
問い合わせ…野洲クリーンセンター☎588－0568、FAX586－2150

近江富士花緑公園 「第二回 桜まつり」 を開催します！

　野洲クリーンセンターで環境について、見て、知って、
体感してこれからの環境を考えるイベントを開催します。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…５月20日㈰　午前10時～午後２時
場　所…野洲クリーンセンター（野洲市大篠原3335番地）
内　容… 施設見学ツアー、小型家電および水銀使用製品の

無料回収、各種体験講座、パネル展示、フリーマー
ケット等

　　　　※詳細は「広報やす」５月号に掲載します。

～ フリーマーケット出店者募集 ～
　やす環境フェスタ2018内でフリーマーケットを実施しますので、出店者を募集します。

募集区画… 16区画
　　　　　（１区画3.6m×６m　車両の駐車スペース含む）
出 店 料…500円／１区画　※当日に現金徴収
出 店 品… 家庭で不用になった日用雑貨、衣類等および手

作り作品
申し込み… ４月20日㈮（必着）までに往復はがきの往信用

に郵便番号、住所、代表者氏名（ふりがな）、電
話番号を、返信用の宛名に郵便番号、住所、氏
名を記入し投函してください。

　　　　　　【宛先】〒520－2313　野洲市大篠原3335番地
　　　　　　　　　　野洲クリーンセンター「フリーマーケット係」あて

※応募者多数の場合は抽選します。
※出店の可否は５月２日㈬までに返信ハガキにて連絡します。

「やす環境フェスタ2018」 開催！！

　近江富士花緑公園内にあるソメイヨシノやシダレザクラなど約18種類、約300本の桜の花見を楽しめる桜まつり
を開催します。夜には桜をライトアップし、昼間とは一味違う幻想的な世界を演出します。
　当日販売する地元の名産品とともに春の風物詩である桜をぜひお楽しみ
ください。

日　時…４月６日㈮～８日㈰　午前10時～午後８時45分
　　　　　　　　　　　　　　（ライトアップは午後６時30分～）
　　　　※ 雨天決行
　　　　※荒天時はライトアップ中止の場合あり（近江富士花緑公園ホー
　　　　　ムページ、野洲市観光物産協会Facebookにてお知らせします。）
場　所…近江富士花緑公園（野洲市三上519番地）
問い合わせ…野洲市ライトアップ事業実行委員会（商工観光課内）☎587－6008、FAX587－3835

暮らしの情報
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■犬の登録
〇 未登録の場合は、飼い主の住所・氏名、犬の種

類・名前・生年月日等を登録して、鑑札の交付
を受けてください。

☆登録手数料…3,000円／１頭

■狂犬病予防注射 
〇 登録済の犬については、受付票（後日郵送のは

がき）と愛犬カードを持参してください。
〇 犬の体調を十分確認し、問診票（「犬の登録証」

封筒に同封）を事前に記入の上、予防注射の当
日に持参してください。健康に不安のある犬に
ついては、事前に動物病院にてご相談ください。

☆注射手数料…3,400円／１頭

■注意事項
〇雨天時でも実施します。
〇 事故防止のため、注射会場には小

さな子どもの同行は避け、犬を扱
える飼い主が連れてきてください。

〇 駐車場に限りがありますので、車での来場はご
遠慮ください。

〇 交通事情により開始時間が前後することがあります。
〇 必ず指定時間内にお越しください。定刻を過ぎ

ると次の注射会場へ移動しますので、ご注意く
ださい。

〇 近くの動物病院でも随時「登録受付」「予防注射」
を行っています。

■問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

犬の登録と狂犬病予防注射を行います
～�４月12日㈭から巡回�～

　生後91日以上の犬の飼い主には「生涯1回の登録」と「年１回の狂犬病の予防注射を受けさせること」が
法律で義務付けられています。あなたと愛犬の暮らしを守るため、必ず登録を行い、予防注射を受けましょう。

