
21　広報西ノ島 7月号

お知らせ

登記相談所開設のご案内無料

●場所：黒木公民館　　●時間：午前１０時３０分 ～ 午後０時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　午後　１時３０分 ～ 午後３時３０分

2022年 2023年

7月20日
（水）

9月21日
（水）

11月16日
（水）

1月18日
（水）

3月15日
（水）

※事前に相談の予約が全くない場合、または海上交通機関の欠航により、職員を派
遣できない場合は開設しません。

●相談内容：土地・建物及び会社・法人に関する登記相談

　令和 4 年度は下記のとおり「登記相談所」を開設いたします。
　住民の皆さまの登記に関する一般的な内容をお受けいたします。ご相談ください。

お問い合わせ先・事前予約先：松江地方法務局 西郷支局（電話：08512 - 2 - 0240）

開設日の2日前までに
ご予約ください。

UI ターン者応援企画 「いっぷく」 好評開催中！
　自分らしい島暮らしを送るための定住サポート事業として、UI ターン者で対話を行う「対話」企画がスター
トしました。いっぷく（休憩）しながらざっくばらんにお喋りしましょう。

申し込み受付期間

7月1日（金）～8月31日（水）
　

「いっぷく」 × 「大人の島留学」 コラボ企画

●「いっぷく対話」「島留学生との対話」申し込み先
以下２点をご記入の上、ご連絡をお願いします。
①お名前　②ご希望の対話（「いっぷく対話」 or 「島留学生との対話」）

定住サポーター　山中じゅん子
MAIL　junko.yamanaka@mizuumi1980.com
LINE　  @083hlpoi

＜メニュー＞
・いっぷく対話　　　定住サポーターとのお喋り
・いっぷく３人会　　UI ターン者３人でのお喋り
・いっぷく４人会　　UI ターン者４人でのお喋り

＜対象者＞
西ノ島町で暮らし始めて１～５年目くらいの方
※場所や日時は個別に調整いたします。

●５月にご利用いただいた方の感想
西ノ島に来てまだ間もなく、職場
以外の人と話す機会が少なかっ
たったので移住者の方とお喋りで
きて楽しかったです。また来月も
利用したいです。

「大人の島留学生」 と対話をしませんか？
3 ～ 4 名で集い、移住のきっかけやこれまでのこと、今興味があることやこれからやりたいことなどをお喋り。
少人数だからこそ、お互いのことを知るアットホームな時間を過ごせたら嬉しいです。

島留学生 「いっぷく」お喋り担当　観光定住課 所属　坂本 早香 ・ 野田 遼毅

インドネシアに 1年間の留
学した経験があり、東南ア
ジアが大好きで色々な国を
旅しました。西ノ島のこと
や旅行の話、動物の話、農
業の話などいろいろなお話
をしましょう！

埼玉出身で野球・アカペラ・
ライフセーバーやってまし
た！体を動かすことや自然
の中で動植物に触れ合うこ
とが大好きです！最近ウク
レレを始めました♪

大人の島留学生in 西ノ島
Instagram更新中！

対象者：西ノ島町にお住まいの方ならどなたでも

広報西ノ島 7月号　20

お知らせ

自死遺族のための個別相談について

申 込 方 法：専門相談ダイヤルにお電話ください。ご希望の日時等をお伺いして相談日の調整をし
ます。その際、相談内容を簡単に伺います。相談は無料です。

相 談 場 所：松江、雲南、出雲、大田、浜田、益田、隠岐の各地域に相談員が伺います。
　　　　　　　 松江地域は心と体の相談センターで、その他の地域は、保健所等を相談会場とします。

内 容：大切なご家族を自死で亡くされた後、心身に不調や生活上の困難が出たり、自死に関
　　　　　　　 連して法的なトラブルに巻き込まれる場合もあると言われています。司法書士（法律
　　　　　　　 の専門家）と協力して、ご遺族の様々な悩みや心配事のご相談に応じます。

相 談 員：司法書士／心と体の相談センター職員

秘密は固く守りますので
安心して利用して下さい

～法律の専門家（司法書士）と心と体の相談センター職員が相談に応じます～

いきいきプラザ
島根

【お問い合わせ先】
島根県立心と体の相談センター
〒 690-0011
　　島根県松江市東津田町 1741 番地 3
　　いきいきプラザ島根　2 階
TEL：０８５２－２１－２０４５（専門相談ダイヤル）

日赤の会員って？Q
A 日本赤十字社の「会員」とは…

赤十字の人道的な活動に賛同し、毎年 700 円以上の
資金協力をしていただく方のことです。個人・法人を
問わず、どなたでも会員になることができます。

一般会員
700 円／年

特別会員 2,000 円／年
1,000 円／年

◆日赤の会員新規加入、赤十字講習会受講については、
　日本赤十字社島根県支部西ノ島町分区：西ノ島町役場 健康福祉課（☎ 6 - 0104）まで お問い合わせください。

日本赤十字社島根県支部西ノ島町分区では、現在約680名（世帯）の方に会員として加入していただいており、令
和３年度の募集会費額は558,100円となりました。皆様のご協力に、厚く御礼申し上げます。
今年度も、各地区の区長さんにご協力いただき、７月中に会費募集のお願いに伺います。日本赤十字社の活動は、

皆様の会費により支えられていますが、年々会員の減少が続いています。引き続き、皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。 会員

募集中

日赤会費（活動資金）ご協力のお願い

会費って何に使われているの？
皆様から頂いた「会費」は…

災害時の救護活動や復興支援活動、救命手当、応急
手当等を普及する赤十字の講習会、青少年赤十字活
動の促進、国際救援活動などの活動資金として役立
てられています。

Q
A

赤十字の講習会って？
誰でも受講できる講習会です。

日本赤十字社島根県支部では、手当ての基本などを学
べる「救急法基礎講習」や、急病の手当て・ケガの手
当て（止血、包帯、固定）などを学べる「救急法・救
急員養成講習」を行っています。日時、会場、受講内容、
受講費については、お問い合わせください。

Q
A
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