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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。

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

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。

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

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

ボランティアを
してみたいな

ボランティア掲示板
ボランティア掲示板

ボランティアに
来てほしい

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。

どんな活動が
あるの？

イベントのボランティア募集
指定介護老人福祉施設清流園

出雲サンホーム・地域福祉サービスセンターソレイユ

夏祭りボランティア

サン SUN まつり（7 月 27 日（金）18：30 〜開催）

清流園屋上にて夏祭り開催。模擬店のお手伝いをしてくださる
方お待ちしています。

当日の出店のお手伝い、前日の準備、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：8 月 12 日（日）17：30 〜 20：00
○連絡先：TEL 22−8706 FAX 22−7267
○担 当：飯塚 郁子

○日

時：① 7 月 26 日（木）14：00 〜 16：00
② 7 月 27 日（金）14：00 〜 21：00
の内都合のつく 2 〜 3 時間
③ 7 月 28 日（土）9：30 〜 11：30
○締 切：7 月 11 日（水）
○連絡先：TEL 43−3200 FAX 43−2030
○担 当：上代・北川

グッドライフデイサービス
敬老会の祝い

障害者支援施設太陽の里

年間の大きなイベントの一つに思い出に残る演出を利用者様に
提供できればと思います。

太陽の里まつり

○日 時：9 月内の金曜日 14：30 〜 15：30（1 時間位）
○締 切：7 月 31 日（火）
○連絡先：TEL 27−9991 FAX 27−9992
○担 当：岩野 和美

太陽の里まつりのお手伝いをしていただける方ご協力をお願い
いたします。
○日 時：11 月 3 日（土）9：00 〜 15：00
○連絡先：TEL 72−9125 FAX 72−9122
○担 当：原 勇司

社会福祉法人金太郎の家

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

敬老会の唄や踊り

入所者の方と一緒に行動していただける方、または模擬店の手
伝いをしていただける方を募集します。

敬老会で皆さんに唄や踊り、民謡やダンス等盛り上げてくださ
るボランティア募集中！！

○日 時：8 月 25 日（土）16：30 〜 20：15
○締 切：8 月 1 日（水）
○連絡先：TEL 24−8041 FAX 24−8114
○担 当：林 真澄

○日 時：9 月 15 〜 21 日の敬老週間 14：40 〜 15：40
○締 切：8 月 31 日（金）
○連絡先：TEL 72−5110 FAX 72−5192
○担 当：西・嘉藤

施設でボランティアしませんか
出雲地域
ケアはーねす出雲
囲碁・将棋

得意な方大募集！

囲碁・将棋でご利用者様の対戦相手になっていただける方、募集をし
ております。
○日 時：水曜日・木曜日で都合のつく時間帯
○連絡先：TEL 20−1641 FAX 20−1643
○担 当：藤原 優

指定介護老人福祉施設清流園
体操、レクリエーションの補佐
利用者とレクリエーションを楽しんでいただける方、そして私達と一
緒に笑顔の引き出しを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
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特別養護老人ホーム天神

ウェルファ出雲デイサービスセンターかえで

入居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

楽しい時間を一緒に過ごしませんか？

入居者と一緒にたたみ物等の手作業や、編み物、書道等の趣味活動を
してくださる方を募集しております。
○日 時：月〜金曜日 14：30 〜 16：00
○連絡先：TEL 22−8659 FAX 25−0750
○担 当：勝部 正子

利用者様と楽しくお話しをしたり、ゲームに参加していただける方を
募集しています。とっても明るく賑やかな施設ですよ♪
○日 時：月〜金曜日 ① 9：30 〜 11：30 ② 14：00 〜 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

グッドライフデイサービス

ハートフルおやま

地域密着の交流活動

入居者の方と一緒にお話しをしてくださる方を募集します！！

地元の皆さまとの人情味のある触れ合いを通じ、ご利用者様の生き甲
斐の原動力に繋げていきたいと思っています。
○日 時：水曜日、木曜日のどちらか 14：30 〜 15：30（１時間位）
○連絡先：TEL 27−9991 FAX 27−9992
○担 当：岩野 和美

