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日曜・祝日の内科・小児科の救
急は、原則として長浜米原休日急
患診療所を受診してください。
重症の恐れや、検査・入院の必

要性がある場合は病院を受診して
ください。

■ 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

6月の救急医療
―休日に具合が
悪くなったとき―

小児救急電話相談 短縮ダイヤル＃8000 1077-524-7856

こどもの救急ホームページ http://www.kodomo-qq.jp/

●相談日時 平日・土曜日18時～翌朝8時/日曜日・祝日 9時～翌朝8時
●対象者 県内在住の15歳以下のお子さんとその家族

医療体制

第一次医療体制
（比較的軽症なとき）

長浜米原休日急患診療所
（長浜市宮司町1181-2  165-1525）

受付時間 8時30分～11時30分
12時30分～17時30分

子どもの場合

上記以外

第二次医療体制
（重症なとき）

診療時間
8時～
翌朝8時

日赤

日赤

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

市民

日赤

市民

○ ○ ○ ○ ○

6/3
(日)

6/10
(日)

6/17
(日)

6/24
(日)

7/1
(日)

●『年金振込通知書』は、年金のお受け取りをされ
ている年金受給者の方に対して、毎年6月に1年
分の年金支払額等をまとめてお知らせするもの
です。

●『年金支払額』等の金額に変更があった場合には、
その都度、当月および次回以降の『年金支払額』
等を記載した通知書が日本年金機構から送付さ
れます。

「認知症予防プログ
ラム」は、旅行や料
理、パソコンなどの
趣味活動を通じて、
元気な時から認知症
に強い脳を作る予防
活動です。
この活動を支援いただく方（ファシリテーター）

を募集しています。自分のためにも地域のためにも
認知症のことを学びましょう。
●開催時間 6月21日(木)・6月29日(金)・

7月3日(火)
10時～16時30分ごろ＊3日間とも参加

●会 場 ルッチプラザ
●内 容 認知症予防の理論と方法

ファシリテーターの役割
プログラムの進め方 など

●講 師 NPO認知症予防サポートセンター(東京スタッフ)
●申込方法 6月18日(月)までに下記へ連絡

■ 市福祉支援局(山東庁舎)
155－8110 555－8130

国民年金についてのお知らせ
あなたも認知症予防活動に携わってみませんか

「認知症予防プログラム」
ファシリテーター養成講座

受講生
募集

現在、児童手当を受給している方は、引き続き受
給するために「現況届」を提出していただくことに
なっています。
現況届は、６月上旬をめどに受給対象者のみなさ
んへ市役所から郵送しますので、6月29日(金)まで
に必ず提出してください。

提出先 米原市役所各庁舎窓口、こども元気局
各行政サービスセンター

■ 市こども元気局(山東庁舎)
155－8104 555－4040

児童手当 「現況届」の提出について

「年金振込通知書」が
日本年金機構から送付されます

国民年金保険料の「免除」・「若年者納付猶予」・「学
生納付特例」を受けた期間がある場合は、保険料を
全額納付した場合と比べて将来支給される老齢基礎
年金額が減額されます。
このため、免除等の承認を受けた期間の保険料に
ついては、10年以内であれば、さかのぼって保険料
を納める「追納制度」があります。この制度を利用
すると、全額納付した場合と同じ年金額を受けるこ
とができます。満額の老齢基礎年金を受給するため
にも、追納をお勧めします。

＊3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合
は、当時の保険料額に、経過期間に応じて決められ
た加算率を乗じて得た額が加算されます。

国民年金保険料の
「追納制度」をご利用ください

■ 問彦根年金事務所 10749－23－1114
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相 談 

人権・行政・心配ごとなど、市
民のみなさんの様々な相談に応じ
ます。奇数月には身体障がい者・
知的障がい者の相談もあわせて行
います。
相談は無料で、秘密は厳守され

ます。時間はいずれも10時から12
時までで、相談時間は1時間程度で
す。受付は10時から11時です。

■ 市 福祉支援局(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
応じる「法律相談」を開設してい
ます。秘密は厳守されます。
時間はいずれも10時から12時ま

