
雲南市に営巣したコウノトリの元気くんとポンスニちゃん。
ヒナたちも順調に大きくなっています。
巣立ちの好機は間もなく。

コウノトリ （雲南市大東町）

雲南市

奥出雲町飯南町
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広域連合長

雲南市長　速水雄一 飯 南 町 長　山碕英樹
奥出雲町長　勝田康則

会計管理者 出納室（総務課兼務）

事務局長 事務局 総　務　課

介護保険課

環境衛生課

企　画　課

消防長 消防本部 消防総務課

予　防　課

警　防　課

通信指令課

奥出雲消防署

雲南消防署

飯南消防署

副広域連合長

事務局組織表
事務局長　　長谷川　和　男

事務局次長（兼総務課長・出納室長）　　　　熊　谷　利　夫
総 

務 

課

総務課長補佐（兼総務係長・出納係長）　星　野　尚　幸
総務係

係員・出納員　　　　周藤　　彩 係　　員　　　　　　川上　順子

事務局次長（兼企画課長）　　　　　　川　本　健　二
企 

画 

課

企画係
企画係長　　　　　　村尾　憲一 地域おこし協力隊員　　　吉田　真琴
観光コーディネーター　 　白築　輝二

事務局次長（兼介護保険課長）　　　　細　木　弘　志

介 

護 

保 

険 

課

介護保険課長補佐（兼資格認定係長）　和　栗　慎　樹
管理給付係

管理給付係長　　　　内田　和巳 係　　員　　　　　　藤原　裕子
係　　員　　　　　　板持　美保 係　　員　　　　　　景山　雄斗

資格認定係
係　　員　　　　　　鳥谷　朱希 訪問認定調査員　　　荒木　孝子
係　　員　　　　　　吉川　晋吾 訪問認定調査員　　　松田　佳恵
認定審査専門員　　　奥田みどり 訪問認定調査員　　　金山由美子
認定審査専門員　　　内田美由紀 訪問認定調査員　　　延谷　素子
認定審査専門員　　　古林　裕子 訪問認定調査員　　　勝部　直子

環
境
衛
生
課

環境衛生課長　　　　　 坂　本　一　郎
係　　員　　　　　　小林　佳子

平成30年度 雲南広域連合組織図
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雲 

南 

消 

防 

本 

部 

消 防 長　　　　　糸　原　文　昭
消防次長　　　　　石　飛　　　徹

消防総務課（５） 予　防　課（７） 警　防　課（３） 通信指令課（11）
課　　長　　　　　　　赤名　　馨
課長補佐　　　　　　　赤名　　功
総務係長　　　　　　　三原　大吾
総務主任　　　　　　　舩木　直人
係　　員　　　　　　　岩佐　充治

課　　長　　　　　　　土江　健司
課長補佐　　　　　　　川角　健悟
予防係長　　　　　　　陶山　　稔
危険物係長　　　　　　藤原　睦美
危険物主任　　　　　　﨑山　拓也
予防主任　　　　　　　小村　祐太
予防主任　　　　　　　矢壁　拓真

課　　長　　　　（兼）石飛　　徹
課長補佐　　　　　　　田中　秀樹
警防係長　　　　　　　永瀬　敏行

課　　長　　　　　　　安井　　將
課長補佐　　　　　　　山田　守康
課長補佐　　　　　　　恩田　雅裕

通信指令第１係
課長補佐　　　　　　（山田　守康）
係　　長　　　　　　　藤原　　渉
係　　長　　　　　　　高橋　　剛
係　　員　　　　　　　江角　貴勤
係　　員　　　　　　　佐藤　勇太

通信指令第２係
課長補佐　　　　　　（恩田　雅裕）
係　　長　　　　　　　樋口　真明
係　　長　　　　　　　岩田　浩樹
主　　任　　　　　　　藤原　光博
係　　員　　　　　　　星野　　望

奥 

出 

雲 

消 

防 

署

署　　長　　　　　細　木　　　敬　　（23）
副 署 長　　　　　小　川　　　隆
第１小隊長　 （兼）小　川　　　隆　　（11） 第２小隊長　　　梅　澤　　　勝　　（11）

第 １ 分 隊 救 急 分 隊 第 １ 分 隊 救 急 分 隊
分 隊 長　警防係長　　渡邊　英樹
副分隊長　救助係長　　三島　克哉
副分隊長　予防主任　　稲田　秀樹
隊　　員　　　　　　　富田　　光
隊　　員　　　　　　　若槻　省吾
隊　　員　　　　　　　千原　楊平