午後のお茶の時間から夕方にかけて、入居者の方と一緒にお茶を飲み
ながら話をしてくださる方を探しています。
○日 時：14：30 〜 17：00 の間で都合に応じます。随時受け付けます。
○連絡先：TEL・FAX 30−7553
○担 当：渡部 奈緒

ハートピア出雲スマイル

介護老人保健施設もくもく

子ども達と一緒に遊んでみませんか！

趣味活動をしてくださる方募集

障がいのある子ども達（小学生）の療育のお手伝いです。子ども達と
元気に楽しく遊んでいただける方、お待ちしています。
○日 時：月〜金曜日 15：30 〜 17：30
（夏休みなど長期休みは 13：00 〜 17：30）
○連絡先：TEL 25−7221 FAX 23−2725 ○担 当：髙尾 真也

利用者の方と一緒に、園芸、手芸、生け花等の趣味活動に参加してい
ただける方を募集しています。
○日 時：10：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 24−6001 FAX 24−6621
○担 当：日野 知華

なかや浜山の里

稗原デイサービスセンター

さりげない活動で利用者の笑顔を

ボランティア募集

２〜３名程度の利用者を対象にして、週または月単位で定期的に来て
いただける方。内容は特に制限ありません。
○日 時：14：00 〜 16：00 の１時間程度
○連絡先：TEL 23−8588 FAX 23−8577
○担 当：金森 美智子

歌、演奏、踊り等の賑やかな時間を提供してくださる方々を募集して
います。
○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

介護老人保健施設ケアセンターかんど

デイサービスひまり

演芸ボランティア募集

唄って、踊って、にぎやかに！！

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

毎回来てくださるのを楽しみにしています。利用者の方中心に、職員
も唄って踊って盛り上げています。最近では顔なじみになりました。
○日 時：月〜土曜日 10：30 〜 11：30、14：30 〜 15：30
○締 切：翌月の予定は、月末までに連絡を直接取り合っています。
○連絡先：TEL 48−9135 FAX 48−2670 ○担 当：藤原 登

社会福祉法人親和会

ふたば園

小規模多機能型居宅介護支援事業所山ぼうし

ボランティア募集

趣味活動をしてくださる方お待ちしています

知的障がいのある利用者の方と活動やお話しをして楽しい時間を過ご
していただける方を募集しています。
○日 時：9：30 〜 15：30
○連絡先：TEL 43−2461 FAX 43−1751
○担 当：矢野、松村、池田

将棋のできる方大歓迎です。手芸は簡単な物を教えていただけると嬉
しいです。一緒に楽しい時間を過ごせる方お待ちしています。
○日 時：いつでも 14：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 23−8400 FAX 23−8401
○担 当：今岡 繁晴

グループホームひだまり

出雲サンホーム・地域福祉サービスセンターソレイユ

家庭的な雰囲気の中でボランティア活動しませんか？

利用者と一緒に楽しい一時をお過ごしください

入居者の方と一緒に、歌や体操等のレクリエーション活動をしてくだ
さる方を募集します。興味のある方、ご応募お待ちしています。
○日 時：応相談
○連絡先：TEL 43−3755 FAX 43−3756
○担 当：木村 久美子

利用者の季節感あふれる作品作りのお手伝いや、散歩の付き添い、
一緒に楽しくレクリエーション等をしていただける方を募集します。
○日 時：10：30 〜 15：30（応相談）
○連絡先：TEL 43−3200 FAX 43−2030
○担 当：足立・錦織

