
衛生士免許　賃1,400円/時　勤時１出勤３時間単位　月３日
程度勤務
▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨若干名　資
助産師免許　賃1,450円/時　勤時１出勤３時間単位　月２日
程度勤務
▽【助産師（母子保健、新生児訪問業務）】臨１名　資助産師
免許　賃1,450円/時　勤時８：30～17：15　月８日程度勤務
▽【精神保健福祉士（地域精神保健福祉業務）】臨１人　資
精神保健福祉士免許　賃1,450円/時　勤時１出勤４時間単
位　月８日程度勤務
▽【一般事務（保健予防業務）】臨１人　賃6,200円/日　勤
時８：30～17：15　月20日程度勤務

▽【一般事務（保健予防業務）】臨１人　賃6,200円/日　勤
時８：30～17：15　週２日程度勤務

■野洲クリーンセンター☎588－0568　締2/9・選2/12　
▽【展開検査・事務】臨１人　資エクセル・アクセスの操作が
できる人　賃950円/時　勤時㈪～㈮13：00～17：00　勤場
野洲クリーンセンター

▽【一般事務（軽作業・受付）】臨２人　資ワード・エクセル
の操作ができる人　賃6,200円/日　勤時㈬～㈪８：30～17：
15　土日を含む週４日勤務　勤場蓮池の里第二処分場
■農林水産課☎587－6004　締2/19・選2/24　
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができる人
賃6,200円/日　勤時８：30～17：15  週５日勤務

▽【一般事務】臨２人　資ワード・エクセルの操作ができる人
賃3,200円/日　勤時10：00～15：00  週３日勤務　勤場田園
空間センター
■農業委員会事務局☎587－6007　締2/22・選2/25　
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセル操作ができる人　
賃6,200円/日　勤時８：30～17：15　週５日勤務
■教育総務課☎587－6014　締2/19・選2/24
▽【中学校用務員補助】臨３人　賃800円/時　勤時７：00～
９：00と17：00～19：00（４時間/日）　勤場市内中学校
▽【小・中学校給食配膳員】臨12人　賃800円/時　勤時
10：30～15：00　４時間/日※給食期間中の約100日程度　勤
場市内小・中学校

■学校教育課☎587－6017　締・選（下記のとおり）
▽【学校教育支援員】締２/16・選２/18　賃1,250円/時　勤
時週30時間　年間40週勤務
《教科教育担当》臨１人　資小学校教諭免許、又は小学校
教諭経験者　勤場野洲小学校
《特別支援学級支援担当》臨２人程度　資小学校教諭免許、
又は小学校教諭経験者　勤場市内小学校
《特別支援教育担当》臨22人　資小学校教論、中学校教論
のいずれか免許、又は小・中学校教諭経験者　勤場市内
小・中学校
▽【心のオアシス相談員・不登校生徒支援】臨６人　締
２/16・選２/18　資教育相談機関、小・中学校実務経験者
賃1,000円/時　勤時週12時間　年間35週勤務　勤場市内
小・中学校
▽【特別支援教育コーディネーター加配指導員】臨５人　締
２/16・選２/18　資小学校教論、中学校教論のいずれか免
許、又は小・中学校教諭経験者　賃1,250円/時　勤時週30
時間　年間40週勤務　勤場市内小・中学校
▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/15・選
２/17　資中国語の通訳ができる人　賃1,250円/時　勤時週
３時間　年間40週　勤場野洲中学校
▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/15・選
２/17　資英語またはタガログ語の通訳ができる人　賃1,250円
/時　勤時週30時間　年間40週　勤場中主小学校

▽【外国語児童生徒日本語指導支援員】臨１人　締２/15・選
２/17　資ビサヤ語または英語の通訳ができる人　賃1,250円/
時　勤時週30時間　年間40週　勤場祇王小学校

