
市内では様々なボランティア団体が活動し
ています。ここではその一部の団体を紹介
します。
　「なにか始めたい」とお考えの方、一緒に
ボランティア活動を
しませんか？

※お問い合わせは
各団体へ直接
ご連絡ください。

視覚や聴覚に障がいのある方へ“伝える”ために視覚や聴覚に障がいのある方へ“伝える”ために

一緒にボ
ランティアしませんか一緒にボ
ランティアしませんか？？
ボランティア仲間募集中ボランティア仲間募集中

障がいのある方と一緒に楽しんでくださる方
活動内容は主に調理実習、広報作りとお話会です。10人から15人位
で和やかな雰囲気のもと活動しています。

○団体名：出雲人の会
○日　時：月１回日曜日　10 ： 30 ～ 13 ： 30
○場　所：荘原コミュニティセンター（出雲市斐川町荘原 3835）
○対　象：日曜日に時間が取れる方
○問合先：☎ 090－7890－9244　FAX 72－0497
　　　　　担当／畑　貴純

聞こえない音情報を文字にして伝えます！！
聞こえに不安のある方が安心して社会参加ができるよう
に、音情報を文字にして伝える活動をしています。

○団体名：要約筆記サークルいずもかけはし
○日時・曜日：不定期なので興味のある方は
　　　　　　  お問合せください。
○問合先：☎ 63－7081
　　　　　FAX 63－7082
　　　　　担当／金築　千晴

　 外国人に日本語を教えるボランティア仲間募集
出雲市に住む外国人に、生活のための日本語を教える活動をしています。
日本語を日本語で教えるので、外国語が話せなくても大丈夫です。

○団体名：日本語ボランティアゆうわ
○日　時：毎週火曜日 10 ： 00 ～ 12 ： 00　 毎週日曜日 10 ： 00 ～ 11 ： 30
　　　　　（８月と年末年始は休み）都合のよい時だけ月１、２回の活動です。
○場　所：出雲市社会福祉センター（出雲市今市町 543）
○問合先：出雲市社会福祉協議会 地域福祉課　
　　　　　☎ 23－3781　FAX 20－7733

視覚に障がいのある方に文字を！
本の点訳。社協だよりいずも、出雲市駅発着
の列車の時刻表、暦等の点訳。一畑電車時刻
表等の個人対応もしています。

○団体名：出雲市アイアイ会
○場　所：出雲市社会福祉センター
　　　　　（出雲市今市町 543）
○問合先：☎・FAX 23－5331
　　　　　担当／森山　陽生

障がいのある方と楽しいひと時を障がいのある方と楽しいひと時を

外国の方と外国の方と
ともに学ぶともに学ぶ

を

　 一緒に活動してくれる仲間を募集しています
手話や聴覚障がいについて関心を持ったら、その時がスタートです。
私達と一緒に活動してみませんか。

○団体名：手話サークルつつじ会
○日　時：〈夜の部〉毎週火曜日　19 ： 30 ～ 21 ： 00
　　　　　〈昼の部〉毎週水曜日　13 ： 30 ～ 15 ： 30
○場　所：荘原コミュニティセンター（変更する場合もあります。）
　　　　　（出雲市斐川町荘原 3835）
○対　象：どなたでも可
○費　用：会費　年額 2000円
○問合先：☎・FAX 72－1496　担当／昌子　誠

手話を使ってクッキング手話を使ってクッキング
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患者さんの安心づくりのために患者さんの安心づくりのために

島根大学病院ボランティア募集
病院玄関ホールにて、院内施設の案内、外
来受付時の補助、車イス利用の患者さんの
介助等を行っています。

○団体名：島根大学病院ボランティア
○日　時：月曜日～金曜日
　　　　　8 ： 30 ～ 17 ： 00 のうち都合の
　　　　　よい時間（祝日、年末年始を除く）
○場　所：島根大学医学部附属病院
　　　　　（出雲市塩冶町 89－1）
○問合先：島根大学医学部医療サービス課
　　　　　☎ 20－2068　FAX 20－2063
　　　　　担当／病院ボランティア担当者

県立中央病院ボランティア募集
病院内の案内、車イス移動のお手伝い、入
院案内等主に玄関ホールでの患者さんへの
対応です。

○団体名：病院ボランティア「ハーモニー」
○日　時：月曜日～金曜日
　　　　　9 ： 00 ～ 12 ： 00 又は
　　　　　13 ： 00 ～ 16 ： 00
　　　　　ご都合の良い時間（不定期も可）
○場　所：島根県立中央病院
　　　　　（出雲市姫原 4－1－1）
○問合先：島根県立中央病院入退院支援・
　　　　　地域医療連携センター
　　　　　☎ 30－6500　FAX 30－6508
　　　　　担当／病院ボランティア担当者

