
日　時…10月11日㈫　午後１時30分～３時30分
場　所…コミュニティセンターなかさと大ホール
対　象…どなたでも　※定員200人
テーマ…障がい者虐待をなくそう
　　　　　　～気づきとまちづくり～
講　師…越野　緑さん
　　　　　（大津市障害者虐待防止センター相談員）
参加費…無料
※�手話通訳や要約筆記（文字による通訳）が必要な人

は、10月３日㈪までにご連絡ください。

問い合わせ…障がい者自立支援課地域生活支援室
　　　　　　（障がい者虐待防止センター）
　　　　　　☎587－6169、FAX586－2177

募集部門…�小学生の部、中学生の部、高校生の部、一
般の部に区分

　　　　　▷標語
　　　　　▷詩（400字程度、A４サイズ）
　　　　　▷�作文（1,200字以内、市販の原稿用紙また

はA４サイズの用紙）
　　　　　▷ポスター（四ツ切り画用紙に限る）
応募資格…小学生以上の市内在住・在学・在勤者
審査方法…�野洲市人権啓発推進協議会会長が依頼する

審査委員が審査します。
その他…�応募作品は各部門１点、自作の未発表作品に

限ります。応募作品は基本的には返却しませ
ん。作品の著作権は野洲市および野洲市人権
啓発推進協議会に帰属し、人権啓発を目的に
公開・活用します。

応募方法…�10月31日㈪までに応募作品に住所、氏名、
年齢を記入のうえ、郵送または持参のいず
れかで野洲市人権啓発推進協議会事務局へ
応募してください。標語・詩部門は、Eメー
ルでの応募も受け付けます。野洲市立小学
校・中学校の児童生徒、県立野洲高等学校
および野洲養護学校の生徒の作品は、それ
ぞれの学校に提出してください。

※�応募用紙は市ホームページからダウンロードまた
は、市内の各コミュニティセンターおよび野洲図書
館に設置しています。
問い合わせ…�野洲市人権啓発推進協議会事務局（人

権施策推進課内、〒520－2331野洲市小
篠原1780番地）☎587－6041、FAX518－
1860、Eメ ー ルjinkenshisaku@city.yasu.
lg.jp

障がい者理解促進研修･啓発事業（虐待防止支援）
講演会を開催します

「人権尊重をめざす作品」を募集します！

　地域で障がい者の虐待防止への理解や支援が広がることは、障がいのある人が安心して暮らせる社会の実現に
つながります。障がい者虐待を防ぐための気づきと、地域支援について、一緒に考えてみませんか。

　社会の中には同和問題をはじめ、障がい者、外国人に対する差別など、さまざまな人権問題が存在しています。
人権について一人ひとりが自ら考え、人権の大切さに気づいていただく機会とするために、広く人権作品を募集
します。
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いきいき百歳体操＆たちばな健康体操
運動研修会

　皆さんが年齢を重ねてもいつまでも自分の事は
自分でできる元気な体でいるため、今から取り組
む事が大切です。
　DVDを見ながら簡単にできる「いきいき百歳体
操」と「たちばな健康体操」をご紹介します。こ
の機会に体を動かし、今後の運動のひとつとして、
一緒に取り組んでみませんか。
日　時…９月20日㈫
【午前の部】10時～11時30分（受付／９時30分～）
【午後の部】１時30分～３時（受付／１時～）
　※�実施内容は同じですので、どちらかでご参加

ください。
場　所…野洲市総合防災センター２階研修室
　　　　（野洲市辻町488番地）
対象者…�地域で運動に取り組みたいと思っている

人・運動に興味のある人、各部先着70人

内　容…いきいき百歳体操の紹介
　　　　講義・実技「たちばな健康体操」
　　　　　～DVDを見ながらチャレンジ！～
講　師…安彦鉄平さん
　　　　（京都橘大学健康科学部）
参加費…無料
持ち物…�筆記用具、めがね（必要

な人）、お茶か水など
　　　　※動きやすい靴・服装でお越しください。
申し込み�・問い合わせ…９月15日㈭までに①氏名

②住所・連絡先③【午前の部】、【午後の
部】の希望を地域包括支援センター（野
洲市健康福祉センター内、野洲市辻町433
番地１）☎588－2337、FAX586－3668

※�訓練実施・ドクターヘリの離発着のため、図書
館の駐車場をご利用ください。コミュニティバ
スもご利用できます。

野洲市＆

京都橘大学

子どもの健康づくり教室
～子どもの発達～

　

