
　　

　新鮮なビールに美味しいグルメ、上質なジャズ

演奏を楽しむ２日間のイベントを開催します。

日　時…９月21日㈯・22日㈰

　　　　午前11時～午後７時

　　　　※雨天決行・荒天中止

場　所…JR野洲駅南口特設会場

　　　　（昨年と同じ会場です）

　　　　※公共交通機関をご利用ください。

ゲストアーティスト…

　　　　 南里沙、The Maguire Twins feat 浅井良

将＆杉山悟史、西村有香里カルテット、

jizue、Ryu Matsuyamaなど

入場料…無料　※飲食は有料

問い合わせ… オクトーバーフェストやすJAZZ 

UP!実行委員会事務局（商工観光課

内）☎587－6008、FAX587－3835

　市内の保育所、幼稚園、こども園およびこどもの家

（学童保育所）でお仕事を希望されている人への臨時

就職相談所を開設します。

　ぜひお気軽にお越しください。

日　時…９月21日㈯　午前11時～午後４時

場　所… オクトーバーフェストやすJAZZ UP!会場

（右記記事参照）

問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）

　　　　　　☎587－6052、FAX586－2176

　市では、平成27年度より「野洲市子ども・子育て支

援事業計画」に基づき、子育て支援に関する取り組み

を進めています。この次期計画の策定など広く子育て

に関するご意見をお聞きするため、「野洲市子育て支

援会議」を開催します。

　会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できま

す。

日　時…10月４日㈮　午前10時～正午

場　所…市役所本館２階庁議室

内　容（予定）… 

　　　　 ◦ 第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画

素案について 他

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

日　時…９月26日㈭　午前10時～

場　所…人権センター２階じんけん交流研修室

内　容（予定）…

　　　　◦ 第３次野洲市人権施策実施計画に基づく平

成30年度事業実績等について

野洲市子育て支援会議を

開催します

 無料職業紹介所 「三方よし

　人材バンク」からのお知らせ

市内保育所・幼稚園・学童保育所で

お仕事をお探しの人必見！

審議会を開催します

人権施策審議会

日　時…９月26日㈭　午後２時～

場　所…人権センター２階じんけん交流研修室

内　容（予定）…

　　　　◦ 第３次野洲市男女共同参画行動計画に基づ

く平成30年度事業実績等について

　　　　◦ 審議会等女性委員参画割合について

男女共同参画審議会

※ 会議は公開で行いますので、どなたでも傍聴できま

す。

※ いずれも個人情報が含まれる案件等については、非

公開となる場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ…人権施策推進課

　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

オクトーバーフェストやす
JAZZ UP！  開催！！
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生涯楽習セミナー第1回

