
今月の表紙

かき餅つくり講座
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市税の納付書などを送付するための

窓あき封筒に広告を掲載いただける事

業者を募集します。

広告規格s 縦60ｍｍ×横100ｍｍ

封筒裏面の右下に1枠（単色刷）

(イメージ)

作成枚数s 50,000 枚

掲載料金s 申込金額の最高額

（最低制限価格5,000円）

＊版下作成費用は別途広告主負担

掲載期間▼

平成26年４月頃から使いきるまで

申込方法s 指定の申込書に必要事項と

申込金額を記入し、広告原稿（案）

を添えて下記まで提出

申込期間s ２月17日(月)～27日(木)

＊郵送の場合は必着

■問 市 収納対策課（近江庁舎）

TEL 52 －3189 FAX52－6930

＜ 訂 正 ＞

広報まいばら２月１日号Ｐ３で

お知らせしました上板並区「みん

なの家ＥH」の「利用料300円」

は不要です。申込があればいつで

もご利用いただけます。

募集 広告主を募集
「送付用窓あき封筒」 ～家畜飼養者のみなさんへ～

家畜伝染病予防法に基づく定期報告をお願いします！

口蹄疫
こ う て い え き

や高病原性鳥インフルエンザ等の

新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染

病予防法において、家畜の所有者は、飼養

規模に関わらず毎年、家畜飼養状況等の知

事への報告が義務付けられています。

次の小規模飼養者は、市農政課へ報告を

お願いします。

■対象家畜（小規模飼養者）

牛、水牛、馬：１頭

鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし：６頭未満

鶏（しゃも・ちゃぼ・烏
う

骨
こ っ

鶏
け い

を含む）、

あひる（まがもを除くかも類を含む）、

うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥：100羽未満

だちょう：10羽未満

■調査対象時点

平成26年２月１日現在

■提出様式

昨年度、報告いただいた方へは直接書類を郵送しています。

今回新たに報告される方は、市農政課へご連絡をお願いします。

（後日必要書類を郵送します。）

■提出期限

平成26年２月28日(金)（※市で取りまとめ、県へ報告します。）

『里山資本主義 ～ 希望と幸福への選択肢 ～』

■問 市 農政課（伊吹庁舎） TEL 58－2228
FAX 58－1719

滋賀県家畜保健衛生所 TEL 0748－37－7511  
FAX 0748－37－4821

■■申・■問 市 生涯学習課(ルッチプラザ内) TEL55－8106
FAX55－4556

manabi@city.maibara.lg.jp

URL http://www.city.maibara.lg.jp/

1月13日(月)近江公民館で「か

き餅つくり講座」が行われ、20

人が参加されました。

保存用のおやつとして寒い時

期に作られてきたかき餅。今回

は、ごま、のり、えび、ナッツ

など様々な味のかき餅が作られ

ました。

ついたお餅を味見しながら「美

味しい！」と笑顔で話され、この

ような講座は、「様々な地域の人

たちと出会えることもできるの

で、嬉しい

です。今後

もぜひ参加

したいです」

と楽しそう

に話してお

られました。

広告 60mm

100mm

【ルッチ大学公開講座】

日  時：３月９日(日） ９時30分～11時

（受付９時10分～）

場  所：近江公民館 多目的ホール

講  師：(株)日本総合研究所 調査部 主席研究員 

藻
も

谷
た に

浩
こ う

介
す け

氏

聴 講 料：500円 （ルッチ大学生は無料）

事前申込：要

現在の私たちの暮らしを、今一度見つめ直してみませんか。

聴講を希望される方は、氏名、住所、連絡先を電話、FAX、メールの

いずれかでお知らせください。



11 public information  Maibara 2014.２.15

愛犬・愛ねこのふん尿を始末し、きれいなまちに！

最近、道路・公園などの公共の場や、他人の土地など、ところかまわず
犬・猫のふんが放置され、いたるところでふん害への苦情が発生しています。

米原市環境美化条例では、犬の飼い主は、飼い犬が公共の場所や他人が管
理する土地でふんを排せつしたときは、責任をもって適切に処理しなければ
ならないとされています。美しい生活環境を守るため、みなさんのご協力を
お願いします。