分 隊 長　救急係長　　横山修一郎
副分隊長　機械装備係長　　中林　直仁
副分隊長　庶務主任　　伊豆　大輔
隊　　員　　　　　　　藤原　　祐

分 隊 長　警防係長　　岡本　臣司
副分隊長　予防係長　　西尾　智廣
副分隊長　救助主任　　川角裕一郎
隊　　員　　　　　　　景山　昇平
隊　　員　　　　　　　那須　優斗
隊　　員　　　　　　　高木　雄亮

分 隊 長　救急係長　　安部　善美
副分隊長　機械装備主任　　景山　隆介
副分隊長　庶務主任　　細木慎太郎
隊　　員　　　　　　　野島　大輔

飯 

南 

消 

防 

署

署　　長　　　　　江　角　正　樹　　（23）
副 署 長　　　　　田　部　明　芳
第１小隊長　 （兼）田　部　明　芳　　（11） 第２小隊長　　　和久利　誓　男　　（11）

第 １ 分 隊 救 急 分 隊 第 １ 分 隊 救 急 分 隊
分 隊 長　警防係長　　鳥谷多津雄
副分隊長　予防係長　　松川　泰浩
副分隊長　救助主任　　野津　英孝
隊　　員　　　　　　　部田　尚也
隊　　員　　　　　　　福山　佳太
隊　　員　　　　　　　光谷　雄佑

分 隊 長　救急係長　　川角　貴広
副分隊長　機械装備係長　　森口　　寛
副分隊長　庶務主任　　岩佐　直人
隊　　員　　　　　　　石原　慎也

分 隊 長　警防係長　　宍戸　俊介
副分隊長　救助係長　　小林　勝美
副分隊長　機械装備主任　　石田　智英
副分隊長　予防主任　　川端　啓市
隊　　員　　　　　　　石川　　厚
隊　　員　　　　　　　石飛　成馬

分 隊 長　救急係長　　吉川　弘典
副分隊長　庶務係長　　森山　　淳
副分隊長　救急主任　　荒木　哲夫
隊　　員　　　　　　　須谷　拓也

派　遣
　島根県防災航空隊

山毛　孝夫

　島根県消防学校
田中　　周

雲南消防本部・雲南消防署・奥出雲消防署・飯南消防署組織表
平成30年４月１日

雲 

南 

消 

防 

署

署　　長　　　　　石　田　裕　司　　（37）
副 署 長　　　　　戸　藏　　　豊　　　　
第１小隊長　（兼）戸　藏　　　豊　　（18）

第 １ 分 隊 救助救急分隊 救 急 分 隊
分 隊 長　警防係長　　渡部　雄二
副分隊長　機械装備係長　　板垣　　健
副分隊長　予防係長　　中村　貴広
隊　　員　　　　　　　藤原　裕貴
隊　　員　　　　　　　宮廻　浩平
隊　　員　　　　　　　稲田　隼士
隊　　員　　　　　　　後藤　裕太

分 隊 長　救助係長　　熊谷　　将
副分隊長　庶務係長　　松村　秀一
副分隊長　機械装備主任　　田中　修司
隊　　員　　　　　　　石飛　雄士
隊　　員　　　　　　　曽田　晃希

分 隊 長　救急係長　　山田　和宏
副分隊長　救急係長　　錦織　　守
副分隊長　庶務主任　　伊藤　大輔
隊　　員　　　　　　　田中　歩希
隊　　員　　　　　　　安部　直人

第２小隊長　　　　本　間　　　均　　（18）
第 １ 分 隊 救助救急分隊 救 急 分 隊

分 隊 長　警防係長　　糸原　　潤
副分隊長　機械装備係長　　宇山　達雄
副分隊長　警防主任　　板垣　　諭
隊　　員　　　　　　　坂本　　聡
隊　　員　　　　　　　柳原　伸哉
隊　　員　　　　　　　松村　匠悟
隊　　員　　　　　　　篠原　史唯

分 隊 長　予防係長　　中岡　徹也
副分隊長　救助係長　　力石　　徹
副分隊長　機械装備係長　　板持　　努
隊　　員　　　　　　　阿部　　潤
隊　　員　　　　　　　藤川　　純