▽【スクール・ソーシャル・ワーカー】臨４人　締２/15・選
２/17　資社会福祉士、精神保健福祉士若しくは臨床心理
士、又は教育及び福祉の分野において専門的知識及び技術
を有する者のうち、活動実績を鑑み市教育委員会が適任と認
めた者　賃3,500円/時　勤時週８時間　年間40週　勤場市
内小・中学校
■学校給食センター☎589－1011　締・選（下記のとおり）　
▽【調理師】嘱１人　締２/16・選２/18　資調理師免許を有し、
調理業務の経験がある人　報173,600円/月（８月148,800円/
月）　勤時８：15～16：15（８月８：15～15：15）
▽【調理補助・洗浄作業員】臨２人　締２/19・選２/23　賃
850円/時　勤時８：15～15：45

▽【調理補助作業員】臨３人　締２/19・選２/23　賃850円/
時　勤時８：15～12：15
▽【洗浄・洗濯等作業員】臨３人　締２/19・選２/23　賃850
円/時　勤時13：30～17：30
■ふれあい教育相談センター☎587－6925　締2/15・選2/16
▽【適応指導教室指導補助員（メンタルフレンド）】臨４人　
資教育学･心理学･福祉学関連の大学（院）生もしくはその
卒業生　賃800円/時　勤時10：30～14：30　週１日勤務　
勤場ふれあい教育相談センター
■野洲文化ホール☎587－1950　締2/14・選2/16　
▽【芸術振興支援員】嘱１人　資ワード・エクセルの操作がで
きる人　普自　報171,900円/月　勤時８：30～17：15・12：45
～21：30などシフト制、㈯・㈰・㈷勤務有　勤場野洲文化ホー
ル・さざなみホールなどシフト制
■スポーツ施設管理室☎587－3477　締・選（下記のとおり）
▽【施設管理・一般事務】嘱１人　締２/14・選２/15　資ワー
ド・エクセル操作ができる人　普自　報171,900円/月　勤時
①８：30～17：15　②12：45～21：30　①②のシフト制、週５
日勤務、㈯・㈰・㈷勤務あり　勤場野洲市総合体育館もしく
は野洲市中主B&G海洋センター
▽【トレーニング指導補助・一般事務】臨３人　締２/28・選２/29　
資トレーニングに関する指導資格を有する人、ワード・エクセル
操作ができる人　普自　賃900円/時　勤時①９：00～13：00
②17：00～21：15　①②のシフト制、㈯・㈰・㈷勤務あり　勤
場野洲市総合体育館

▽【施設管理補助・一般事務】臨７人　締２/28・選２/29　
資ワード・エクセルの操作ができる人　普自　賃800円/時　
勤時①８：30～12：30　②12：30～17：00　③17：00～21：
30　①②③のシフト制、㈯・㈰・㈷勤務あり　勤場野洲市中
主B&G海洋センター・野洲市体育センター
■野洲図書館☎586－0218　締・選（下記のとおり）
▽【図書館司書】嘱若干名　締2/25・選2/29　 選法面接、
専門試験（筆記）資図書館司書　普自　報197,000 円/月　
勤時９：30～18：15　週５日勤務　㈯・㈰勤務あり）

▽【図書整理員（土日勤務）】臨9人　締2/26・選3/7　賃
6,200円/日　勤時㈯・㈰９：30～18：15　月３日程度勤務
■歴史民俗博物館☎587－4410　締2/9・選2/10　
▽【弥生の森体験学習指導員】臨３人　資陶芸指導ができる
人　賃6,200円/日　勤時８：30～17：15  ㈯・㈰・㈷および
夏休み等体験学習実施日勤務

▽【博物館歴史資料整理員】臨１人　選法面接、作文　資
博物館学芸員　賃7,000円/日　勤時８：30～17：15  ㈫～㈰
の５日間
■文化財保護課☎589－6436　締2/10・選2/12　
▽【文化財調査補助員Ⓐ・Ⓑ】Ⓐ臨３人　選法実技、面接、
適性検査　資調査補助員実務（２年以上の経験を要する）の
できる人かつパソコン操作ができる人　賃6,300円/日　勤時９：
00～17：00　

