認知症は
誰でもなりうる病気です。認知症になって
も安心して暮らせるよう、地域ぐるみでの
取組がますます重要となります。

認知症とは、色々な原因で脳の認知機能が低下して社会生活に支障が出てきた状態をいいます。

認知症の人を取り巻く問題の解決に向けて、啓発活動や介護者の集い、介護相談
などに取り組み、認知症の本人と家族の心のよりどころとして活動しています。

体験の一部を忘れる
ヒントがあると思い出せる

人や時間、場所などが分かる
日常生活に支障がない

体験全体を忘れる
ヒントがあっても思い出せない

人や時間、場所などが分かりにくい
日常生活に支障がある

加齢によるもの忘れ

加齢によるもの忘れと
認知症のもの忘れの違い

認知症によるもの忘れ

見守り・声掛け訓練の様子

しまね認知症コールセンター
☎22－4105

（平日10：00～16：00）

出雲地区会
☎25－0717

認知症の人と家族の会島根県支部

SOSメールネットワーク
認知症高齢者等の行方不明情報を携帯電話やスマートフォンに
メール配信し早期発見につなげます。　　受信登録者数：1052人

行方不明になることが心配される方をあらかじめ登録することで、
万が一の場合警察に捜索願を出した際、速やかに捜索が進み、
早期発見につながります。　　　　　　　　事前登録者数：41人

高齢者あんしん支援センター
認知症のこと、介護のこと、高齢者
の虐待のこと、介護予防教室のこと
などに対応します。お気軽にご相談
ください。

いずも権利擁護センター
●日常の金銭管理や福祉サービスの利用手続き

等を支援します。
●成年後見制度に基づき、財産管理と身上監護を

行います。また、成年後見制度に関する申立の
支援を行います。

メール受信登録方法

講習で認知症の基本的な知識を学び、実践として見守り・声掛け訓練を実施。誰も
が安心して暮らせるよう、日頃から声をかけ合える地域づくりに取り組んでいます。

大津地区の事例

個人の方はもちろん、企業や団体からの
ご登録をお待ちしています。
携帯電話やスマートフォンでバーコード
を読み取り空メールを送ってください。

事前登録方法
届出書にお名前、特徴などのご記入と写真を提供していただきます。
詳しくはおたずねください。

登録できない場合は、「izumoshakyo.jp」ドメインを受信可能にし、
ＵＲＬ付きメールのフィルタ設定を一時的に許可してください。注意

問合せ・登録窓口／地域福祉課　電話23－3781　または各支所 連絡先／☎25－0955　FAX20－7733

連絡先／
出雲 ☎25－0707　 平田 ☎63－8200
佐田 ☎84－0019　 多伎 ☎86－7122
湖陵 ☎43－7611　 大社 ☎53－3232
斐川 ☎73－9125

特別養護老人ホーム　るんびにぃ苑
利用者とのふれあいボランティア募集

演芸など自分の趣味や特技を活かして利用者と楽しく交流して
いただける方をお待ちしています。
●日　時　平日　10：30～16：00
●連絡先　TEL 69－1211  FAX 67－0457　担当／安食

グループホーム  るんびにぃ苑
利用者と一緒に活動してくださる方募集

手芸や園芸、書道や歌等、一緒に楽しく活動していただける方、
お待ちしています。
●日　時　平日　①10：00～11：00　②14：30～15：30
●連絡先　TEL 67－0810  FAX 67－0457　担当／影山

デイサービスセンター  るんびにぃ苑
演芸を披露してくださる方募集

演芸等自分の趣味や特技を活かして利用者と楽しく交流して
いただける方をお待ちしています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：30
●連絡先　TEL 69－1536  FAX 67－0457　担当／田中

小規模多機能ホームさらさの家  グループホームさらさの家
楽しく笑顔のあふれる時間を一緒に！！

利用者の方たちと一緒に歌や踊り、寸劇等楽しい時間を提供して
くださる方を募集しています。
●日　時　９：30～16：30の間いつでも
●連絡先　TEL 63－7707  FAX 63－7717　担当／神田　育恵