分 隊 長　救急係長　　影山　直樹
副分隊長　救急主任　　赤名　浩一
副分隊長　庶務主任　　名原　秀一
隊　　員　　　　　　　深石　晃弘
隊　　員　　　　　　　濱田　大輝
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設置されました
新しい看板が
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広島県　愛媛県のサービスエリア
　イトーヨーカドー福山店で観光ＰＲ

　３月３日（土）、４日（日）に山陽自動車道
福山サービスエリア、３月10日（土）、11日（日）
に松山自動車道石鎚山サービスエリアで観光や
特産品のＰＲを行いました。ここでは、観光パ
ンフレットを地元の特産のお菓子やお茶と一緒
に配布したり、パネルを展示したりして、春の
お花見シーズンやゴールデンウイークの誘客に
向けて、「中国やまなみ街道」尾道松江線の無
料区間や雲南地域のＰＲを行いました。

　３月17日（土）、18日（日）にはイトーヨー
カドー福山店で「島根県うんなん観光・特産品
フェア㏌福山」を開催しました。昨年度に引き
続いての開催でしたが、今回はお茶、乳製品、
お菓子を販売し好評を得ました。ステージでは
奥出雲町のマスコットキャラクター「いなたひ
めちゃん」、飯南町のマスコットキャラクター
「い～にゃん」、飯南神楽団の上演などもあり、
会場は大いに盛り上がりました。

　ＪＲ木次線の木次駅ホームに「きす
き」の「すき」を赤いハートにした新し
い看板が設置されました。テレビなどで
も紹介され、新しい注目スポットとなっ
ています。また、出雲大東駅では木製
キーホルダー「木～ほるだ～」が販売
されています。
　８月25日（土）と９月22日（土）には木次線を利用した「癒
しの汽車旅木次線　おくいずも女子旅列車　～地酒でカンパイ！
ほろ酔い気分で幸せ旅～」が開催される予定です。
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「関空旅博2018」
　５月19日（土）、20日（日）に大阪府泉佐
野市「関西国際空港」で「関空旅博2018」が
開催されました。
　雲南広域連合は泉佐野市と平成29年10月に
「特産品相互取扱協定」を結び、交流を進めて
います。この協定は泉佐野市が各都道府県１自
治体を目安に、自治体間の特産品をはじめ、経
済と観光産業の発展を目的に締結しているも
のです。島根県では雲南市、奥出雲町、飯南町

それぞれが様々な特産品のブランド化に取り組
み、また、「奥出雲産直振興推進協議会」とし
て「地産都商」の取り組みを１市２町の連携に
より進めています。
　「関空旅博2018」では、ステージイベント
にも参加し、たくさんの来場者に雲南地域のＰ
Ｒを行いました。

～世界に一番近い旅
の博覧会～

　うんなん観光ネットワーク協議会（雲南広域連合内）
では、インバウンド（海外からの誘客）についての取
り組みを進めています。
　昨年12月には、台湾から旅行業者６社の皆さんに
お越しいただき、雲南地域の観光ＰＲをしました。ま
た、今年11月には、台湾で行われる第26回台北国際
旅行博（ＩＴＦ2018）において、来場者や旅行業社
の皆さんに雲南地方の紹介や観光情報を提供するな
ど、雲南地域への誘客を進めることとしています。
　今回の台湾からの初の結婚式は、今後の雲南地域の
インバウンドへの大きな弾みとなるものです。

▲雲南広域連合のブースは大盛況でした。

▲ステージではしまね観光大使と島根県観光キャラク
ターしまねっこと一緒に雲南地域の紹介をしました

  飯南町 森のホテルもりのす　

 初の台湾カップル
 結婚式＆パーティーが催されました。

〈島観連許諾第5114号〉



介 護護 保 険険
情報コーナー

 介護保険料は大切な財源です 
　介護保険サービスを利用した場合の費用は、サービスを利用した方の自己負担（１～２割、８月
からは１～３割）を除く介護給付費を、国・県・市町（５割）と介護保険料（５割）で賄っていま
す。介護保険料は40歳から64歳の方が27%、65歳以上の方が23%を負担しています。
　平成30（2018）年度から32（2020）年度の雲南地域の介護保険料は、基準額で5,900円です。
この保険料は、皆さんが安心してサービスを受けられるための大切な財源です。年金から天引きと
ならない普通徴収（納付書又は口座振替）の方は、納め忘れがないようお願いします。