でで、相談時間は30分以内で、事
前に予約が必要です。

費用s1,000円
■■・■ 市 福祉支援局(山東庁舎)

1 55－8110 5 55－8130

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。
日時▼
6月14日(木)13時30分～16時
6月23日(土) 9時30分～12時
会場s米原公民館(両日とも)
■ 市 商工観光課(伊吹庁舎)

1 58－2227 5 58－1197

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
中の様々な悩みについて
ご相談ください。女性相談員が問題
解決に向けて一緒に考えます。時間
はいずれも10時から12時まで。

※相談は無料、秘密厳守、男女を問
わず受け付けます。ただし、事
前予約が必要です。

■■・■ 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

心配ごと総合相談

法律相談

6月は
「不正改造車排除強化月間」です

結婚相談 ６月の時間外窓口のご案内

夜間窓口（19時まで延長）
《実施日と場所》
◎伊吹庁舎・近江庁舎
6月7日(木)・21日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
6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
＊外国人登録に関する証明書の発行
＊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(旧町ナンバー含
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

相談日 会 場

6月14日(木)

6月21日(木)

6月28日(木)

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)

和
なごみ

ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6）

相談日

6月14日(木)

7月12日(木)

会 場

ルッチプラザ（長岡1050-1）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

相
談
日

6/5

6/12

6/19

6/26

7/3

7/10

7/17

7/24

(火）

(火）

(火）

(火）

(火)

(火)

(火)

(火)

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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男女共同参画
「こころの悩み相談室」

少年に関する悩みごとは
米原市少年センターへ

不登校やいじめ、進学や仕事
など、青少年に関するあらゆ
る相談を受け付けています。

相談専用電話1 54－5000

６月の税等料金・納付のお知らせ

s市県民税 第1期
s国民健康保険税(普通徴収) 第1期
s介護保険料(普通徴収) 第1期
s保育所保育料 6月分
s水道料金 6月分
（3～4月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 6月分
山東・伊吹・米原地域
（3～4月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（2～3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７月２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～

上記の税等について、納付書の使
用期限までならコンビニエンススト
アでも納付できます。

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

今月の表紙

5月5日、箕浦で開催された春祭
りで、きらびやかに修復された神
輿が町じゅうを練り歩きました。
沿道からは威勢のいい50人の

男衆の担ぎ手らに声援が送られ、
約2時間の神輿の渡行は地域の絆
を深めるひとときとなりました。
（表紙 写真サポーター 松居直和）

お色直しした神
み

輿
こ し

で
「わっしょい」

窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
やマフラーの切断など、不正改造は犯罪
です。不正改造車を見かけたら、ナンバ
ープレートや不正改造の内容などの情報
をお寄せください。

不正改造車110番 1077ー585ー7252
近畿運輸局 滋賀運輸支局 検査・整備・保安部門
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市では、保育園・幼稚園・放課後
児童クラブの保育のあり方(受益に
見合った事業および保育費用の適正
化等)について広く意見を求めるた
めに、市民のみなさんから公募委員
を募集します。
募集定員s2人
任期s委嘱の日から

平成25年3月31日まで
任期中、3回程度の会議に出席

応募資格s市内在住・在勤で、20歳
以上の方（市の議会議員・付属機
関等の委員・市職員を除く）

応募方法s6月20日(水)までに、直
接持参・ファックス・郵送または
メールで応募。応募用紙は、市公
式ウェブサイト、こども元気局と
各庁舎の自治振興課で配布

■ 市 こども元気局幼児教育室(山東庁舎)
1 55ー8104 5 55ー4040

お口の中をカメラで見るコーナ
ー、歯に良いおやつの紹介、歯医者
さん体験コーナーなど、歯の健康に
ついて楽しく学べるフェスティバル
です。ぜひご家族でお出かけくださ
い。
日時s6月17日(日)10時～16時
会場s長浜文化芸術会館
■ フェスティバル開催担当
西川歯科医院 1 62ー0828