平田西デイサービスセンター
一緒に趣味活動をしてくださる方募集

手芸や将棋等の趣味活動を、楽しくおしゃべりしながら
してくださる方、大歓迎です。
●日　時　10：00～11：00
●連絡先　TEL 63－7337  FAX 63－7338　担当／福田・渡部

古民家えにし（デイサービス）
趣味や特技を活かしたボランティア募集！！

利用者の方とお話をしたり、歌や踊り等を披露してくださる方を
募集します。
●日　時　14：30～16：00（時間は相談に応じます）
●連絡先　TEL 62－2073  FAX 62－2072　担当／森脇　由季子

生活介護事業所　プレーゲ
お話し相手募集

利用者の方と一緒に活動や作業をしてくださる方を募集しています。
●日　時　平日　①10：15～12：00　②13：30～15：00
●連絡先　TEL 63－7260  FAX 63－7262　担当／武田　香織

特別養護老人ホーム　斐川サンホーム
楽しくボランティア

定期的（２～３ヶ月に１回）に、歌や演奏、演芸を披露していただき、
利用者様と楽しい時間を過ごしてくださる方を募集します。
●日　時　14：30～15：30
●連絡先　TEL 72－9200  FAX 72－9739　担当／山本　浩子

小規模多機能ホーム　ひより
演芸・文化活動ボランティア募集しています！！

歌や踊り等楽しい時間を提供していただける方を募集しています。
●日　時　月～土曜日　14：20～15：20
●連絡先　TEL 73－8870  FAX 73－8871　担当／吉岡　恒男

デイサービス向日葵の家　ショートステイココ荘原
一緒に “ 楽しい ” を創りませんか！！

歌、演奏、踊り、朗読などを披露してくださる方を募集します。
●日　時　14：30～15：30
●連絡先　TEL 72－5109  FAX 27－9787　担当／三代　多美江

デイサービス　新川
男性利用者の多い小規模のデイサービスです

歌や演奏、踊り、朗読などを披露してくださる方を募集します。
●日　時　月～金曜日　14：00～15：30
●連絡先　TEL・FAX 73－7363　担当／稲垣　長郷

ホームケアー島根  デイサービスきらく
演芸の披露をしてくださる方募集

皆さんの歌や踊り・手品等、ぜひデイサービスきらくで
披露してください。お待ちしています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：45
●連絡先　TEL 72－0062  FAX 72－0065　担当／二宮

社会福祉法人　金太郎の家
デイの利用者の方々と一緒に趣味や散歩を楽しんでくださる方、大募集！

昔話や散歩、将棋や手芸、唄等、趣味や活動を利用者の方々と
ご一緒に楽しみながらやってくださる方を大募集します。老若男女問わず。
●日　時　①11：00～12：00　②14：40～16：00
●連絡先　TEL 72－5110  FAX 72－5192　担当／西・田中

JA しまねデイサービスセンター　つつじ園
演芸を披露してくださる方募集

楽しく演芸披露や楽器の演奏、特技や趣味の披露をして
いただける方を募集しています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：30
●連絡先　TEL 73－7314  FAX 73－7315　担当／山田　真由美

なのはな園  デイサービスセンター
一緒に趣味活動をしてくださる方募集

デイサービスご利用者と活動してくださる方、お気軽にご連絡下さい。
●日　時　月～土曜日　14：00～15：00
●連絡先　TEL 73－9313  FAX 72－4030　担当／原　直美

社会福祉法人　やまゆり
趣味を活かしたボランティア募集

利用者の方と趣味活動（裁縫、料理、園芸、習字等）を
してくださる方を募集します。
●日　時　月～土曜日　10：00～16：00
●連絡先　TEL 85－8006  FAX 85－2929　担当／永瀬　陽祐
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認知症ってなぁに？

地域ではどんな取組をしているの？

話を聞いてもらえるところはあるの？

出雲市社協ではどんな事業をしているの？

平 田 地 域

斐 川 地 域

佐 田 地 域

ボランティア団体の紹介は別号で掲載する予定です

認知症になっても安心して

暮らすことができるように

高齢化の進展に伴い認知症高齢者は今後
ますます増えるとされています。認知症は
誰でもなりうる病気です。認知症になって
も安心して暮らせるよう、地域ぐるみでの
取組がますます重要となります。