 介護保険料を滞納すると…。 
　介護認定を受けて実際に介護サービスを利用される際の利用者負担は、通常かかった費用の１～
２割（８月からは１～３割）ですが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措
置がとられます。　

　介護サービス費用の全額（10割）をいったん利用者が負担することになります。その後、
利用者の申請により、広域連合から保険給付分の８～９割（８月からは７～９割）が戻る
支払方法（償還払い）となります。

　介護サービス費用の全額（10割）をいったん利用者が負担することになります。
　滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付分の費用の８～9割（８
月からは７～９割）が支払われない（差し止め）ことになります。なお、引き続き滞納し
ているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられるこ
とがあります。

　　　　

　介護保険料の滞納期間に応じて、利用者負担割合が３割（８月からは一定以上の所得者
は４割）に引き上げられます。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

　介護が必要となったときに、必要なサービスが受けられないといったことにならないために介護保
険料の納め忘れには気をつけましょう。
　なお、災害などのやむを得ない理由で介護保険料を納められない場合、また納付が困難な方は納付
についての相談も受けておりますので、雲南広域連合介護保険課までご相談ください。

　（１）介護保険料を１年以上滞納した場合

　（２）介護保険料を１年６か月以上滞納した場合

　（３）介護保険料を２年以上滞納した場合
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～雲南市の ＵＩターン
就労体験事業実施中 の方に

お話を聞きました～

～雲南市の ＵＩターン
就労体験事業実施中 の方に

お話を聞きました～

65歳になると介護保険料は年金から天引きされると聞きましたが、先ごろ納付書が届いた
のはなぜですか？

　新たに65歳になられた方は、すぐに介護保険料を年金から天引き（特別徴収）すること
はできません。65歳になられてからおおよそ半年後から年金天引きになります。
　年金から天引きとなる方は、年金の受け取りを始めていること、年金額が年18万円を超
えていることが条件となります。年金から天引きされるまでは、納付書か口座振替（普通徴
収）での納付となります。

　介護職場における人材不足は全国的に課題となっており、ここ雲南地域も例外ではありません。
介護サービス事業所に就労された場合や資格取得に向けた支援制度がありますのでご紹介します。

たとえば・・・
　各市町では
〇雲南市内の介護サービス事業所等に就労しようとするＵＩターン者が就労体験を行うものを
助成（個人向け・事業所向け）
〇奥出雲町に住所があるＵＩターン就職者で３年以上居住しようとする方に奨励金を支給（個
人向け）
〇介護福祉士として飯南町の福祉施設に就職する方に支度金を支給（個人向け）

　雲南広域連合では
　介護サービス事業所（法人）が従業者の資格取得のための研修会受講料や受験料を負担した場合
その一部を助成（事業所向け）

　その他県内の各種団体が制度を設けています。概要は雲南広域連合ホームページに掲載していま
すのでご覧ください。
　なお、詳細につきましては、それぞれの実施団体のホームページ等でご確認ください。

〇体験事業はいつから？
　平成29年11月からです。
〇きっかけは？
　Ｉターンのきっかけは、雲南市内に京都からＵターンした知
り合いがいたことや、妻が出雲の出身だったこと。
　妻の実家がお茶屋さんで、お茶の勉強をしていたところ、あおぞら福祉会さんの農福
連携事業に関わることになったので、福祉や介護を学ぶためにこの事業を申請しました。
〇体験してみてどうですか？
　もともとサラリーマンだったので、全く畑違いの仕事だったことや、生活環境も全く
違うので、慣れるまでの３か月ぐらいはとても辛かったですね。
　でも、慣れてきたら楽しくなってきました。前の仕事は「与えられた仕事をこなすだけ」
でしたが、介護の仕事は人相手。特に介護は必要な人はこちらからの働きかけが必要で
すよね。そこから『やらなくては！』という気持ちになってきました。毎日いろんなこと
がありますが、今はとても楽しいです。