日　時…９月21日㈯　午前10時～11時30分

　　　　（受付／午前９時30分～）

場　所…中主防災コミュニティセンター２階研修室

　　　　　　　　　　　　　　　（北部合同庁舎西隣）

対　象…市内在住・在勤者、先着80人

内　容… 講演「高齢者虐待と成年後見制度」／　　　

竹村直人さん（成年後見センターもだま職

員）

参加費…無料

※ 午前７時現在で市内に気象警報（大雨、洪水、暴風）、

特別警報が発令されている場合は中止とします。

問い合わせ…生涯学習スポーツ課

　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

介護カフェおこしやす

開催のお知らせ

　介護経験者が介護相談やもの忘れの相談をお受けし

ます。どなたでもお越しください。

　認知症予防の歌体操やゲームもしています。おいし

いコーヒーもあります。

日　時…原則毎月第１火曜日　午後１時30分～３時

場　所…野洲市健康福祉センター１階

　　　　旧デイサービス室

対　象…どなたでも　※申し込み不要

参加費…無料　

　　　　※飲み物代（100円程度）別途要

※ 『おこしやす』は、認知症キャラバン・メイト、介

護者家族の会のご協力をいただいています。上記以

外に原則第３水曜日午後１時30分～３時の間、介護

相談に応じています。

問い合わせ…地域包括支援センター

　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

９月３日㈫ 10月１日㈫ 11月５日㈫ 12月３日㈫

令和２年　
１月７日㈫ ２月４日㈫ ３月３日㈫ ４月７日㈫

野洲市シニアのための 地域活動基本講座
地域とつなが

るはじめの一
歩

　「何かやりたい」を「これやろう！」につなげてみませんか？

　地域でのボランティア活動などを始める前に“知っておくと安心できる心得”や“活動の基本”を知る講座で

す。「地域活動をしてみようと思うけれど、どうやってはじめたらいいの？」「野洲にはどんな地域活動があるの？」

そんな人を応援します。自分のやりたいことを見つけて、地域活動をはじめてみませんか？

日　時…10月４日㈮　午前９時30分～午後１時20分

　　　　（受付／午前９時15分～）

場　所…コミュニティセンターやす

対　象…おおむね60歳以上の市内在住者、先着30人

内　容…

　　　　 【第１部】

　　　　 　講義「はじめませんか？地域活動」～あな

たの力　地域で活かしてみませんか？～／平

尾良治さん（大谷大学社会学部コミュニティ

デザイン学科教授）

　　　　【第２部】

　　　　 　講義「聞き上手は　支え上手～相手の思い

を引き出し、大切な自分の思いを伝えるため

のスキルを学ぼう！～」／扇田宗親さん（龍

谷大学社会学部非常勤講師）

　　　　【第３部】

　　　　◦ 情報交流会

　　　　　「教えて先輩！どんな活動しているの？」

　　　　　 　退職後の男性シニアが中心となり活動さ

れている篠原シニアネットの活動を、実際

にふれあいサロンで提供されている手作り

の昼食を味わいながら情報交流します。

　　　　◦ 活動に向けての案内

　　　　◦ 安心のためのボランティア活動保険について

　　　　◦ 目で見てわかる「活動いろいろ」

参加費…400円（第３部の昼食材料代）

申し込み・問い合わせ…高齢福祉課

　　　　　　　　　　　☎587－6074、FAX586－2176

高齢者健康生きがい地域活動応援プログラム

暮らしの情報
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介護予防サポーター育成研修会自分もご近所
も

笑顔で過ごせ
る！

　いきいき百歳体操を始めてみませんか？百歳体操を広めたり体力測定や運営の補助等を担っていただけるサ

ポーターを募集します！！

日程等… 

日　時 場　所 内　容

９月13日㈮

　午後１時～４時30分

①野洲市総合防災センター

　（野洲市辻町488番地）

②野洲図書館本館ホール

【講義・実技】人生100年時代に大切な事を知る！

①体力測定を体験しよう　

②  「介護予防の必要性とサポーターの役割」／

村田　伸さん（京都橘大学健康科学部部長・教授、理

学療法士）

９月17日㈫

　午後１時30分～３時30分

野洲市総合防災センター

（野洲市辻町488番地）

【講義・実技】運動のプロに　学ぶ！

「いきいき百歳体操を学ぼう＆体験しよう」／

笠原　聰さん（日本健康運動指導士会滋賀県支部事務

局長、健康運動指導士）

10月18日㈮

　午後１時30分～３時30分

野洲市総合防災センター

（野洲市辻町488番地）

【講義・実技】転ばない為の　運動を知る！

「たちばな健康体操を学ぼう＆体験しよう」／

安彦鉄平さん（京都橘大学健康科学部専任講師、理学

療法士）

10月31日㈭　

　午後１時30分～３時30分
野洲図書館本館ホール

【講義 等】栄養のスペシャリストと一緒に振り返る！

フレイル予防から考える「おいしく食べて元気に長生

き」／管理栄養士、保健師

11月７日㈭

　午後１時30分～３時30分
野洲市健康福祉センター

【講義 等】他人事じゃない　物忘れを学ぶ！

「認知症を学ぼう ～認知症サポーター養成講座～」／

　認知症キャラバンメイト、保健師

11月15日㈮

　午後１時30分～３時30分
野洲図書館本館ホール

【講義 等】意外に大事な　かむことを知る！

①『歯つらつ体操』でお口から元気に！

②今後の活動について／歯科衛生士、保健師

（注）９月13日開催の講義「介護予防の必要性とサポーターの役割」は、午後３時20分から行います。

対　象… サポーターとしての活動の意志がある人

持ち物…動きやすい靴・服装、筆記用具、めがね（必要な人）、お茶か水など　　参加費…無料

※９月13日・17日、10月31日、11月15日の４日間全てに参加された人には修了証を交付します。

※お車で来場される場合は、野洲図書館本館駐車場をご利用ください。

申し込み・問い合わせ…９月11日㈬までに地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

子どもの健康づくり教室のお知らせ

日程等…▼第１回／乳幼児期の子どもの発達について

　　　　　10月１日㈫　午前９時30分～正午

　　　　　（受付／午前９時15分～）　

　　　　　 「生まれたときから大きくなっているけれ

どこれでいいのかな」、「これからどんな風

に育っていくのかな」など、思ったことは

ありませんか？これからの発達の目安を知

ることで、子育てに見通しをもち、子ども

との時間を楽しみましょう。

　　　　▼ 第２回／子どもに合わせた“ことばの伸ば

し方”

