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休日の救急医療は、当番制で対
応しています。受診の際には、保
険証・お薬手帳などをお忘れなく。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

9月の救急医療
―休日に具合が
悪くなったとき―

小児救急電話相談　短縮ダイヤル＃8000 1077-524-7856

こどもの救急ホームページ　http://www.kodomo-qq.jp/

●相談日時 平日・土曜日18時～翌朝8時/日曜日・祝日 9時～翌朝8時
●対象者 県内在住の15歳以下のお子さんとその家族

健診は受けた後が大切です。説明会に参加して、身体の状態について確認しましょう。
持ち物：結果説明会案内チラシ、健康手帳、筆記用具

日時 11月8日(火)
就職活動セミナー 13時～14時
就職面接会　　　 14時～16時30分（受付12時30分）

会場 長浜バイオ大学（長浜市田村町1266）

湖北地域の事業所の発展を担う若い世代の人材確保を目的とし
て、来春卒業予定の学生と卒業後３年以内の既卒者で就職を希望
する方を対象に、就職面接会を開催します。

●対象者
来年3月に大学(院)･短期大学・高等
専門学校等を卒業予定の学生および
卒業後3年以内の方

●参加申込
事前申込み・履歴書は不要です。

「就活ナビ」参加事業所を募集！

医療体制

第一次医療体制
（比較的軽症なとき）

長浜米原休日急患診療所
（長浜市八幡東町632  165-1525）

受付時間　08時30分～11時30分
12時30分～17時30分

子どもの場合

上記以外

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

日赤

日赤

日赤

日赤

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

市民

市民

市民

○ ○ ○ ○ ○ ○

結果説明会（米原地域）のご案内

ふるさとでの就職活動を応援します！
学生就職説明会 湖北就活ナビ

9/4
（日）

9/11
（日）

9/18
（日）

9/19
（月）

9/23
（金）

9/25
（日）

■問 市健康づくり課（山東庁舎）1 55－8105 5 55－2406

■問 市商工観光課（伊吹庁舎）1 58－2227 5 58－1197

地　域

米　原

説明会開催日
9月16日（金)・9月17日（土）

9月20日（火)
9月21日（水)
9月22日（木）
10月3日（月）
10月4日（火）

受付時間

9時～9時15分

会　　場

米原げんき
ステーション

西部デイサービスセンター
人権総合センター S・Cプラザ

米原保健センター

健診実施日
8月6日（土）・8月7日（日）
8月8日（月）・8月9日（火）

8月10日（水）
8月11日（木）
8月22日（月）
8月23日（火）

●対象事業所
米原市または長浜市に就業場所を有し、上記の学
生等を採用予定の事業所（ハローワーク長浜に大
卒等の求人申込みをしているか、「就活ナビ」参加
申込みと同時に求人申込みをされる事業所）

●実施内容
会場内のブースで、募集内容の説明と面接を行っ
ていただきます。採用選考にあたっての留意点な
ど、事前セミナーも開催します。

●参加申込み
申込用紙に必要事項を記入のうえ、大卒等求人票
の写しを添えて、10月7日(金)までに下記まで提
出してください。申込用紙は市のウェブサイトか
らダウンロードできます。

先着36社です！
検討される事業主のみなさんはお早めに！
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人権・行政・心配ごとなど、市
民のみなさんのさまざまな相談に
応じます。また、奇数月には身体
障がい者・知的障がい者の相談も
あわせて行います。
相談は無料で、秘密厳守。時間

はいずれも10時から12時までで、
相談時間は1時間程度です。受付は
10時から11時です。

■問 市 福祉支援局（山東庁舎）
1 55－8110 5 55－8130

毎月第2木曜日に弁護士が相談に
応じる「法律相談」を開設してい
ます。秘密は厳守されます。
時間はいずれも10時から12時ま

でで、相談時間は30分以内で、事
前に予約が必要です。

費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援局（山東庁舎）

1 55－8110 5 55－8130

市では、結婚相談所を毎月第2・第
4木曜日に開設しています。相談は無
料です。お気軽にご来場ください。
日時s9月8日（木）・9月22日（木）

いずれも13時30分～16時
会場s米原公民館
■問 市 商工観光課（伊吹庁舎）

1 58－2227 5 58－1197

家庭や地域、職場な
どでの悩みやパートナ
ーからの暴力など、暮
らしの中の様々な悩み
についてご相談くださ
い。女性相談員が問題
解決に向けて一緒に考えます。時間
はいずれも10時から12時まで。