認知症とは、色々な原因で脳の認知機能が低下して社会生活に支障が出てきた状態をいいます。

認知症の人を取り巻く問題の解決に向けて、啓発活動や介護者の集い、介護相談
などに取り組み、認知症の本人と家族の心のよりどころとして活動しています。

体験の一部を忘れる
ヒントがあると思い出せる

人や時間、場所などが分かる
日常生活に支障がない

体験全体を忘れる
ヒントがあっても思い出せない

人や時間、場所などが分かりにくい
日常生活に支障がある

加齢によるもの忘れ

加齢によるもの忘れと
認知症のもの忘れの違い

認知症によるもの忘れ

見守り・声掛け訓練の様子

しまね認知症コールセンター
☎22－4105

（平日10：00～16：00）

出雲地区会
☎25－0717

認知症の人と家族の会島根県支部

SOSメールネットワーク
認知症高齢者等の行方不明情報を携帯電話やスマートフォンに
メール配信し早期発見につなげます。　　受信登録者数：1052人

行方不明になることが心配される方をあらかじめ登録することで、
万が一の場合警察に捜索願を出した際、速やかに捜索が進み、
早期発見につながります。　　　　　　　　事前登録者数：41人

高齢者あんしん支援センター
認知症のこと、介護のこと、高齢者
の虐待のこと、介護予防教室のこと
などに対応します。お気軽にご相談
ください。

いずも権利擁護センター
●日常の金銭管理や福祉サービスの利用手続き

等を支援します。
●成年後見制度に基づき、財産管理と身上監護を

行います。また、成年後見制度に関する申立の
支援を行います。

メール受信登録方法

講習で認知症の基本的な知識を学び、実践として見守り・声掛け訓練を実施。誰も
が安心して暮らせるよう、日頃から声をかけ合える地域づくりに取り組んでいます。

大津地区の事例

個人の方はもちろん、企業や団体からの
ご登録をお待ちしています。
携帯電話やスマートフォンでバーコード
を読み取り空メールを送ってください。

事前登録方法
届出書にお名前、特徴などのご記入と写真を提供していただきます。
詳しくはおたずねください。

登録できない場合は、「izumoshakyo.jp」ドメインを受信可能にし、
ＵＲＬ付きメールのフィルタ設定を一時的に許可してください。注意

問合せ・登録窓口／地域福祉課　電話23－3781　または各支所 連絡先／☎25－0955　FAX20－7733

連絡先／
出雲 ☎25－0707　 平田 ☎63－8200
佐田 ☎84－0019　 多伎 ☎86－7122
湖陵 ☎43－7611　 大社 ☎53－3232
斐川 ☎73－9125

特別養護老人ホーム　るんびにぃ苑
利用者とのふれあいボランティア募集

演芸など自分の趣味や特技を活かして利用者と楽しく交流して
いただける方をお待ちしています。
●日　時　平日　10：30～16：00
●連絡先　TEL 69－1211  FAX 67－0457　担当／安食

グループホーム  るんびにぃ苑
利用者と一緒に活動してくださる方募集

手芸や園芸、書道や歌等、一緒に楽しく活動していただける方、
お待ちしています。
●日　時　平日　①10：00～11：00　②14：30～15：30
●連絡先　TEL 67－0810  FAX 67－0457　担当／影山

デイサービスセンター  るんびにぃ苑
演芸を披露してくださる方募集

演芸等自分の趣味や特技を活かして利用者と楽しく交流して
いただける方をお待ちしています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：30
●連絡先　TEL 69－1536  FAX 67－0457　担当／田中

小規模多機能ホームさらさの家  グループホームさらさの家
楽しく笑顔のあふれる時間を一緒に！！

利用者の方たちと一緒に歌や踊り、寸劇等楽しい時間を提供して
くださる方を募集しています。
●日　時　９：30～16：30の間いつでも
●連絡先　TEL 63－7707  FAX 63－7717　担当／神田　育恵

平田西デイサービスセンター
一緒に趣味活動をしてくださる方募集

手芸や将棋等の趣味活動を、楽しくおしゃべりしながら
してくださる方、大歓迎です。
●日　時　10：00～11：00
●連絡先　TEL 63－7337  FAX 63－7338　担当／福田・渡部