Ⓑ臨２人　選法面接、適性検査　資パソコン操作ができる人　
賃5,600円/日　勤時９：00～17：00
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■人事課☎587－6088　締・選（下記のとおり）
▽【一般事務】臨５人程度　締２/24・選２/25　資ワード・エ
クセルの操作ができる人　賃6,200円/日　勤時８：30～17：15
週５日勤務　勤場配属課未定

▽【障がい者雇用】①臨１人　締２/18・選２/19　普自　賃
800円/時　勤時９：00～16：00　週5日勤務
　②臨１人　締２/18・選２/19　賃800円/時　勤時９：00～
16：00　週5日勤務　勤場発達支援センター

■市民課☎587－6086　締2/16・選2/18　
▽【一般事務（受付・住民基本台帳事務）】嘱１人　市民課
受付、住民基本台帳事務等の事務経験が２年以上ある人　
報179,500円/月　勤時８：30～17：15　週５日勤務
■市民活動支援センター☎518－0556　締2/25・選2/26　
▽【一般事務】臨２人　資ワード・エクセル・インターネット等の
操作ができる人　賃6,200円/日　勤時９：15～18：00  ㈫～
㈰のうち５日間　勤場市民活動支援センター（野洲図書館内）
■市民交流センター☎589－5000　締2/13・選2/16　
▽【一般事務】臨１人　資ワード・エクセルの操作ができる人
賃6,200円/日　勤時８：30～17：15　㈪～㈮週５日勤務　普
自　勤場市民交流センター
▽【人権文化指導員】臨１人　資小学校教諭、中学校教諭の
いずれかの免許、または小・中学校教諭経験者で、自由来
館者（小学生以下）への指導および人権教育や隣保事業に
意欲のある人、ワード・エクセルの操作ができる人　賃1,250 
円/時　勤時13：15～17：15　㈪～㈮週５日勤務　普自　勤
場市民交流センター

▽【人権文化補助員】臨１人　資保育士、幼稚園教諭のいず
れかの免許（資格）または保育士、幼稚園教諭経験者で、
自由来館者（小学生以下）への指導および人権教育や隣保
事業に意欲のある人、ワード・エクセルの操作ができる人　賃
950円/時　勤時９：00～15：00　㈪～㈮週５日勤務　普自　
勤場市民交流センター

■障がい者自立支援課☎587－6087　締2/16・選2/17　
▽【障がい認定等訪問調査員】嘱１人　資保健師、看護師、
精神保健福祉士、社会福祉士、社会福祉主事、介護福祉士、
介護支援専門員のいずれかの資格（免許）を有する人又は
都道府県が主催する障害支援（程度）区分認定調査員研
修を修了した人、ワード・エクセル等基本的なパソコン操作が
できる人　普自　報157,600円/月　勤時８：30～17：15　週４
日勤務

■発達支援センター☎587－0033　締2/15・選2/16
▽【療育指導員】嘱１人　資幼稚園教諭、保育士、養護学
校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの免許（資格）
を有する人又はそれらに準ずる免許（資格）を有する人で、
障がい児療育の経験のある人　普自　報195,400円/月　勤
時８：30～17：15　週５日勤務　勤場発達支援センター

▽【療育指導員】臨１人　資幼稚園教諭、保育士、養護学
校教諭、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの免許（資格）
を有する人又はそれらに準ずる免許（資格）を有する人で、
障がい児療育に意欲のある人　普自　賃7,600円/日　勤時
８：30～17：15　週５日勤務　勤場発達支援センター
▽【心理判定員】嘱１人　資大学や大学院で心理学もしくはそ
の近接領域を専攻し、発達障がいに精通している人で、臨
床経験を２年以上有する人　普自　報200,000円/月　勤時
８：30～17：15　月16日勤務　勤場発達支援センター
▽【心理判定員】嘱１人　資大学や大学院で心理学もしくはそ
の近接領域を専攻し、発達障がいに精通している人で、臨
床経験を２年以上有する人　普自　報150,000円/月　勤時
８：30～17：15　月12日勤務　勤場発達支援センター
▽【社会参加促進事業指導員】臨２人　資教員免許、社会
福祉士、社会福祉主事、保育士またはそれらに準ずる免許
（資格）　普自　賃980円/時　勤時13：00～16：00 月12日
勤務※原則週３日　勤場発達支援センター