　　　　　10月８日㈫　午前９時30分～正午

　　　　　（受付／午前９時15分～）

　　　　　 健診の相談で最も多い、「うちの子はこと

ばが遅い？」、「どうやったらお話できるよ

うになるの？」などの疑問。ことばの力を

引き出すためのちょっとしたヒントや工夫

をお伝えします。

場　所…野洲市健康福祉センター

対　象…乳幼児とその保護者、各回先着40人　

内　容… 講話・グループワーク

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

毎年ご好評いただいている４回シリーズの第１回、第２回のご案内！
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　薬物の乱用から薬物依存になると不安、被害妄想などの症状が現れます。幻覚や妄想によって重大犯罪を引き

起こすこともあります。危険ドラッグをはじめ麻薬や覚せい剤などを、たとえ１回使用しただけでも乱用にあた

ります。

■薬物乱用の恐ろしい特徴“薬物の依存性と耐性”

　薬物の特徴は、何度もくり返し使いたくなる「依存性」をもち、薬物なしではいられない薬物依存の悪循環

にはまってしまいます。しかも、乱用薬物には使用を繰り返しているうちに、それまでと同じ量では効かなく

なる「耐性」という性質があります。一回だけと思って始めた人も、使用する量や回数がどんどん増えて、自

分の意思ではやめることができなくなります。

■タバコも薬物

　タバコの煙は、4,000種もの化学物質から成り立っていますが、その中でもニコチンには依存性があり、未成

年は特に短期間で依存性ができやすいのです。その他、のどや気管支をいためるアンモニアや窒素化合物など

各種のガス、発がん性のあるタールや、全身の細胞に酸素不足を起こす一酸化炭素などが含まれます。

■「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持とう

◦薬物乱用の危険性は身近にあり、自分には関係ないと思わないこと

◦誘われても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持つこと

◦一人で悩まないで友人や家族に何でも相談すること

※薬物乱用問題についてさらに詳しい情報は、厚生労働省ホームページ  

　「薬物乱用防止に関する情報」をご確認ください。

■薬物乱用防止相談窓口…

　　　　　　　　　滋賀県薬務感染症対策課☎528－3634

　　　　　　　　　滋賀県立精神保健福祉センター☎567－5010

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　誰もが住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせるまちづくりをめざし、各地域等での取り組みを聞きな

がら、私たちにできることを一緒に考えてみませんか !

　皆さんお気軽にお越しください。

日　時…10月12日㈯　午後１時30分～３時30分

場　所…野洲市総合防災センター（野洲市辻町488番地）

対　象…どなたでも

内　容… 『みんなで支え合う地域づくり』シンポジウム

　　　　 【第１部】各地域等での取り組み発表

　　　　　　　　　◦久野部東ニコニコ会

　　　　　　　　　◦野田いきいき筋トレ九楽歩

　　　　　　　　　◦ちゅうず軽トラ市

　　　　 【第２部】パネルディスカッション ～各地域での取り組み発表から考える これからの地域づくり～

　　　　　　　　　◦助言者 櫃本真聿さん（滋賀県医療福祉推進アドバイザー）

※手話通訳が必要な人は、９月20日㈮までにご連絡ください。

※お車で来場される場合は、野洲市健康福祉センター駐車場をご利用ください。

申し込み・問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

『みんなで支え合う地域づくり』シンポジウムのお知らせ

薬物の乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

暮らしの情報
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９月は“同和問題啓発強調月間”です

　県内では、一人ひとりが同和問題についての正しい理解と認識を深め、部落差別をはじめとするあらゆる差別

の解消に向けて主体的に行動いただけるよう、毎年９月を「同和問題啓発強調月間」として、さまざまな啓発事

業を集中的に実施しています。 

　本市においても、地域から人権尊重の輪を広げるため、街頭啓発や同和問題講演会などの取り組みを行います。

◇◆◇ 同和問題講演会 ◇◆◇

日　時…９月７日㈯　午前10時30分～正午（受付／午前１0時～）

場　所…さざなみホール

内　容…講演「部落差別を取り巻く現状から私たちが今後取り組むべきこと」／

　　　　山本一郎さん（部落解放同盟和田支部長）

参加費…無料　※申し込み不要

問い合わせ…人権施策推進課☎587－6041、FAX518－1860

　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、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。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。

