
建築物を建築する際は、建築基準
法に基づいて工事着手前に「建築確
認申請」の手続きをとる必要があり
ます。この手続きを行わず建築工事
を行ったり、「確認」を受けた計画内
容と異なった建築物を建てたりする
と法律違反行為となり、違法建築物
の建築主などは罰せられることがあ
ります。
簡易な倉庫やカーポートなども建

築物に該当しますので、建築物の建
築の際には下記までご相談ください。
■ 滋賀県湖東土木事務所管理調整課

1 0749ー27ー2250 または
市 都市計画課（近江庁舎）
1 52ー6926 5 52ー8790

10月15日（火）は県立文化産業会
館が休館日のため、「米原出張窓口」
は休業です。申請には、平日の火・
水・木曜日にお越しください。なお、
大津の窓口（ピアザ淡海）は、土曜
日・日曜日・祝日・年末年始（12月
29日～1月3日）を除き、申請受付業
務を行っています。
■ 滋賀県パスポートセンター

1 077ー527ー3323
5 077ー527ー3329
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おしらせ 違法建築の
防止について

おしらせ パスポートセンター
米原出張窓口から

これまで、クリーンプラント（長浜市大依町）
で受入れを行っていました可燃性粗大ごみの一
部について、下記のとおり10月１日からクリス
タルプラザ（長浜市八幡中山町）のみの受入れ
となります。
品目によっては持込できないものがあります。詳しくは、下記ま
でお問い合わせください。
なお、解体業者などに依頼して家屋等を解体した際に発生したご
みは、産業廃棄物となりますので持込は一切できません。

【変更対象のごみ】
布団、たたみ、上敷き、カーペット、マットレス(スプリングな
し)などの可燃性粗大ごみの一部

【変更内容】
≪変更前≫クリーンプラントおよびクリスタルプラザへ持込可
↓

≪変更後≫クリスタルプラザのみ持込可
※施設能力のため、それぞれ１日１回10枚を限度としています。

■ 湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ
1 ６２ー７１４１

市では、Yahoo!JAPANが提供するインターネットオークションシステム（ヤフオク！）を利用し
て、市税の滞納により差押さえた財産の公売を実施します。
詳細については、市公式ウェブサイトをご覧いただくか、収納対策課までご連絡ください。

【 公売財産 】
・エクシブ琵琶湖の持分不動産および施設相互利用権
・動産（オイルヒーター）
※詳しくは、ヤフオク！インターネット公売（官公庁オークション）をご覧ください。
【日程等】

10月１日から一部の
可燃性粗大ごみの直接持込先が変わります！

＝インターネット公売を実施します＝

お問い合わせ 市民部 収納対策課(近江庁舎) 1５２－３１８９ 5５２－６９３０

公 売 方 法
公 売 場 所

参 加 申 込 期 間

入 札 期 間

買受代金納付期限

せり売り方式
Yahoo!JAPANが提供する官公庁オークションシステム（ヤフオク！）上
平成25年 9月26日（木）13時から
平成25年10月11日（金）23時まで
平成25年10月18日（金）13時から
平成25年10月20日（日）23時まで
平成25年10月28日（月）14時30分

=訂正のお知らせとお詫び=
広報まいばら９月１日号に次の誤りがありました。下記のとおり訂正しお詫びします。
・P3 
お問い合わせ 健康づくり課(山東庁舎)
【誤】1 58ー8105
【正】1 55ー8105
・P3、P4、P5
お問い合わせ 子育て支援課(山東庁舎)
【誤】1 58ー8104
【正】1 55ー8104

・P7   提案事業／提案団体

【誤】楽しく育MEN,ソフリエイジ
【正】楽しく育MEN,ソフリジイジ
・P10   まいばらカレンダー
９／８(日)
【誤】山津神社奉納角力
【正】山津照神社奉納角力
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本格「デミグラスソースハンバーグ」
を美味しく作るコツを教えます。どなた
でも参加いただけます。ぜひ挑戦してみ
ませんか。
日時s10月12日（土）13時～16時予定
会場sジョイいぶき １階 調理室
定員s15人（老若男女問わず）
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、タオル、三角巾
申込締切s10月９日（水）
■■・■ 一寸同志会事務局

1 56ー2255（直井）

平成26年度の保育所・幼稚園・認
定こども園の入園申込および放課後
児童クラブ（学童保育）の入会申込
を下記のとおり受け付けます。
受付期間s10月15日(火)から10月28日(月)
※申し込み方法等詳細については、広報
まいばら10月1日号、市公式ウェブサイ
ト、伊吹山テレビでお知らせします。