９月５日㈪

第１回

発達年齢にあった　ほめかた・叱りかた　～乳児から3歳ごろまで～
　「ことばを話さない赤ちゃんには、何を言っても分からないの？」「叱っても分かるの
はいつから？」など、子どもさんにどう接していいのか迷ったり困ったりしたことはあ
りませんか？毎日ぐんぐん大きくなる子どもたちの体やこころの成長について、赤ちゃ
んから３歳頃までの対応について考えてみませんか。

９月12日 ㈪

第２回
発達年齢にあった　ほめかた・叱りかた　～3歳から就学前まで～
　「これから園に入ったらうまくやっていけるのかな」、「この子はどんなふうに成長し
ていくのかな」等思ったことはありませんか？少しずつ自分でできることが増える３歳
からの子どもたち。その成長を知って、これからの育児の参考にしてみませんか。

９月29日 ㈭

第３回

きょうだい関係の対応のコツ
　「きょうだいができて赤ちゃん返りをして…」「上の子にさみしい思いをさせてないか
な…」「上の子、下の子にもどのように対応してあげたらいいか」等悩んだことはあり
ませんか？
　また、これからきょうだいがほしいなと考えている人など、きょうだいができた子ど
もの気持ちや関わり方について、考えてみませんか。

時　間…午前９時30分～正午（受付／９時15分～）
場　所…野洲市健康福祉センター（野洲市辻町433番地１）
対　象…乳幼児を持つ保護者（定員40人、事前申し込み要）
内　容…講話・グループワーク
講　師…日比野英子さん（京都橘大学�健康科学部長／臨床心理士）
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

暮らしの情報
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９月10日は「下水道の日」
宅内排水工事がまだのご家庭はお早くお願いします！！

宅内排水工事をするには…
①工事店の決定

　野洲市指定工事店の中から工事店を選び、工事に
関して設計、見積書の内容をよく検討します。以後
の工事手続きは工事店が代行します。指定工事店に
ついては、上下水道課または市ホームページで確認
してください。

　　➡
②工事開始

　市からの計画確認書が届いたら工事開始です。排
水管、汚水桝を取り付け、排水管を公共汚水桝に接
続します。

　　➡
③完了検査

　工事が終わり、工事店から上下水道課に完了届が

提出されると、上下水道課の検査員が検査を行いま
す。合格したものに「排水設備検査済証」を交付し
ます。

問い合わせ…上下水道課☎589－6433、FAX589－5041

【安治自主防災会（安治自治会）】
　宝くじ助成を受け、地域の火災予防活動の充実を図
るため、積載台車付き小型消防ポンプ、消防ホースお
よび角型組立槽等の消火活動資機材を整備しました。
　これにより安心できるまちづくりが期待されます。

問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－4033

　９月１日～10日は屋外広告物適正化旬間です。この
期間に合わせ、屋外広告物クリーンキャンペーンを実
施しています。屋外広告物の適切な維持管理や日常の
安全点検の普及啓発、違反広告物の是正指導、パトロー
ル等を行います。
　屋外広告物を掲示する場合は、ルールを守り、安全
で美しいまちづくりにご協力ください。

●�屋外広告物の掲示にはさまざまな規制があり、許可
が必要です。掲示される場合は、事前に都市計画課
へ相談してください。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

（財）自治総合センター宝くじ助成を
受け備品を整備されました

“県内一斉”屋外広告物クリーン
キャンペーンを実施します！

　毎年９月10日は「下水道の日」です。
　せっかく下水道が整備されても、宅内排水工事をしないと住環境や河川の美化につながりません。供用開始区
域で宅内工事がまだのご家庭は、早めに下水道への接続工事をしてください。
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　あなたの日常の出来事や感想を短歌・俳句・川柳・冠句（配題あり）・情歌（配題あり）・詩（ポエム）
に詠んで、あなたの一句を「文学の散歩道」に応募してみませんか。

募集部門…�短歌、俳句、川柳、冠句（配題あり）、
情歌（配題あり）、詩（ポエム）

応募資格…市内在住・在勤・在学者
応募条件…�１人各部門３作品以内（複数部門応募

可）、詩は１作品20行以内
公開方法…�野洲文化ホール前に各部門上位３作品

を月末頃から約１ヶ月間掲示します。
応募用紙にペンネームや雅号を書かれ
ている人は、本名を公表しません。

その他…　◇�所定の用紙または任意様式にて応募
してください。

　　　　　◇�複数部門を出品される場合は、それ
ぞれ応募用紙を作成してください。

　　　　　◇�応募作品には氏名・住所・電話番号
と市内在勤・在学者は学校名、勤務
先を記入してください。※必ず楷書
で記入

　　　　　◇�入選された人は次回の投稿者交流者
（審査会）の際、選者となる権利を有
します。毎月中頃、前月入選者を中
心とした投稿者交流会を実施し、入
選作品を決定します。

