
ポリオワクチンの予防接種が変わります

かがい医院

工藤神経内科クリニック

（医）かしはら診療所

（医）社団 柴田医院

（医）緑泉会 水野医院

松下医院

（医）岡崎医院

（医）おくだ医院

おくのこどもクリニック

（医）浩和会おしたにクリニック

筧医院

（医）北嶋医院

（医）順清会 小林クリニック

佐々木クリニック

（医）圭佑会 澤医院

（医）メディカルアート澤田医院

嶋田ファミリークリニック

（医）下坂クリニック

152-9333

152-6760

157-0855

152-3217

155-2133

154-1118

165-0019

165-5775

162-2773

174-2011

162-7330

163-5901

165-6060

153-1701

163-0234

162-0875

174-8110

162-0079

（医）吉田内科クリニック

地域包括ケアセンターいぶき

米原市国民健康保険 近江診療所

米原市国民健康保険 米原診療所

おおはらクリニック

（Ｈ25年1月以降開始）

中川医院

（医）橋場レディスクリニック

（医）橋本医院

あざいリハビリテーションクリニック

華房クリニック

（医）東川クリニック

（医）社団 クリニックムライ

（医）森上内科循環器科クリニック

浅井診療所

市立長浜病院

長浜赤十字病院

152-6855

158-1222

154-2127

154-5311

155-1009

172-8077

163-5555

172-3668

176-8111

162-1547

172-8633

165-2125

164-4846

174-1209

168-2300

163-2111
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■市役所での集団接種から、医療機関での個別接種に変わります。
◆接種医療機関に直接予約してください。
◆「平成24年度版健康づくりガイド」や「予防接種日程表」にあるポリオワクチン集団接種は行いません。
◆接種費用は無料です。接種時は母子健康手帳、健康保険証をお持ちください。
◆保護者(父母代理人)以外が同伴する場合は、委任状を記入の上持参ください。

■接種回数が変わります。
＜単独の不活化ポリオワクチンの接種スケジュール＞

＊すでに海外などで不活化ポリオワクチンを接種している人は健康づくり課までご相談ください。
＊原則4回接種ですが、4回目は現時点で定期接種として認められていません。
定期接種として認められ次第、広報等でお知らせします。

■初回接種は生後３か月から12か月の間に受けましょう。
◆標準的な初回接種の接種年齢は生後3か月から12か月までですが、生後90月(7歳6か月)に至るまでの間であれ
ば、不活化ポリオワクチンの定期接種を受けていただくことが可能です。

■接種医療機関一覧（平成24年８月現在）
=  米原市内 =

=  長浜市内のうち近隣の医療機関 =

＊上記以外でも接種できます。詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。＊上記表中の「(医)」…「医療法人」
＊今後、接種内容等が変更になることがあります。

ポリオワクチンが生ワクチンから不活化ワクチンに変わるため、9月以降の接種方法や接
種回数が変わります。

■ 市 健康づくり課(山東庁舎) 1 55－8105 5 55－2406

9月から

ポリオワクチン未接種

生ポリオワクチン1回接種済

生ポリオワクチン２回接種済

接種状況 1回目

これ以上接種の必要はありません

○

済

20日以上

27日以上

間隔 2回目

○

○

20日以上

20日以上

間隔 3回目

○

○

4回目

○
6か月以上

6か月以上

間隔
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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▼
9月13日(木) 13時30分～16時
9月22日(土) 9時30分～12時
会場s伊吹薬草の里文化センター(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。

＊前日までの予約、電話またはセン
ターでの直接相談が原則です。

＊相談無料・秘密厳守、男女問わず
受け付けます。

■■・■ 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

「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強調週間

結婚相談 ９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
9月6日(木)・20日(木)
◎山東庁舎・米原庁舎
9月13日(木)・27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

9月13日(木)

9月20日(木)

9月27日(木)

10月 4日(木)

10月13日(土)

10月25日(木)

ルッチプラザ(長岡)

Ｓ・Ｃプラザ内男女共同
参画センター（一色）

和
なごみ

ふれあいセンター(朝妻筑摩)

ルッチプラザ(長岡)

Ｓ・Ｃプラザ内男女共同
参画センター（一色）

和
なごみ

ふれあいセンター(朝妻筑
摩)

