
　日常の出来事や感想を

　　短歌、俳句、川柳、冠句（冠題あり）、情歌（配題あり）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!! 文学の散歩道 あなたの一句をお待ちしています

募集部門…短歌、俳句、川柳、冠句、情歌
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）
配　　題…該当月の配題を用いて創作してください。

冠　句 情　歌

４月 まだ若い 酒

５月 青い空 切手

６月 気に入らぬ 無理

７月 ふり返る 覗く

８月 蝉しぐれ 遊

９月 覇を競う 化粧

10月 ことごとく 今日

11月 パスポート 傘

12月 今一度 膝

１月 鏡餅 音

２月 雪まつり どうせ

３月 予想外 遠

その他…◇所定の用紙で応募してください。
　　　　　※ 生涯学習スポーツ課、各学区コミュニ

ティセンター等に設置しています。
　　　　◇ 複数部門を出品される場合は、部門ごとに

応募用紙を分けてください。
　　　　◇ 出品料は無料です。経験・未経験は問いま

せん。
　　　　◇ 毎月中旬頃、前月の入選者・投稿者を中心

とした投稿者交流会を開催し、出席者の互
選により入選作品を決定します。

　　　　◇ 野洲文化ホール前などに各部門上位３作品
を月末頃から約１カ月間掲示します。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。

応募・問 い合わせ…毎月10日午後４時までに応募用紙
に作品、住所、氏名、電話番号、市内在勤・
在学者は勤務先、学校名を楷書で記入の上、
野洲文化ホール玄関付近に設置の応募箱へ投
函いただくか、郵送または持参のいずれか
で生涯学習スポーツ課（〒520－2395野洲市
小篠原2100番地１）☎587－6053、FAX587－
3835

平成31（2019）年度の国民年金保険料は月額16,410円です

　国民年金保険料は、日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」により、金融機関やコン
ビニエンスストアの窓口で納付することになります。このほか、インターネットによる電子納付や口座振替、
クレジットカードによる納付をご利用ください。

■こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する時
だけでなく、被保険者の種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少なく
なったり受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
◦20歳になったとき（厚生年金や共済組合の加入者を除く）
◦ 会社などを退職したとき（扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の届出も必要）
◦ 会社員や公務員の配偶者が、収入の増加や離婚で扶養から外れたとき
◦ 会社員や公務員の人が65歳に達したとき、扶養している配偶者（60歳未満）がいる場合

問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220　市保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
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　市では、「地域に法律を届ける仕組みづくり事業」として、市民サービスセンターおよびコミュニティセンター
を活用して、弁護士、司法書士による法律相談を行います。法律等の専門相談が身近な場所でできる機会です。
　ぜひご利用ください。

日程等…
【市民サービスセンター開催】

開催日 開催時間
弁護士相談 ４月26日㈮

①午後１時30分～
２時15分

②午後２時20分～
３時５分

③午後３時10分～
３時55分

司法書士相談 ５月22日㈬
弁護士相談 ６月24日㈪
司法書士相談 ７月24日㈬
弁護士相談 ８月30日㈮
司法書士相談 ９月18日㈬
弁護士相談 10月25日㈮
司法書士相談 11月27日㈬
弁護士相談 12月24日㈫

司法書士相談 平成32（2020）年
１月29日㈬

弁護士相談 ２月28日㈮
司法書士相談 ３月25日㈬

【コミュニティセンター開催】
場　所 開催日 開催時間

コミセンやす ５月29日㈬
①午後１時30分～

２時15分

②午後２時20分～
３時５分

③午後３時10分～
３時55分

※弁護士相談　３枠
　司法書士相談３枠

コミセンなかさと ６月28日㈮

コミセンぎおう ９月26日㈭

コミセンみかみ 10月29日㈫

コミセンしのはら 12月18日㈬

コミセンきたの 平成32（2020）年
１月21日㈫

コミセンひょうず ２月26日㈬

内　　容…相続、登記、不動産、借金、家庭問題、契約トラブルなどの相談
申し込み…４月３日㈬から先着順で受け付けします。（事前予約制）
申し込み・問い合わせ…市民生活相談課☎587－6063、FAX586－3677

