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「生」を豊かにするためには「性」は避けては通
れない問題です。タブー視されてきた障がい児者
の性の問題を直視することで、誰もが暮らしやす
い環境について考えましょう。
1日の参加でも楽しめ、どなたでもご参加いただ

けます。
●日時 第1部 7月17日(日)  13時30分～

第2部 7月23日(土)  13時30分～
●会場　米原公民館　大ホール
●料金　会　員　　　　 2日券　500円 1日券　300円

一般（前売り） 2日券　800円 1日券　500円
一般（当　日） 2日券1,000円 1日券　600円

※前売り券は入場整理券として米原公民館、ルッチプラザ、ジ
ョイいぶき、はにわ館、六角館（長浜市）で取扱いしています。

■問 特定非営利法人 発達障がいサポートネットでこぼこフレンズ
1 080－6132－8439

障がい児者の豊かな生と性を育む講演会
講師 東

ひがし

みすゑ
え

さん（福祉　ゆいの会）

いじめやパワハラといった人権侵害を解決し、
防止するための「人間関係のあり方、コミュニケ
ーションスキル」の重要性について考えます。（受
講料無料・申込不要）
●日時　7月21日(木)19時～
●会場　米原公民館　2階研修室

■問 米原市人権教育推進協議会　1 54－2220

第1回きらめき人権講座
講師 加

か

藤敏明
とう と し あ き

さん（人権学習ファシリテーター）

野生のオオムラサキを観察
するほか、クワガタやカブト
ムシなどのエサも作ります。
●日時　7月17日(日) 

15時～
・多和田会館集合
・雨天の場合は、18日（月・祝）

●持ち物　水筒・筆記用具・雨具
あれば双眼鏡やカメラ

■問 近江・オオムラサキを守る会
1 54－0440（代表 樋口）

オオムラサキの観察会

下水道処理場の見学や水をきれいにする微生物
の観察など、楽しみながら下水道処理について学
びませんか。
●日時　7月28日(木)～30日(土）9時30分～11時30分
●会場　東北部浄化センター（彦根市松原町）
●定員　小学生とその家族、各日10組程度（先着順）
●申込　電話で下記まで連絡

■問 (財)滋賀県下水道公社　東北部事務所　
1 0749－26－6633

夏休み自由研究講座

人権を尊重した楽しい家庭づくりや明るく住み
よいまちづくり、相手の気持ちを思いやることの
大切さや実践を題材とした作品を募集します。部
門は次の3つです。
①人権ポスターの部……四つ切り画用紙（縦書
き・横書き、画材は自由）を使用し、人権のメ
ッセージを盛り込んでください。貼り絵や文
字・絵等が貼ってあるものは不可

②人権標語の部……用紙・様式は自由
③人権手記の部……400字詰め原稿用紙5枚以内
●応募資格　米原市内に在住・在勤の方
●応募締切　9月9日（金）まで
●その他　　
＊作品には、住所・氏名

ふりがな

・電話番号を記入。
＊作品は、自作・未発表のもので、1人1点。
＊著作権は主催者に帰属し、作品は返却しません。

■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

人権に関する作品を募集！

イワナなど、渓流魚の魚つ
かみや塩焼き体験もできる、
ダム湖周辺の自然観察会です。
●日時　7月9日(土) 10時30分～13時30分
●会場　姉川ダム管理事務所（曲谷）
●定員　40人　申込多数の場合は抽選
●申込　7月6日(水)17時までに電話で連絡

■問 姉川ダム管理事務所　1 59－0061

姉川ダム夏の自然観察会
森と湖に親しむ旬間

中山道・柏原宿に伝わ
る高札（現代の掲示板）
を一堂に会して紹介。
●会期　7月12日(火)～9月4日(日) 9時～17時
●会場　柏原宿歴史館（月曜・祝日の翌日は休館）
●入館料　大人300円　子ども100円

やいと祭の期間(7月23・24日)は無料！

■問 柏原宿歴史館　1 57－8020

日常では経験できない冒険の世界を体験しませ
んか。
―第1部―　いかだで姉川下り。気球体験やキャンプも！
●日時 7月30日(土)13時～31日(日) ●参加費 1,300円/人
●会場 南浜緑地公園・姉川河口付近 ●対象 小学生 先着80人
―第2部―　子どもの可能性について考えるシンポジウム
●日時 7月31日(日)13時～ ●参加費 無料
●会場 湖北文化ホール ●対象 どなたでも

■問 (社)長浜青年会議所　1 63－2400

みなみはま冒険王国　つなげワンピース！湖北の宝

ミニ企画展「柏原宿の高札
こうさつ

大集合！」
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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。また、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、秘密厳守。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。

■問 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
■■申・■問 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・
第4木曜日に開設しています。相談
は無料です。お気軽にご来場くださ
い。
日時s7月14日（木）・7月28日（木）