相談日

9月13日(木)

10月11日(木)

会 場

ゆめホール（三吉570）

ルッチプラザ（長岡1050-1）

相
談
日

9/4

9/11

9/18

9/25

10/2

10/9

10/16

10/23

(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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ー

ー

ー

ー

ー

ー

○

○

ー

ー

ー

ー

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

9月11日は「警察相談の日」
犯罪被害の未然防止などについては
県民の声110番「♯9110」まで
お気軽にご相談ください。

９月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第3期
s国民健康保険税(普通徴収) 第4期
s介護保険料(普通徴収) 第4期
s後期高齢者医療保険(普通徴収) 第3期
s保育所保育料 9月分
s水道料金 9月分
（7～8月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 9月分
山東・伊吹・米原地域
（7～8月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（6～7月汚水量を1/2したもの）

s下水道受益者負担金

～納税は便利な口座振替で～
口座振替日・納期限 10月1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

7月28日、29
日の2日間、第
17回中山道柏原
宿やいと祭が開
催されました。
表紙の写真は28
日、前夜祭のラ
イトアップを控
え、街道筋にて
待ち合わせをし
ている姿を撮影したものです。今年初
披露の柏原スカイツリーも祭のにぎわ
いを演出していました。

（表紙 写真サポーター 松居直和）

高齢であることや障がいをもっていることを理由に、差別や嫌がらせな
どを受けて困っている人、またはこのような状況を見聞きした人を対象に、
人権擁護委員と法務局職員が電話で相談に応じます。

●相談期間 9月10日(月)～9月16日(日)
8時30分～19時 ＊土日は10時～17時

●相談電話 全国共通人権相談ダイヤル 0570-003-110

■ 大津地方法務局人権擁護課 1 077-522-4673

にぎわいを楽しみに、待ち合わせ
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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

9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

市民

日赤

日赤

日赤

日赤

日赤

市民

日赤

市民

市民

日赤

市民

市民

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9/2
(日)

9/9
(日)

9/16
(日)

9/17
(月・祝)

9/22
(土・祝)

9/23
(日)

9/30
(日)

商店や工場、薬局などが取引や証明用として使用
する「はかり」は、定期的(2年に1回)に精度を確認
することが法律で義務付けられています。
次のとおり検査を実施しますので、該当する「は
かり」を使用されている方は必ず受検してください。

●持ち物
受検はがき(特定計量器定期検査受検票）
手数料(はかりによって異なります)

●検査日時と会場
9月18日(火)   10時30分～14時30分

伊吹山麓青少年総合体育館
9月20日(木)   10時30分～12時

市役所山東庁舎
9月20日(木)   13時30分～15時

山東B＆G海洋センター
9月21日(金)   10時30分～14時30分

市役所近江庁舎
9月24日(月)   10時30分～15時

市役所米原庁舎
●検査実施機関
指定定期検査機関 (社)滋賀県計量協会

■ 市商工観光課(伊吹庁舎)  
158－2227 558－1197

旬の野菜を使った
絶品京料理作りを体
験します。
本場の京料理を親

子で学ぶまたとない
機会です。ぜひご参
加ください。

●日 時 10月6日(土)9時30分～12時30分
●会 場 東部給食センター(長岡)
●対 象 小・中学生の親子（定員25組）
●料 金 1,000円（一人あたり）
●講 師 日本料理の料亭主人竹中

た け な か

徹
て つ

男
お

さん
●内 容 京料理の調理と試食、京料理のお話

<メニュー>
さつまいものハイカラきんとん、
きのこごはん、茄子と近江牛の煮物ほか

●申 込 住所・氏名・学年・電話番号を電話または
ファックスで、下記までご連絡ください。

●締 切 9月20日(木) ＊申込多数の場合は抽選

■■・■ 市 健康づくり課(山東庁舎)
155－8105 555－2406

平成24年3月末現在の水洗化率は86.0％で、およそ7
人に1人が下水道を使用されていない状況です。
川や琵琶湖の水質保全など、下水道の効果を十分に
発揮するためにも、早期の水洗化にご協力ください。