※前日までの予約、電話またはセン
ターでの直接相談が原則です。

※相談無料・秘密厳守、男女問わず
受け付けます。

■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

社会保険労務士が、障害年金に関
する相談を無料でお受けします。
当日の受付も行っていますが、で

きれば事前予約をしてください。
日時▼9月20日(火) 10時～15時
会場▼市立長浜病院　2階講堂
■問 滋賀県社会保険労務士会

1 077－526－3760

心配ごと総合相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

「障害年金」についての無料相談会

法律相談

結婚相談 ９月の時間外窓口のご案内

実施日s9月1日(木)･15日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎

9月8日(木)･22日(木)･29日(木)
山東庁舎・米原庁舎

実施時間s19時まで延長
《取り扱い業務》
・住民票･戸籍に関する証明書の発行
・印鑑登録申請・印鑑登録証明書の
発行

・外国人登録に関する証明書の発行
・税に関する証明書の発行
・税金の納付
・125cc未満のバイクの登録
・米原市ナンバー(旧町ナンバー含
む）の廃車

・臨時運行許可業務
■問 市 市民窓口課（米原庁舎）

1 52－6927 5 52－4539

９月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第3期
s国民健康保険税（普通徴収）第4期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第3期
s介護保険料（普通徴収） 第4期
s保育所保育料 9月分
s水道料金 9月分
（7～8月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 9月分
山東・伊吹・米原地域　
（7～8月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（6～7月汚水量を1/2したもの）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限９月30日（金）

口座名義人等に変更があった場合は
改めて手続きが必要です。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

相談日 会　場

9月08日(木)

9月15日(木)

9月22日(木)

伊吹薬草の里文化センター
（春照37）

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

和ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

09月08日(木)

10月13日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

ルッチプラザ（長岡1050-1） 今月の表紙

7月23日に開催された里おこし
イベント｢伊吹の天窓｣での真依子
さんの箏の調べは、参加者にふる
さとのすばらしさを優しく語りか
けているようでした。
都市部にはない雄大な自然、そ
して地元の方々が守り抜いたもの
が、この甲津原にはたくさんあり
ますが、こういったイベントを通
じて市外の方はもちろん、市内の
方にも甲津原の良さが少しずつで
も伝わっていけばいいですね。
（撮影／写真サポーター松居直和）

天まで届いた箏
こ と

の調べ
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警察では、犯罪被害の未然防止や、安全な生活を送るための相談など
に応じています。困った時はひとりで悩まずに、下記の相談窓口へご連
絡ください。

◆県民の声１１０番　　０７７－５２５－０１１０
（プッシュ回線　♯９１１０）

◆米原警察署　　　　　５２－０１１０
滋賀県警のホームページの相談コーナーには「暮らしの電話相談
ガイド」として、他の機関や団体の相談窓口も掲載しています。あ
わせてご利用ください。

9月11日は「警察相談の日」



優秀映画鑑賞事業 優秀映画鑑賞事業 

月 日 
土 

10:00開場 

「がん」は誰がなってもおかしく
ない、身近な病気になっています。
公開講座では、市立長浜病院の

がん看護専門看護師が講師になり、
患者さんやご家族から寄せられた相
談内容を参考にしながら、がんに対
する正しい知識やケアの方法をお伝
えします。講座は無料で、どなたで
もご参加いただけます。
日時s9月22日（木）14時～15時
会場s市立長浜病院　2階講堂
テーマs「がんとうまく付き合うた
めには」