　　　　　◇�出品料は無料です。経験・未経験は
問いません。

応募方法･･･�毎月10日午後４時までに野洲文化ホー
ル玄関付近に設置の応募箱へ投函して
いただくか、郵送または持参のいずれ
かで生涯学習スポーツ課へ応募してく
ださい。※土曜・日曜日、祝日の場合
は、次の最初の開庁日

<配題>
冠句

（歌の最初にその月の
配題を入れてください）

情歌
（歌の中のどこかにそ
の月の配題を組み込ん
でください）

９月 いろいろと ピンチ
10月 ふと思う 無茶
11月 母の顔 練習
12月 飛び回る 鳴る
１月 プレゼント 淡い
２月 舞い上がる 豆
３月 まだ寒く ブーム
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、
　　　　　　FAX587－3835

日　時…９月22日㈷　午前10時～11時30分
　　　　　　　　　　　（受付／午前９時30分～）
講　師…村上温子さん
　　　　　（ヴォーリズ老健センター支援相談員）
テーマ…認知症の“人の気持ち”
対象者…市内在住・在勤者
定　員…80人
会　場…歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研修室
受講料…無　料
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

　市民の皆さんに、日ごろの創作活動の発表と鑑賞の
機会を持っていただき、芸術文化への関心を高めてい
ただけるよう、美術展覧会を開催します。
部門…絵画、彫刻、工芸、書、写真
会期…９月11日㈰～17日㈯
　　　午前10時～午後４時（全部門）
　　　※12日㈪は休館、入場無料
会場…野洲文化小劇場（野洲文化ホール横）
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

生涯楽習セミナー開催第13回野洲市美術展覧会開催
（第46回滋賀県芸術文化祭参加）

文学の散歩道
あなたの一句をお待ちしています募集！

暮らしの情報
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ファミリー健康体力向上事業　体力測定会

日　時…９月24日㈯　午前の部　10時～正午（受付/９時30分～）
　　　　　　　　　　午後の部　１時30分～３時30分（受付/１時～）
会　場…野洲市総合体育館
対　象…市内在住・在勤・在学者（各部定員80人程度）　※小学生は保護者同伴要
内　容…6種目の体力テストを体験し総合的な体力年齢がわかります。
　　　　【6歳～64歳】①握力②上体起こし③長座体前屈④反復横跳び⑤立ち幅跳び⑥20mシャトルラン
　　　　【65歳～79歳】①握力②上体起こし③長座体前屈④開眼片足立ち⑤10m障害物歩行⑥6分間歩行
　　　　※80歳以上の人も参加できます。
持　物…体育館シューズ、タオル、動きやすい服装、飲み物
参加費…無料
申し込み・問い合わせ…９月15日㈭までにファミリー健康体力測定会事務局（生涯学習スポーツ課内）
　　　　　　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

～家族で、仲間と、友達と、一人でも体力チェックにLet’s Go ！～

平成28年度野洲市秋季体育大会開催

申し込み・問い合わせ…野洲市体育協会事務局（北部合同庁舎・社会教育関係団体事務室内）
　　　　　　　　　　　☎589－3381　※受付は午前９時～午後４時（日曜日、祝日は休み）
主催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会

競技種目 開催日 開催場所 申込期間

バドミントン
（一般・高校生含む） ９月18日㈰ 総合体育館

一般の部９月９日㈮まで

中学生の部９月16日㈮まで

弓道 10月２日㈰ 守山市民体育館弓道場 ９月10日㈯まで

ソフトボール 10月２日㈰
予備日：10月９日㈰ 野洲川河川公園 ９月24日㈯まで

グラウンド・ゴルフ 10月6日㈭
予備日：10月７日㈮ 蓮池の里 ９月24日㈯まで

バスケットボール　
（一般、中学生） 10月８日㈯・９日㈰ 総合体育館

一般９月24日㈯

中学生９月24日㈯まで

ゲートボール 10月17日㈪
予備日：10月18日㈫ 健康福祉センター多目的広場 10月１日㈯まで

ペタンク 10月20日㈭
予備日：10月21日㈮ 市民グラウンド ９月30日㈮まで

軟式野球 10月23日㈰・30㈰
予備日：11月6日㈰ 野洲川河川公園　他 10月２日㈰まで

ショートテニス 11月19日㈯ 総合体育館 11月５日㈯まで

健康マラソン 12月４日㈰ 野洲川河川公園 11月25日㈮まで

武術太極拳 ２月12日㈰ 総合体育館 12月24日㈯まで
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内容…１．日記帳/月間・週間予定表
　　　２．�各種最新統計資料/滋賀県や県内