佐田地域

湖陵地域

社会福祉法人やまゆり

特別養護老人ホーム湖水苑

趣味を活かしたボランティア募集！！

（特養）湖水苑の入居者様に寄り添って過ごしてくださる方を募集します

利用者の方と趣味活動や掃除等をしてくださる方を募集します。
どのような事でも結構ですので、お気軽にお電話ください。
○日 時：10：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 85−8000 FAX 85−8010
○担 当：永島 圭一郎
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歌集やカラオケを使って歌うことで、懐かしい頃を思い出したり、
楽しいお喋りに繋がる時間を一緒に過ごしてくださる方を募集します。
○日 時：月〜金曜日 10：00 〜 11：00、14：00 〜 16：00
内容によって調整させてください。
○連絡先：TEL 43−8955 FAX 43−0995 ○担 当：竹並 裕美

平田地域

社会福祉法人ひらた福祉会 生活介護事業所プレーゲ

社会福祉法人ひらた福祉会 エルパティオ三葉園

ボランティア募集中

一緒にお茶を飲みながらお話をしてくださる方募集しています

利用者の方と一緒に演芸、
趣味活動をしてくださる方を募集しています。
○日 時：平日（月〜金）10：15 〜 12：00、13：30 〜 15：00
○連絡先：TEL 63−7260 FAX 63−7262
○担 当：藤原 一記

月末の茶話会で、一緒にお話や将棋、卓上ゲーム等をしてくださる方
を募集しています。
○日 時：月末 14：45 〜 15：40
○連絡先：TEL 62−0061 FAX 62−0063
○担 当：日野 由美子

古民家えにし（デイサービス）

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

趣味や特技を活かしたボランティア大募集！

共に楽しく笑顔あふれる一時を！！

利用者の方とお話しをしたり、歌や演奏、踊り等を披露してくださる
方を募集しています。
○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

利用者の方たちと一緒に歌や踊り、寸劇等何でも結構です。楽しい時
間を提供してくださる方をお待ちしています。
○日 時：9：30 〜 16：30 の間いつでも
○連絡先：TEL 63−7707 FAX 63−7717
○担 当：川瀬 きよ

特別養護老人ホーム万田の郷

特別養護老人ホームるんびにぃ苑

演芸ボランティア募集

ふれあいボランティア募集

歌や踊り等、趣味や特技を披露してくださる方、募集しています。
○日 時：ご相談ください。
○連絡先：TEL 63−2650 FAX 63−2665
○担 当：萬代

特別養護老人ホーム潮風苑

演芸など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
お待ちしています。
○日 時：平日 10：30 〜 11：30、15：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 69−1211 FAX 67−0457
○担 当：安食

多伎地域

老人保健施設たき

利用者とお話や趣味活動をしてくださる方募集

ボランティア募集

利用者の方と一緒にお話をしたり、塗り絵や将棋等の趣味活動をして
くださる方をお待ちしています。
○日 時：平日 10：00 〜 15：30
○連絡先：TEL 86−2030 FAX 86−2972
○担 当：錦織

利用者の方と一緒に手芸や歌等、趣味活動をしていただける方をお待
ちしています。
○日 時：平日 14：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 86−2977 FAX 86−2978
○担 当：本田 浩美

斐 川地域
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：日曜日以外 14：30 〜 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！！

①演芸の披露をしてくださる方、②外出行事をお手伝いしてくださる
方募集。共に笑顔で笑い合いましょう！！
○日 時：①日曜日以外 14：30 〜 15：30 ②外出行事の日 14：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 72−5109 FAX 27−9737 ○担 当：三代 多美江

障害者支援施設太陽の里
レクリエーション交流
レクリエーションを通して利用者との交流及び行事のお手伝いをお願
いします。ご自身で来園可能な方お待ちしております。
○日 時：9：00 〜 16：30
○連絡先：TEL 72−9125 FAX 72−9122
○担 当：原 勇司

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

グループホーム萌

特別養護老人ホーム斐川サンホーム

懐かしの歌を利用者様、大好きな方が多くおられます

楽しくボランティア

歌や演奏など懐かしのメロディーを一緒になって歌ったり体操をした
りすることで楽しい時間を過ごさせていただければ大変喜びます。
○日 時：金曜日・日曜日以外 14：00 〜 16：00
○連絡先：TEL 73−7170 FAX 73−7177
○担 当：須山