古民家えにし（デイサービス）
趣味や特技を活かしたボランティア募集！！

利用者の方とお話をしたり、歌や踊り等を披露してくださる方を
募集します。
●日　時　14：30～16：00（時間は相談に応じます）
●連絡先　TEL 62－2073  FAX 62－2072　担当／森脇　由季子

生活介護事業所　プレーゲ
お話し相手募集

利用者の方と一緒に活動や作業をしてくださる方を募集しています。
●日　時　平日　①10：15～12：00　②13：30～15：00
●連絡先　TEL 63－7260  FAX 63－7262　担当／武田　香織

特別養護老人ホーム　斐川サンホーム
楽しくボランティア

定期的（２～３ヶ月に１回）に、歌や演奏、演芸を披露していただき、
利用者様と楽しい時間を過ごしてくださる方を募集します。
●日　時　14：30～15：30
●連絡先　TEL 72－9200  FAX 72－9739　担当／山本　浩子

小規模多機能ホーム　ひより
演芸・文化活動ボランティア募集しています！！

歌や踊り等楽しい時間を提供していただける方を募集しています。
●日　時　月～土曜日　14：20～15：20
●連絡先　TEL 73－8870  FAX 73－8871　担当／吉岡　恒男

デイサービス向日葵の家　ショートステイココ荘原
一緒に “ 楽しい ” を創りませんか！！

歌、演奏、踊り、朗読などを披露してくださる方を募集します。
●日　時　14：30～15：30
●連絡先　TEL 72－5109  FAX 27－9787　担当／三代　多美江

デイサービス　新川
男性利用者の多い小規模のデイサービスです

歌や演奏、踊り、朗読などを披露してくださる方を募集します。
●日　時　月～金曜日　14：00～15：30
●連絡先　TEL・FAX 73－7363　担当／稲垣　長郷

ホームケアー島根  デイサービスきらく
演芸の披露をしてくださる方募集

皆さんの歌や踊り・手品等、ぜひデイサービスきらくで
披露してください。お待ちしています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：45
●連絡先　TEL 72－0062  FAX 72－0065　担当／二宮

社会福祉法人　金太郎の家
デイの利用者の方々と一緒に趣味や散歩を楽しんでくださる方、大募集！

昔話や散歩、将棋や手芸、唄等、趣味や活動を利用者の方々と
ご一緒に楽しみながらやってくださる方を大募集します。老若男女問わず。
●日　時　①11：00～12：00　②14：40～16：00
●連絡先　TEL 72－5110  FAX 72－5192　担当／西・田中

JA しまねデイサービスセンター　つつじ園
演芸を披露してくださる方募集

楽しく演芸披露や楽器の演奏、特技や趣味の披露をして
いただける方を募集しています。
●日　時　月～土曜日　14：30～15：30
●連絡先　TEL 73－7314  FAX 73－7315　担当／山田　真由美

なのはな園  デイサービスセンター
一緒に趣味活動をしてくださる方募集

デイサービスご利用者と活動してくださる方、お気軽にご連絡下さい。
●日　時　月～土曜日　14：00～15：00
●連絡先　TEL 73－9313  FAX 72－4030　担当／原　直美

社会福祉法人　やまゆり
趣味を活かしたボランティア募集

利用者の方と趣味活動（裁縫、料理、園芸、習字等）を
してくださる方を募集します。
●日　時　月～土曜日　10：00～16：00
●連絡先　TEL 85－8006  FAX 85－2929　担当／永瀬　陽祐
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◎一般相談では、家庭や日常生活での困りごと、
　悩みごとなどに相談員が応じます。
◎法律相談では、法律的な問題について弁護士が
　助言します。事前に一般相談などで相談が
　必要です。
◎相談内容について秘密は固く守ります。