いずれも13時30分～16時
会場s伊吹薬草の里文化センター
■問 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。

■■申・■問 市 人権政策課(米原庁舎)
1 52－6629 5 52－4539

日本司法支援センター「法テラス」
は、国により設置された法人です。
金銭問題・離婚・隣人トラブルな

ど、法的なトラブルでお困りの方は、
一人で悩まずにお気軽にご相談くだ
さい。解決に役立つ法制度紹介や相
談窓口の情報を無料でご案内します。
また、経済的に余裕のない方が法

的トラブルにあわれた際には、無料
法律相談や必要に応じて弁護士・司
法書士費用の立て替えを行います。
法テラスサポートダイヤル

0570－078374
■問 法テラス滋賀

1 050－3383－5454

心配ごと総合相談

男女共同参画
「こころの悩み相談室」

トラブルにあったら
まずは「法テラス」へ

法律相談

結婚相談

７月の時間外窓口のご案内

実施日s7月7日(木)･21日(木)
伊吹庁舎・近江庁舎
7月14日(木)･28日(木)
山東庁舎・米原庁舎

実施時間s19時まで延長
《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

・外国人登録に関する証明書の発行
・税に関する証明書の発行
・税金の納付
・125cc未満のバイクの登録
・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

７月の税等料金・納付のお知らせ

s固定資産税 第2期
s国民健康保険税（普通徴収） 第2期
s後期高齢者医療保険料（普通徴収）第1期
s介護保険料（普通徴収） 第2期
s保育所保育料　 7月分
s水道料金 7月分
（5～6月使用量を1/2したもの）

s下水道使用料 7月分
山東・伊吹・米原地域　
（5～6月汚水量を1/2したもの）
近江地域
（4～5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８月１日（月）

■問 市収納対策課（近江庁舎）
1 52－3189 5 52－6930

相談日 会　場

7月14日(木)

7月21日(木)

7月28日(木)

伊吹薬草の里文化センター
（春照37）

Ｓ・Ｃプラザ内 男女共同
参画センター(一色444)

和ふれあいセンター
(朝妻筑摩34-6)

相談日

7月14日(木)

8月11日(木)

会　場

やすらぎハウス（顔戸21-2）

愛らんど（春照56）

今月の表紙

6月4日に近江長岡で｢ホタルパ
レード｣が行われました。このパ
レードは、旧山東東小学校で30年
以上前から続けられてきた歴史が
あり、今年４月に山東西小学校と
統合し、新たに開校した山東小学
校に引き継がれたものです。
パレードでは、鼓笛隊、手作り

のほたるみこしを持った児童62人
が、大きな声で「ホタルの保護」、
「ホタルのすむ環境の保全」を呼
び掛けていました。
（撮影／写真サポーター松居直和）

ホタルの
住みよいまちにしょう！
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東日本大震災
被災者・ご家族・関係者のみなさんへ

震災による不安やストレス、
心の疲労について、産業カウン
セラーが相談に応じます。

●受付時間　13時～20時
●相談電話　0120-216633

■問 (社)日本産業カウンセラー協会
1 03-3438-4568

こころの無料電話相談
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休日の救急医療は、当番制で対
応しています。受診の際には、保
険証・お薬手帳などをお忘れなく。

■問 市 健康づくり課(山東庁舎)
1 55－8105 5 55－2406

7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

就職は生活の安定や生きがいを求めるうえ
で、とても重要なことであり、その採用時や
入社後に、家庭の状況や出身地などで差別す
ることは許されないことです。
近年、就職差別の事象は減少しているもの

の、採用面接で不適正な質問が見られた事例
や、内定後に不適正な書類の提出が求められ
た事例などもあり、人権尊重の理念に立脚し
た取り組みの充実がいっそう求められていま
す。
7月の強調月間には、同和問題の解決と就職

差別の撤廃に向けた企業内での研修が、県内
で統一的に実施されます。同和問題に対する
正しい理解と認識を深め、差別のない明るい
職場づくりを推進しましょう。

７月は
「企業内同和問題

啓発強調月間」です

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
（長浜市八幡東町632）

受付時間　08時30分～11時30分
12時30分～17時30分

165-1525

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
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（日）
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日赤
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○

日赤
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○
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○

■問 市 商工観光課（伊吹庁舎） 1 58－2227

「社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、立ち直
りを支える地域のチカラ～」は、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生に対する理解を深め、犯罪や非行
のない明るい地域社会を築こうとするもので、毎年7月
に全国的な運動が展開されています。
また、夏休みを迎えて生活バランスを崩しやすい７月

は、「青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」でもあ
ります。この機会を通じて、明るく住みよい地域社会や
青少年の健全育成について考え、地域の“絆”を大切に
しながら取り組みを進めましょう。

