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人権政策課からのお知らせ
６月23日(月)〜29日(日)は男女共同参画週間です
平成26年度キャッチフレーズ

家事場のパパヂカラ
男性と女性が、職場・学校・地域・家庭で、それぞれの個性と
能力を発揮できる「男女共同参画社会」―─。
その実現のためには、市民のみなさん一人ひとりの取り組みが
必要です。
男女がお互いに協力しあい、いきいきと暮らすことができるよ
う、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機
会に考えてみましょう。
※「男女共同参画社会基本法」は平成11年６月23日に公布・施行
されました。
ひと

ひと

認めあう女と男とのパートナーフォーラム
「あなたの地域(まち)を守るために〜男女共同参画の視点で
考える防災・減災〜」と題して、相川康
日 時
子氏に講演いただきます。誰もが関心の
ある防災・減災について、女性も男性も ６月28日 土
13時30分〜16時
ともに考えてみませんか？
受付13時〜

◆場 所 市人権総合センター（Ｓ・Ｃプラザ）
◆定 員 150人（無料・入場自由）
＊託児あり…事前に、市人権政策課または
市人権総合センター（Ｓ・Ｃプラザ）に申込
＊手話通訳あり

お問い合わせ
総務部 人権政策課（米原庁舎）
1 52−6629 552−4539
jinsui@city.maibara.lg.jp
市 人権総合センター（S・Cプラザ）
1 54−2444 554−3033
scplaza@zb.ztv.ne.jp

男女共同参画推進標語の募集
男女の生き方、毎日の生活で感じたことな
ど「みんながいきいきと暮らせる男女共同参
画社会」をイメージとした標語を募集します。
みなさんのご応募をお待ちしております。
◆応募資格 市内に在住・在学・在勤の人
◆応募方法 用紙・様式は自由
「住所、氏名(ふりがな)、電話番号」を記入
の上、市人権政策課または市人権総合センタ
ー（S・Cプラザ）に、郵送、ＦＡＸ、電子メ
ールまたは持参してください。
◆表彰および発表
優秀作品は、11月開催予定の「人権を考
えるつどい」の作品表彰式で表彰し、審査
結果は優秀作品者のみに通知します。副賞
もあります。
＊作品は、自作・未発表のもので、１人１点
に限ります。
＊優秀作品の著作権は
応募締切
主催者に帰属します。
７月31日 木
＊応募作品はさまざま
必着
な人権啓発の機会に
使用します。

締 切

滋賀のイクメン・カジダン
９月３日 水
消印有効
フォトコンテスト2014作品募集！！
育児や家事をがんばっている男性（おじいちゃんもOK！）の写真を募集します。
本人、ご家族、どなたでも応募可能です。たくさんのご応募お待ちしています！！
●募集作品：育児を楽しむ男性「イクメン」や家事に積極的な男性「カジダン」を撮影した写真作品
●作品規定：デジタルカメラまたはスマートフォン等携帯電話のカメラ機能で撮影した写真。
応募は１人１点まで。
●表
彰：最優秀賞：１作品（賞状、大津プリンスホテルペア宿泊券＋図書カード3,000円）
優秀賞：３作品（賞状、鮎家のあゆ巻セット＋図書カード2,000円）
特別賞：数作品（賞状、図書カード1,000円）
●参 加 賞：応募者の中から抽選で50人に鮎家の和菓子をプレゼント
●応募方法：しがネット受付サービス／Eメール／郵送
●応募・問合先：滋賀県庁・男女共同参画課 1 077-528-3071
5 077-528-4807
ct00@pref.shiga.lg.jp
※募集要項等コンテストの詳細は、滋賀県庁・男女共同参画課のホームページをご覧ください。 滋賀県男女共同参画課
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募集

国家公務員採用
一般職(高卒者試験)

職種s事務・技術・農業・農業土木・林業
受験資格▼
①平成26年4月1日において高等学
校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して2年を経過
していない人、および平成27年3
月までに高等学校または中等教育
学校を卒業見込みの人
②人事院が①に準ずると認める人
受付期間▼
インターネット…
6月23日(月)〜7月2日(水)
郵送・持参…
6月23日(月)〜26日(木)
試験日程s第1次試験9月7日(日)
問 人事院近畿事務局
■
1 06−4796−2191
おしらせ

「認知症予防プログラム」
ファシリテーター養成講座

認知症予防に効果があるウォーキ
ングや旅行、料理、パソコンなどのグ
ループ活動を支援する ファシリテー
ター を募集しています。講座では、
ファシリテーターに必要な知識や技術
を学びます。受講料は無料です。
開催日s６月27日(金)、７月３日(木)、
７月10日(木)の３日間
時間s10時〜15時30分
申込s６月26日(木)までに下記へ
問 市 福祉支援課（山東庁舎）
■
1 55−8110
おしらせ

シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

55歳以上の県内在住者で、就業を
希望しハローワークで求職登録され
ている人を対象に、次の講習会を開
催します。詳細は、ハローワークに
あるチラシをご覧ください。
『フォークリフト技能講習』
日程s7月25日(金)〜8月１日(金)
（土日を除く６日間）
会場sクレフィール湖東
申込締切s7月4日(金)必着
申込方法s専用申込用紙にて
＊申込後、受講者選考面接あり
問 県シルバー人材センター連合会
■
1 077−525−4128

訂正のお知らせとお詫び
広報まいばら6月1日号の内容を下記の
とおり訂正してお詫びします。
12ページ まいばらカレンダー
19日(木)「まいばらっこいきいきフェス
ティバル」開催場所

【誤】近江母の郷文化センター
【正】米原市民体育館（山東公民館横）
15
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公共職業訓練
受講生募集

滋賀県
風しん抗体検査事業について

ハローワークに求職申し込みをし
ている人を対象に、技術・技能を身
につける職業訓練を行っています。
受講料は無料です。（教科書代、作業
服代は別途必要）
●８月生
・機械加工NC技術科
7か月コース、定員10人
・溶接施工科
6か月コース、定員15人
募集期間s6月26日(木)まで
選考日s7月1日(火)9時30分から
●９月生
・制御プログラム科
6か月コース、定員15人
募集期間s7月30日(水)まで
選考日s8月4日(月)9時30分から
申込s住所を管轄するハローワーク
（市内在住の人は、ハローワーク長浜）
問 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
■
滋賀職業訓練支援センター(ポリテクセンター滋賀）
大津市光が丘町3-13
1 077−537−1179（平日9時〜17時）

先天性風しん症候群の発生を予防す
るため、風しんに対する十分な免疫を
持っているかどうかを確認する抗体検
査が無料で受けられます。

おしらせ

実 施 滋賀県
対象者 県内に居住し、次のいずれか
に該当する人
・妊娠を希望する女性
・妊娠を希望する女性の配偶者などの
同居の人
・風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
などの同居の人
実施場所
①県内医療機関（県ホームページに掲載）
②県内各健康福祉事務所（保健所）
実施期間 平成27年３月31日まで
検査費用 無料
（＊風しんの予防接種費用は、自己負担）
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
問 市 健康づくり課（山東庁舎）
■
1 55−8105

今月の表紙
おしらせ

不正改造は犯罪です！

プール掃除

６月は「不正改造車排除強化月間」
です。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。
問 不正改造車110番
■
1 077−585−7252
滋賀運輸支局 検査・整備・保安部門
URL http://www.tenken-seibi.com

5月27日、坂田
小学校の６年生
76人が元気にプ
ール掃除を行いました。
プールの水が抜かれるのは、昨年
の８月以来となり、プールの底には
たくさんの泥が溜まっていました。
生徒たちは、大・小２つのプール
を、デッキブラシやたわしを使って
ピカピカにお掃除。プール開きが楽
しみですね。

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

映画「ホーム・スイートホーム」上映会

大津地方法務局と滋賀県人権擁護委員連合
会では、小学生・中学生・高校生等の悩みご
とや心配ごと、また、子どものことで悩んで
おられるご家族等からの相談に電話で応じま
す。相談は無料、秘密は厳守します。
◆期 間 6月23日(月)〜29日(日)
◆時 間 ８時30分〜19時（土・日は10時〜17時）
◆相談内容
いじめ、体罰、不登校、虐待など、
子どもの人権にかかわる問題について
◆相談担当者
人権擁護委員および法務局職員
※この期間以外にも、平日8時30分から
17時15分まで、人権擁護委員・法務
局職員が相談に応じています。

元オペラ歌手、山下宏（75歳）が認知
症に！部屋でも街頭でも力の限り歌って
徘徊する毎日に困った家族は、宏をグル
ープホーム「おばんでがんす」の前に置
き去りにしてしまったが…。
様々な暮らしの中の、それぞれの人生。
一人の老人をめぐる心温まる家族愛のド
ラマです。上演後にカフェトークタイム
もあります。ぜひご覧ください！
◆日 時 ６月27日(金) 9時30分〜11時30分
◆場 所 市人権総合センター
（S・Cプラザ）
◆定 員 約100人（無料・入場自由）
◆主 催 滋賀県立男女共同参画センター
G-netしが 、市男女共同参画センター

問 大津地方法務局人権擁護課
■
1 077−522−4673

〜誰にでも帰りたい家がある〜

問 市人権総合センター（Ｓ・Ｃプラザ）
■
1 54−2444

