
今年も開催 !! やす花火大会・オクトーバーフェストやす JAZZ UP!
速 報

◇◆◇ やす花火大会 ◇◆◇

日　時…７月11日㈯　※雨天決行・荒天中止・予備日なし
場　所…蓮池の里多目的公園（昨年と同じ場所です。）
主　催…野洲市夏まつり実行委員会

◇◆◇ オクトーバーフェストやすJAZZ UP! ◇◆◇

　　ビールを味わい、ジャズ音楽を聴きながら楽しく過ごせるイベントです。

日　時…９月19日㈯・20日㈰　※雨天決行・荒天中止
場　所…JR野洲駅南口周辺（昨年と同じ場所です。）
主　催…オクトーバーフェストやすJAZZ UP!実行委員会

問い合わせ…各実行委員会事務局（商工観光課内）☎587－6008、FAX587－3835

　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28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29日㈬

弁護士相談 ８月28日㈮

司法書士相談 ９月30日㈬

弁護士相談 10月30日㈮

司法書士相談 11月25日㈬

弁護士相談 12月25日㈮

司法書士相談 令和３年
１月27日㈬

弁護士相談 ２月26日㈮

司法書士相談 ３月24日㈬

【コミュニティセンター開催】
開催場所 開催日 開催時間

コミセンやす ５月27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30日㈫

コミセンぎおう ９月24日㈭

コミセンみかみ 10月27日㈫

コミセンしのはら 12月23日㈬

コミセンきたの 令和３年
１月26日㈫

コミセンひょうず ２月24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

　　毎年多くの人にお楽しみいただいている市の大型イベントを今年も開催します。
　　詳細は、随時お知らせします。

 ≪お知らせ≫
　 各種事業やイベント等の開催記事を掲載していますが、新型コロナウイルス感染症対策により中止・延期になる場合があります。
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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んがおられる全家庭を対象に、各
地域の民生委員・児童委員、主任児童委員がお伺いし、
赤ちゃん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
報などをお届けします。
　子育てに関する心配ごとや悩みごとなど、お気軽に
お話してくださいね。

訪 問 時 期…１歳の誕生日ごろ
問い合わせ…家庭児童相談室
　　　　　  ☎587－6140、FAX586－2176

※ 新型コロナウイルス感染症対策により
誕生日月より後の訪問となる場合があ
りますのでご了承願います。

野洲市子育て
家庭訪問事業

１歳の誕生日頃に
民生委員・児童委員が

訪問します！

　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・郵
便局・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。この他、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。

★こんなときには届け出が必要です
　国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人
が加入しなければなりません。届け出は下記のような加
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、届けがなかった場合、年金額が少な
くなったり、受け取れない場合もあります。

　□ 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（配偶者の
届け出が必要）

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

　令和２年度の
　　国民年金保険料は、
　　　月額16,540円です

　高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の対象と思われる
人には、５月中旬に個別通知（はがき）します。
　接種を希望する人は、実施医療機関に予約の上、接
種を受けてください。

対　象…次の①②いずれにも該当する人
　　　　① 令和２年度に満65・70・75・80・85・90・

95・100歳になる人
　　　　② 過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを受

けたことがない人
持ち物… はがき、本人確認ができるもの（健康保険証

など）、接種費用

※ 実施医療機関および個別通知が届くまでに接種を希
望される人はお問い合わせください。

※ 過去に自費等で高齢者肺炎球菌ワクチンを受けた人
は対象になりません。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

高齢者の肺炎球菌感染症
予防接種のお知らせ

　昨年７月に市立野洲病院となり、初めての「看護の
日」のイベント「ほほえみ健康フェスタ2020」を開催
します。
　当日は健康講座をはじめ、お子さんも参加できるス
タンプラリーなど各種イベントを開催します。
　皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時…５月２日㈯　午後１時～３時30分
場　所… シライシアター野洲（野洲文化ホール）、　　

文化小劇場
内　容… 各種健康チェック（血管年齢、骨密度測定な

ど）、お薬や栄養相談、スタンプラリー、キッ
ズコーナー など

問い合わせ…市立野洲病院企画管理課
　　　　　　☎587－5559、FAX587－5004

看護の日 「ほほえみ健康
フェスタ2020」 開催!!

暮らしの情報
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　春季スポーツ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（ダブルス個人） ４月12日㈰  野洲川河川公園  ４月４日㈯
 テニス（シングルス） ５月３日㈰  野洲川河川公園  ４月17日㈮
 柔道 ５月16日㈯  野洲中学校柔剣道場  ５月７日㈭
 ゲートボール ５月11日㈪  健康福祉センター  ４月20日㈪
 バレーボール（小学生） ５月16日㈯  総合体育館  ４月４日㈯
 ソフトバレー ４月19日㈰  総合体育館  終了しました

 軟式野球 ５月17日㈰  野洲川河川公園  ４月19日㈰～
 コミセンやすにて申し込み･抽選

 サッカー ５月17日㈰  ビッグレイク  ５月７日㈭ 
 バドミントン（小学生） ４月11日㈯  総合体育館  終了しました
 バドミントン（中学生） ６月６日㈯  総合体育館  ５月15日㈮
 バドミントン（一般） ６月７日㈰  総合体育館  ５月15日㈮
 ソフトボール ６月28日㈰  野洲川河川公園  ６月19日㈮
 グラウンド・ゴルフ ６月11日㈭  野洲川河川公園  ５月21日㈭～30日㈯
 弓道 ６月６日㈯  守山市民体育館  ５月21日㈭　※当日参加可
 剣道 ６月13日㈯  中主B&G海洋センター  ５月27日㈬
 卓球 ６月21日㈰  総合体育館  ６月６日㈯正午まで