■注射日程等
日　時 注射場所 担当獣医師

４月12日㈭

９：15～９：35  大篠原自治会館
　金子　宗平（守山しっぽ動物病院☎575－0286）
　米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）
★木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）

10：00～10：35  冨波甲自治会館
11：05～11：35  野洲市役所
13：30～14：00  木部自治会館
14：20～14：45  比留田自治会館

４月17日㈫

９：15～９：45  吉川自治会館
　木村　　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）
　由里　　和世（NISHIDAペットクリニック585－6776）
★雲林院　芳規（ブリッジ動物病院☎581－3181）

10：10～10：30  菖蒲自治会館
10：55～11：25  コミュニティセンターひょうず
13：20～13：50  コミュニティセンターしのはら
14：20～14：50  野洲自治会館

４月18日㈬

９：20～９：50  行畑自治会館
　小松　繁司（小松動物病院☎583－4050）
　吉川　昌宏（やぐらどうぶつクリニック☎532－9968）
★山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）

10：15～10：45  コミュニティセンターぎおう
11：10～11：35  人権センター（グラウンド）
13：20～13：50  コミュニティセンターきたの
14：15～14：55  コミュニティセンターなかさと

４月19日㈭

９：30～10：15  近江富士会館 　藤野　和彦（栗東動物病院☎552－8001）
　金子　宗平（守山しっぽ動物病院☎575－0286）
★西山　英治（みずほ動物病院☎585－5191）

10：45～11：10  コミュニティセンターみかみ
13：30～14：00  比江自治会館
14：25～14：55  野田自治会館

４月23日㈪

９：20～９：40  コミュニティセンターしのはら
　足立　恒充（あだち動物病院☎566－0415）
　木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）
★米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）

10：05～10：30  野洲市役所
10：55～11：25  野洲川河川公園（管理事務所）
13：25～13：55  野洲市総合体育館
14：20～14：50  コミュニティセンターひょうず

５月９日㈬

９：15～９：40  コミュニティセンターみかみ
　服部　静香（スマイル動物病院☎562－1814）
　米田　弘師（ヨネダ動物病院☎567－6700）
★八木　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）

10：05～10：35  野洲市役所
11：00～11：35  富士美台自治会館（十ノ坪公園）
13：20～13：50  コミュニティセンターぎおう
14：15～14：35  小南自治会館

５月10日㈭

９：30～９：55  近江富士会館
　古池　敏英（フルール動物病院☎581－3210）
　竹谷　元喜（アーク動物病院☎561－6561）
★坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎587－6160）

10：25～10：55  市三宅自治会館
11：20～11：40  人権センター（グラウンド）
13：20～13：45  コミュニティセンターきたの
14：10～14：45  コミュニティセンターなかさと

※★の医師は待機獣医師
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　市の「子育て家庭訪問事業」として、１歳の誕生日を迎
えられたお子さまがおられる全家庭を対象に、各地域の民
生委員・児童委員、主任児童委員が訪問し、子どもの健や
かな成長と子育てを応援しています。
　「おめでとう」の気持ちとともに、
地域の子育て情報をお届けします。
子育てに関する心配ごとや悩みごと
など、気軽にお話してください。

訪問時期…1歳の誕生日頃
問い合わせ…家庭児童相談室☎587－6140、FAX586－2176

お子さんの１歳の誕生日頃に

民生委員・児童委員と
主任児童委員が訪問します！

　保育士等の資格を活かしたお仕事をご検討の人で、お子さまが保育所や幼稚園、学童保育所をご利用（予定）
の人は、市独自の保育料の一部補助制度があります。
　補助の要件等詳しい内容を知りたい人はお気軽にお問い合わせください。
　詳しくは市ホームページにも掲載していますのでご確認ください。

【制度の概要】

必要な資格 保育士の資格または幼稚園、小学校、中学校、高等学校および中等教育学校の教諭となる資格

就労要件
保育所などでの就労から一定期間以上離れておられる人で、市内保育所、幼稚園、こどもの家

（学童保育所）で週30時間以上かつ３カ月以上の勤務される人等

補助内容 養育されている児童にかかる保育料の1／4を補助（月額13,500円、２年間を限度）

問い合わせ…こども課（野洲市三方よし人材バンク）
　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176、Eメールkodomo@city.yasu.lg.jp