水洗化率･･･下水道を
整備した区域の人口に
対して、実際に生活排
水を下水道で処理して
いる人口の割合

●水洗化工事は工事指定店で
排水設備やトイレの水洗化工事は、構造や材質などに
基準が定められています。施工される際には、必要な知
識や技術を備えた責任技術者を有する「米原市下水道排
水設備指定工事店」に依頼してください。

●排水設備資金融資あっせん制度
排水設備工事を希望される方に対する融資を金融機関
にあっせんする制度があります。融資条件など、詳しく
はご相談ください。

「はかり」の定期検査について
「親子で京料理を楽しく学ぼう」
参加者募集！

9月10日は「下水道の日」
～水洗化はお済みですか？～

食育親子料理教室

■ 市上下水道課(近江庁舎)
152ー6924 552ー4858

水洗化率 

75
(%) H21 H22 H23

82 3％ 
4  

 

82.3％ 
84.3％ 

86.0％ 

80

85

90
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日時 11月2日(金)13時30分～16時30分
会場 長浜バイオ大学体育館（長浜市田村町1266）

湖北地域の事業所の発展を担う若い世代の人材確保
を目的として、就職面接会を開催します。

対象者
平成25年３月に大学(院)・短期大学・高等専門学
校・専門学校等を卒業予定の学生および卒業後３年
以内の既卒者

参加申込
事前申し込み不要。また、面接会当日に履歴書を持
参する必要はありません。

就活ナビへの参加事業所を募集
●対象事業所
米原市または長浜市に就業場所を有し、左記の学生
を採用予定の事業所で、ハローワーク長浜に大卒等求
人の申し込みをされているか、本面接会への参加申し
込みと同時に求人申し込みをされる事業所
●実施内容
会場内のブースで、募集内容の説明と面接を行って
いただきます。面接会には履歴書の持参を不要として
いますので、あらかじめご了承ください。
●参加申込
申込用紙に必要事項を記入のうえ、大卒等求人票の
写しを添えて、10月5日(金)までに下記まで。申込用
紙は市のウェブサイトからダウンロードできます。

■問市商工観光課(伊吹庁舎) 
1 58－2227 5 58－1197

～ふるさとでの就職活動を応援します～

学生就職面接会
「湖北就活ナビ」

看板などの屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。
市では条例に基づき、エリアによって掲出できる広告物の大きさや高さ
に基準を設けて、規制しています。必要な許可を得ていない場合は条例違
反となりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

屋外広告物は手続きが必要です！

●対 象 湖北地域内の観光ガイド
団体へ入会を希望する人

●募集人数 30人程度（先着順）
●受 講 料 3,000円（９回分）
●申込方法 9月30日(日)までに電話

で下記まで

■ 市 都市計画課(近江庁舎) 1 52ー6926 5 52ー8790

観光ボランティアガイド
養成講座受講生募集！

■ ＮＰＯ法人
長浜観光ボランタリーガイド協会
1 65ー0370

先着50社！

自家用広告物
自己の店名、商標、事業内容などを
自己の住所、営業所、工場等に表示
するもの

広告物の種類
規制の地域

非自家用広告物
自家用広告物以外のもの

総面積5㎡を超える場合は、許可を
受ける必要があります。ただし、
総面積15㎡以内の表示に限ります。

設置できません。ただし、案内図
板で個別基準を満たすものは許可
を受ければ表示できます。

総面積10㎡を超える場合は、許可
を受ける必要があります。

禁止地域
琵琶湖景観形成地域・第一種低層住
居専用地域・風致地区など

許可地域
禁止地域以外の全域（一部を除く）

全て許可を受ける必要があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

開催日

10月23日(火)

11月 6日(火)

11月20日(火)

12月 4日(火)

12月18日(火)

1月22日(火)

2月 5日(火)

2月19日(火)

3月 5日(火)

テーマ

長浜観光ボランタリーガイド協会
の活動紹介 など

高月観音の里(現地研修)

竹生島(現地研修)

長浜街中散策(現地研修)

湖北の戦国時代(講義)

盆梅展、鉄道資料館(現地研修)

湖北野鳥センター(現地研修)

長浜曳山祭り(講義)

