
市では、財源確保と印刷物等の有
効活用を図るため、共通封筒に広告
を掲載していただける事業者を募集
します。
封筒の種類s長形3号
印刷枚数s80,000枚
掲載位置等s裏面4枠　単色
（1枠：縦35mm×横90mm）
掲載料s35,000円／1枠
申込期間s10月15日(火)～29日（火）
※郵送の場合は、締切日必着

（封筒裏面）
■■申・■問 市　山東市民自治センター

自治振興課(山東庁舎)
1 55－8101 5 55－2406

11月５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。
■問 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 広告主募集
＝市共通封筒＝

おしらせ パスポートセンター
「米原出張窓口」休業

体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを
目的としています。
●内　容：生活文化体験(ホームステイ、地域行事体験など)

自然体験(野外活動など)
●派遣先：オーストラリア、サイパン、フィジー
●日　程：12月26日(木)～1月３日(金)の内７～９日間

※事業により異なります。
●定　員：各グループ20人
●参加費：24.8万円～37.8万円予定
●締　切：11月５日(火) ※申し込み先着順
■■申・■問 公益財団法人 国際青少年研修協会

1 03－6459－4661 503－6459－4633 
URL http://www.kskk.or.jp

【日時】
10月27日（日）10時～　映画「３９窃盗団」上映会

13時～　講演会「サポートブックの理解と実践～暮らしを拡げる情報共有アイテム」
講師：NPO法人ふぁみりぃNOTE 理事長　丸岡 玲子 氏

※講演会には手話通訳、要約筆記があります。
【場所】
米原公民館大ホール

【参加費】
一般　1,000円、幼小中高大生 500円、障害者手帳をお持ちの方 500円（全て当日券のみ扱い）

映画も講演会も、障がいのある兄弟や子どもと暮らす家族として、障がい者を取り巻く現実を見つめながら、
少しでも障がい者にとって暮らしやすい社会となることを願う想いがこもった内容です。ぜひご来場ください。

■■申・■問 NPO法人発達障がいサポートネットでこぼこフレンズ　 1 080ー6132ー8439 dekobokofriends2006npo@yahoo.co.jp
または、市福祉支援局（山東庁舎） 1 55ー8110 5 55ー8130

“映画「39窃盗団
サンキューせっとうだん

」上映会と
講演会「サポートブックの理解と実践～暮らしを拡げる情報共有アイテム」”を開催します。

① ② ③ ④ 燃料容器(缶)の取扱いについて

―小学生3年生～高校生のための冬休み海外派遣　参加者募集－

引率リーダーが同行
し、24時間お子さん
をサポートします。

託児(要申込)もあります。
１日1,000円、
半日500円

車両火災の原因となる混合油・ガソリン・エンジンオイル等が入
った容器(缶)は不燃ごみ収集はできません。
販売店の引き取り、金属(空き缶)リサイクル業者やクリーンプラ
ントへの直接持込みで処理をお願いします。

【不燃ごみとして収集できない燃料容器(缶)】
●混合油の缶　　　　　　　
●ガソリン携行缶
●エンジンオイルの缶　　
●シンナーの缶

【処理方法】
●販売店の引き取り
●金属(空き缶)リサイクル業者への直接持込み
・なんでも屋：米原市井之口156-22
・山口屋：長浜市堀部町569
●クリーンプラントへの直接持込み

■問 湖北広域行政事務センター 業務課
1 62－7143  5 65－0245  
市 環境保全課(伊吹庁舎)
1 58－2230  5 58－1630 



11 public information  Maibara 2013.10.15

地域経済の活性化および雇用促進を
図るとともに、市民のみなさんの住環
境向上のため、市内の施行業者を利用
して住宅リフォームを行う場合、その
一部を予算の範囲内で補助します。
事前申込締切s11月15日(金)
※平成26年3月末までに完成できる工
事が対象となります。
詳しくは、市公式ウェブサイトまた
は広報まいばら8月1日号をご覧く
ださい。

■■申・■問 市　商工観光課（伊吹庁舎）
1 58ー2227 5 58ー1197

日時s11月25日(月)・26日(火)の２日間
会場s長浜市交流センター

（長浜市地福寺町4－36）
定員s100人＊先着順
受付s11月1日(金)～＊土日除く
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み