無料法律相談のご案内

　発達障害を知ること、理解することは、発達障がい
のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができ
る社会の実現に繋がると考えられることから、野洲図
書館本館では３月26日～４月８日の期間に、発達障が
いへの理解を深めていただくための特設コーナーを設
けます。
　毎年４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓発
デー」。自閉症の理解促進を図るための日です。いや
し・希望・平穏を表す「青」をシンボルカラーにし
て、世界各地でイベントやライトアップなどが行われ
ます。滋賀県では４月２日～８日に、国宝彦根城でブ
ルーライトが灯ります。

問い合わせ…発達支援センター
　　　　　　☎587－0033、FAX587－2004
　　　　　　　　　 世界自閉症啓発デー 検索

4月２日（火）～8日（月）は
「発達障害啓発週間」

毎年４月２日は国連が定めた
「世界自閉症啓発デー」

　近年、女性の意に反してアダルトビデオへの出演を
強要する問題や、いわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれ
る営業により、児童が性的な被害に遭う問題が発生し
ているなど、若年層の女性に対する性的な暴力に係る
問題は深刻な状況にあります。
　特に年度当初は、進学・就職等に伴い、若者の生活
環境が大きく変わる時期であり、こうした被害の増加
が懸念されます。
　モデルやタレントのスカウトと称して、実はアダル
トビデオの撮影目的で、出演を強要される被害が増加
していますので、こういった誘いには安易に乗らない
ようにしましょう。
　「ＪＫビジネス」問題に関して困ったことがあれば、
＃９１１０（警察相談専用電話）または最寄りの警察
へ相談しましょう。

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

「ＪＫビジネス」

被害防止対策の推進

暮らしの情報
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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、野洲市スポーツ協会
申し込み・問い合わせ…野洲市スポーツ協会事務局（北部合同庁舎２階・社会教育関係団体事務室）
　　　　　　　　　　　☎589－3381（受付／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14日㈰  野洲川河川公園  ４月６日㈯

 ペタンク ４月18日㈭  市民グラウンド  ４月10日㈬

 テニス（団体戦） ５月５日㈷  野洲川河川公園  ４月19日㈮

 柔道（少年の部） ５月11日㈯  野洲中学校柔剣道場  ４月30日(休)

 ゲートボール ５月13日㈪  健康福祉センター  ４月26日㈮

 軟式野球 ５月19日㈰
　　26日㈰

 野洲川河川公園・
 市民グラウンド

 ４月21日㈰　午後７時～
 コミセンやすにて申し込み･抽選

 サッカー ５月19日㈰  ビッグレイク  ５月９日㈭

 バドミントン（中学生） ６月１日㈯  総合体育館  ５月17日㈮

 バドミントン（一般・高校生） ６月２日㈰  総合体育館  ５月17日㈮

 ソフトボール ６月２日㈰  野洲川河川公園  ５月24日㈮

 グラウンド・ゴルフ ６月６日㈭  野洲川河川公園  ５月21日㈫～28日㈫

 弓道 ６月８日㈯  守山市民体育館  ５月23日㈭　当日可

 剣道 ６月８日㈯  中主B&G海洋センター  ５月22日㈬

 卓球 ６月９日㈰  総合体育館  ５月25日㈯　正午まで

 バスケットボール（一般） ６月16日㈰  総合体育館  ５月１日㈷～31日㈮

平成３１（2019）年度 野洲市春季体育大会

名称変更のお知らせ

今後も野洲市のスポーツ振興ならびに普及発展、市民の健康保持増進と
明るく豊かな街づくりに寄与します

野洲市体育協会は平成３１年４月１日より

「野洲市スポーツ協会」へ名称変更しました
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　今年の夏に、市と姉妹都市提携をしているアメリカ合衆国のクリントン・タウンシップから交流使
節団一行が来日します。
　団員が来日している期間、ホームステイを受け入れるホストファミリーを募集します。滞在中、日
常生活や野洲の花火大会への参加などを通して、国際交流をしてみませんか。