　元気いっぱいな後藤さん、今年の冬は雪が多くて大変だったそうです。今年の10月で就労体験期間が
終了した後も、雲南地域での活躍を期待しています。

あなたも雲南地域で働いてみませんか？

求む！介護人材

後藤　幸治さん
（京都府出身・あおぞ
らの家で就労体験中）

07 広報 うんなん　夏号Vol.46
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　平成30年３月24日（土）、東京都で開催された平成29年度フ
レンドシップにおいて、雲南市大東町の海潮小学校少年消防クラ
ブ（会長 天野繁美校長、クラブ員67名）が「優良な少年消防ク
ラブ」を受賞され、同クラブを代表して佐藤雄一さんが消防庁長
官から表彰を受けられました。同クラブは平成２年に結成以来、
火災、地震などを想定した避難・消火訓練の実施、消防本部が開
催している少年消防クラブ員研修会への参加、救急法講習をとお
して生命の大切さを学ばせる等、日頃から防災活動に積極的に取
り組んでこられ、その功績が認められたものです。

　４月27日（金）、鳥取県米子市において
「平成30年度全国消防長会中国支部消防職
員意見発表会」が開催され、島根県予選会
で一席の成績を収めた柳原伸哉消防副士長
が、島根県を代表して出場しました。
　柳原副士長は「車と向き合う～消防の未
来へ～」のテーマで、進展する「車両」に
特化したプログラムを消防職員の教育体制
に導入することについて、堂々と発表し入
賞しました。

消防庁長官表彰受賞

平成30年度 全国消防長会中国支部 消防職員意見発表会平成30年度 全国消防長会中国支部 消防職員意見発表会

千
ち

 原
はら

　楊
よう

 平
へい

（仁多郡奥出雲町出身）　　

　私は、人の命を救う仕事がしたいと思っていました。
また、地元に帰り働きたいという思いがあり、雲南消防
を志望しました。
　消防学校で基礎をしっかりと学び地域を守れるよう
日々頑張ります。地域を明るくできる人になります。よろ
しくお願いします。

後
ご

 藤
とう

　裕
ゆう

 太
た

（雲南市三刀屋町出身）　　

　私は、中学校・高校と職場体験で雲南消防を訪れ、
地域のために一生懸命に働く消防職員の方々を見て、私
もそのような消防士になりたいと思い志望しました。
　消防学校で消防士としての基礎を身につけ、先輩方の
ようなかっこいい消防士になれるよう頑張りたいと思い
ます。

石
いし

 飛
とび

　成
せい

 馬
ま

（雲南市掛合町出身）　　

　私は生まれ育った地元雲南で就職し、地域貢献した
いという思いがあり、雲南消防を志望しました。
　消防学校では消防士としての基礎をしっかりと身につ
け、住民の皆さんに安心と元気を与えられるような消防
士になれるよう日々精進していきます。よろしくお願いし
ます。

篠
しの

 原
はら

　史
しゅ

 唯
い

（出雲市西代町出身）　　

　私は、火事の現場に遭遇したとき、迅速で的確に活
動しておられる消防士の方々を見て、消防士に憧れを抱
くようになり、雲南消防を志望しました。
　消防学校での初任総合教育で、心身ともに鍛え、地
域に貢献できる消防士になれるよう頑張っていきます。

佐藤雄一さん

▲中国支部消防職員意見発表会

柳原副士長

▲

新規採用職員紹介新規採用職員紹介

海潮小学校少年消防クラブ
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　雲南消防本部車両更新計画に基づき、飯南消防署へ水槽付き消防ポンプ車と救
助工作車の機能を併せ持った、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を配備し、
3月から運用を開始しました。

　熱中症で救急搬送された方が全国で毎年7000人を超え、雲南消防本部管内でも昨年
27人の方が搬送されました。熱中症の予防のため、次のことに注意しましょう。

　容量1,500ℓの水槽、自動泡混合装置、照明装置、電動ウインチ、大型油圧
器具等を装備し、火災または救助などの災害に対応できる車両となっています。

車両の紹介

飯南
消防署に

飯南
消防署に

新型消防ポンプ自動車を配備しました

熱中症対策は万全ですか ～知っておこう 熱中症の予防～

熱中症の予防
①睡眠不足や風邪

ぎみ等、体調の
悪いときは外出
や運動を控えま
しょう。

②通気性のよい
服を着て、外
出の際は帽子
や日傘を用い
ましょう。

③のどが渇く前に、コッ
プ１杯程度の水分を補
給しましょう。汗は水
分と一緒に塩分も失わ
れることもお忘れなく。

④発育途中の子どもや体
力が衰えは

　じめた高齢
　者は、熱中
　症になりや
　すいです。

涼しい日陰に移動する 

水分を補給する

体を冷やす
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　住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、平成30年６月で丸12年を迎えます。
　住宅用火災警報器の主な役割は、火災の煙や熱に反応して大きな音を出し、住民に素
早く火災を知らせることですが、経年による電子部品の劣化や電池の消耗などで、火災を
感知しなくなることがあるため、10年を目安に機器本体の交換をおすすめします。