湖北広域行政事務センターが管理
する火葬場（こもれび苑・木之本斎
苑・余呉斎苑・西浅井斎苑）の管理
運営を行う指定管理者候補を選定す
る選定委員会の委員を募集します。
募集人数s１人
応募資格s市内在住で、年齢が18歳
以上（平成24年4月１日現在）で、
年間3回程度の平日の会議に出席
できる方（国・地方公共団体の議
員または常勤の公務員を除く）

応募方法s6月20日(水)までに、直
接持参・ファックス・郵送または
メールで応募。応募用紙は湖北広
域行政事務センターウェブサイト
またはこもれび苑で配付

■ 湖北広域行政事務センター
こもれび苑
1 78ー2203 5 78ー0131

がん患者さんとご家族・医療者が
集まって、アロママッサージやオカ
リナ演奏などを楽しみ、語らいなが
らリラックスした時を過ごします。
（事前申込要）
日時s6月10日(日)11時～15時
会場s六角館（長浜市勝町490）
持ち物sお昼ご飯、お菓子など
参加費s飲み物代程度
■ 市立長浜病院がん相談支援センター

1 68ー2354

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。
詳しく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。

■ 市 収納対策課 (近江庁舎)
1 52ー3189 5 52ー6930

日時s6月21日(木)・22日(金)
会場s長浜市民交流センター
定員s100人＊先着順
受付s6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し込み

■ 湖北地域消防本部 予防課
1 62ー5194

募集 募集 火葬場の
指定管理者選定委員

催し 第20回
心のケアを考える会

おしらせ インターネット公売を
実施します

おしらせ 甲種防火管理
(新規)講習会

米原市における保育の
あり方検討市民委員

催し 第35回
湖北口腔フェスティバル

動産(腕時計・カウンターテ
ーブル・額縁)
詳細は、Yahoo!JAPANイ
ンターネット公売(官公庁オ
ークション)にて。

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上

5月25日(金) 13時～
6月11日(月) 23時

6月18日(月) 13時～
6月20日(水) 23時

6月28日(木) 14時30分

公売財産

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

県立文化産業交流会館の近くを流れる「入江干拓
承水溝」は、昭和19年に始まった土地改良事業で
整備された農業用水路です。
特に近年は、水質の悪化によって悪臭が発生した
り、富栄養化によって水生植物が生い茂ったりする
など、環境の悪化が課題になっていました。
そこで、行政と市民が協力して承水溝の環境改善
を図っていこうと、「入江干拓承水溝を考える会」
を組織し、平成22年度から活動を開始。これまで、
水質体験調査や魚釣り大会、カヌー体験など、親子
で参加できる事業を企画してきました。

その結果、「こういった体験を通じて、承水溝を
身近な施設に感じられるようになってきた」と、参
加者の意識にも変化を感じることができ、“体験活
動の場”としての承水溝の新たな役割も期待されて
いるところです。
今後も、承水
溝を積極的に活
用したイベント
を開催する中
で、地域の人々
の意識の高まり
や環境改善につ
なげていきたい
と考えていま
す。

■ 市米原自治振興課 1 52－6623 5 52－4539

地域の課題解決に向けた実践活動

入江干拓承
しょう

水溝
す い こ う

を
考える会

アクション
レポート

4月15日に開催したカヌー体験



体験入学申し込み受付中！ 体験入学申し込み受付中！ 
★毎週木曜日･金曜日15:00～21:00

Tel 080-4765-6123 住所 米原市野一色367-32

日本習字教育財団 

入会者様には習字セットプレゼント！！ 

★幼児～成人★ 月謝3,000円 

広報 広 告 主  
募 集  
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大自然に囲まれたウッディパル余
呉で、「婚活」イベントを開催します。
パターゴルフやバーベキューを楽

しみながら、すてきな出会いを見つ
けてみませんか。
日時s7月1日(日)