●飼い犬・飼いねこのふんは、飼い主が責
任を持って後始末しましょう。

●犬の散歩をするときは、必ずふん尿の始
末が出来る用意をしましょう。
（シャベル、ビニール袋、水等）
●犬を運動させるときは、必ず引綱を付け
て行いましょう。

医療ケアが必要である重度の障がい
児・者が住み慣れた地域で安心して暮
らせるように地域のみなさん一人ひと
りが考えます。(参加無料・申込不要)
日時s３月16日(日)13時30分～16時30分
会場s勤労者福祉会館臨湖

(長浜市港町４番９号)
内容▼
講演とパネルディスカッション
「湖北圏域における医療ケアのある障
害児・者の現状と課題」
講師:藤井 達哉氏(滋賀県立小児保健
医療センター病院長)

■問 市社会福祉課（山東庁舎）
1 55－8102 5 55－8130

子育て支援事業として「春のつど
い」を開催します。（参加無料）
日時s３月９日(日)13時～16時30分
会場s山東公民館
内容s講演、子どもシアター、子育
て交流会
講演「昔話にみる生きる力」
講師:林

はやし

田
だ

博
ひろ

恵
え

さん
(フローレス文庫代表)

＊どなたでもご参加いただけます。
■■問 米原市女性の会事務局

1 080－1466－7788(北村) 

釣った外来魚を琵琶湖に戻さない
という「琵琶湖ルール」を広めるた
めの大会です。釣り上げにご協力い
ただいた方、先着200人にポン菓子
をプレゼントします。
日時s３月８日(土)10時～13時
(受付は12時まで)
＊荒天の場合は中止
会場s彦根旧港湾

県立彦根総合運動場で受付
(彦根市松原町)

その他s釣り竿の無償貸し出しあり、
事前申し込みは不要ですが、小学
生以下の児童は保護者同伴

参加料s釣りえさ代として１人100円
■問 滋賀県琵琶湖レジャー対策室

1 077－528－3485 

日時s３月13日(木)・14日(金)
会場s長浜市民交流センター

(長浜市地福寺町４番36号)
定員s100人＊先着順
受付s２月17日(月)～3月７日(金)

＊土・日・祝日は除く
申込s本人または代理人が、受講料
5,000円を添えて、最寄りの消防署
または分署へ直接申込んでください。
＊電話・郵送等での申し込みは不可。
■問 湖北地域消防本部予防課

1 62ー5194

県では、琵琶湖の水草をかつての
ように農地で有効利用するため、水
草のたい肥化に取り組んでいます。
この水草たい肥を次のとおり無料

配布します。
配布日時s３月２日(日)9時～14時
配布場所s米原市入江
(米原小学校と米原中学校の間通路)
＊水草たい肥には、琵琶湖の貝殻
やごみ、石ころ、雑草の種が入
り込んでいることがありますの
で、ご了承ください。また、た
い肥を広く普及するためアンケ
ートへのご協力もお願いします。

■問 (公財)淡海環境保全財団
1 077ー569ー5301
県琵琶湖政策課
1 077ー528ー3463

催し 琵琶湖を守ろう！
早春の外来魚駆除釣り大会

おしらせ 甲種防火管理
(新規)講習会

おしらせ 琵琶湖の力で育てよう！
～水草たい肥 無料配布～

催し 湖北圏域重度障がい者
医療ネットワークフォーラム

催し 「春のつどい」
米原市女性の会

■問 市環境保全課（伊吹庁舎） 1 58ー2230
5 58ー1630

ー縦覧のおしらせー
彦根長浜都市計画用途地域の変

更にあたり、都市計画案がまとま
りましたので、都市計画法（昭和
43年法律第100号）第17条第１項
の規定に基づき、次のとおり縦覧
します。
なお、当該都市計画の案につい

て、縦覧期間満了の日までに市長
に対して、意見書を提出すること
ができます。

【縦覧期間】
２月14日(金)～２月27日(木)
＊土・日・祝日を除く執務時間中

【縦覧場所】
●米原市役所都市計画課
●米原市役所各庁舎自治振興課
（近江庁舎自治振興課は除く）

【意見書の提出】
各縦覧場所に設置された意見

書に必要事項を記入して提出し
てください。

■■問 市　都市計画課(近江庁舎)
1 52－6926 5 52－8790