使 節 団 滞 在 期 間…７月13日㈯～24日㈬
ホームステイ期間…７月14日㈰～24日㈬（10泊）
申し込み・問い合わせ… ５月17日㈮までに
　　　　　　　　　　　野洲市国際協会☎586－3106、FAX586－3139、Eメールyifa@gaia.eonet.ne.jp
　　　　　　　　　　　企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

一昨年にホームステイを受け入れ、国際交流を体験した

ホストファミリーの感想をご紹介します

「初めてのホストファミリー」
 土川　千穂

　ニコールが我が家へ来てくれる事をワクワクとしている気持ち
と、10日間過ごしやすい環境を提供できるのか不安な気持ちがあ
りました。10日間のホストファミリーを終え、夢を見ていたかの
ような感覚。あっという間の10日間。私たち家族は貴重な経験を
させてもらいました。

　私たち家族は英語を話す事も聞く事もあまり出来ません。唯一、
娘の真穂だけが少し分かる程度です。ニコールも日本語が分かり
ません。お互いに分からない者同志でした。私はGoogle翻訳で会
話をしていました。ニコールはきっと不安で辛かったと思います。
けれど３日目頃からニコールは持ち前の明るさで英語で話しかけ
てきてくれるようになりました。ニコールが私たちに御馳走を用
意してくれる時です。台所でお料理をしているニコールは生き生

きとして「ミルク！」「バター！」「オッケー！」など、私たちにも分かる単語をドンドン！！
一緒に台所に立っている事が嬉しくなりました。ニコールともっと仲良くなりたいと私たち家
族は思いました。

　ニコールの「ありがとうございま
した。」と日本語で書かれた手紙、
一生懸命に練習したのだと思うと、
涙があふれてきます。ありがとうニ
コール！！私たち家族はニコールが
大好きです！！

　私たち家族は、これからも野洲市
姉妹都市交流が深まる事を心から
願っております。

クリントン・タウンシップ 姉妹都市交流使節団

ホストファミリーを募集します！
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　野洲市老人クラブ連合会の趣味サークル「生きがいづくりの会」は、高齢者の生きがいづくり、健康づくり、
仲間づくりの場となっています。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、多くの入会
をお待ちしています。

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、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、小物づくり
　　【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に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（受付／午前９時～午後４時　土曜・日曜日、祝日は除く）

平成31（2019）年度 「生きがいづくりの会」

サークル新規会員募集！

アートフラワー教室

　大型連休（ゴールデンウィーク）における
　　市役所の休業は４月 27 日㈯～５月６日（振休）
　公共施設等の休業は次のとおりです。
　※戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、この期間中も受け付けします。

休業日 27 28 29 30 １ ２ ３ ４ ５ ６
土 日 祝 休 祝 休 祝 祝 祝 振休

 市民サービスセンター
 野洲市健康福祉センター
 地域包括支援センター
 野洲市子育て支援センター
 ふれあい教育相談センター・発達支援センター
 野洲市人権センター
 市民交流センター
 野洲クリーンセンター
 蓮池の里第二処分場
 蓮池の里多目的公園
 野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さざなみホール
 総合体育館
 中主 B&G 海洋センター・市民グラウンド
 野洲図書館本館
 野洲図書館中主分館
 野洲川歴史公園田園空間センター
 歴史民俗博物館（銅鐸博物館）
 桜生史跡公園
 野洲川河川公園
 なかよし交流館
 コミセンぎおう・しのはら ･ みかみ・きたの・
 やす・なかさと・ひょうず
 自動交付機（市役所本館）
 コンビニ交付
 コミュニティバス（おのりやす）
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