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■看護学生
資格s平成25年4月1日現在、18歳以
上24歳未満の方。高校卒業(見込含
む)以上の学歴

受付期間s9月3日(月)から10月1日(月)まで
■一般曹候補生
資格s平成25年4月1日現在、18歳以
上27歳未満の方。学歴不問

受付期間s8月1(水)日から9月7日(金)まで
■航空学生
資格s平成25年4月1日現在、18歳以
上21歳未満の方。高校卒業(見込含
む)以上の学歴

受付期間s8月1日(水)から9月7日(金)まで
■ 自衛隊滋賀地方協力本部
彦根地域事務所（彦根市旭町）
10749－26－0587

看護職の方の就業を支援します。
就職希望先とのマッチングに至るま
できめ細かくサポートします。
内容s就業相談・再就職支援講習会な
ど

場所▼
①ハローワーク長浜
時間s13時～16時
日程s8月27日、9月24日、10月22
日、11月26日など(毎月第4月曜日)

②湖東健康福祉事務所(彦根保健所)
時間s10時～13時
日程s9月13日、10月11日、11月8
日など(毎月第2木曜日)

■ 滋賀県ナースセンター
（滋賀県看護協会内）
1 077-564-9494 5 077-562-8998

長寿犬飼育者などの表彰、動物ふ
れあい劇場(人形劇など)、犬ねこの健
康相談・飼い方相談、動物とのふれ
あいなどイベント盛りだくさん！ぜ
ひご参加ください。
日時s9月30日(日) 10時～15時
場所s滋賀県動物保護管理センター

(湖南市岩根136-98)
■ (財)滋賀県動物保護管理協会

1 0748－75－6522

おしらせ ナースセンターが行う
出張就職相談窓口

催し 2012
しが動物愛護のつどい

募集 自衛官募集
詳しくは彦根地域事務所まで！

米原市内の交通事故（平成24年7月31日現在）※カッコ内は前年比
件数 96件（ ＋1件 )、死者 1人（ －2人 ）、傷者 135人（ ＋16人 ）

思いやり
笑顔いきかう

滋賀の道

写真付き住基カードを持っていれば、運転免許証など
と同様に、公的な身分証明書として利用できるため、市
役所や銀行などの窓口で顔写真付きの身分証明書を求め
られても困ることはありません。
詳しくは、市民窓口課までお問い合わせください。

＜住基カードの申請方法＞
■申請できる方 米原市に住民票のある方
■申請に必要なもの
・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付の
身分証明書
(お持ちでない場合は照会書による本人確認を行います)
・印鑑
・交付手数料500円
・写真付き住基カードを希望の場合は写真4.5cm×
3.5cmを１枚
※窓口で撮影(無料)も可。

■米原庁舎(市民窓口課)での申請から交付までの期間
① 顔写真付き身分証明書ともう一点公的な身分証明
書(保険証等)をお持ちの方は即日交付できます。

② ICチップ入り運転免許証をお持ちの方で、運転免
許証に設定されているパスワード(数字8ケタ)を覚
えている方は即日交付できます。

③ ①・②に該当しない方や、米原庁舎以外で手続し
た場合は、１週間程度必要です。

＜住基カードの継続利用について＞
平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、市外
（国外を除く）へ転出しても継続して住基カードを利
用することができるようになりました。転出先で住基
カード継続利用の手続きをしてください。

＊継続利用の手数料は無料です。
＊電子証明書は転出により失効します。
■ 市市民窓口課(米原庁舎) 1 52－6927 5 52－4539

あなたの困った！を解決する
「住民基本台帳カード（住基カード）」

休耕農地に雑草が生い茂ると様々な問題が発生します。所有者（管理者）の方は、定
期的な「草刈り」をお願いします。

≪雑草が生い茂ったときの問題点≫

※雑草が伸びてからの草刈りはとても大変です。短いうちに行いましょう。
■ 市農林振興課(伊吹庁舎)  1 58－2228 5 58－1719

「休耕農地の
草刈り」

をお願いします ■火災の発生
■産業廃棄物の不法投棄
■隣接地とのトラブル
■病害虫や有害鳥獣の発生・潜伏

■隣接する道路・水路の機能低下
■景観の悪化
■非行・犯罪の発生
■土壌力の低下

ピュアブラス
コンサート

9月2日(日)14時～
近江図書館
（入場無料・申込不要）
■ 近江図書館 152－5246



「がんリハビリテーション」をテー
マに公開講座を開催します。
術前・術後、抗がん剤治療後、緩和
ケアなどのあらゆる時期にリハビリを
導入することにより、合併症を少なく
し、日常生活の質を向上させることが
できます。(参加無料・要申込)
日時s9月6日(木) 17時30分～
場所s市立長浜病院 2階 講堂
講師s市立長浜病院リハビリテーション科部長