まずは作動確認をして、音を
聞いてみましょう！（ボタンを
押す、又はひもを引く。）

正常な場合は、メッセージ又
は火災警報音が鳴ります。

連動型の住宅用火災警報器が火災を感知する
と、他の場所に設置されている住宅用火災警
報器も連動して警報音を発します。

○無人の部屋で出火した場合でも、他の場所
で警報音を発するため、火災に早く気がつ
きます。

○子供や高齢者だけの部屋の火災に、他の場
所の家族がいち早く気がつきます。

取り外すと、裏側に製造年の
記載があります。

※確認時は高い場所での作業
となりますので、転倒や落下
などの危険があります。安定
した足場を確保して、作業を
行ってください。

※もしも音が鳴らない場合
は、まず電池がしっかり
セットされているか確認！
　それでも鳴らない場合
は、電池切れか機器本体
の故障です。
　定期的に火災時の警報音
を確認しましょう。

※火災警報器の種類によっ
て、細かい注意点が異な
ります。製品に附属して
いる取扱説明書を必ずご
覧ください。

機器の製造年を調べるには？

もしも、交換するなら・・・

連動型の住宅用火災警報器がおすすめです！連動型の住宅用火災警報器がおすすめです！

住宅用火災警報器 今すぐ チェック！

住宅用火災警報器について
ボタンタイプ ひもタイプ

火事です！
　火事です！

他の場所で
　火事です！

他の場所で
　火事です！

他の場所で
　火事です！

他の場所で
　火事です！
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「受付員の指示に従って、
落ち着いて、ゆっくりとはっきり、正確な情報を伝えましょう！」

　１１９番通報は、「安全な場所」から行いましょう！

１１９番受付員 通　報　者
雲南消防119番です。
◆火事ですか？　救急車ですか？ 火事です。　　救急車です。

◆住所（場所）と名前を教えてください。 　　　　　　　　町　　　　　　　番地の
（世帯主）　　　　　　　　　　　　　　　です。

◆お隣のお宅を教えてください。 お隣は　　　　　　　　　　　　　さん宅です。
◆近くに目標となる建物などはありませんか？ 近くには　　　　　　　　　　　　　　　　　　

があります。

火事の場合は…
≪見てわかる範囲の情報をお願いします≫

（例）
◆どこから出火して、何が燃えていますか？ ・居間のストーブから、壁や天井に燃え移りました。
◆逃げ遅れた人はいませんか？ ・○人家族で、全員避難しました。

救急車の場合は… （例）
◆誰（年齢、性別）が、いつ頃からどうされま
したか？

・○歳になるおじいさんが、突然倒れました。

・意識はありませんが、呼吸はあります。

・○歳の息子が、３分前からけいれんをおこしています。
◆意識はありますか？　呼吸はありますか？
※意識がない場合などに、受付員が救命処置や応急手
当て等の指導をしますのでご協力ください。

あなたのお名前を教えてください。 ・私は、○○　○○　です。
※ 消防車・救急車は、１１９番通報の途中でも出動します。安心してお話しを続けてください。

携帯電話からの通報
　・GPS機能（位置情報通知機能）をオンにしてから、１１９番通報してください。
　・受付員から、救命処置等の指示がある場合は、スピーカー機能を活用しましょう。
　　　※両手で救命処置等をすることができたり、周りの人にも指示が聞こえ有効です。
　・通報場所によっては、雲南消防本部以外の消防本部につながりますが、その場合は
雲南消防本部へ転送されますので、電話を切らないでそのままお待ちください。

　・電波状況により、聞き取りにくいことがあり、場所や状況を把握するのに時間がか
かることがあります。

　　　※携帯電話の機能設定などについてわからない方は、携帯電話会社にご相談ください。
その他
　・FAX、Eメールでも通報ができます。詳しくは、雲南消防本部通信指令課（☎40-0119）へご相談
ください。

１１９番通報のかけ方
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2018イベント情報イベント情報イベント情報20182018 時 時間