▽【おやこ教室補助員】臨２人　資幼稚園教諭、保育士のい
ずれかの免許（資格）を有する人　賃980円/時　勤時８：
30～15：30　月１～２日勤務　勤場発達支援センター
■高齢福祉課☎587－6074　締2/22・選2/24　
▽【介護保険認定調査】嘱５人　資保健師、看護師（優遇）、
または社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のいずれ
かの免許（資格）を有する人　普自　報200,000円/月　勤
時８：30～17：15  月16日勤務

▽【要介護者のケアプラン点検業務】臨１人　資保健師、看護
師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれかの免許（資格）
を有する人　賃5,600円/日　勤時９：00～13：00  週３日勤務
▽【一般事務（介護認定事務補助）】臨１人　資ワード・エク
セル等の簡単なパソコン操作ができる人　賃800円/時　勤時
９：00～15：00  週５日勤務
■地域包括支援センター☎588－2337　締2/19・選2/24　
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
▽【介護予防ケアマネジメント業務】臨４人　資保健師、看護
師（地域経験要）、介護支援専門員、社会福祉士のいずれ
かの免許（資格）　賃11,200円/日　勤時８：30～17：15　月
20日勤務

▽【保健師（介護予防業務）】臨１人　資保健師免許　賃
11,600円/日　勤時８：30～17：15　月20日勤務

▽【社会福祉士（相談業務等）】臨１人　資社会福祉士資格
賃11,200円/日　勤時８：30～17：15　月20日勤務
▽【一般事務】臨１人　賃6,200円/日　勤時８：30～17：15　
月20日勤務
▽【保健師、看護師、准看護師（介護予防業務）】臨若干
名　資保健師、看護師、准看護師のいずれかの免許　賃
1,400円/時　勤時１出動３時間

■健康推進課（野洲市健康福祉センター）☎588－1788 締2/19・選2/23
資（共通）ワード・エクセルの操作ができる人、普自
▽【保健師（保健予防業務）】臨若干名　資保健師免許　
賃1,450円/時　勤時１出勤４時間単位　月４日程度勤務

▽【看護師、准看護師（保健予防業務）】臨若干名　資看
護師、准看護師免許のいずれか　賃1,400円/時　勤時１出
勤４時間単位　月３日程度勤務

▽【管理栄養士（栄養指導業務）】臨若干名　資管理栄養
士免許　賃1,450円/時　勤時１出勤３時間単位　月３日程度
勤務

▽【歯科衛生士（歯科保健指導業務）】臨若干名　資歯科

平成28年度
嘱託・臨時職員募集！

★ 雇用期間… 嘱託４月１日～平成29年３月31日、  
臨時４月１日～９月30日

★年齢は嘱託・臨時とも不問
★各資格・免許は平成28年３月末取得見込者含む。
★ 通勤手当＝ 嘱託／正規採用職員に準じる。  

臨時／日額150円（２km～10km）  
日額250円（10km以上）

★ 採用人数は予定です。重複申し込みは不可（ただし、嘱
託と臨時の重複申し込み可）。

★選考日に、写真付き履歴書、資格（免許）の写しを提出。
★選考方法は原則、嘱託は面接と作文、臨時は面接。

★詳しくは各課申し込み先へお問い合わせください。
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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　市選挙管理委員会では、明るくきれいな選
挙の推進と政治や選挙に関する関心を高める
ことを目的として、野洲市明るい選挙推進協
議会委員を募集します。
応募資格… 市内在住で選挙権を有する人、４人

※応募多数時は同委員会で選考
内容… ▽ 年間数回開催される協議会の会議に

出席し、明るい選挙運動の有効で適
切な企画等について協議 

　　　▽ 任期中に選挙があった場合は、期日
前投票立会人など、選挙事務に協力

任期…４月１日～平成29年３月31日※再任可
応募・問い合わせ… ３月11日までに選挙管理

委員会事務局（総務課内） 
☎587－6038  
FAX587－4033

野洲市明るい選挙推進
協議会委員募集

　市民のスポーツの推進に関し、スポーツの実技指導や活動支
援、スポーツ団体等の育成支援を図るための指導・助言ができ
る意欲のある人を募集します。
任期…４月１日～平成30年３月31日まで
応募資格… 満18歳以上の市内在住・在勤者、３人 