本年度も実施します ！

保育士等の保育料補助制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の情報を公開します

　納税者がご自身の固定資産の価格が適正であるかを判断するために、縦覧制度による情報開示を実施します。

●固定資産税の縦覧制度
　土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格、市街化区分を記載）、家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋
番号、種類、構造、床面積、価格、建築年を記載）により、平成30年度の市内の土地または家屋の価格を縦覧す
ることができます。
※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみ縦覧可
※借地人、借家人は縦覧できません。

縦 覧 期 間… ４月２日㈪～５月31日㈭
縦覧できる人…納税者または代理人
必要なもの…▽ 納税者／本人確認ができるもの（運転免許証など）
　　　　　　▽代理人／本人確認ができるもの（運転免許証など）および納税者からの委任状
縦覧場所・問い合わせ…税務課☎587－6040、FAX587－2439

　４月期の児童扶養手当（平成29年12月～
平成30年３月分）の支払いは４月11日㈬で
す。

※現在受給している人が婚姻（事実婚を含
　む）等をされた場合や、受給者本人や扶
　養義務者が、年度の途中で所得の修正申
　告をした場合は届出が必要です。

問い合わせ…子育て家庭支援課
　　　　　　☎587－6884、FAX586－2176

児童扶養手当
支払いのお知らせ

暮らしの情報
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　病児保育事業とは、国、県および市の補助事業として実施するもので、お子さまが病気やケガで保育所等への
通園ができず、保護者の仕事の都合等で家庭での保育が困難な場合などに、専用の保育施設で一時的に保育を行い、
保護者の子育てと就労の両立などを支援する事業です。病気等の症状安定期から回復期までのお子さまがご利用
いただけます。
　ご利用される場合には、原則、ご利用の前日にかかりつけ医院または該当施設の併設医院を受診し予約を行っ
てください。夜間・休日・当日の早朝は次のインターネットアドレスで予約することも可能です。ご利用の手続
きには時間を要しますのでできるだけ前日の受診をお勧めします。
※予約が満員の場合はキャンセル待ちとなります。

　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての
人は、国民年金に加入して保険料を納めなければ
なりません。
　自営業者・学生・フリーターの人などが20歳に
なったときは、住所地の市町村へ国民年金加入の
手続きが必要です。また、厚生年金保険や共済組
合の加入者（第２号被保険者）に扶養されている
配偶者が20歳になったときは、第２号被保険者の
勤務先を経由して加入の手続きを行うことになり
ます。
　なお、第２号被保険者が20歳になったときは、
加入の手続きは必要ありません。
　国民年金の加入手続きをきちんとして、保険料
を納めましょう。

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

20歳になったら国民年金

問い合わせ…病児保育室とう太（うえだこどもクリニック（小児科医院）内）☎596－3751

【保育施設】
　 　病児保育室とう太（うえだこどもクリニック　

　（小児科医院）内）
　　〒520－2331　野洲市小篠原869番地１
【予約アドレス】
　　http://ssc2.doctorqube.com/ueda-kodomo/

【予約時間】
　　インターネット予約／ 前日の午後8時～
　　　　　　　　　　　　　　　　当日の午前７時
　　（前日が休診日の場合は前の診察日）

【利用対象】
　　生後６カ月～小学校６年生
　　※ 市内在住または市外在住者（市内在勤者に限

ります。）
【利 用 日】
　　月曜～金曜日　※祝日、年末年始は休み
【利用時間】
　　午前８時30分～午後５時30分
　　※延長　午後７時まで（木曜日は除く）
【利用料金】
　　2,000円まで／日
　　　　　　　　（所得等によって異なります。）
　　※市外在住（市内在勤者）は3,000円
　　※延長料金　500円／30分
【そ の 他】
　 　利用時には、利用申込書等の手続きが必要とな

