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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
6月5日(木)・19日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
6月12日(木)・26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

6月の税等料金・納付のお知らせ

6月の時間外窓口のご案内

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 ６月30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
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

米原市醒井の
寶
たから

徳真くんは、
1日2回離乳食
を食べていま
す。撮影にお邪
魔した日のメニ
ューは、ごはん
とかぼちゃとキ
ャベツ。かぼちゃが大好きという徳
真くんは、お母さんを催促しながら、
残さず元気に食べていました。たく
さん食べて大きくなってね。
（表紙　写真サポーター　松居直和）

かぼちゃ大好き！

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。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時から12時まで
受付時間s10時から11時まで
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時から12時まで
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
の中の様々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時から12時まで
■■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米原公民館
■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

6月12日(木)

7月10日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

相談日 会　場

06月12日(木）

06月21日(土）

06月26日(木）
0

07月10日(木）

07月17日(木）

07月24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
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(朝妻筑摩34-6)
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(朝妻筑摩34-6)
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（長岡1050-1）

（三吉570）

（春照56）
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相談日

6月12日(木)

6月28日(土)

時　間

13時30分から16時まで

09時30分から12時まで

「不正大麻・けし撲滅運動」が6月30日まで県下一斉に実施されています。
みなさんも、あさ(大麻)・けしに関する知識を身につけて、観賞用であ
っても不正に栽培しないように注意しましょう。
不正に栽培されている、もしくは、自生しているあさ（大麻）・けし

を見つけたらすぐに県薬務感染症対策課に連絡してください。

■問 県　健康医療福祉部　薬務感染症対策課 1 077－528－3634

あさ（大麻）・けしを撲滅しましょう！
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伊吹山の麓で外ヨガをしません
か。ハタヨガ、キッズヨガ、ヨギ
ックアーツ、顔ヨガなどのクラス
が、どれもワンコイン500円で受け
られます。外カフェ、フリーマー
ケットなどの楽しい企画も満載で
すので、ヨガをしない人もぜひご
参加ください。入場は無料です。
日時s６月８日(日)
10時～16時30分（雨天中止）

場所s伊吹薬草の里文化センター
グロウブステージ付近芝生広場

費用sヨガ１クラス500円
（ヨガマットレンタル有　200円）
＊Facebookにて、出店情報やヨ
ガのタイムスケジュールなど
随時更新中

（https://www.facebook.com/mori.fes.shiga）
■問 yogalaya(ヨガラヤ)

1 090－7103－8738

歯の相談やブラッシング指導(フ
ッ化物塗布無料)クイズ(景品あり)、
歯に良いお菓子の紹介など、歯の
健康について楽しく学べます。ぜ
ひご家族でご来場ください。入場
は無料です。
日時s６月22日(日)10時～16時
場所s長浜市文化芸術会館
■問 大音歯科医院　 1 82－2230

日時s６月28日（土）
14時～15時30分

場所s長浜地方卸売市場（田村町）
対象s米原市民・長浜市民
定員s20人（初めての方優先）
※応募者多数の場合は抽選

持物sエプロン、筆記用具
＊６月２日(月)～16日(月)16時
までに電話またはメールでお
申し込みください。
（水曜日と日曜日は休み）

■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000
nagasijo@mx.bw.dream.jp

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s６月14日(土) 11時～13時
場所s長浜地方卸売市場（田村町）
内容s特売セール、福引抽選会、均
一コーナー、軽食コーナーなど

■■問 長浜地方卸売市場
1 63－4000

筋力トレーニングマシン　
講習会

筋力トレーニングマシンを使って
筋力アップ＆健康づくりをしません
か。使用方法等の講習会を以下２会
場で実施します。いすれも事前申し
込みは不要です。お気軽にご参加く
ださい。

●対　象
おおむね65歳以上の方

●持ち物
飲み物、汗ふきタオル、
屋内用シューズ

＊動きやすい服装でお越しください。

詳細は、
各会場にお問い合わせください。

催し 森フェスin滋賀

催し 第37回　
湖北口腔保健フェスティバル

催し ふな寿しの
漬け方教室

催し きゃんせ土曜市
きらめきステーション

（朝妻筑摩2483）
1 52－8816

開催日時
６月19日(木) 13時～14時
※毎月第３木曜に開催

やすらぎハウス（顔戸21-2）
1 52－4393

開催日時
6月20日(金)
13時30分～14時30分
※毎月20日に開催
（日曜の場合翌日）

ロザンのお笑い課外授業
人気の高学歴漫才コンビ「ロザン」が勉強の仕方から進路の考え方、
はたまたおもしろ雑学まで、楽しい授業を繰り広げます。会場のみな
さんと直接質疑応答するコーナーや、特別ゲストの滋賀に住みます芸
人「ファミリーレストラン」とのトークもお楽しみいただけます。

●日　時　　7月13日（日）
●開　演　　14時（開場13時30分）
●会　場　　ルッチプラザベルホール310
●チケット料金　（※友の会価格はそれぞれの１割引きです。）
全席自由　前売　一般　2,000円、高校生以下　1,000円

当日　一般　2,500円、高校生以下　1,500円
●チケット販売所
ルッチプラザ
(株)平和堂くらしのサービスセンター（ビバシティ平和堂、アルプラザ長浜）
滋賀県立文化産業交流会館　ひこね市文化プラザ
ローソンチケット（Ｌコード：５１７８３）

■問 ルッチプラザ 1 55－4550 チケット専用　 1 55－7150

ききゃゃんんせせ土土曜曜市市のの様様子子

ロザン

滋賀県住みます芸人
ファミリーレストラン




