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マガモのキャラクター募集

自分たちで、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14日（金）
申込方法s生涯学習課へ電話、ファク
スまたはメールで、名前、住所、電
話番号をお知らせください。

平成28年成人式
日時 平成28年1月10日（日）

13時30分～16時
場所 県立文化産業交流会館
対象 平成7年4月2日～平成8年
4月1日生まれの市内在住もし
くは米原市出身の人
※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。

■申・■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

さまざまな体験を通して新しい発見
ができる県下最大の親子向け「学びの
フェスティバル」を開催します。
日時s8月7日（金）11時～16時
会場s県立文化産業交流会館
■問 県教委　生涯学習課

1 077－528－4651
URL http://www.nionet.jp/

長浜バイオ大学の学園祭「命洸祭」
の出店者を募集します。
日時s10月24日（土）、25日（日）

10時～16時
場所s長浜バイオ大学グラウンド

（雨天決行）
区画s250区画

（1区画あたり縦2.5ｍ×横2.5ｍ）
出店料金s1区画500円(1日のみ)、
1,000円(２日間)

申込期限s8月31日（月）※先着順
申込s氏名、住所、電話番号、年齢、
メールアドレス、希望区画数、出
店日時、出店物の内容を郵送、メ
ールまたは電話で下記へ

■申・■問 〒526-0829
長浜市田村町1266
長浜バイオ大学命洸祭実行委員会

1 090－4193－5411（堀）
mie19950703@gmail.com

個別指導、個別カリキュラムにより
自分のペースで始められます。芸大・
美大入試、公募展対策にも対応します。
まずは見学からでもＯＫです。
受講日時s毎週火曜日、毎月最終土曜
日の13時～16時

会場s米原公民館　２階
内容s基礎デッサン、制作
（水彩、アクリル、油画、日本画等）
申込s下記へ電話にて
■問 米原芸術協会事務局（生涯学習課内）

1 55－4550

8月5日(水)の「長浜・北びわ湖大花
火大会」に合わせ、クリスタルプラザ
展望研修棟を夜間無料開放します。
開放時間s18時30分～20時30分
開放場所sクリスタルプラザ展望研修
棟（6階・7階）

その他s事前申込不要・土足厳禁・棟
内での飲食不可

■問 湖北広域行政事務センター業務課
1 0749－62－7143

番場宿、醒井宿、柏原宿の三宿場を
巡るスタンプラリーです。
開催日s7月26日（日） 小雨決行
コース▼
①わくわくコース(醒ヶ井駅→柏原
駅) 6km／8時30分、9時、9時
30分の３組出発

②伝説コース（鳥居本駅→番場宿→
醒井宿→柏原駅）14㎞／8時30
分の１組出発

定員s各組20人
申込方法s7月24日(金)までに電話
またはファクスで下記へ

■問 米原市商工会
1 52－0632 5 52－3045 

平成28年成人式
実行委員募集

おしらせ 

しが☆まなび☆発見！
（事前申込不要・入場無料）

おしらせ 

おしらせ バイオ大フリーマーケット
出店者募集

おしらせ 長浜・北びわ湖大花火大会を
クリスタルプラザから見よう！

おしらせ わくわく伝説街道
スタンプラリー（参加費無料）

おしらせ 米原アートスクール
受講生募集

今月の表紙

５月23日、
近江公民館で
キャラ弁グラ
ンプリが開催
されました。
これは、昨年
結婚した市内
のゆるキャラ「いぶっきぃ」くんと
「まい・バーラ」ちゃんを使ってお
弁当を作り、投票や審査員の審査で
グランプリを決めるというもの。
「いぶっきぃ部門」、「まい・バーラ
部門」、「夫婦部門」の３部門があり、
合計15点の応募がありました。パ
ンやハム、卵を使ってキャラクター
を表現するなど工夫を凝らした作品
が勢揃い。訪れた人たちは、お弁当
を楽しそうに眺めて投票していま
した。

キャラ弁グランプリ

マガモは渡り鳥ですが、三島池には冬が終わっても帰らないマガモもい
ます。そんなマガモを使った親しみやすいキャラクターを募集します。

応募資格s不問（1人何点でも応募可、ただし1枚につき1点の応募）
応募方法s郵送(はがき可)、メールまたは商工会へ持参
申込締切s7月15日（水）～8月17日（月）
審査規定s審査員による審査とし、採用者にはオリテ米原の特産品5,000