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：15：30 〜 16：30
○連絡先：TEL 72−9200 FAX 72−9739
○担 当：山本

社会福祉法人金太郎の家
歌＆演奏ボランティアもしくは散歩ボランティア
皆さんに演奏して唄を歌って一緒に楽しんでくださる方、また、散歩
を一緒にしてくださる方をボランティアで募集します。老若男女不問。
○日 時：11：00 〜 12：00、15：00 〜 15：40
○連絡先：TEL 72−5110 FAX 72−5192
○担 当：西・嘉藤
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このようなとき、お手伝いします
いずも権利擁護センターでは、認知症や障がいのある方などが、できるかぎり自立して、
地域で安心して暮らせるように支援をしています。

いろいろな書類が来るが
どうしていいか
分からない

家賃や電気・ガス・水道料金
の支払いができない

通帳や印鑑をどこに
しまったか
忘れてしまう

一人暮らしの生活には
いろいろな不安がある

困りごと、心配ごとに応じて、福祉サービスの手続きのお手伝いや日常のお金の管理、通帳や
印鑑などのお預かり、成年後見制度申立の支援などを行います。
プライバシーはまもります。お気軽にご相談ください。

問合せ先

いずも権利擁護センター ☎ 25−0955 FAX

20−7733

おなかもこころも満たします！

福祉事業所の商品で地域のイベントを盛り上げませんか？
本会では、市内の障がい者就労継続支援事業所（B 型）の出店コーディネートを行っています。地域
や企業、団体のイベント等の企画で「食べ物のお店があるといいな」「にぎやかなイベントにしたいな」
とお考えの方、お気軽にご相談ください。
〈商品の一例〉パン・菓子類・惣菜・加工食品・手作り小物など
※イベント等の趣旨、日程などによっては調整できない場合があります。
問合せ先

企画課

☎ 23−3781 FAX

20−7733
E メール fukushi@izumoshakyo.ne.jp

※メールでの問合せの際は、件名に「障がい者事業所出店について」と明記のうえご送信ください。
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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。
◎相談内容について秘密は固く守ります。

心配ごと、悩みごと 相談日
会

場

一 般 相 談（ 無 料 ）
毎週

出

雲

相談
時間

会場・電話

月・水・金

13：00～16：00

（最終受付時間 15：30）

田

6月27日
7月11日、7月25日
8月8日、8月22日

相談
時間

ローソン

☎23－3790

祝日は休み

平

184

出雲市
社会福祉センター

グリーンリッチ
ホテル

平田福祉館

☎63－4624

13：00～16：00

（最終受付時間 15：30）

斐

川

相談
時間

7月3日
8月7日

出雲市
社会福祉協議会
斐川支所

13：00～16：00

☎73－9330

（最終受付時間 15：30）
会

場

出

雲

法 律 相 談 （ 無 料 、 予約制）
毎週木曜日

※事前に一般相談で相談が必要です

13：30～15：30（ひとり30分、祝日は休み）

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。
※平成 30 年 4 月より法律相談は、毎週木曜日出雲会場のみとなりました。祝日は休みです。

生活支援・相談センター

TEL 2 3－3 7 9 0

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）

災害で被災された方への支 援 に つ いて
名

称

募集期間

東 日 本 大 震 災 義 援 金（これまでの送金額 48,623,363円）
平成28年熊本地震災害義援金（これまでの送金額 3,445,481円）
平成29年7月5日からの大雨災害義援金（これまでの送金額 672,833円）
18,626円）
平成29年台風第18号災害義援金（これまでの送金額
問合せ先／日本赤十字社島根県支部出雲市地区（事務局

あたたかいご支援
ありがとうございます。

平成31年３月31日まで
平成31年３月31日まで
平成30年９月28日まで
募集期間終了

出雲市社会福祉協議会 本所・各支所）

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

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５８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（水）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
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平成30年3月11日～平成30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。