会　場 一般相談（無料） 法律相談（無料、予約制） 会場・電話

出　雲
出雲市

社会福祉センター
☎23－3790

平　田
平田福祉館

☎63－4624

斐　川

出雲市
社会福祉協議会

斐川支所
☎73－9330

6月28日
7月12日、7月26日
8月  9日、8月23日
13：00～16：00

毎週　月・水・金曜日
13：00～16：00
祝日の場合は休み

7月20日
8月17日

10：00～12：00

毎月　第1、2、4木曜日
13：30～15：30

7月  4日
8月  1日

13：00～16：00 

6月26日
7月24日
8月28日

10：00～12：00

ローソン

グリーンリッチ
ホテル

心配ごと、悩みごと 相談日

いずも権利擁護センター・高齢者あんしん支援セン
ター・各支所でも、随時職員が相談に応じています。
（連絡先は８ページに掲載）

仕事のこと、生活のことなどの困りごとについて、
ともに考え、支援します。まずはご相談ください。
生活支援・相談センター　TEL23－3790

184

終了しました

平成30年3月31日まで

平成29年6月30日まで

問合せ・受付窓口／生活支援課　☎23－3790　または各支所

参加者
募集 ～介護の初歩的な知識と日常すぐ使える技術を楽しく学ぶ～

●日　程　７月 19 日（水）・20 日（木）
●会　場　出雲市民会館　展示ホール
●対象者　介護に関心がある方、
　　　　　介護の現場に就職を希望される方（定員 20 名程度）
●受講料　無料
●申込方法　島根県福祉人材センターホームページをご覧ください。

視覚障がいのある方に、広報紙などを
CDに録音して伝えるための知識と技術を学びます

●締　切　７月７日 ( 金 )
●問合せ・申込先　島根県社会福祉協議会 ( 島根県福祉人材センター )
　　　　　　　　　TEL 0852-32-5957　FAX 0852-32-5956

島根県福祉人材センター検　索

平成29年度介護の入門研修（STEP１）

ご家庭に眠っている食品をお寄せください！

※賞味期限が明記されているもの。
※常温保存可能で賞味期限が 1ヶ月以上あるもの。
※未開封であるもの。
※破損で中身が出ていないもの。

留
意
点

レトルト食品、インスタント食品、缶詰を求めています！
これらの食料品は、緊急一時的に食料支援を必要と
する方などに提供します。

問合せ先／日本赤十字社島根県支部出雲市地区（事務局　出雲市社会福祉協議会 本所・各支所）

災害で被災された方への支援について災害で被災された方への支援について あたたかいご支援
ありがとうございます

名　　称 募 集 期 間

東日本大震災義援金（これまでの送金額 48,485,130円）

熊本地震災害義援金（これまでの送金額 3,330,685円）

新潟県糸魚川市大規模火災義援金（これまでの送金額 1,000円）

鳥取県中部地震災害義援金（これまでの送金額 881,532円）

養 成 講 座

広報音訳ボランティア

地域福祉課
☎23-3781　FAX 20-7733
メール  fukushi@izumoshakyo.jp
※メールでの問合せ・申込みの際は、
　件名に講座名・イベント名を明記して送信してください。

７月 26 日～ 10 月４日（全 10 回）
毎週水曜日　10：00 ～ 12：00
※８月 16 日は休講

日 時

出雲市社会福祉センター場 所 先着 10 名定 員

発声・読み方など音訳（朗読）の基本、
パソコンを使った録音・編集の方法

内 容

７月12日まで募集締切

① 氏名　②住所　③電話番号
を下記へご連絡ください。

申込方法

700円程度（テキスト代）参加費

問合せ
・
申込先
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平成29年３月11日～平成29年５月10日受付分（敬称略）
＊出雲市社会福祉協議会ではご寄附いただいた方のご意志を尊重し、氏名等を掲載して
います。なお、金額は掲載しませんのでご了承ください。

本　　所 出雲市社会福祉センター内１階（今市町543） 平田支所 平田福祉館内２階（平田町2112‒1）
佐田支所 出雲市役所佐田支所内１階（佐田町反辺1747‒6） 多伎支所 うなばら会館内（多伎町小田50）
湖陵支所 湖陵福祉センター内（湖陵町三部1352） 大社支所 燦プラザたいしゃ内１階（大社町杵築南1397‒2）
斐川支所 出雲市社会福祉協議会斐川支所（斐川町上庄原1766‒2） ※電話番号は８ページに掲載しています。