■ 市 子育て支援課（山東庁舎）
1 55ー8104 5 55ー4040

日時s９月26日(木)14時～15時
場所s市立長浜病院本館2階 講堂
テーマsグリーフケアとは
講師s緩和ケア認定看護師 宮}

み や ざ き

恵
けい

子
こ

＊どなたでも参加いただけます。
■ 市立長浜病院がん相談支援センター

1 68ー2354 5 65ー2730

日時s10月5日(土)13時～16時
場所s滋賀県立男女共同参画センター

（近江八幡市鷹飼町80-4）
内容▼
・訪問看護と介護福祉の看護につ
いて現場で勤務する職員の説明。

・各施設の担当者が個別に面談など。
参加対象s保健師、助産師、看護師、
准看護師の資格を持ち、就職を希
望される方、看護学生の方
※参加は無料で、申し込みも不要です
■ 滋賀県看護協会

1 077ー564ー9494
5 077ー562ー8998

市営住宅の入居者を次のとおり募
集します。
対象物件s梅ヶ原公営住宅101号

（米原市梅ヶ原）１ＬＤＫ
入居資格s市内在住、在勤の方で、
米原市営住宅条例に規定する入居
資格者に該当する方

受付期間s９月19日(木)～10月３日(木)
＊土・日曜日・祝日を除く、8時30
分から17時15分まで

入居決定の時期s11月上旬頃
入居できる時期s11月下旬頃
申込み方法s本人または同居親族の
人が下記まで申込書を提出してく
ださい。

■ 市 都市計画課（近江庁舎）
1 52ー6926 5 52ー8790

「ゲド戦記」、
「コクリコ坂から」
の主題歌でもおな
じみの手嶌葵のコ
ンサート。透き通
る柔らかな天使の
歌声をお楽しみく
ださい。
日時s12月15日(日)

15時開演（14時30分開場）
場所sルッチプラザ・ベルホール310
チケットs全席指定
一般：前売4,000円、当日4,500円
（友の会会員は、500円引き）
※未就学児童は親子室の鑑賞とな
ります。

※前売券が完売した場合は、当日
券の販売はありません。

■■・■ ルッチプラザ
1 55ー4550 5 55ー4556

日時s10月12日(土)10時～12時
場所s長浜赤十字病院 2号館5階

大会議室
内容s食物アレルギーについて
講師s管理栄養士
対象者s乳幼児を育児中の両親、家族
定員s50人程度
申込締切s10月4日（金）
■■・■ 長浜赤十字病院 社会課

1 63ー2111 5 68ー3312

55歳以上の県内在住者で、就業を
希望しハローワークで求職登録され
ている方を対象に、次の講習会を開
催します。
詳細は、ハローワークにあるチラ

シをご覧ください。
■オフィスクリーニング技能講習
日程s10月28日(月)～11月7日(木)
＊土日を除く8日間 10時～16時
会場s滋賀ビル９階（大津市梅林1-３-1０）
申込締切s10月15日（火）必着
申込方法s所定の申込用紙にて
＊申込後、受講者選考面接あり
■ 滋賀県シルバー人材センター連合会

1 077ー525ー4128
5 077ー527ー9490

失敗しない煮豆のコツや浅漬けの
コツなどを教えます。
日時s10月22日(火)10時～13時30分
会場s六角館（長浜市勝町490）
定員s30人
参加費s300円
持ち物sエプロン、三角巾、マスク、
お茶、箸

申込締切s10月7日（月）
申込方法s下記事務局へ郵送または
ＦＡＸ

■■・■ 湖北農業農村振興事務局
〒526-0033
長浜市平方町1152-2
1 65ー6613 5 65ー5867

募集 市営住宅の
入居者を募集

おしらせ 「平成26年度入園・
入会の申込」について

催し 
市立長浜病院公開講座
<がん・緩和ケアシリーズ
第４回> （参加無料）

催し 「訪問看護就職説明会」
滋賀県看護協会

催し 手嶌葵コンサート2013
～Miss AOI-Bonjour,Paris!～

催し 第3回「子育て支援講習会」
長浜赤十字病院(無料）

募集 シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

催し 湖北の伝承料理講習会
参加者募集！

募集 
アクティブシニア交流会
「デミグラスソースハンバー
グづくり」参加者募集！！

今月の表紙
健康増進！めざせ1日１万歩
『健康グラウンドゴルフ大会』
８月７日(水)「健康グラウンド

ゴルフ大会」が薬草の里文化セン
ター芝生広場と伊吹第２グラウン
ドで開催されました。
真夏の照りつける太陽の下で、
総勢40人の参加者がホールポスト
を目指し快音を響かせて楽しまれ
ました。元気な笑顔と、はつらつ
とした姿が真夏の暑さを吹き飛ば
してくれました。

チケット発売中

なおい


