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乳幼児期に受けた予防接種は時間が経過するにつれて効果が低下して
いきます。幼稚園・小・中・高校生で追加接種を行い、感染症から体を
守りましょう。下記の予防接種を受けていない人は夏休みの間に接種し
ましょう。すべて無料で接種できます。

◆二種混合（ジフテリア・破傷風）
対象者：11歳以上13歳未満（標準的な対象者：小学６年生）

◆ＭＲ2期（麻しん風しん混合ワクチン）
対象者：平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれの人

（保育園・幼稚園の年長児に相当)
◆日本脳炎
【１期初回（２回）、１期追加（１回）】
対象者：生後６か月～７歳６か月になる１日前まで

（標準的には３歳から接種開始）
【２期（１回）】
対象者：９歳以上13歳未満

＊平成17～21年度の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の接種機会
を逃した人（平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人）を対象に、
特例措置として、接種機会が確保されています。

詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

夏休みに予防接種を受けましょう！

現在、受給資格をお持ちの方で、現
況（所得状況）届の提出が必要な方に
書類を郵送します。次のとおり期限内
に提出してください。

◆提出書類と受付期間
・児童扶養手当現況届　　
8月1日(金)～29日(金)
・特別児童扶養手当所得状況届　
8月11日(月)～9月10日(水)

◆提出場所
・各庁舎自治振興課
・各行政サービスセンター
・こども家庭課（山東庁舎）

＊郵送での受付は行いません。

「児童扶養手当」・
「特別児童扶養手当」
の手続きをお忘れなく

お問い合わせ　市　健康づくり課（山東庁舎）
1 55－8105 5 55－2406

お問い合わせ
市　こども家庭課（山東庁舎）
1 55－8112 5 55－4040

近畿財務局からのお知らせ
手口はますます巧妙化しています。
あの手この手で、あなたのお金が狙われています！

悪質業者の存在、金融機関等の金融サービス等に関する
利用者からの各種情報提供を受け付けています。

きんざい金融ホットライン
1 06－6946－6259（平日　9時～17時） 5 06－6949－6790
住所：〒540-8550  大阪市中央区大手前4－1－76   近畿財務局　きんざい金融ホットライン
URL：http://kinki.mof.go.jp/ k-hotline@kk.lfb-mof.go.jp 
近畿財務局 多重債務相談窓口　(平日 ９時～17時)   1 06-6949-6523・6875

投資詐欺にご注意！！

「ほんとかな?」
「おかしいな?」と思ったら・・

迷わず相談してください！

近畿財務局
携帯ウェブサイト
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時間外窓口（19時まで延長）
≪実施日と場所≫
◎伊吹庁舎・近江庁舎
8月7日(木)・21日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
8月14日(木)・28日(木)
≪取り扱い業務≫
＊住民票･戸籍に関する証明書の発行
＊印鑑登録申請・印鑑登録証明書の発行
＊税に関する証明書の発行
＊税金の納付
＊125cc以下のバイクの登録
＊米原市ナンバー(旧町分含む)の廃車
＊臨時運行許可業務

■問 市 市民窓口課（米原庁舎）
1 52－6927 5 52－4539

8月の税等料金・納付のお知らせ

8月の時間外窓口のご案内

s市県民税　(普通徴収) 第２期
s国民健康保険税（普通徴収) 第３期
s介護保険料（普通徴収） 第３期
s後期高齢者医療保険料 第２期
s保育所保育料　 ８月分
s水道料金 ８月分

（5～6月使用量を1/2したもの）
s下水道使用料 ８月分
山東・伊吹・米原地域　　
（5～6月汚水量を1/2したもの）

近江地域
（4～5月汚水量を1/2したもの）

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 9月1日(月)
口座名義人等に変更があった場合は
改めて手続きが必要です。

～コンビニ納付もできます～

上記の税等(後期高齢者医療保険料
を除く)について、納付書の使用期
限までは、コンビニエンスストアで
納付できます。 

■問 市 収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

今月の表紙

中学２年生が
5日間の職場体
験をする中学生
チャレンジウィ
ーク。ふたば幼
稚園での職場体
験は、双葉中学
校から男女10
人が参加しました。園児たちは、新
しい「先生」と遊ぶのが楽しいよう
で、園庭にはにぎやかな声が響いて
いました。
（表紙　写真サポーター　松居直和）

先生！一緒に遊ぼう♪

人権・行政・心配ごとなど、市民
のみなさんのさまざまな相談に応じ
ます。身体障がい者・知的障がい者
の相談も下記のとおり行います。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

時間s10～12時
受付時間s10時～11時
相談時間s1時間程度
■問 市 福祉支援課(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

毎月第2木曜日に弁護士が相談に
応じます。秘密は厳守されます。
事前に予約が必要です。

時間s10時～12時
相談時間s30分以内
費用s1,000円
■■申・■問 市 福祉支援課(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

家庭や地域、職場などでの悩みや
パートナーからの暴力など、暮らし
の中のさまざまな悩みについてご相
談ください。相談員が問題解決に向
けて一緒に考えます。相談は無料で
秘密は厳守されます。男女問わず受
け付けます。

時間s10時～12時
■■問 市 人権政策課(米原庁舎)

1 52－6629 5 52－4539

市では、結婚相談所を毎月第2木曜
日と第4土曜日に開設しています。相
談は無料で秘密は厳守します。お気
軽にご来場ください。

会場s伊吹薬草の里文化センター
対象s市内に在住または在勤する

未婚の人
■問 市 子育て支援課(山東庁舎)

1 55－8104 5 55－4040

心配ごと総合相談

相 談

法律相談
結婚相談

相談日

8月14日(木)

9月11日(木)

