
くらしのガイド 

102014.8.15

●サイズ　 139㎜×82㎜ ｠

●編集発行 滋賀県統計協会
（1 077－528－3391）

●頒布時期　手帳のお受け取り
時期は11月中旬頃の予定です。

●申込方法 各庁舎自治振興課へ
電話、または直接窓口にて。
・米原庁舎　1 52－6623
・近江庁舎　1 52－6920
・山東庁舎　1 55－8101
・伊吹庁舎　1 58－2221

2015年版　
県民手帳　
予約受付中

2～3歳児の成長に必要なバラン

スの良い食事について、調理を行

い楽しく学びます。

開催日 第１回　09月19日(金)
第２回　10月07日(火)
＊いずれか1回の参加。

時　間 9時30分～12時30分

会　場 近江公民館（顔戸1513）

対　象 未就園児（主に2～3歳児）とその保護者15組

内　容 2～3歳児の体の発達の話と、季節の食材を使った料理の調理と試食。

＊第１回と第２回は同じ内容です。

＊保護者が調理をしている間、2～3歳児の子の託児を行います。

料　金 １組500円

申　込 住所、子と保護者の氏名、子の年齢、電話番号を、下記へ電話または

ファックスでご連絡ください。（申込多数の場合は抽選）

締　切 第１回分　9月12日(金)

第２回分　9月30日(火)

■問 市　健康づくり課（山東庁舎）
1 55－8105 5 55－2406

食育親子料理教室
「パクパク・わんぱく教室」参加者募集

期間s9月6日(土)～10月25日(土)
＊10月18日(土)を除く各土曜日に7
回開講

＊3時間×7回（9時30分開始）
会場s滋賀県立盲学校
（彦根市西今町800）

募集定員s先着30人
講座内容▼
・初級コース…簡単な文章が読み
書きできるようになります。

・中級コース…パソコンによる点
訳の基礎が身に付きます。

・応用コース…パソコンで点字の
図形を描き、絵としての点図の
面白さにふれます。

受講料s3,500円（初級コースのみ教
材費1,080円別途必要）

受付期間s8月29日(金)まで
＊平日の9時～17時
＊8月13日(水)～15日(金)除く

申込s下記へ電話にて
■■申・■問 「点字の世界」実行委員会

1 22－2321

日時s9月6日(土)
16時～20時30分（雨天中止）

場所s長浜地方卸売市場（田村町）
北側駐車場

内容s吹奏楽演奏、ストリートダン
ス披露、バナナの早食い競争、餅
（菓子）まき、ビンゴゲーム、懸
賞つき盆踊り大会、魚つかみコー
ナー（小学生以下対象）、模擬店
多数出店

■問 長浜地方卸売市場　感謝祭実行委員会
1 63－4000

日時s9月6日(土)10時～11時30分
場所s長浜赤十字病院　

２号館５階大会議室
内容s子どもの薬について

講師　吉田薬剤師
定員s乳幼児を育児中の50人
申込s8月29日(金)までに下記へ
その他s託児あり（要申込）
■問 長浜赤十字病院　　

1 63－2111 5 68－3312

公開講座「点字の世界」
（初級・中級・応用）開催

おしらせ おしらせ 
市場感謝祭

おしらせ 子育て支援講習会
（参加無料）

日　時 9月29日(月)
10時30分～14時

場　所 長浜市民交流センター　
（長浜市地福寺町）

対　象 米原市および長浜市在住の方

定　員 10人（初めての人優先）
※応募者多数の場合は抽選

内　容 ・小鮎の佃煮
・焼き鯖そうめん
・セタシジミの味噌汁

講　師 成駒家　女将　
堀部 八重　氏

参加料 １人500円を当日徴収
（材料費・保険料含む）

申　込 8月18日(月)～30日(土)
17時までに電話かメール

＊8月24日(日)、27日(水)は休み

■問 長浜地方卸売市場 いちば食育隊
1 63－4000
nagasijo@mx.bw.dream.jp訂正のお知らせとお詫び

広報まいばら8月1日号の内容を下記
のとおり訂正してお詫びします。
15ページ　伊吹の戦争と平和展
【誤】粕渕辰治さん
【正】粕渕辰次さん
20ページ　食とスポーツのつどい
【誤】滋賀県立大学准教授　南和弘さん
【正】滋賀県立大学准教授　南和広さん

料理教室
～プロの味を伝授～

申込締切

９月22日月
1冊550円(税込)