問 お問い合せ

入 入場料･参加料参

奥出雲バル2018
奥出雲町仁多地域　６月30日 
奥出雲町横田地域　７月７日
恒例になりました奥出雲バル!
馴染みのお店も新しいお店も欲ばっ
て楽しみましょう。
時
参

11時～24時
チケット６枚綴り3,500円
　　　　　　　（前売り）

問 奥出雲町商工会本所　☎0854-54-0158

チェリヴァシアター「ＰＡＲＫＳ」
チェリヴァホール２階ホール
島根初上映！ 50年前の曲をめぐる若者の爽やか
で少し切ない青春音楽映画。お楽しみに。

時
入

10：00～、14：00～／２回上映
ペア1,500円（前売のみ・会員限定 )、一般前売
1,300円（当日1,500円)、会員前売1,000円（当
日 1,200円 )、シニア（60歳以上）・小中高校
生 500円（当日 700円 )、未就学児無料

問 チェリヴァホール　☎0854-42-1155

6月17日（日） 雲南市木次町飯南町

奥出雲町清水宏の世界を笑わせろ　
ロシア編～ロシアよりホワィをこめて！～

きすき夏祭り

チェリヴァホール２階ホール

ＪＲ木次駅周辺　駅前通り
歩行者天国となる商店街には夜店が立ち並び神楽な
ど様々なイベントが予定されています。

入

問

問

チェリヴァホール　☎0854-42-1155

雲南市商工会木次支部　☎0854-42-1025

時 18時30分 開場／19時 開演

飯南町赤名半夏まつり特設ステージ
（旧ＪＲバス車庫）周辺
夏の夜空を彩る打
ち上げ花火は見応
えアリ！
ステージイベント
もお見逃しなく！

時 夕方頃より
※午後3時～午後11時まで歩行者天国

問 赤来夏まつり実行委員会（飯南町商工会内）  
☎0854-76-2118

6月30日（土）・7月7日（土）

三刀屋文化体育館アスパル
子どもたちがいろんな『お仕事』に
挑戦できるイベントです！
ぜひ体験してみてください。

時 10時～15時
参 一人あたり参加費 100円～1,000円
問 雲南市商工会　☎0854-45-2405

おしごと体験イベント
　うん？ なに屋？

半夏祭り

7月7日（土）

7月8日（日）

一般2,500円（当日3,000円）
高校生以下1,000円（当日1,500円）
※未就学児入場不可

7月8日（日） 雲南市三刀屋町

7月20日（金）

雲南市木次町

雲南市木次町

日本スタンダップコメディ協会の会長・清水宏によ
る抱腹絶倒のしゃべくりステージ！

広報 うんなん　夏号Vol.46 12
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雲南市加茂町雲南市吉田町