黒壁街づくり(講義)、
長浜市観光行政について

会 場

長浜市市民交流センター

高月観音の里

竹生島

長浜市内

長浜城歴史博物館

慶雲館等

湖北野鳥センター

曳山博物館

長浜城歴史博物館
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市では、学校施設と社会体育施設
の二つの機能を併せ持つ地域密着型
の体育館を、双葉中学校敷地内に整
備しています。
この体育館が、親しみやすく愛さ

れる施設となるよう、市民のみなさ
んから「体育館名」を募集します。
応募資格sどなたでも（市内外不問）
体育館名の条件▼
・親しみやすく将来にわたって愛さ
れるもの

・誤読の恐れがなく、読み方が分か
りやすいもの

・特定の価値観に偏っていないもの
・長すぎるものや、近隣に似たよう
な施設名があるものは避ける。

応募方法sはがきか任意の用紙に氏
名・住所・電話番号・体育館名・
理由を明記して、下記まで郵送・
ファックスまたは直接提出してく
ださい。

応募締切s9月21日(金)
■ 市教委教育総務課(山東庁舎)
〒521-0292米原市長岡1206番地
1 55ー8107 5 55ー4040

市営住宅の入居者を次のとおり募
集します。
対象物件s西山公営住宅4号

（米原市三吉）2LDK
入居資格s市内在住・在勤の方で、
米原市営住宅条例に規定する入居
資格者に該当する方

受付期間s9月6日(木)～9月20日(木）
＊土・日曜日を除く、8時30分から
17時15分まで

入居決定の時期s10月下旬頃
入居できる時期s11月上旬頃
申込方法s本人または同居親族の人
が下記まで申込書を提出してくだ
さい。

■ 市 都市計画課住宅対策室(近江庁舎)
1 52ー6926 5 52ー8790

9月18日(火)は、県立文化産業会
館が休館日のため、米原出張窓口は
お休みです。申請には、平日の火・
水・木曜日にお越しください。
なお、大津窓口(ピアザ淡海1階、

大津市におの浜一丁目1-20)は、土
曜･日曜･祝日を除き、申請受付業務
を行っています。
■ 滋賀県パスポートセンター

1 077ー527ー3323
1 077ー527ー3329

募集 募集 市営住宅の
入居者を募集

おしらせ パスポートセンター
米原出張窓口から

地域密着型体育館
新体育館名を募集

同和問題は、わが国の歴史的発展
の過程において、時の支配階層によ
って形成された身分階層構造に基づ
く差別で、いわゆる部落差別により
基本的人権が侵され、誰もが保障さ
れている権利と自由が完全に保障さ
れていないという重要な問題です。
同和問題をはじめとする様々な差
別が私たちの身近なところでも存在
し、今でも身元調査が行われているほか、最近ではインターネットで差
別的な情報を流すなど悪質化・陰湿化しています。
これらの人権問題を解決するためには、自分自身の問題として、「気
づき」「考え」「行動する」力を身につけ、人権意識を育てていくことが
大切です。差別のない明るい社会の実現に向けて取り組みましょう。

～ふれあいのまち 差別のないまち～
９月は「同和問題啓発強調月間」です 「よりよい人間関係

づくりのために」

■問 市 人権政策課(米原庁舎) 1 52ー6629 5 52ー4539

●日 時 9月6日(木)
19時～21時

●会 場 米原公民館

今回の講座は、人権学習ファシ
リテーターの加

か

藤敏明
とう と し あ き

さんを講師
に迎え、人や社会とつながるコミ
ュニケーションスキルを学びます。

■問 米原市人権教育推進協議会
1・5 54ー2220

選挙管理員会からの
おしらせ

米原市長選挙および
米原市議会議員補欠選挙の
日程について
平成25年3月5日任期満了に

伴う、米原市長選挙の日程を次
のとおり決定しました。また、
米原市議会議員の欠員に伴う補
欠選挙についても、市長選挙に
併せて執行します。
●告示日 平成25年2月10日(日)
●投開票日 平成25年2月17日(日)

琵琶湖海区
漁業調整委員会委員
選挙人名簿への登載申請について
平成4年12月6日以前に生ま

れた人で、次の要件に当てはま
る人は、選挙人名簿への登載を
申請することができます。
●登載資格
・琵琶湖で年間90日以上漁船を
使用する漁業を営む人または
漁業者のために漁船を使用し
て水産動物の採捕もしくは養
殖に従事している人