会　場

ゆめホール（三吉570）

愛らんど（春照57）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

08月07日(木）

08月16日(土）

08月21日(木）
0

09月11日(木）

09月18日(木）

09月25日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

ルッチプラザ（長岡1050-1）

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相
談
日

8/5

8/12

8/19

8/26

9/2

9/9

9/16

9/24

(火）

(火）

(火）

(火）

(火)

(火)

(火)

(水)

会
　
場

総合
相談

身体
障がい者
相談

知的
障がい者
相談

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

（顔戸21-2）

（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど

やすらぎハウス

ルッチプラザ

ゆめホール

愛らんど
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○

○

○
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○

○

―
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○

○

―
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―

相談日

8月14日(木)

8月23日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

支援活動員を目指す人、相談支援活動について学びたい人、聴き上手
になりたい人などを対象に開催します。

◆日　程　　9月5日(金)～11月7日(金) 13時30分～16時30分
全10回の連続講座　
※希望の日を選んで１日単位の受講もできます。

◆会　場　　滋賀県厚生会館会議室　（大津市京町4-3-28）
◆定　員　　30人程度（先着順）
◆料　金　　全コース　15,000円・１日コース（１日２講座）2,000円×日数

■■申・■問 おうみ犯罪被害者支援センター　 1・5 077－527－5310

第15期 犯罪被害者支援活動員養成講座　受講生募集



2014.8.1 18

くらしのガイド 

自分たちの手で、思い出深い成人
式をつくりませんか。
応募資格s成人式の対象者で、会議
（月1回程度、全2～3回）に出席で
きる人

募集人数s10人程度
募集締切s8月20日(水)
申込方法s生涯学習課へ電話、ﾌｧｯｸｽ
またはメールにて、名前、住所、
電話番号をお知らせください。

＝平成27年成人式＝
日時　平成27年1月11日(日)

13時30分～16時
場所　県立文化産業交流会館
※平成6年4月2日～平成7年4月1
日生まれの市内在住、もしく
は米原市出身の人を対象に開
催。市外へ転出した人で、参
加を希望する人は、下記へご
連絡ください。

■問 市教委 生涯学習課（ルッチプラザ内)
1 55－8106 5 55－4556
manabi@city.maibara.lg.jp

滋賀大学経済学部の学園祭「滋
大祭」の出店者を募集します。
日時s11月1日(土)、2日(日)

10時～16時（受付9時～）
場所s滋賀大学経済学部

（雨天は体育館のみ）
区画s1区画当たり屋内縦3ｍ×横3
ｍ、屋外縦3ｍ×横3ｍ

募集区画s各日ともに屋内50区画、
屋外50区画
（定員に達し次第締切）
出店料金s1区画1日500円、両日700円
申込期間s8月１日(金)～9月30日(火)
申込sインターネット、郵便、電話
またはファックスで下記へ。

※電話は8月24日(日)～30日(土)の
10時～16時のみ受付。

■問 〒522-8522彦根市馬場1-1-1
滋大祭実行委員会　
フリーマーケット担当
1・5 0749－27－1137
URL http://shidaisai-official.jimdo.com/

毎月第２土曜日は、通常入場で
きない卸売市場を一般開放します。
日時s8月9日(土)11時～13時
場所s長浜地方卸売市場（田村町）
内容s果物の特売セール、福引抽選
会（空くじなし）、サイコロ振っ
てお菓子をゲットコーナー、三
角スピードくじ抽選会、うどん
コーナーなど

■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000

おしらせ 平成27年成人式
実行委員募集

おしらせ 滋大祭フリーマーケット
出店者募集

おしらせ 
きゃんせ土曜市

筋力トレーニングマシン
講習会

おおむね65歳以上の人を対象に開催
します。詳細は各会場にお問い合わせ
ください。事前申込不要です。

やすらぎハウス 1 52-4393
・8月20日(水) 13時30分～14時30分
＊毎月20日(日曜の場合翌日)に開催

きらめきステーション 1 52-8816
・8月21日(木) 13時～14時
＊毎月第３木曜に開催

イベントで火気を取り扱うときは、
「消火器の準備」「露店等の開設届出」が必要です
平成26年7月1日に火災予防条例が改正され、お祭、縁日、花火大会、
展示会等の多数の人が集まるイベントで火気器具を使う場合、有効な
消火器の準備が必要となりました。また、火気を取り扱う露店、屋台
等を出店する場合は「露店等の開設届」が必要となりました。地域の
お祭りや非営利の露店、屋台の場合も対象です。詳しくは、お近くの
消防署にお問い合わせください。

※火気器具…コンロ、鉄板焼器、ストーブ、発電器等

■問 米原消防署　　　 1 55－0108
湖北地域消防本部 1 62－5194

第9回米原市芸術展覧会作品募集
●募集部門と概要
美術部門（絵画、彫刻・工芸、書、写真）
・作品受付　9月27日(土) 10時～19時
・テーマ　　自由　
・対象者　　高校生以上
音楽部門（作詞作曲）
・作品受付　8月31日(日) 19時締切
・テーマ　 「ふるさと」や「子ども」
・対象者　　小学生以上

●出品料
1点500円 （小中学生は不要）

●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊出品規格などの詳細は、市役所各庁舎・各公民館・ル
ッチプラザに設置の開催要項をご確認ください。

＊作品は未発表のものに限ります。

●作品の提出先・お問い合わせ　　
市教委　生涯学習課（ルッチプラザ）
1 55－4550 5 55－4556

第9回米原市芸術展覧会
会期　美術部門　10月11日(土)～19日(日)

※ただし、10月14日(火)は休館日
音楽部門　12月7日(日)

会場　ルッチプラザ