■■問 市立長浜病院がん相談支援センター
1 68ー2354 5 65ー2730

最低賃金の引き上げにより大きな
影響を受ける中小企業事業主のみな
さんのために、経営面と労働面の相
談について、それぞれの専門家がワ
ンストップで対応する無料の相談窓
口を設けました。
●滋賀県最低賃金
総合相談支援センター
滋賀県社会保険労務士会事務所内
（大津市：コラボしが）
1077ー526ー3760

●湖北最低賃金相談支援コーナー
勤労福祉会館・臨湖内（長浜市）
163ー1563

■問 滋賀労働局　労働基準部賃金室
1 077－522－6654 

日時s10月10日(月・祝)
場所s彦根カントリークラブ
定員s先着120名
参加資格s市内在住・在勤の方
料金s参加料１人3,000円＋プレー代
金11,360円（昼食1,000円分付）
＊参加料は当日徴収
申込s各庁舎窓口、公民館に備付の
申込用紙に必要事項を記入のう
え、下記まで＊FAX可

締切s9月26日(月)
■■申・■問 米原市ゴルフ協会事務局　
ゴルフライフいぶき（大野木1777）
1 57ー1555 5 57ー1566

この事業は、先の大戦で父等を亡
くした戦没者の遺児が、戦没した旧
戦域を訪れて慰霊追悼を行うととも
に、訪問先の地域住民と友好を図る
ことを目的としています。
費用は、参加費として10万円が必
要です。訪問先や日程などの詳細は、
(財)日本遺族会事務局（TEL 03-
3261-5521）までお問い合わせく
ださい。お申し込みは、下記までお
願いします。
訪問先
広域地域　旧ソ連など17地域
特定地域　旧満州など3地域
■■問 (財)滋賀県遺族会

1 077－522－7227
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「がん・緩和ケア」公開講座 第5回米原市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集!!

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

中小企業事業主のみなさんへ
「最低賃金の相談支援」について

アクティブシニアのたまり場
「一寸同志」が、9月に2つの交流
イベントを開催します。どちら
か一方のみの参加も可能です。
お誘い合わせのうえ、ご参加く
ださい。

もうすぐ中秋の名月！
初めての月見団子作り
●日　時　9月10日(土)14時～17時
●会　場　粗！一寸
●参加費　500円（材料費込）
●締　切　9月3日(土)

みんなで楽しむ
お月見ジャズライブ
●日　時　9月10日(土)18時開演
●会　場　粗！一寸
●料　金　1,500円

（ワンドリンク付き）
●締　切　9月3日(土)

■■申・■問 粗！一寸（ルッチプラザ内）
1 55ー7171（月曜休み）

中秋の名月を
楽しむつどい

◆上映映画
①西遊記（88分）上映:10時30分～
②太陽の王子ホルスの大冒険（82分）上映:13時～
③長靴をはいた猫（80分）上映:14時40分～
◆チケット 100円（3本見ても100円です！）

（全席自由・友の会会員は10％割引）
◆チケット発売日 9月2日(金)10時～　
■問 ルッチプラザ 1 55－4550

「くもんの先生」を始めてみませんか？
★くもんの先生 説明会 ★ ※時間 10:30～12:00

※左のQRコードから「くもんの先生 募集」の詳細や、他の会場･日時での「くも
んの先生 説明会」のご案内をご確認できます。

問合せは 0120-834-414（受付9:30～17:30 土･日･祝日を除く）

日本公文教育研究会　彦根事務局 彦根市大東町5-12 UKAIビル2F

日　程
9/16(金)
9/22(木)
9/27(火)

会　　場
日本公文教育研究会 彦根事務局
ビバシティ彦根２Ｆ 研修室
長浜文化芸術会館 練習場

KUMONの考えや教育法、先生の仕事や教室
開設をサポートする制度などについて説明い
たします。お気軽にご参加ください。



米原出張窓口での申請受付は平日
の火・水・木曜日ですが、10月11
日(火)は県立文化産業交流会館が休
館日のため、米原出張窓口はお休み
です。
なお、大津窓口（ピアザ淡海/大