出雲市社会福祉協議会
寄附受付窓口 　は 　こちら

●出雲市社会福祉協議会に対する寄附は、住民税と所得税の控除対象になります。また、
寄附者が法人の場合には、損金算入の制度が利用できます。
●「地区の社会福祉協議会へ寄附をしたが、市の社協だよりに掲載されていないが」との
問い合わせが時どきあります。各地区の社会福祉協議会とは地域福祉の推進においての
パートナーであり連携して事業を行っておりますが団体としては別であるため、各地区
社会福祉協議会に対する寄附はこの紙面に掲載しておりません。ご了承ください。

　皆さまからのご寄附は、一般相談
や法律相談、市内で福祉活動を行う
団体及び地区社会福祉協議会への
助成などに使わせていただいており
ます。

＜出雲＞
稗原町　　　　　松尾　良二
奈良県大和高田市　辻　将央

＜平田＞
十六島町　渡部　泰明
十六島町　樋野　光男
坂浦町　郷原　文子
　　　　　　　　　　　　　
＜多伎＞
口田儀　田中　正實
口田儀　竹下　佳孝

（　）内は故人
＜出雲＞　
今市町　畠中 洋子、門脇 則子（柘植 君枝）
今市町　今田 眞理子（持田 雅健）
今市町　板倉　正（和枝）
今市町　須藤　昌俊（尚昌）
今市町北本町　江角　健治（操）
大津町　金山　孝之（幸永）
塩冶有原町　高橋　満江（輝雄）
医大南町　岩井　京子（顕雄）
白枝町　岸　桂子（茂）
浜　町　今若　豊子（壽美）
浜　町　今若　豊子（八則）
大塚町　黒目　隆夫（恒子）

里方町　山﨑　寧子（高徳）
高岡町　山岡　昇（ヒロ子）
東林木町　園山　泰秀（多賀子）
稗原町　森山　俊正（繁夫）
宇那手町　本田　直樹（武雄）
所原町　飯塚　美治（人美）
所原町　藤原　和久（利夫）
東神西町　伊藤　晃（秀子）
荒茅町　川上　信雄（フサヨ）
　　　　　　　　　　　　　
＜平田＞
西平田町　清水　英夫（喜久枝）
灘分町　天野　哲哉（秀樹）
灘分町　松浦　悦子（勇）
灘分町　長廻　久男（友子）
灘分町　岩淺　衛治（ミツ子）
灘分町　稲田　三津男（京子）
灘分町　土江　博（洋子）
口宇賀町　黒崎　澄子（惠子）
口宇賀町　黒崎　文夫（マツ）
西郷町　横山　守（京子）
本庄町　二瀨　恵吉（貞子）
万田町　安食　哲夫（トキ子）
東郷町　西尾　正寿（マツノ）
東福町　恩田　幸一（曄子）
東福町　山岡 芳治（佐藤 二三枝）
東福町　奥　秀男（百合子）
野石谷町　原　道之（清枝）
多久谷町　坂本　秀雄（教一）
多久谷町　田中　章博（豊之）
多久町　多久和　孝信（光代）
多久町　多久和　裕之（文子）
園　町　田中　広幸（守栄）

園　町　角　秀俊（美佐子）
園　町　長﨑　俊明（ナミ江）
園　町　田中　秀夫（喜吉）
小境町　梶谷　幸弘（時子）
小境町　梶谷　俊枝（淸）
小境町　梶谷　隆（正子）
十六島町　渡部　一雄（喜代子）
十六島町　南木　恭司（要）
釜浦町　岡　久之（時之助）
三津町　玉木　徳信（ミサエ）
三津町　松村　竹信（敏子）
小伊津町　釜屋　一広（広信）
小伊津町　佐藤　澄江（冨士男）
坂浦町　金築　正（秀子）
地合町　佐藤　吉信（立子）
美野町　岩成　文江（幸子）
美野町　原田　幹也（礼司）
　　　　　　　　　　　　　
＜多伎＞
奥田儀　佐々木　益三（フジエ）
奥田儀　藤原  幸枝（和田  邦 ）
口田儀　森山　利行（ヨシ）
口田儀　大谷　繁信（千代）
口田儀　本末　秀高（ヨシ子）
小　田　安井　節雄（義男）
多　岐　中村　千津子（みどり）
多　岐　山本　俊彦（敏枝）
　　　　　　　　　　　　　
＜湖陵＞
三　部　三上　貞子（朋之）
二　部　野津　孝治（ミヨ子）
二　部　金山　陽治（政利）
差　海　中尾　孝昭（ヤスヨ）