一般寄附
＜佐田＞
反 辺 荒木
＜湖陵＞
三 部 林

弘子
恵子

＜団体＞
株式会社金山コンサルティング会計
有限会社西工務店
（春のリフォーム祭りとして）

見舞返し
＜平田＞
三津町 福田

宮枝

香典・玉串料・お花料等返し
（ ）内は故人
＜出雲＞
今市町 重田 智子（博幸）
今市町 米原 彰男（武夫）
今市町 伊藤 功（純也）
今市町 永田 ゆかり（馨）
今市町 深井 裕（文子）
今市町北本町 錦織 公二（郁子）
大津町 田中 貴和（厚）
大津町 石橋 克巳（忠雄）
大津町 天野 愿（明子）
塩冶町 槇原 郁朗（早苗）
天神町 漆谷 晃（敏子）
天神町 太田 和良（惠美子）
浜 町 佐藤 謙一郎（キヨ）
小山町 渡部 喜代子（智）
小山町 林 エミ（宮崎 光子）
里方町 落合 雅子（克行）
里方町 木田 幸宏（収蔵）
中野町 山本 富江（スミ子）
稲岡町 伊藤 知（知笑）
中野美保南 藤田 努（照子）

園 町 角 宣幸（登代子）
鹿園寺町 角 明彦（郁男）
鹿園寺町 吾郷 計宜（一子）
小境町 南場 正之（伴稚）
小境町 梶谷 光良（富子）
塩津町 川谷 富美恵（正雄）
＜平田＞
三津町 濱屋 勇（昇）
平田町 加藤 喜久（綾子）
三津町 玉木 良夫（利成）
平田町 二瀬 清美（文子）
三津町 山岡 康孝（斐子）
平田町 新宮 正敏（達夫）
三津町 玉木 春恵（正人）
平田町 長﨑 勇次（原 トミエ） 小伊津町 福田 登美枝（静代）
平田町 小村 由基子（一）
小伊津町 石原 慎一（正昭）
平田町 土江 健嗣（多智子） 坂浦町 淸水 貴史（ツル子）
平田町 錦織 宏（冨栄）
野郷町 山﨑 文幸（勝巳）
平田町 渡部 幸義（一子）
美野町 原田 英明（利雄）
平田町 原 昭一（淸子）
西平田町 黒崎 伸美（俊彦）
＜佐田＞
西平田町 原 昭二（節子）
吉 野 森山 美（澄代）
灘分町 日野 善勝（勇）
上橋波 杉本 辰夫（恭子）
灘分町 多久和 博之（千代惠） 八幡原 藤原 徳子（仁）
灘分町 西尾 淳（徳栄）
＜多伎＞
灘分町 土江 伸司（勝子）
口田儀 鳥屋尾 健（直子）
灘分町 森山 智恵子（巖）
口田儀 石橋 広治（敏江）
灘分町 西谷 正文（久子）
島村町 渡部 靖司（勢都子） 久 村 柳樂 恒一郎（カヅ子）
久 村 高橋 宏明（幹於）
西郷町 有田 博行（道夫）
奥宇賀町 宇賀 俊（邦夫）
久 村 柳樂
彦（ヒロコ）
奥宇賀町 山岡 一正（武雄）
久 村 柳樂 敬久（ヌミエ）
河下町 原 清（清二）
＜湖陵＞
河下町 高橋 和敏（松子）
畑 村 今岡 真弓（賢次）
唐川町 錦織 憲一（文夫）
東福町 立石 正義（トクエ） 二 部 佐藤 尚（信義）
二 部 大國 洋敬（次江）
東福町 藤江 廣一（光武）
東福町 恩田 利隆（日出子） 大 池 小原 人美（三重子）
久多見町 土江 秀信（君枝）
差 海 中尾 延男（壽美枝）
久多見町 森脇 篤（健）
差 海 森山 昭（テチ子）
野石谷町 土江 健司（忠夫）
多久谷町 荒木 芳夫（松子）
＜大社＞
多久谷町 長岡 正（寛蓮）
遙 堪 福城 育夫（英治）
多久町 奥 秀樹（利夫）
中荒木 大梶 洋（明子）
園 町 橋本 邦夫（繁）
北荒木 小村 康行（晴行）
知井宮町
大島町
荒茅町
荒茅町
西園町

