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白
し ら

井
い

文
あ や

さん
全日空で客室乗務員として11年間勤務した後、人材育成コンサ
ルタントに転身。その後、尼崎市議会議員（2期）、尼崎市長
（2期）を務めた。現在は、講演や、新聞コラム執筆、テレビ番
組のコメンテーターとして活躍。

新春対談
米原市が誕生して10年を迎

えた平成27年。これまでの市
政運営を振り返るとともに、
前尼崎市長白井文さんと平尾
市長が現状課題に立ち向かい、
誰もがいきいきと輝ける未来
を目指したまちづくりについ
て語り合います。ぜひご覧く
ださい。

伊吹山テレビ
を放映している
㈱ZTVのデジ
アナ変換サービ
スが、3月12日
正午に終了する
ことに伴い、伊
吹山テレビのデジアナ変換サービスも終了になり
ます。
なお、デジアナ変換サービス終了後はアナログテ
レビではすべてのチャンネルの放送をご覧いただく
ことができなくなります。
地上デジタル放送受信の準備をお願いします。

伊吹山テレビのデジアナ変換サービスは
平成27年3月12日(木)に終了します

伊吹山テレビ
新春テレビガイド
1月1日(木)～3日(土)
●新年のごあいさつ
平尾道雄市長と竹中健一議長

1月4日(日)～8日(木)
●新春対談
前尼崎市長　白井　文さんと平尾市長
～女性が活躍し　いきいきと輝ける未来に～　

1月9日(金)～15日(木)
●2014年下半期の放送をピックアップ！
 1月9日(金)　7月ダイジェスト
梅花藻ライトアップ　　ほか

 1月10日(土)　8月ダイジェスト
日独スポーツ少年団同時交流事業 ほか

 1月11日(日)　７月～8月ダイジェスト
【特集】先祖を祀

ま つ

る火祭り　清滝大松明
ほか

1月12日(月・祝)　9月ダイジェスト
山津照神社＆日撫神社奉納角力　 ほか

1月13日(火)　10月ダイジェスト
【特集】春照太鼓踊り ほか

1月14日(水)　10月ダイジェスト
【特集】米原曳山まつり ほか

1月15日(木)　11月ダイジェスト
花嫁行列＆長持唄　　　ほか

視聴時、画面の右
上に「デジアナ変換」
の表示があるテレビ
は、サービス終了後、
テレビが見られなく
なります。地上デジ
タル放送受信の準備
はお早めに！

ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは
平成27年3月までに終了します　　　　　　早めのご準備を！

テレビが 
見られなく 
なります 

テレビが 
見られなく 
なります 

テレビが 
見られなく 
なります 

デジアナ交換 デジアナ変換 

▲ アナログテレビ

●地上デジタル放送を受信するためには
①地上デジタル対応のテレビに買い替える。

②地デジチューナーを購入し、今お使いのアナ
ログテレビに接続する。

③ケーブルテレビに加入
し、デジタルチューナー
を設置する。

※デジアナ交換サービスの終了日については、ご加入のケーブルテレビ事業者等にお問い合わせください。

くらしのガイド 

■問 市　広報秘書課(米原庁舎)
1 52－6627 5 52－5195

広報まいばら
2月1日号にも
詳細を掲載。
お楽しみに！

デジタル放送でご覧いただく場合は 
112チャンネルにあわせてください 
デジタル放送でご覧いただく場合は 
112チャンネルにあわせてください 
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くらしのガイド 

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
1月8日(木)・22日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
1月15日(木)・29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

1月の税等料金・納付のお知らせ

1月の時間外窓口のご案内

s市県民税（普通徴収) 第４期
s国民健康保険税（普通徴収)第８期
s介護保険料（普通徴収） 第８期
s後期高齢者医療保険料　　 第７期
s保育所保育料　　　　　　 １月分
s水道料金　　　　　　　 １月分
（11～12月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料　　　　　　 1月分
山東・伊吹・米原地域　
（11～12月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（10～11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２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（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

上丹生では、木彫師、
錺金具
かざりかなぐ

師、塗
ぬ

師、木地
き ぢ

師などの職人が仏壇づ
くりを中心として伝統
工芸を生業としていま
す。その中の一人、
井尻彫刻所の彫刻師井尻さんは、家
族３代で彫刻を営んでいます。普段
は、仏壇や寺社の彫刻が中心ですが、
現在は市外の神社からの依頼で、年
始の参拝者に配る干支の置物を制作
しているとのこと。撮影に訪れた日
は、2015年の干支のかわいい羊た
ちが出迎えてくれました。

上丹生伝統の木彫り

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

福祉や介護の仕事に関心のある人
は、どなたでもご利用いただけます。
福祉・介護の仕事をお探しのみなさ
ん、お気軽にご相談ください。
事前申込は不要で、相談は無料です。

■問 県湖北介護・福祉人材センター
1 64－5125

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
相談時間s１時間程度
■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されます。お
気軽にご来場ください。

会場s近江公民館
対象s市内在住または在勤の未婚の人
■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

福祉のお仕事出張相談

結婚相談

相談日

1月08日(木)

02月12日(木)0

会　場

愛らんど（春照56）

やすらぎハウス（顔戸21-2）

相談日

1月22日(木)

会　場

近江庁舎

時　間

13時30分～16時

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

01月08日(木）

01月15日(木）

01月22日(木）

02月12日(木）

02月21日(土）

02月26日(木）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

ルッチプラザ（長岡1050-1）
土曜日開設！

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
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（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
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相談日

1月08日(木)

1月24日(土)

時　間

13時30分～16時

09時30分～12時

訂正のお知らせとお詫び
広報まいばらの内容を下記のとお
り訂正してお詫びします。

・12月1日号　20ページ
「民謡をたずねて」申し込み枚数
【誤】申し込みは１人１通に限ります。
【正】申し込み枚数に制限はありません。

・12月15日号　8ページ　
年末年始まいばらカレンダー

吉槻診療所　１月５日（月）
【誤】午前…診療なし、午後…診療あり
【正】午前…診療あり、午後…診療なし