難病ボランティア活動会員募集
難病患者・家族の会の総会、交流会、学習
会や機関誌発行作業等の支援をしています。
寄り添う気持ちです。

○団体名：サークル「ありんこ」
○日　時：活動により異なります。
　　　　　定例会は第２火曜日
　　　　　13 ： 30 ～ 14 ： 30
○場　所：出雲保健所
　　　　　（出雲市塩冶町 223－1）
○問合先：しまね難病相談支援センター
　　　　　（ヘルスサイエンスセンター島根内）
　　　　　☎ 24－8510　FAX 22－6498

木でいろいろなおもちゃを作ってみませんか
高齢者10人ほどで木を使って子ども達が遊ぶ
おもちゃ作りをしています。ボケ防止に参加
してみませんか。

○団体名：木のおもちゃ作りくらぶ
○日　時：毎月第２金曜日　9 ： 00 ～ 12 ： 00
○場　所：まめなが一番館まめなが工房
　　　　　（出雲市斐川町上庄原 1760－1）
○対　象：60歳以上の方
○費　用：指導料 300円、材料費 200～ 500円
○問合先：☎・FAX 72－8168　担当／福代　明義

円

好きなことでボランティア好きなことでボランティア

あなたも収集ボランティアをしませんか
収集ボランティア活動の一つとして、書き損じハガキや使用済みの切手等を
集めています。

○団体名：出雲市総合ボランティアセンター
○日　時：年中無休　9 ： 00 ～ 18 ： 00
　　　　　（年末年始を除く）
○場　所：出雲市総合ボランティアセンター
　　　　　（出雲体育館）
　　　　　（出雲市今市北本町3－1－6）
○問合先：出雲市総合ボランティアセンター
　　　　　☎ 21－5400　FAX 21－1831

出雲科学館ボランティア募集
ものづくりや実験教室の補助等、科学館の活動
全般に協力してくださる方を募集します。

○団体名：出雲科学館
○日　時：9 ： 30 ～ 17 ： 30
　　　　　休館日は毎週月曜日
　　　　　（祝日の場合は翌日）、年末年始
○場　所：出雲科学館
　　　　　（出雲市今市町 1900－2）
○問合先：☎ 25－1500　FAX 24－8383
　　　　　担当／矢田　晴香

思い出語りの会ボランティアの募集
図書館職員と共に、斐川町内の高齢者施設を訪問して行う
回想法（心理療法）を取り入れたおはなし会。

○団体名：出雲市立ひかわ図書館　思い出語りの会
○日　時：１人年８回程度 （火～金曜日の 14：30 ～ 15：30）
○場　所：斐川町内にある 12の高齢者施設
○対　象：不問
○問合先：☎ 73－3990　FAX 72－7600　担当／片石

※詳しいことをお知りになりたい方は、ひかわ図書館
までご連絡ください。

おはなしパレット（ストーリーテリング）
私達は、お話を覚えて語り、お話の楽しさを伝える活動を
８名で行っています。４月には100回目を迎えます。

○団体名：出雲市立ひかわ図書館　おはなしパレット
○日　時：第２土曜日　11 ： 00 ～ 11 ： 30
○場　所：出雲市立ひかわ図書館　おはなしのへや
　　　　　（出雲市斐川町直江 4156）
○問合先：☎ 73－3990　FAX 72－7600
　　　　　担当／伊東　江梨

読み語りボランティア
主に湖陵町内の小学校、幼稚園、保育園、児童クラブ、
老人ホームに出掛けてお話を届けています。

○団体名：こりょうブックフレンド
○日　時：湖　陵　小　　　毎週火曜日　 8 ： 20 ～　8 ： 30
　　　　　湖陵幼稚園　　　第１火曜日 13 ： 30 ～ 14 ： 00
　　　　　ハマナス保育園　第３火曜日　 9 ： 30 ～ 10 ： 00
　　　　　児童クラブ　　　第３木曜日 15 ： 30 ～ 16 ： 00
○対　象：どなたでも
○問合先：☎ 090－6432－5156　FAX 43－1493
　　　　　担当／藤原　朝美

つくしの会　忘年の会つくしの会　忘年の会
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