 バスケットボール（中学・一般）
６月13日㈯
　　14日㈰

一般は14日のみ
 総合体育館  ５月１日㈮～29日㈮

 武術太極拳 ６月28日㈰  総合体育館  終了しました
 ビーチボールバレー ４月12日㈰  総合体育館  終了しました

名称変更のお知らせ

野洲市（春季・秋季）体育大会は令和２年４月１日より

野洲市（春季・秋季）スポーツ大会へ名称変更しました

４月２日㈭～８日㈬ 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」…～
　発達障害について知ること、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、野洲図書館で４月２日～８日の期間に、発達障害への理解を深
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日まで、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

令和２年度 野洲市春季スポーツ大会
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　今年の夏に、市の姉妹都市であるアメリカ合衆国ミシガン州クリントン・タウンシップを訪問する
派遣団員を募集します。
　ホームステイなどを通じてアメリカの社会や文化に触れるとともに、現地のお祭りでの日本文化の
紹介等を行い、国際交流をしてみませんか。

派 遣 期 間…７月１日㈬～11日㈯
参 加 資 格…小学５年生以上の市内在住・在勤・在学者、15人
　　　　　　※小学５・６年生は親もしくは親が同意した成人の同伴が必要
　　　　　　　（受入側の事情により変更の可能性あり。）
参 加 費 用…164,000円　※諸事情により変更する可能性あり。海外旅行傷害保険料別途要
申し込み・問い合わせ… ５月11日㈪までに
　　　　　　　　　　　野洲市国際協会☎586－3106、FAX586－3139、Eメールyifa@gaia.eonet.ne.jp
　　　　　　　　　　　または企画調整課☎587－6039、FAX586－2200

※団員は５月下旬に決定します。事前研修を３回実施しますので必ずご参加ください。
※申し込みが10人未満の場合は事業を実施しません。

一昨年にクリントン・タウンシップを訪問し、

国際交流を体験した派遣団員の感想を紹介します。

クリントン・タウンシップ 姉妹都市交流使節団

派遣団員を募集します！

「楽しかった10日間」
 橘　天
　僕の家族は、以前何度かホストファミリーをしたことがあります。
そのたびにアメリカの友達が増えました。でも、僕は一度もホーム
ステイをしたことがありません。今回アメリカに行けることはとて
も楽しみでしたが、その反面、言葉が通じるかどうかとても不安で
した。
　だけど、アメリカに着いて現地の人と話をしてみて、大切なこと
に気が付きました。

　それは、「上手に話せなくても、とにかく思っていることを伝えようとすること」です。
　そこで僕は、伝わらないときはジェスチャーなどで伝えようとしました。する
と、ホストファミリーもわかってくれたのでとてもうれしかったです。
　　ホストファミリーと過ごす中で、楽しかったことがたくさんありました。その
中で特に楽しかったことが二つあります。一つ目はデトロイトタイガースの試合
を観に行ったことです。その試合では、タイガースが負けてしまいましたが、観
戦するのは楽しかったです。球場のいたるところにトラの置物がいっぱいあった
のも迫力があり、良かったです。
　二つ目は、家でホストファミリーと一緒にトランプをしたことです。遊んだ
ゲームの中で特に好きなのは“go fish”と”war”です。簡単なゲームだったので、
英語が得意でない僕でもできました。日本に帰って家族にも教えてあげようと思
いました。
　　アメリカに行き、一般の家庭で一緒に暮らすというのは、とても貴重な体験で
した。
　正直、アメリカに行く前は、あまりいろんなことに積極的ではあ
りませんでした。
　だけど、アメリカのひとたちの積極的な態度に触れて、何事にも
前向きな自分になれた気がします。今回学んだことを忘れないで、
これからはいろんなことに挑戦していきたいです。
　まず今日から頑張ることは英語の勉強です。次に行くときは、もっ
と話せるようになっていたいです。

暮らしの情報
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病 児 保 育 事 業 の ご 案 内
　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、お子さん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んがご利用
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。

連休（ゴールデンウィーク）中の
　休業日をお知らせします

　市役所や市民サービスセンターなどの休業日は暦どおりですが、一部の公共施設において休業日が異なります
ので休業日をお知らせします。また、コミュニティバス（おのりやす）の運行状況もお知らせします。
※戸籍に関する届出（出生届・婚姻届・死亡届など）は、休日・夜間でも宿直室（市役所本館）にて受け付けしています。

休業日
４月 ５月

27 28 29 30 １ ２ ３ ４ ５ ６
月 火 祝 木 金 土 祝 祝 祝 振休

 野洲クリーンセンター
 蓮池の里第二処分場　※搬入受付は午後のみ
 蓮池の里多目的公園
 シライシアター野洲（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
 コミセンしのはら・やす・ひょうず
 コミセンみかみ・きたの・なかさと
 コミュニティバス（おのりやす）

【保育施設】 病児保育室とう太（（医）くれよん 　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８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（市内在勤者に限る）
【 利 用 日 】 月曜～金曜日　※休日、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。

問い合わせ…病児保育室とう太（（医）くれよん うえだこどもクリニック（小児科医院））☎596－3751
　　　　　　こども課☎587－6052、FAX586－2176

ホームページ
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