７月は「社会を明るくする運動」
「青少年の非行・被害防止

滋賀県強調月間」です

第61回“社会を明るくする運動”
米原市地区実施委員会

社会福祉課（山東庁舎） 1 55－8102
米原市青少年育成市民会議
こども元気局（山東庁舎）1 55－8104
米原市少年センター 1 54－5001

あなたの夢が拓きます 放 送 大 学

放送大学 滋賀学習センター Tel. 077-545-0362

出願期間 平成23年６月１日～平成23年８月31日

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。

〒520－2123 大津市瀬田大江町横谷1－5 龍谷大学瀬田キャンパス内

入学試験はありません。 １科目でも学べます。
大学卒業資格が取得できます。 自宅で学べます。

広報秘書課 152－6627

親子の絆メッセージ
親から子へ

いろんなことがあって、へこむこともあるけど、私が成長
するために必要だから、そのためにここにいてくれるんだね。
お母さんを選んで生まれてきてくれてありがとう。



米原出張窓口での申請受付は平日
の火・水・木曜日ですが、7月19日
（火）は県立文化産業交流会館が休館
のため、米原出張窓口はお休みです。
なお、大津窓口（ピアザ淡海/大

津市におの浜）は、土・日・祝日・
年末年始を除き、申請受付業務を行
っています。
■■問 滋賀県パスポートセンター

1 077－527－3323

滋賀県福祉人材・研修センターの
職員が、福祉や介護の仕事の内容や、
必要な資格などに関する相談をお受
けします。事前申し込みは不要です。
お気軽にご来場ください。
相談日s7月12日（火）毎月第2火曜

13時30分～16時30分
会場sハローワーク彦根（彦根市西
今町 彦根地方合同庁舎1階）

携帯電話で検索「福祉のお仕事」
このサイトでは、
福祉・介護の求人
情報が検索できる
ほか、資格情報も
掲載しています。

■問 滋賀県福祉人材・研修センター
1 077－567－3925

県内在住の55歳から65歳の方で、
講習内容に係る就業を希望し、ハロ
ーワークで求職登録をされている方
を対象に開催します。
いずれも受講料は無料で、応募多

数の場合は抽選となります。
①介護員（ヘルパー2級）養成講習
日程s7月21日（木）～11月18日（金）
会場sびわこ学院大学（東近江市）
定員s40名
締切s7月6日（水）
②フォークリフト技能講習
日程s7月29日（金）～8月5日（金）
会場sクレフィール湖東（東近江市）
定員s20名（要普通自動車免許）
締切s7月13日（水）
■■問 滋賀県シルバー人材センター連合会

1 077－525－4128
5 077－527－9490

地域ブランド力の強化や地域経済
の活性化を図るため、県内の中小企
業が実施する地域資源を活用した新
たな事業に対して支援します。
詳しくは、次のウェブサイトをご

覧いただくか、下記までご連絡くだ
さい。
http//www.shigaplaza.or.jp/
募集期間s7月1日(金)～7月25日(月)
■■問 (財)滋賀県産業支援プラザ

1 077－511－1413

この事業は、米原市と長浜市に住
む障がいを持つ子どもたちが、創作
活動や機能訓練を通じて余暇時間を
楽しみながら規則正しい生活を送る
ことで、自立を支援することを目的
に毎年開催しています。
事前説明もさせていただきますの

で、ぜひボランティアとしてご協力
ください。
活動日程▼
7月21日(木)～8月20日(土)の
うち16日間　
9時30分～15時30分くらいまで
会場s長浜養護学校・六角館など
活動内容sプール、音楽療法、調理
活動、絵画教室など

■■申・■問 湖北サマーホリデーサービス事業
を推進する会（会長 山中）
1 090－5134－5602
URL http://fhp.jp/samahori/

ものづくりの夢を実現するために
必要な知識や技術を学びませんか。
関心のある方は、ぜひオープンキャ
ンパスへご来場ください。
日程s7月16日(土)9時30分～12時30分

8月7日(日)13時30分～17時
場所sポリテクカレッジ滋賀（近江八幡市）
■問 滋賀職業能力開発短期大学校
(ポリテクカレッジ滋賀)
1 0748－31－2254
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「福祉のお仕事」出張相談

湖北地域サマーホリデーサービス
ボランティア募集

ポリテクカレッジ滋賀
オープンキャンパス2011

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

パスポートセンター
米原出張窓口からのおしらせ

「広報まいばら」「市公式サイト」への広告掲載に関するお問い合わせは市　広報秘書課 152－6627へ…
◎広報まいばら　広告掲載料金：１枠　15,000円（13,300部発行・市内全戸配布）
◎市公式サイト　広告掲載料金：１枠・１月　10,000円（月平均アクセス数　23,000件）

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 草津市渋川1丁目9番41号 
TEL 077-565-3180 
月～土 9：00～19：00
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草津駅 
徒歩5分 

再就職・就業支援
シニア対象「講習会」のご案内

「しが新事業応援ファンド」
助成金について