9時30分から受付開始
会場sウッディパル余呉

長浜市余呉町中之郷260
参加資格s男女とも50歳以下の未婚
の方で、男性は湖北地域在住、女
性は地域不問。昨年度に開催した
イベントに参加された方は、今回
はご遠慮ください。

募集人数s男女各15人
＊応募多数の場合は抽選

参加負担s男性5,000円
女性3,000円
(参加確定後に徴収)

申込方法s所定の申込用紙または電
話にて。申込用紙は、米原市・長
浜市のウェブサイトからダウンロ
ードできます。

応募締切s6月20日(水)17時まで
受付は平日の8時30分～17時
その他s抽選の結果は、後日郵送で
お知らせします。イベント開催後、
参加者名簿を「湖北地区結婚相談
員連絡会相談員」が共有すること
にご了承ください。今後の結婚相
談活動に使用します。

■ 湖北地域農業センター
(長浜市公園町9-23)
1 62ー4143 5 62ー4144

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▼
＊6月19日(火)10時～12時
米原げんきステーション
(市役所米原庁舎 南隣)
＊6月22日(金)10時～12時
市役所山東庁舎
＊6月22日(金)14時～15時30分
市役所近江庁舎
■ 市 健康づくり課(山東庁舎)

1 55ー8105 5 55ー2406

地域の特色である川魚をいかして
交流と親睦を深め、一人ひとりの人
権が尊重されるまちづくりを目指し
ます。
イベントでは、アユの飴炊きやマ

スの塩焼きなど、ふるさとの恵みの
川魚料理などをふるまいます。ぜひ
ご来場ください。(一部有料)
日時s6月17日(日)10時～14時
会場s和ふれあいセンター
■ 和ふれあいセンター

1 52－2232 5 52ー8535

大切なペットの首輪には、飼い主
の住所・氏名・連絡先を書いておき
ましょう。もし迷子になったら、下
記まで連絡してください。
＊滋賀県動物保護管理センター
10748ー75ー1911
＊米原市環境保全課 158ー2230
＊長浜保健所 165ー6664

■ 市環境保全課 (伊吹庁舎)
1 58ー2230 5 58ー1630

乳幼児を育児中のご家族の方を対
象に講習会を開催します。参加費は
無料で、託児(要申込)もご利用いた
だけます。
日時s7月7日(土) 10時～12時
会場s長浜赤十字病院本館2階講堂
定員s50人程度
内容s「子どもの薬について」

講師：薬剤部 吉田薬剤係長
申込s6月27日(水)までに、下記へ
ご連絡ください。

■ 長浜赤十字病院 社会課
1 63－2111 5 68ー3312

弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料  １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士 竹内  寛 
弁護士 中村 明宏 
（滋賀弁護士会所 属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530

クレジット・サラ金・過払請求 

返しても返しても、少しも減らない借金･･･ 
誰にも相談できずに悩んでいませんか？ 
勇気を出してご相談下さい。 

お 悩 み 
解決します 借金の 

あい湖司法書士事務所 
通話無料 0120-001-694 

相談無料 分割払可能 秘密厳守 大津市京町三丁目3番1号 
A&M・OTSUビル2F 
TEL 077-527-0023 
土・日・祝日、夜間の対応可（要予約） 

ひ    ど 

司法書士／飛渡 あい子・飛渡 貴之 

JR大津駅 
徒歩3分 

おしらせ 催し 献血にご協力ください
～今すぐできる助け合い～

催し 第23回
「川魚クッキング」

おしらせ 飼い犬・猫がいなくなったら
まずはお電話を

催し 子育て支援講習会
「子どもの薬」について

～湖北で出会いを～
ウッディパル余呉De婚活！

迷い犬・迷い猫の
情報はこちらの
QRコードから！

●掲載時期 各月1日号（前月末頃発行）
●広告規格 1枠縦45mm×横87mm 2色刷り
● 掲載料金 1号1枠15,000円
●発行部数 13,300部
●申し込み 広報秘書課 152-6627