奥出雲町

雲南市三刀屋町雲南市三刀屋町

加茂町加茂中連坦地内

三刀屋天満宮

二十三夜祭

三刀屋天満宮例大祭

雲南一の花火に感動。焼火神社の神事が行われ、
夜店が立ち並び夜が更けるまで多くの人出で賑わ
います。

三刀屋天満宮の神事が行われ、夜店が立ち並んで
賑わいます。

問

問

雲南市商工会加茂支部　☎0854-49-7227

三刀屋総合センター自治振興課
☎0854-45-2111

7月23日（月）

7月25日（水）

入 前売2,500円
          （当日3,000円）
高校生以下500円

時 10時30分～（山頂での神事開始）

時 17時～

大東町須賀「神楽の宿」
地域伝統文化である出雲神楽を地元神楽社中や海
潮中学校神楽部の皆さんが力強く舞います。

問 海潮地区振興会夜神楽大会実行委員会（海潮
交流センター内）　☎0854-43-2705

時 19時～

稲わら工房前駐車場

チェリヴァホール２階ホール

奥出雲町竹崎　船通山　山頂

吉田ふるさと夏まつり

Ｐｌａｎｔ  Ｍ  Ｎｏ.１４
　「凛然グッドバイ」雲南公演

船通山　宣揚祭

ステージイベント、バザー、
地元住民の出店があります。

大阪の劇作家・樋口ミユ氏が今年も雲南市に登
場！地元の役者と創る舞台、お楽しみに。

スサノオノミコトが八岐大蛇を退治し天叢雲剣を
発見した神話にちなんだ祭。

問

問

問

吉田ふるさと夏まつり実行委員会
☎0854-74-0018

チェリヴァホール
☎0854-42-1155

奥出雲町役場商工観光課　☎0854-54-2504

7月28日（土）

7月28日（土）

時 10時30分～

時 28日　19時 
29日　13時／17時

第27回　夜神楽大会
7月28日（土） 雲南市大東町

雲南市木次町7月28日（土）・29日（日）

13 広報 うんなん　夏号Vol.46



14

八川盆ボンフェスティバル
八川コミュニティセンター駐車場
地元住民、帰省の方とふれあい・交流ができる楽
しい祭りです。花火もぜひご覧ください。

時 19時～
問 八川盆ボンフェスティバル実行委員会

☎0854-52-1119（奥出雲町商工会経営支援センター）

大東七夕祭り
大東町大東連坦地

時 18時30分～
問 大東七夕祭保存会事務局（大東総合センター自治

振興課）　☎ 0854-43-8160

チェリヴァホール
２階ホール

風間杜夫  ひとり芝居「ピース」

喜劇は世界を平和にする！
俳優・風間杜夫が舞台を縦
横無尽に駆け巡り、演じま
す！

入 前売4,000円
　　　　(当日5,000円)
税込・全席指定

時 19時～

問 チェリヴァホール
☎0854-42-1155

八重滝駐車場
神事の後、地元住民の出店などがあります。渓流
沿いの遊歩道では豊かな自然を楽しめます。
問 入間交流センター　☎0854-62-0403

八重滝まつり

龍頭が滝

春殖交流センター、赤川

掛合地内

名瀑といわれる龍頭が滝で滝踊りの披露、地元
住民による出店などがあります。

「地域の子どもたちに夏の思い出を！」水辺の
学校、鮎のつかみ取り、宝さがし、テント村

子ども神輿がまちを練り歩き、勇壮な掛合
太鼓が響き渡ります。

問

問

問

松笠交流センター　☎0854-62-0411

春殖地区振興協議会（春殖交流センター内）
☎0854-43-2709

掛合まち振興会　雲南市商工会掛合支部
☎0854-62-0079

龍頭が滝　滝まつり

赤川“川遊び祭り”２０１８

掛合町恵比寿まつり

444年目を迎える伝統的な祭り。子どもたちの元
気なお囃子と花火を体で感じてください。

雲南市掛合町8月14日（火）

奥出雲町8月13日（月）

8月6日（月） 雲南市大東町8月15日（水）

8月19日（日）

8月20日（月）

雲南市掛合町

雲南市掛合町

雲南市大東町

雲南市木次町8月20日（月）
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三成愛宕祭
奥出雲町役場仁多庁舎　周辺

問 奥出雲町役場商工観光課　☎0854-54-2504

8月24日（金）～25日（土）

時 10時30分～23時

奥出雲町

雲南市木次町

雲南市三刀屋町

飯南町

参 2,000円時 9時～14時頃

集合場所：琴引フォレストパークスキー場

チェリヴァホール２階ホール

さくらおろち湖ボート競技施設及び周辺施設

三刀屋町「商店街」

神話の山
　琴引山例大祭トレッキング

第８回  名工探訪
第３回 さくらおろち湖

トライアスロン大会

軽トラック
「うんなんまめなカー市」

神在月八百万の神々を迎えるため神迎え神事が行
われる霊験あらたか神話の山へ登ろう！

普段は入れないものづくりの現場を巡るスタンプ
ラリーを今年も開催！体験等もあります。

全国的に珍しいダム湖を活用した五輪基準コース
のトライアスロン大会。声援をお願いします。

商店街を歩行者天国にし、軽トラックで食品加工品や農産加工品、
惣菜等を販売します。

問（一社）飯南町観光協会　☎0854-76-9050

9月23日（日）

9月29日（土）～30日（日）

9月30日（日）

参 なし　※体験料は別途必要
問 ふるさと未来希望図プロジェクト実行委員会事務局

（チェリヴァホール内）　☎0854-42-1155

時 9時～17時

参 個人：14,000円　リレー：18,000円
問 さくらおろち湖トライアスロン大会実行委員会（三

刀屋文化体育館アスパル内）  ☎0854-45-9222

時 9時30分～

問 雲南市商工会　☎0854-45-2405時 10時～13時

雲南市木次町・奥出雲町9月2日（日）

幻の一夜城としても有名な祭で300年余の伝統があ
り打ち上げ花火、仁多炎太鼓も圧巻。
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