※市の附属機関等の公募委員を除く
申し込み・問い合わせ…２月18日㈭（必着）までに、所定の応
募用紙に住所（市内在勤者は勤務先）、氏名、年齢、性別、昼
間の連絡先、現在までスポーツ指導や活動等への取り組み経験
がある場合はその実績を記入の上、「野洲市のスポーツ振興の
ためにどのように役立ちたいか」（800字程度／様式自由）を
添えて、郵送、ファックス、Eメール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2100－１）☎
587－6053、FAX587－3835、Ｅメールsyougai@city.yasu.lg.jp
※ 選考結果は３月上旬に本人あてに通知。詳細は市ホームペー
ジに掲載

野洲市スポーツ推進委員公募

市営住宅入居者募集
■募集戸数

　８戸（入居予定日　平成28年４月初旬）
■申込資格（主なもの）

　次の条件に、すべて該当する人
　①市内に３か月以上住所があるか、市内に６か月以上勤務している
　②税金等を滞納していない
　③現に同居している、または同居しようとする親族がある
　④入居予定者全員の収入月額の合計が原則15万８千円以下
　⑤住宅に困窮している
　⑥申込者および同居人が暴力団員でないこと
　※暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
■募集期間

　２月１日㈪～12日㈮午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日、祝日は受付できません）※郵送不可
■募集箇所一覧

団地名 号棟 階 目的 構造 使用料（平成27年度） 備考
１ 木部団地 2 一般 ２DK 21,800円～ EV有／駐車場有
２ 木部団地 2 一般 ２DK 21,800円～ EV有／駐車場有
３ 新上屋団地 1 2 一般 ２DK 21,000円～ EV無／駐車場有
４ 新上屋団地 3 2 一般 ２DK 21,900円～ EV有／駐車場有
５ 吉地団地 1 2 一般 ３DK 24,000円～ EV無／駐車場有
６ 永原第１団地 1 3 一般 ３DK 23,500円～ EV無／駐車場有／事故住宅
７ 永原第１団地 3 3 一般 ２DK 20,200円～ EV無／駐車場有
８ 永原第１団地 3 3 一般 ２DK 20,200円～ EV無／駐車場有
○申込書類を審査後、住宅運営委員会で選考を行います。
○ 使用料は、入居者すべての所得等により決定するため、入居者によって金額が異なります。また、法令等の改
正により、毎年変更される可能性があります。

○駐車場利用の場合、保証金9,000円および3,000円/月の使用料が必要です。
○共益費が別途必要です。
■申し込み・問い合わせ　住宅課☎587－6322、FAX586－2176
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　人権を大切にすることは、だれもが心豊かに、幸せ
に暮らせる社会の実現につながります。人権とはむず
かしいものではありません。このつどいを通して、人
と人とのつながりの大切さを身近に感じていただき、
人権についていっしょに考えてみませんか。
日時… ２月27日㈯午後１時30分～４時00分 

（開場／午後１時～）
会場…野洲文化ホール　大ホール
内容…① 野洲市老人クラブ会員による 

｢傘おどり・鈴心おどり｣
　　　②開会行事
　　　③ 人権作品の表彰と発表  

（文化ホール１階ロビーで「人権作品」を展示）
　　　④講演会
　　　　講師：浦谷清平さん（市内野田在住）
　　　　演題：「大切にしたい人と人とのつながり」
　　　　　　　～野田沼捕虜収容所から学ぶ～
申し込み・問い合わせ…手話通訳については２月12日
㈮までに、託児（２歳以上未就学児対象）については
２月19日㈮までに、人権教育課☎587－6059、FAX518
－1860へ予約のご連絡をください。
＊要約筆記（文字による筆記通訳）は準備しています。