江
え
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謹
きん

司
じ

■■・■ 市立長浜病院 がん相談支援センター
1 68－2354 5 65－2730
soudan@nagahama-hp.jp

発達障がいの特性を知り、当事者や
保護者の悩みを理解し、周りの人がど
のような関わり方をしていけるのかを
考えましょう。(参加無料・要申込)
日時s9月2日(日)13時30分～
会場s米原公民館
講師s人権ワークショップグループ

あるふぁ
■■・■ 米原公民館

1 52－2240 5 52－2242
city.maibara-k@mountain.ocn.ne.jp

第1部 月見団子づくり
みんなで楽しく月見だんごとアイス
クリームを作ります。エプロン、三角
巾、タオル、筆記具を持参ください。
日時s9月8日(土) 13時～16時予定
会場sルッチプラザ調理室
参加費s500円
第2部 音楽ライブ
お月見をしながら80年代エレキサ

ウンドを楽しみます。
日時s9月8日(土) 18時30分～19時30分
会場sルッチプラザ２階 粗！一寸
参加費s1,000円
申込締切s9月4日(火)まで
※どちらか一方のみの参加も可能。
■■・■ 事務局 1 55－0624(茶

ち ゃ

木
き

)

お誘いあわせのうえ、ご参加くだ
さい。（参加無料）

日時s8月26日（日）14時～16時
場所s長浜文化芸術会館
講演テーマ▼
｢自分らしく輝いて生きる｣
～すべての人がビューティフル～
講師 遙 洋子氏(作家・タレント)

■ 社会福祉法人青祥会法人本部 1 68－4114

「ポイ捨てごみのな
い美しい湖国滋賀」の
実現を目指して、啓発
と意識の高揚を図るた
めの標語・ポスター図
案を募集します。
募集内容sごみの散乱防止、減量化、
再資源化など、ごみと環境美化に
関する標語・ポスター

対象者s県内在住・通勤・通学の方
応募方法▼
・標語は、はがきの裏面に記入。
・ポスターは、四つ切り画用紙(38.0cm×
54.0cm)で、文字・色彩は自由。

提出先s下記の問い合わせ先まで。
締切s9月26日(水) ※当日消印有効
審査・表彰s最優秀賞1点、優秀賞5点、
佳作数点を選定し、表彰します。

注意事項など▼
・作品は未発表のもので、自主制作
したものに限ります。

・住所、氏名、年齢および学校名・
学年（児童・生徒・学生の場合）
を明記してください。（ポスター図
案については裏面に記入）

・入賞作品は、キャンペーン等に活用
します。その際、氏名や学校名など
を表示することがあります。

・入賞作品の著作権は主催者に帰属
し、また応募作品は返却しません。

■ 滋賀県琵琶湖環境部 循環社会推進課
〒520-8577大津市京町４丁目1-1
1 077-528-3471 5 077-528-4845
df00@pref.shiga.lg.jp
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募集 ごみ減量化と環境美化
標語・ポスター図案を募集

催し アクティブシニア交流会
「月見だんごづくりと音楽ライブ」

催し 社会福祉法人青祥会
創立30周年記念講演会

米原市内の犯罪発生状況（平成24年7月31日現在）※カッコ内は前年比
総数 157件（ ＋33件 )、侵入罪 12件（ ＋3件 )、乗物盗 36件（ ＋11件 )
非侵入盗 73件（ ＋20件 )、その他の刑法犯 35件（ －1件 )

自転車盗が増加。

施錠を忘れずにね！

催し 市立長浜病院
公開講座のお知らせ

催し 子どもの発達障がい
～理解と関わり方～

今月の表紙
カヌーで夏を満喫！

7月14日、イブキッズチャレンジ
スポーツ教室の一環として、カヌー
体験が姉川ダムで行われました。当
日はいぶきスポーツクラブの小学4
年生から6年生の18人が参加し、水
辺を涼しげに楽しんでいました。

10月1日現在を基準日として、就業構
造基本調査を実施します。
就業構造基本調査から得られるデータ
は、国や都道府県が実施する雇用政策お
よび経済政策などの企画・立案する上で
重要な指標として利用されます。

調査の対象は、全国の全世帯の中から
統計的手法により選定した約47万世帯
のうち、ふだん住んでいる15歳以上の世帯員約100万人です。
統計調査員が調査世帯へお願いに伺った際には、調査票へのご記入をお願
いします。

■ 市広報秘書課(米原庁舎) 1 52－6627 5 52－5195

就業構造基本調査にご協力お願いします。

NHKラジオ「上方演芸会」公開録音の参加応募を受付中！
9月21日(金)実施／8月31日(金)応募締切
応募方法は「広報まいばら」8月1日号19ページをご覧ください。

■ 伊吹薬草の里文化センター 158－0105 出演者 ザ・ぼんちほか