市町の主な統計データを掲載
　　　３．�便利な生活情報/19市町別紹介

ページ/県内官公庁や各種施設の
一覧など

装丁…サイズ139mm×82mm
料金…１冊600円
申し込み…９月26日㈪までに企画調整課
　　　　　☎587－6039
※引渡しは、11月上旬（予定）頃となります。

9月24日～30日は、【結核予防週間】

「かぜ？！　もしかして…結核？！」
　結核は昔の病気ではありません。今も国内で年間
２万人以上が発症している現代の病気です。
　定期健診、早めの受診が社会のマナーです。
　自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、家族
や友人などへの感染を防ぐためにも、早期発見・早期
治療が重要です。定期的に健診を受け、かぜかなと思
う下記のような症状が長く続くようなら、必ず診療を
受けてください。
　　□咳（せき）が２週間以上続く。
　　□体がだるい。
　　□痰（たん）がでる（痰に血が混ざる）
　　□微熱が続く。
●�満65歳以上の人（昭和27年３月31日以前に生まれた
人）は、結核検診を医療機関で受けることが出来ま
す。（無料）

実施医療機関…�野洲市・守山市の医療機関（詳細は健
康推進課へお問い合わせください。）

（40～64歳の人は平成28年５月より新たにスタートし
た肺がん検診をお勧めします。）

　結核を発症した場合、無治療でいると50%程度の人
が亡くなってしまうといわれています。
　現在は、医療の進歩もあり治らない病気ではなくな
りました。一人ひとりが結核に関心を向け、正しい知
識を持つことが大切です。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

2017年版 県民手帳 予約受付中!!

県民手帳は、市内の書店（ふたば書房、
未来屋書店、本のがんこ堂）や一部セブ
ンイレブンでも販売される予定です。

 

 

県民手帳が新しくなりました！
県内施設の割引が付いて、週間予定表が
2017年１月から2018年3月までになりました！

滋賀県なんでも

一番を掲載

暮らしの情報
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　老齢基礎年金（国民年金）の上乗せや補完を目
的に、通常の国民年金と組み合わせて、付加年金
に加入することができます。

○付加年金
　国民年金の第１号被保険者または65歳未満の任
意加入被保険者は、定額保険料に加えて、付加保
険料（月額400円）を納付しますと、年金受給時
に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の
付加年金が上乗せされます。
　付加年金は定額のため、物価スライド（増額・
減額）はありません。年金を受け取り始めて２年
で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年
金額を受け取ることができます。
　付加保険料を納めるためには申し込みが必要で
す。付加保険料の納付は、申し込みをした月分か
らとなります。
※�国民年金基金に加入している人は付加保険料を
納めることはできません。

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課　☎587－6081、
　　　　　　　　　　　　� FAX586－2177

受け取る年金額を増やすには？
「付加年金」のご案内

　交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵
守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防
止の徹底を図ることを目的に秋の全国交通安全運動が
実施されます。
運動の基本
　「子供と高齢者の交通事故防止｣
運動の重点
　①�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事

故防止（反射材用品等の着用および自転車前照灯
の点灯を徹底する。）

　②�後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底（車に乗れ
ばまずシートベルト・チャイルドシートを着用す
る。）

　③飲酒運転の根絶（飲酒運転は犯罪です。）
　また、秋の全国交通安全運動期間最終日の９月30日
㈮を「交通事故死ゼロを目指す日」としています。
　交通事故のない安全安心な滋賀を目指し、交通マ
ナー向上の輪を広げましょう。
問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

秋の全国交通安全運動の実施
実施期間：９月21日（水）～30日（金）

　救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、かつ、
救急医療関係者の意識高揚を図るため、９月９日を「救急の日」とし、この
日を含む一週間（９月４日～10日）までを「救急医療週間」として救命講習
会等の普及啓発運動を実施しています。
　この機会に、応急手当の必要性と救急車の正しい利用法について考えてみ
ませんか。講習等については最寄りの消防署へお問い合わせください。
問い合わせ…東消防署☎587－1119、FAX586－2266
　　　　　　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421

９月９日は「救急の日」
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