『第11回野洲市人権尊重をめざす
市民のつどい』開催のご案内

■２月21日㈰午前10時30分～午後３時
　平和堂アル・プラザ野洲１階　セントラルコート
内容…●環境啓発紙芝居
　　　●ふうせんであそぼう
　　　●みんなでアイヌ文様をつくろう
　　　●人権ライブ
☆障がい者への虐待防止の啓発を行います。
☆ 同会場にて、人権作品・人権啓発パネルを展示…  
21日㈰夕方～26日㈮
■２月15日㈪～29日㈪
内容…人権作品の啓発展示
会場…滋賀銀行（野洲支店、祇王支店、中主支店、三
上代理店）、関西アーバン銀行（野洲支店、中主支店）、
滋賀中央信用金庫（野洲支店、中主支店）、JAおうみ
冨士（野洲支店、三上支店、祇王支店、篠原支店、中
主支店、六条支店）、中主郵便局・野洲郵便局・祇王
郵便局、野洲病院、湖南病院、イオンタウン野洲、丸
善野洲店、魚忠ママセンター、平和堂フレンドマート
中主店、西友野洲店
※各コミセン、野洲駅にも展示しています
※滋賀銀行野洲支店のみ３月２日㈬～31日㈭
※各会場の営業時間中
主催… 人権YASU2016実行委員会（野洲市人権啓発推

進協議会・野洲市企業人権啓発推進協議会）
問い合わせ…人権教育課☎587－6059、FAX518－1860

　体育協会では、次のいずれかに該当し、各構成団体
から推薦された人（団体）を選考委員会で選考し、表
彰（功績賞・奨励賞・功労賞等）します。
■被表彰対象者

　①平成27年３月１日から28年２月15日までに開催さ
れ、終了（予定）したスポーツ大会において優秀な成
績を収めた人②長年スポーツの振興に貢献した人
■推薦書提出方法

　２月16日㈫午後４時までに所定の推薦書に必要事項
を記入の上、同協会（西河原2400番地（野洲市北部合
同庁舎２階））へ持参してください。
＊FAX受付不可、推薦書は同協会にあります。
問い合わせ… 同協会事務局☎589－3381 

（日曜日、祝日は休み）

『人権YASU 2016 』開催

野洲市体育協会
被表彰者の推薦募集

■参加者募集！
　心身に障がいのある子どもたちが規則正しい生
活で有意義な春休みを過ごせるよう、絵画、工作
などの創作的活動、レクリエーションなどをして
楽しく過ごします。
日時… ３月25日㈮～４月８日㈮ 

※土曜・日曜日、４月１日㈮は休み
　　　 いずれも午前９時30分～午後４時※会場まで

は原則各自（保護者）で送迎してください。
会場… 同センター野洲、健康福祉センター、なか

よし交流館等
対象… 小・中学校生および養護学校生
利用料… １日500円
申込締切日… ２月19日㈮

■新規利用者への事前説明会
日時… ２月26日㈮午前10時～
会場… 野洲市人権センター２階交流研修室

■スプリングスクールボランティア同時募集！
　子どもたちと一緒に活動に参加したり、遊んだ
りするボランティアを随時、募集しています。
日時… スプリングスクール開催期間の午前９時～

午後５時
対象… 中学生以上※中学生の場合は事前研修への

参加が原則です。
その他… １日のみの参加も可。謝礼あり（１日1,000

円）、昼食あり。JR野洲駅から会場まで
送迎あり。

障がい児スプリングスクール
申 し込み・問い合わせ… 
びわこ学園医療福祉センター野洲  
☎587－1144、FAX587－4211

暮らしの情報
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■野洲ラグビースポーツ少年団

対象…小学校１～６年生
練習日…月２～４回（日曜日、祝日）
８：30～12：00
会場…希望が丘文化公園、野洲川河
川公園
■中主サッカースポーツ少年団

対象…市内小学校１～６年生（女子
歓迎）
練習日…毎週火曜日（ナイター練習）
=18：00～20：00・毎週木曜日（自主
練習）=16：00～17：00、毎週土曜日
=14：00～17：00※春・夏・冬休み変
更あり
会場…中主小学校グラウンド
■清流館柔道少年団