◆安全管理に努めましょう

　平成27年２月、北海道札幌市内で屋外広告物の

一部が強風により落下し、通行人が意識不明の重体となる事故が発生しました。屋外広告物は、風雨や強い日

差しなどの厳しい自然環境にさらされており、表面はきれいな看板に見えても内部では知らないうちに腐食が

進み、落下や倒壊等の事故が発生する恐れがあります。定期的に汚れ、サビ、破損、部品の欠落等の危険サイ

ンをチェックしましょう。

◆指導の適正化を図ります

　市では良好な景観の形成または公衆に対する危害を防止するため、平成26年８月より屋外広告物法の規定に

基づいた「野洲市屋外広告物条例」を施行しています。一定規模以上の屋外広告物を掲出する場合には同条例

に基づく許可申請が必要となりますが、一部未申請物件を確認しておりますので、規制に係る指導の適正化を

図ります。

　屋外広告物の設置基準や許可申請手続きなどの詳細はお問い合わせください。

　市がめざすべき景観の将来像『 おおぞらのまち野洲　つながるふるさとの景観 』を実現するため、平成24年

10月に景観法に基づく「野洲市景観計画」を策定しており市民・事業者・公共の協働により、本計画に沿った総

合的・一体的な景観まちづくりを進めています。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

“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！

～ 景観行政の取り組み ～
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９月10日㈫～16日㈷は「自殺予防週間」

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　日本では自殺者数が毎年２万人を越える状況が続いていることから、全ての人がかけがえのない個人として尊

重される社会、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現をめざし、全国的な取り組みが続けられています。

　自殺の背景には、精神面の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざま

な社会的要因があることが知られており、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」だと言

われます。

　もし、あなたが悩みを抱えていたら、ぜひ相談してください。大切な人が悩みを抱えていることに気づいたら、

声をかけてみてください。

　市では、平成31年３月に「いのち支える野洲市自殺対策計画」を策定しました。自殺対策をさらに推進し、「誰

も自殺に追い込まれることがない野洲市」の実現をめざします。

相談窓口…◆よりそいホットライン24時間365日の無料電話相談☎0120－2
つなぐ

79－3
ささえる

3 8

　　　　　◆こころの健康相談統一ダイヤル☎0
おこなおう

570－ 0
まもろうよ

6 4 －5
こころ

56

　　　　　　※電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。

　　　　　◆野洲市健康福祉センター「心といのちの相談専用電話」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎588－1866　午前９時～午後５時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日、年末年始は除く）

　　　　　◆滋賀県自殺対策推進センター「こころの悩みの相談」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎566－4326　午前９時～午後９時（年末年始は除く）

※上記以外にもさまざまな悩みの相談先があります。詳細はお問い合わせください。

９月24日㈫～30日㈪は「結核予防週間」

　結核は昔の病気ではありません。今も１日に50人の新しい患者が発生し、５人が命を落としている日本の重大

な感染症です。定期的に検診を受け、かぜかなと思う次のような症状が長く続くようであれば、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30年４月１日以前に生まれた人）は、結核検診を実施医療機関（野洲・

守山市内）で受けることができます。（無料）

※詳細はお問い合わせください。

　（40～64歳の人は肺がん検診をお勧めします。）

暮らしの情報
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９月10日㈫は「下水道の日」

　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。

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

　平成20年５月に発生しました「びわ湖バラバラ殺人事件」につ

いては、近江八幡警察署に捜査本部を設置して捜査を継続してい

ます。

　この事件は、発生から約10年が経過した昨年末に、被害者の身

元が川本秀行さん（平成20年当時39歳）であることが判明しまし

たが、いまだ犯人の特定に至っておりません。

　川本さんやこの事件についての情報提供をお願いします。

　◦近江八幡警察署

　　　☎0748－32－0110

　◦捜査本部フリーダイヤル

　　　☎0120－32－0027

　◦Ｅメール　PA35＠pref.shiga.lg.jp

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

　国民年金保険料の納付には、口座振

替がご利用いただけます。

　口座振替には、当月分保険料を当月

末に振替納付することにより、月々50

円割引される「早割制度」や、現金納

付よりも割引額が多い「６カ月前納」、

「１年前納」、「２年前納」もあり、大変

お得です。

　口座振替をご希望の人は、納付書ま

たは年金手帳、通帳、金融機関届出印

を持参の上、ご希望の金融機関または

年金事務所へお申し出ください。

問い合わせ…

　　　草津年金事務所☎567－2220

　　　市保険年金課　☎587－6081、

　　　　　 　　　　 FAX586－2177

国民年金保険料は

口座振替がお得です！

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

情報提供のお願い

～ 捜査特別報奨金上限300万円 ～

宅内排水工事がまだのご家庭は早急にお願いします！！

◎宅内排水工事をするには…

被害者（川本秀行さん）
の本人写真の模写

2019.9　広報やす　　16