▲ 前回の食育親子料理教室
「夏野DEクッキング」(7月29日)
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自衛官募集
募集 募集 平成27年度滋賀大学大学院

教育学研究科（修士課程）学生募集
おしらせ 

交通安全標語募集

おしらせ 慰霊友好親善事業
参加者募集

今月の表紙

伊吹薬草の
里文化センタ
ーで7月12日、
ゆかたの着付
け教室が開催
されました。
参加者は、

着崩れしにくい着付けのコツや帯結
びの練習など、短時間で丁寧な指導
を受けました。帯を結ぶ時の顔は、
真剣そのもの。色とりどりのゆかた
を粋に着こなし、季節感いっぱいの
時間を楽しみました。

ゆかたの着付け教室

滋賀県では、「ごみのない美しく住みよいまちづ
くり」の実現を目指しています。一人ひとりに日常
生活を見直し、考え、行動していただこうと、標
語・ポスター図案を募集します。

◆募集内容 ごみの散乱防止、減量化、
再資源化等ごみと環境美化に関する
標語・ポスター

◆対 象 者 県内在住、通勤、通学の人
◆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㎝×54㎝）にて。
文字、色彩は自由。

◆提 出 先 下記の問い合わせ先へ。
◆締　　切 9月19日(金)（当日消印有効）
◆審査・表彰 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 ・作品は未発表のもので、自主制作したものに限る。

・住所、氏名、年齢および学校名・学年（児童・生徒・学
生の場合）を明記すること。（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、学校名、学年などを表示することがあります。

・入賞作品の使用権は主催者に帰属し、また応募作品は返
却しません。

■問 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課　循環調整担当
〒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

ごみ減量化と環境美化に関する
標語・ポスター図案を募集します

職種と受験資格▼
①自衛官候補生、一般曹候補生
・平成27年4月1日現在、18歳以上
27歳未満の人、学歴不問

②海上・航空自衛隊航空学生
・平成27年4月1日現在、18歳以上
21歳未満の人

・高校卒業(見込含む)以上の学歴
③防衛大学校、防衛医科大学校
(医学科、看護学科)

・平成27年4月1日現在、18歳以上
21歳未満の人

・高校卒業(見込含む)以上の学歴
受付期間s9月9日(火)締切
（ただし③は9月5日(金)～30日(火)）
■問 自衛隊滋賀地方協力本部
彦根地域事務所（彦根市旭町）
1 0749－26－0587

募集人員（一般入試）▼
・学校教育専攻
（学校、環境、情報各専修） 10人
・障害児教育専攻 3人
・教科教育専攻（国語、社会科、数
学、理科、音楽、美術、保健体育、
技術、家政、英語各専修）32人

出願期間s8月18日(月)
～22日(金) 17時必着

試験日時s9月6日(土)
その他s出願書類等は請求により送
付します。出願資格など詳しくは
ウェブサイトをご覧いただくか、
下記へお問い合わせください。

■問 滋賀大学大学院教育学研究科
入学試験係
1 077－537－7711
5 077－537－7840
URL http://www.shiga-u.ac.jp/admission/

テーマs人と人(親子・地域・家庭な
ど)のつながりにより、交通安全意
識の輪がひろがるもの。

応募締切s9月5日(金)
応募資格s市内在住・在勤・在学の人
応募方法等▼
・自作で1人5点まで。
・様式は自由で、氏名（ふりがな）、
住所、電話番号を明記

・郵送、ファックス､メールなどで
下記事務局へ。または各庁舎自
治振興課、行政サービスセンタ
ーへ提出。

・使用権は協議会事務局に帰属
・選考結果は表彰者のみ通知

■問 米原市交通対策協議会事務局
市　防災危機管理課（近江庁舎）内
〒521-8601 米原市顔戸488番地3
1 52－6630 5 52－6930
bosai@city.maibara.lg.jp

戦没者遺児を対象に、先の大戦で
父等が戦没した旧戦域を訪れ、慰霊
追悼を行うとともに、同じ地域の住
民と友好親善を図ります。
実施地域s東部・西部ニューギニア、
トラック・パラオ諸島、ボルネ
オ・マレー半島、フィリピン､ソ
ロモン諸島、ミャンマー、台湾・
バシー海峡、ミャンマー・インド、
中国、ビスマーク諸島、マーシャ
ル･ギルバート諸島

参加費s9万円
日程の詳細は、日本遺族会事務局
（1 03－3261－5521）へ
■■■申・■問 一般財団法人滋賀県遺族会

1 077－522－7227

▲ 昨年の最優秀賞作品