対象…５歳以上～一般
練習日…毎週水曜日18：30～20：00、
毎週土曜日13：30～15：30
会場…野洲中学校柔剣道場
■中主志道館（剣道）

対象…市内小学校１年～中学校３年
生・一般
練習日…毎週土曜日18：30～20：00
会場…中主小学校体育館
■悠紀剣良会

対象…年長児～

練習日…毎週火曜・金曜日18：30～
20：00、（基本組＝18：30～19：30）
会場…野洲小学校体育館ほか
■中主ミニバスケットボールスポーツ少年団

対象…中主小学校１～６年生
練習日…毎週水曜日＝18：30～20：00、
毎週土曜日（男＝15：00～ 18：00、女
＝14：00～18：00）※追加練習あり
会場…中主小学校体育館
■YBCスポーツ少年団（バスケット）

対象…（男子）北野・三上・祇王小学
校１～４年生・５年生（若干名）、（女
子）北野・野洲・三上・祇王小学校１
～５年生、先着順
練習日…毎週土曜日９：00～12：00※
春・夏・冬休み変更あり
会場…北野小学校体育館
■野洲北ミニバスケットスポーツ少年団

対象…①野洲北男子…篠原・祇王小
学校１～６年生、②野洲北女子…篠
原・祇王・野洲・三上小学校１～６
年生、③野洲男子…野洲・三上小学
校１～６年生
練習日…毎週土曜・日曜日９：00～12：
00または13：00～16：30（合同練習有）
会場…①②篠原・祇王小学校体育館、
③野洲・三上小学校体育館
■中主バレーボールスポーツ少年団

対象…小学校１～６年生
練習日…毎週土曜・日曜日９：00～
12：00
会場…中主小学校体育館
■野洲ジュニアバレースポーツ少年団

対象…小学校１～６年生（女子）
練習日…毎週土曜・日曜日９：00～
12：00、毎週水曜日18：00～20：00（夏
休み等、希望者のみ）
会場…野洲・祇王小学校体育館

■中主野球スポーツ少年団

対象…市内小学校１～６年生
練習日…１～３年生＝毎週土曜・日
曜日、祝日９：00～12：00、４～６年
生＝毎週土曜・日曜日、祝日９：00～
18：00
会場…中主小学校グラウンド
■野洲キッドスポーツ少年団

対象…市内小学校１～６年生
練習日…１年生＝毎週日曜日９：00～
12：00、２年生＝毎週土曜・日曜日、
祝日９：00～12：00、３～６年生＝毎
週土曜・日曜日、祝日９：00～17：00
会場…野洲・北野小学校、小篠原グ
ラウンド、野洲川河川公園
■篠原ファイターズスポーツ少年団

対象…市内小学校１～６年生
練習日…１～３年生＝毎週土曜・日
曜日、祝日９：00～12：00、４～６年
生＝毎週土曜・日曜日、祝日９：00～
17：00
会場…篠原小学校グラウンド
■近江富士ボーイズスポーツ少年団

対象…市内小学校１～６年生
練習日…１～３年生＝毎週土曜・日
曜日、祝日９：00～12：00、４～６年
生＝毎週土曜・日曜日、祝日９：00～
17：00
会場…祇王・三上小学校グラウンド
■少林寺拳法野洲スポーツ少年団

対象…５歳～
練習日…毎週火曜・木曜日19：00～
20：00
会場…北野小学校体育館、市総合体
育館
■日本延真会空手道スポーツ少年団

対象…年長児～
練習日…毎週金曜日18：30～
会場…市総合体育館

●平成28年度
　野洲市スポーツ少年団
　団員募集
募集期間…３月31日㈭まで
申し込み…野洲市社会教育関係
団体事務局（〒520－2423野洲市
西河原2400､ 北部合同庁舎２階）
☎・FAX 589－3381※FAX・郵送可。
詳細は同団体事務局まで。９：00
～16：00、日曜日・祝日休館

市道１号線の高木地先にある柿ノ木原踏切において、踏切拡幅工事に伴う通行制限を実施しています。
工事期間中ご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いします。