■問 湖北地域消防本部 予防課　
1 62ー5194

アグネス・チャンさんの講演やトー
クショーなどを開催します。
日時s10月27日(日)
会場s(米原)県立文化産業交流会館

12時30分～16時30分
(長浜)長浜城17時～21時

■問 滋賀県健康づくり財団
1 077ー525ー2733

特別支援教室（障害児教育）に携
わる教育者の資質向上を図るため、
特別支援教育に関する高度の専門事
項を教授し、優れた教育者を養成す
ることを目的としています。
※教員免許をお持ちの方ならどなた
でも出願いただけます。

募集人員s障害児教育専攻 30人
出願期間s11月1日(金)～7日(木)

17時まで(必着)
試験日程および学力試験科目▼
11月24日(日) 小論文、口頭試問
※出願資格等詳しくは下記まで。
■問 滋賀大学教育学部入学試験係　

1 077ー537ー7711

血液を必要とする患
者さんに安定して血液
をお届けするために、
みなさんのご協力が必
要です。
持ち物s運転免許証または健康保険証、
お持ちの方は献血カード(献血手帳)

開催日▼
●11月13日(水)10時～12時
米原げんきステーション
(市役所米原庁舎　南隣)
●11月13日(水) 14時～15時30分
市役所近江庁舎
●11月15日(金) 10時～12時
市役所山東庁舎
■問 市　健康づくり課（山東庁舎）

1 55ー8105 5 55ー2406

日時s11月4日（月・祝）
9時～16時30分

会場s薬草の里文化センター
（ジョイホール）

上映作品▼
●9時～10時20分
長靴をはいた猫
●10時40分～12時00分
太陽の王子　ホルスの大冒険
●13時～14時30分
西遊記
●15時～16時30分
火垂るの墓

料金▼1作品　
小学生以下 100円
中学生以上 300円
※2作品目以降
小学生以下 1作品につき100円増　
中学生以上 1作品につき200円増
■■申・■問 伊吹薬草の里文化センター

1 58ー0105 5 58ー0296

お講汁と遺徳
煮などの郷土料
理を作ります。
どなたでもご

参加いただけま
す。一緒にチャ
レンジしてみま
せんか。
日時s11月16日（土）13時～16時
場所sジョイいぶき　1階　調理室
定員s先着20人
参加費s1,000円
持ち物sエプロン、三角巾、タオル、
筆記用具

受付締切s11月12日(火)
■■申・■問 事務局　1 56-2255(直井)

鉄筋造2階建ての本館増築棟が完成
し、様々な医療機器の増設等により今
まで以上に迅速な対応が可能となりま
す。また、駐車場の運用開始は10月
21日(月)からで、収容台数は工事前か
ら約1.5倍拡大し446台となります。
なお、駐車場は有料となります。
全工事完了は12月下旬となり、み

なさまにはご不便をおかけしますが
ご理解とご協力をお願いします。
■問 長浜赤十字病院　企画調整課　

1 63ー2111 5 63ー2119

おしらせ 献血にご協力ください
-今すぐできる助け合い-

おしらせ 甲種防火管理
(新規)講習会

催し 
県がん対策推進イベント
～広げよう！
がんの知識とささえ愛～

募集 滋賀大学特別支援
教育専攻科学生募集

催し 
子どもたちにぜひ見せたい
優秀映画
平成25年度優秀映画鑑賞推進事業

おしらせ アクティブシニア交流会
～男の料理教室～

おしらせ 
長浜赤十字病院
本館増築棟完成および
駐車場運用開始

おしらせ 住宅リフォーム
促進補助金について

今月の表紙
カムバック・ビワサーモン！
天野川に簡易魚道完成！
８月31日（土）うだるような

暑さの下、天野川に簡易魚道が
設置されました。この日は、ビ
ワマス応援大使のファミリーレ
ストランのお二人も参加され、
倶楽部のみなさんと一緒に汗を
流されました。
３年から５年後の秋、元気に

成長したビワマスが戻ってきて
くれること
を楽しみに
待ちたいと
思います。
振る舞わ

れたビワマ
スバーガー
は、「とって
も 美 味 し
い！」と大
好評でした。

なおい

い　　とくこう　じる

に