津市におの浜）では、土・日・祝
日・年末年始を除き、申請受付業務
を行っています。
■■問 滋賀県パスポートセンター

1 077ー527ー3323

平成3年12月6日以前に生まれた
人で、次の要件にあてはまる人は、
選挙人名簿に登載申請ができます。
詳しくは担当まで、お問い合わせく
ださい。
登載資格▼
・琵琶湖で年間90日以上漁船を使用
する漁業を営む人または漁業者の
ために漁船を使用して水産動物の
採捕もしくは養殖に従事している
人

・滋賀県知事が特定の漁業につき漁
業者または漁業従事者の範囲を拡
張した対象者

申請期限s9月5日（月）まで
■■申・■問 市選挙管理委員会（総務課内）

1 52－1552 5 52－4447

予定人員s臨時職員
（労務作業職員）1名

勤務内容s道路パトロール
道路補修作業など

勤務場所s建設課（近江庁舎）
任用期間s平成23年10月3日～

平成24年3月31日
試験日時s9月20日火)9時30分～
受付期間s9月5日(月)～9月15日(木)
■■問 市 建設課（近江庁舎）

1 52ー6925 5 52ー8790

次の市有地を一般競争入札により
売り払います。
＊一般競争入札による市有地の売払
いとは、市があらかじめ定めた予定
価格（最低売払価格）以上で最も高
い価格で入札された方を落札者とし
て決定し、契約する方法です。
物件番号① 柏原字西町2128番
宅地　161.83㎡
最低売払価格　1,243,000円
物件番号② 宇賀野字備太郎69番4
宅地　106.66㎡
最低売払価格　3,787,000円
申込受付s9月1日(木)～12日(月)
入札日s9月26日(月)
■■問 市 管財課(米原庁舎)

1 52－6781 5 52－4447

内容s経済環境部門の公の施設にお
ける指定管理者の候補者選考に
関して、市長の諮問に応じ、調
査審議

応募資格s市内在住で満20歳以上
の方

任期s平成24年3月31日まで
募集人数s2名
応募締切s9月16日(金)
■■問 市 商工観光課（伊吹庁舎）

1 58ー2227 5 58ー1197
市 農林振興課（伊吹庁舎）
1 58ー2228 5 58ー1719

農林水産省の出先機関として、米
原市の農政事務を担当してきた「滋
賀農政事務所地域第二課」が、9月1
日に「東近江地域センター」に再編
される予定です。
新たに設置される東近江地域セン

ターでは、戸別所得補償制度や農業
経営の安定、農山漁村の6次産業化、
食の安全・安心確保などの業務を行
います。
近畿農政局東近江地域センター
東近江市八日市緑町11-24
10748ー23ー3841
（管轄区域）長浜市・米原市・彦根市・近江
八幡市・東近江市・蒲生郡・愛知郡・犬上郡

■問 滋賀農政事務所総務課
1 077－522－4261
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琵琶湖海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿への登載申請について

公の施設（経済環境部門）における
指定管理者の選考委員会委員募集

滋賀農政事務所
地域第二課の再編について

弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料　 １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士 竹内　 寛 
弁護士 中村 明宏 
（滋賀弁護士会所 属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530

パスポートセンター
米原出張窓口からのおしらせ

クレジット・サラ金・過払請求 

返しても返しても、少しも減らない借金･･･ 
誰にも相談できずに悩んでいませんか？ 
勇気を出してご相談下さい。 

お　悩　み 
解決します 借金の 

あい湖司法書士事務所 
通話無料 0120-001-694 

相談無料　分割払可能　秘密厳守 大津市京町三丁目3番1号 
A&M・OTSUビル2F 
TEL 077-527-0023 
土・日・祝日、夜間の対応可（要予約） 

ひ    ど 

司法書士／飛渡 あい子・飛渡 貴之 

JR大津駅 
徒歩3分 

米原市臨時職員募集
（緊急雇用対策）

市有地の売払いについて