円分の景品を贈ります。
審査結果▼
9月初旬、採用者に通知するほか、市商工会ウェブサイトに掲載
※詳しくは下記へお問い合わせください。

■申・■問 米原市商工会女性部　　〒521-0016米原市下多良三丁目1-1
担当：深田　1 52－0632 info@maibara.net

訂正のお知らせとお詫び

広報まいばら7月1日号の内容を下記のとお
り訂正してお詫びします。
10ページ「25日　結婚相談会場」
【誤】米原公民館　　【正】山東公民館
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市では、市が設置する駅前駐輪場
内で、利用者の多い早朝に「整理指
導員」を配置し快適な駐輪場となる
ように努めています。
しかし、一部の利用者が不適切な

駐輪をすることで、歩行者の通行の
妨げやまちの景観の乱れにつながり、
自転車盗難の被害も発生しています。
駐輪場の整理整頓を心がけ、マナ

ーを守り、通路部分には駐輪しない
など、「思いやり駐輪」にご協力くだ
さい。

■問 市　都市計画課（近江庁舎）
1 52－6926 5 52－8790

職種および採用予定人数▼
一般行政職（上級） 若干名
受験資格▼
次のいずれかに該当する人
・平成元年4月2日から平成6年4月1
日までに生まれた人

・平成6年4月2日以降に生まれた人
で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業、また
は平成28年3月31日までに卒業
見込の人

試験日程s第1次試験　9月20日（日）
受付期間s8月3日（月）～25日（火）

＊締切日の消印有効
その他s受験申込書は下記に設置する
ほか、ウェブサイトからダウンロー
ドできます。申込書の郵送請求につ
いては下記へお問い合わせくだ
さい。

■問 湖北広域行政事務センター　
総務課　1 0749－62－7142
URL http://www.kohoku-kouiki.jp/

職種と受験資格▼
①自衛官候補生、一般曹候補生
・平成28年4月1日現在、18歳以
上27歳未満の人、学歴不問
②海上・航空自衛隊航空学生
・平成28年4月1日現在、18歳以
上21歳未満の人
・高校卒業(見込含む)以上の学歴
③防衛大学校、防衛医科大学校
（医学科、看護学科）
・平成28年4月1日現在、18歳以上
21歳未満の人

・高校卒業(見込含む)以上の学歴
受付期間s①・②は8月1日（土）～
9月8日（火）、③は9月5日（土）
～30日（水）

■問 自衛隊滋賀地方協力本部
彦根地域事務所(彦根市旭町)
1 0749－26－0587

戦没者遺児を対象に、先の大戦で
父等が戦没した旧戦地を訪れ、慰霊
追悼を行うとともに、同じ地域の住
民と友好親善を図ります。
実施地域s東部・西部ニューギニア、
ボルネオ・マレー半島、マリアナ
諸島、中国、トラック・パラオ諸
島、ソロモン諸島、ミャンマー、
フィリピン、洋上慰霊、マーシャ
ル・ギルバート諸島（特定地域）

参加費s10万円
※今回実施する地域で戦没された
人の遺児以外は参加できません。

※日程の詳細は、日本遺族会事務
局（1 03-3261-5521）へ

■申・■問 滋賀県遺族会事務局
1 077－522－7227

駐輪場の利用マナーを
守りましょう

おしらせ 

湖北広域行政事務センター
職員採用試験

おしらせ 

おしらせ 自衛官募集 おしらせ 慰霊友好親善事業
参加者募集

2016年版県民手帳予約受付中
●サ イ ズ　139㎜×82㎜ ｠
●編集発行　滋賀県統計協会（1 077-528-3393）
●受取時期　手帳の受取時期は、11月上旬の予定です。
●申込方法　米原庁舎地域振興課または各庁舎自治振興課へ

電話、または直接窓口にて。
米原庁舎　1 52－6623 近江庁舎　1 52－6920
山東庁舎　1 55－8101 伊吹庁舎　1 58－2221

,16 

申込締切

９/１(火)
１冊600円

(税込)

粗大ごみ・不燃ごみの持ち込みは
クリーンプラントへ
3月末のクリーンプラント埋立終了に伴い、4月1日からウイングプ
ラザ（米原市番場）での埋立を開始しました。
しかし、ウイングプラザは破砕選別施設を備えていないため、一般
家庭からの粗大ごみ・不燃ごみは持込できません。

受付時間：8時30分～12時/13時～16時30分
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）
※ただし、原則毎月第4日曜日は受付

料　　金：10㎏までごとに40円（ごみ指定袋で持ち込む場合は無料）

■問 湖北広域行政事務センター　クリーンプラント
1 0749－74－3377

ごみの種類
可燃ごみ・資源ごみ
・可燃性粗大ごみ
粗大ごみ・不燃ごみ
(5袋程度のガレキ含む)

受入場所
クリスタルプラザ　1 0749-62-7141

（長浜市八幡中山町200）

クリーンプラント　1 0749-74-3377

（長浜市大依町1337）