　ります。あらかじめ諸手続きを済まされると比
　較的スムーズに当日はご利用頂けます。

　　※詳しくはお問い合わせください。

病児保育事業のご案内

　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみ
ホールでは、祝日に開館していますが、大型連
休の時期は利用が大変少なく、経費節減と効率
化のため次のとおり休館します。

休　館　日
　　　　　　４月29日㈷・30日（振休）
　　　　　　５月３日㈷～５日㈷　
※５月１日㈫・２日㈬は通常通り開館します。

問い合わせ…野洲文化ホール
　　　　　　☎587－1950、FAX586－1563

野洲市文化ホール３館
休館のお知らせ
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　春季体育大会の各種目の出場チーム（個人）を次のとおり募集しています。

主　催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会
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２階・社会教育関係団体室）☎589－3381
　　　　　　　　　　　※受け付けは午前９時～午後４時（日曜日、祝日は除く）

競技種目 開催日 開催場所 申込締切日

 ソフトテニス  ４月15日㈰  野洲川河川公園  ４月７日㈯

 ペタンク  ４月19日㈭  市民グラウンド  ４月５日㈭

 軟式野球  ５月13日㈰・20日㈰  野洲川河川公園
 市民グラウンド

 ４月22日㈰　午後７時～
 コミセンやす（会議室）にて 
 申し込み・抽選

 テニス（シングルスの部）  ５月13日㈰  野洲川河川公園  ４月28日㈯

 ゲートボール  ５月14日㈪  健康福祉センター  ４月27日㈮

 バレーボール（小学生）  ５月19日㈯  総合体育館  ４月７日㈯

 サッカー  ５月20日㈰  ビッグレイク  ５月10日㈭

 武術太極拳  ５月27日㈰  総合体育館  ５月１日㈫

 弓道  ６月２日㈯  守山市民体育館  ５月８日㈫～24日㈭　当日可

 バドミントン（中学生）  ６月２日㈯  総合体育館  ５月18日㈮

 バドミントン
　（一般・高校生）  ６月３日㈰  総合体育館  ５月18日㈮

 グラウンド・ゴルフ  ６月７日㈭  野洲川河川公園  ５月22日㈫～29日㈫

 剣道  ６月９日㈯  中主B&G海洋センター  ５月23日㈬

 卓球  ６月10日㈰  総合体育館  ５月26日㈯　正午まで

 バスケットボール
　（中学生・一般）  ６月16日㈯・17日㈰  総合体育館  ５月21日㈪～31日㈭

 ソフトボール  ６月17日㈰  野洲川河川公園  ６月９日㈯

 バドミントン（小学生）  ７月21日㈯  総合体育館  ６月24日㈰

平成３０年度　野洲市春季体育大会

　野洲市老人クラブ連合会では、高齢者の生きがいづくり・仲間づくりを応援しています。何か趣味を持ちたい人、
楽しみながら仲間づくりをしたい人など、多くの人の入会をお待ちしております。

募集サークル…
　　　　【野洲市健康福祉センターで活動のサークル】
　　　　　 エルダー体操、健康太極拳、健康料理、俳画、作陶、アー

トフラワー、囲碁、将棋、笑いヨガ、ストレッチ・ヨーガ、
健康マージャン、編物

　　　　【コミセンやすで活動のサークル】
　　　　　民踊、エルダー体操、編物
対　象…60歳以上の市内在住者で、野洲市老人クラブ連合会加入または加入予定の人
会費・活動費等… サークルによって異なります。詳細は、老人クラブ連合会、高齢福祉課、市民サービスセンター、

野洲市健康福祉センターに設置の募集案内チラシをご覧ください。
申し込み・問い合わせ…野洲市老人クラブ連合会事務局（野洲市健康福祉センター内）
　　　　　　　　　　　☎588－2940（平日／午前９時～午後４時）

平成３０年度　「生きがいづくりの会」

サークル新規会員募集！

暮らしの情報
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