・滋賀県知事が特定の漁業につ
き漁業者または漁業従事者の
範囲を拡張した対象者

●申請期限 9月5日(水)
■市選挙管理委員会(米原庁舎総務課内)
1 52ー1552 5 52ー4447

き ら め き 人 権 講 座
第2回

申込不要
参加無料
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近江中山道最大の宿場で、多賀大
社の門前町としてにぎわった高宮宿
から愛知川宿までのウォーキングで
す。
日時s10月20日(土)
行程s南彦根駅(10時30分集合)―高
宮宿―無賃橋―伊藤忠兵衛記念館
―愛知川宿―愛知川駅(15時30分
頃解散予定)

定員s先着50人
参加料s400円
申込s電話・ファックス・メールで
下記まで。受講料は当日集めます。

■ 柏原宿歴史館
1・5 57ー8020
habiro@za.ztv.ne.jp

日時s10月20日(土)
場所s彦根カントリークラブ
定員s先着120人
参加資格s市内在住・在勤の方
料金s参加料3,000円＋プレー代金
11,360円(昼食1,000円分付)
＊参加料は当日集めます。
申込s10月5日(金)までに、市役所
各庁舎または各公民館に設置した
申込用紙にて下記までお申し込み
ください。ファックス可。

■ 米原市ゴルフ協会事務局
ゴルフライフいぶき（山田）
1 57ー1555 5 57ー1556

春に大好評だったコンサートの第
2弾、「ブルーアイランド氏がお贈り
する歌とピアノによる四季～秋から
冬へ～」を開催します。青島先生の
曲の解説とピアノ、テノール歌手に
よる歌でお楽しみください。
日時s12月8日(土)13時30分～
会場sルッチプラザベルホール310
チケットs全席指定席
前売大人1,500円 高校生以下1,000円
当日大人2,000円 高校生以下1,500円
＊友の会会員は１割引
＊9月6日(木)からチケット発売
友の会は前日から先行予約
＊販売はルッチプラザ
155ー7150(予約専用)など
■ ルッチプラザ

1 55ー4550 5 55ー4556

乳幼児を育児中のご
両親とご家族を対象に
講習会を開催。講師は
当院小児科医長の奥

おく

野
の

計寿人
か ず と

です。参加は無料で託児も行
います。
日時s10月13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
申込s10月3日(水)までに下記へ。
■ 長浜赤十字病院 社会課

1 63ー2111 5 68ー3312

グラウンドゴル
フをきっかけに、
新たな出会いのひ
とときを楽しみま
せんか。
日時s10月21日(日)10時～
会場s近江母の郷文化センター
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。なお、男性の方で
今年の3月と7月に開催したイベ
ントに連続参加された方は、今回
はご遠慮ください。

募集人数s男女各15人
＊定員を超えた場合は抽選
参加負担s男性 5,000円

女性 3,000円
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。

応募期間s9月3日(月)～9月28日(金)
その他▼
・抽選結果は、後日郵送でお知らせ
します。負担金は参加確定後に徴
収し、その後のキャンセルについ
ては、負担金の返金はできません。

・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」の
相談員が共有することにご了承く
ださい。

■ 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

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 

催し 

催し 子育て支援講習会
「これから流行

は や

る病気」

催し 第6回米原市民
チャリティーゴルフ大会

催し ～湖北で出会いを～
グラウンドゴルフDe婚活！

近江中山道歴史ウォーク
秋の中山道を歩く

催し ルッチプラザ
青島広志コンサート

「スローウォーターなくらし」
発刊！
平成23年度に市が実施し

た市内の水環境調査をまと
めた冊子「スローウォータ
ーなくらし～未来へ受け継
ぐ水源の里まいばらの水文
化～」を発刊しました。
この冊子では、調査に

よって明らかになった
250を超える地域の湧き
水や滝の紹介、農業水利、水神信仰、水争
い、水力発電など、あらゆる視点から水と地域との
関わりについて分析しています。市内公共施設に設
置しているほか、市公式ウェブサイトにも掲載して
いますので、ぜひご覧ください。

■ 市環境保全課(伊吹庁舎)1 58ー2230 5 58ー1630