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
団体及び各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。

布野 泰徳（富子）
今岡 義博（安井 清三）
今岡 幸延（勝治）
原 一正（美代子）
石飛 政久（晴夫）

北荒木 黒崎 秀子（泰治）
修理免 桑本 幸夫（孝好）
杵築西 太田 直子（春木 久榮）
杵築西 井本 美恵子（安治）
杵築西 森山 忠昭（竹）
杵築北 影山 利明（シゲノ）
杵築北 廣戸 博（百合子）
宇 龍 浅津 保子（佐々布 早智子）
宇 龍 小村 良（巳佐）
＜斐川＞
学 頭 関口 敦子（阿部 敬子）
荘 原 渡部 進（豊生）
荘 原 足立 保（孝充）
三 絡 土江 正志（実）
上庄原 近藤 孝子（定男）
阿 宮 三加茂 利明（ナツ子）
神 氷 池田 孝雄（利一）
神 氷 金山 裕貴（美雄）
求 院 金山 裕一（圭子）
上直江 富原 隆（正次）
上直江 青木 敏男（和子）
美 南 矢田 貞夫（千晶）
原 鹿 坂本 隆（芳友）
沖 洲 中間 義徳（利子）
三分市 荒木 真理子（佐藤 剛）
＜市外＞
兵庫県西宮市 森脇 俊雅（アキ子）

匿名寄附
15 件

ご 寄 贈
＜出雲＞
上塩冶町 花田

英己

●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」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。

出雲市社会福祉協議会
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 出雲市役所大社支所内２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）
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※電話番号は８ページに掲載しています。

情報掲載事業所募集のお知らせ

広報音訳
ボランティア養成講座

暮らしのお助け情報「てごナビ」に掲載しませんか？

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
●日

時

７月27日～ 10月５日（全10回）
毎週金曜日 10：00 ～ 12：00
※９月28日は休講

●内

容

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

●場

所

湖陵福祉センター

●定

員

先着10名

●参加費

●「てごナビ」とは？
出雲市で利用できる在宅生活に役立つサービス情報を
インターネットを活用して発信するものです。
●掲載できるサービス
・弁当の配達 ・食材、日用品の配達、移動販売
・買い物の代行、掃除などの家事支援
・福祉タクシー ・訪問理美容

700円程度（テキスト代）

●募集締切

７月18日まで

●申込方法

①氏名 ②住所 ③電話番号 を
下記へご連絡ください。

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

●情報掲載方法
てごナビホームページの「情報掲載にあたっての手続」
をご覧ください。

てごナビホームページ ➡ http://tegonavi.com/

問合せ・申込先／地域福祉課
☎ 23‒3781 FAX 20‒7733

※メールでの問合せ・申込みの際は、
件名に講座名を明記して送信してください。

安全・安心は日頃の備えから
４月９日未明に、島根県西部を震源とする最大震度５強の地震が発生しました。
大田市を中心に被害があり、出雲市でも建物のひび割れや土砂崩れなどがありました。
自然災害はいつどこで起こるか分かりません。これからの時期、梅雨や台風などによる水害の発生が
危惧されます。万が一のために、日頃から自分で、家族で、地域で安全・安心づくりに備えていきましょう。

防災用品の備蓄

本

避難場所の確認

普段からの
つながりづくり

出雲市社会福祉協議会連絡先

所 〒693‒0001 出雲市今市町543

生活支援・相談センター ☎23－3790 FAX20－7733
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