差　海　大峠　倫子（房夫）
　　　　　　　　　　　　　
＜大社＞
遙　堪　松井　征一（栄子）
中荒木　川上　正人（和廣）
北荒木　長谷川　和男（智子）
北荒木　神門　純一（良孝）
杵築南　森山　幸子（久）
杵築南　小田　千恵子（紀夫）
杵築西　吉田　智子（栄一）
杵築西　春木　久美枝（惟夫）
杵築北　中筋　寿昭（絹榮）
日御碕　浅津　英子（治男）
　　　　　　　　　　　　　
＜斐川＞
荘　原　原　幸枝（俊明）
荘　原　和田守　直行（實）
神　庭　岡　修二（須美子）
上庄原　岡　正樹（正）
出　西　青木　義和（スエ子）
上直江　嘉藤　孝幸（榮）
直　江　森山　博（はるえ）
直　江　大西　真紀（義則）
直　江　城田　博之（晃）
美　南　大場　喜代次（幸子）
今在家　森立　由紀子（明）
黒　目　古川　直孝（美保子）

１５件

一 般 寄 附

見 舞 返 し

香典・玉串料・お花料等返し

匿 名 寄 附
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生活支援・相談センター

本　　所　〒693‒0001 出雲市今市町543

☎23－3790  FAX20－7733

出雲市社会福祉協議会連絡先

“春の祭り” と “秋の祭り” でマイ箸作り等のイベントを開催し、収益金を全て災
害義援金として寄附。また、祭りに合わせてひとり一品運動を行い、参加者やスタッ
フから寄せられた食料品を出雲市社会福祉協議会へ寄贈しています。

「本業を活かしながら自分たちにできるボランティア活動はないか？」との思いを
きっかけに12年に渡り活動。その功績が評価され、３月14日に県民いきいき活
動奨励賞を受賞。今後の活動に期待が寄せられています。

活動を始めた当初は、「ひとり一品運動って何？」と

聞かれることが多かったですが、今ではお客様が進

んで協力して下さるようになりました。小さな活動が

だんだん地域に浸透していることをうれしく思います。

本業を活かして、お客様や地域の方と共にその時代に

あった地域活動をしていきたいです。

有限会社西工務店
所在地：出雲市斐川町　　業務：建設業プロフィール

問合せ／地域福祉課　☎23-3781　FAX20－7733　Eメール  fukushi@izumoshakyo.jp

企　業

ボランティア
企業の強みを活かし、地域に貢献する企業ボランティアの取組みが全国的に広がっています。

“ ふ だんの くらしの し あわせ” をつくる地元企業を紹介します！出雲の

高齢者の皆さま
マッサージはいかがですか
高齢者の皆さま
マッサージはいかがですか
日  時 ９月10日（日） ９：30～12：00
場  所 出雲市社会福祉センター（今市町）

出雲市社会福祉協議会では、出雲視覚障がい者福祉協会と
出雲鍼灸マッサージ師会と共催で、無料マッサージサービス
を行います。今回で 57 回目を迎えました。
●対 象 者　市内在住の70歳以上の方
●定 　 員　40名（応募多数の場合は抽選）
●利 用 料　無料
●申込方法　往復ハガキに　①住所　②氏名　③年齢　
　　　　　　④電話番号　を書いてお申し込みください。
　　　　　　（ハガキ1枚につき1名の申し込みとなります。）

●締 切 り　8 月 1 日（火）当日消印有効
●問合せ先　地域福祉課  ☎23－3781   FAX20－7733
※利用決定者へは、返信ハガキで整理券を発行します。

❶
❷
❸
❹

しんきゅう

ご注意 6月1日よりハガキ料金が変更になりました。
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