○工事の期間…３月３日まで
○制限内容等… 夜間（午後11時～午前６時）通行止め
○制限実施日… ２月18日～21日・26日～28日
　※ 通行止めによる規制日は、現地のお知らせ看板、市広報、市ホームページでご確認ください。
　※ 天候、工程により規制日が変更になる可能性があります。
○工事実施者… 西日本旅客鉄道株式会社、市道路河川課
○その他… 同工事に伴い、昼間（午前９時～午後５時）についても、断続的に片側交互通行により通行制限を行います。
○問い合わせ…道路河川課　☎587－6323、FAX586－2176

柿ノ木原踏切歩道拡幅工事に伴う市道1号線の通行止め等について
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　３月１日から始まる「春の全国
火災予防運動」の一環として、春
季消防総合演習を実施します。ぜ
ひ見学にお越しください。
日時…２月27日㈯午前８時30分～９時30分
場所… JR野洲駅南口付近一帯
内容… 南海トラフ巨大地震により同時多発的に中高層

建物火災・駅前住宅火災およびJR野洲駅ロータ
リー、野洲文化ホールにおいて多数傷病者が発
生したとの想定により総合演習を実施します。

問い合わせ… 湖南広域消防局東消防署☎587－1119

春季消防総合演習実施！！

　自宅でも簡単にできる筋力
トレーニングをご紹介しま
す。この機会に体を動かし、
いきいきと自立した生活を目
指し、一緒に取り組んでみま
せんか。
日時… ２月15日㈪午後１時30分～３時 

（受付／午後１時～）
場所… 野洲市総合防災センター（野洲市辻町488） 
※ 駐車場に限りがありますのでなるべく公共の交通機
関等をご利用ください。コミュニティバスの最寄り
のバス停は「野洲図書館前」です。

対象… 市内在住で、興味・関心をお持ちの人どなたで
も、先着150人

内容… 講義・実技 
「今からはじめる！貯筋でいきいき長寿」  
～自宅でできる簡単筋力トレーニング～

講師…笠原聰　健康運動指導士
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
申し込み・問い合わせ… ２月５日㈮までに地域包括支

援センター（辻町433番地１）
　　　　　　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

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）

時間… 午前９時30分～正午（受付／午前９時15分～）
場所… 野洲市健康福祉センター
対象… 乳幼児をもつ保護者、定員40組
　　　＊平成27年11・12月の教室に参加されなかった人を優先します。
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

日時… ２月18日㈭午後２時30分～４時 
（受付／午後２時～)

会場…野洲市総合防災センター（辻町）
テーマ… 「わたしの終活をわたしらしく 

 ―在宅療養、看取りを考える―」
講師… 畑野秀樹さん（地域包括ケアセンターいぶきセ

ンター長、医師）
対象者… どなたでも
参加費… 無料
※ 駐車場に限りがありますのでなるべく公共の交通機
関等をご利用ください。コミュニティバスの最寄り
のバス停は「野洲図書館前」です。
問い合わせ… 地域包括支援センター
　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

在宅医療と介護の講演会

子どもの発達

子どもの健康づくり教室

筋力トレーニングで
いきいき長寿

介護予防サポーター育成研修会

親と子の心を育てる
コミュニケーション
子育てには楽しいこともあれば、大変なこともあります。
年齢ごとの発達を知り、子どもの育ちにあわせての
関わり方ややりとりの大切を知り、育児を楽しみましょう。

第１回
H28

２／15
㈪

きょうだい関係の対応について
「きょうだいができて赤ちゃんがえりをして…」
「上の子にさみしい思いをさせてないかな…」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心や発達について、学んでみましょう。

第２回
H28

２／23
㈫
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　平成23年に両者で締結した「局所災害時の消防
活動支援に関する協定」に基づき、５回目の合同
訓練が行われました。この訓練は、地域の安全・
安心と防災・減災を支援するため、協定の締結を
きっかけに毎年10月に実施されています。
　今回は、土砂災害で平屋建て民家の倒壊を想
定し、二次災害防止措置と手掘りや重機で土
砂・倒木を排除、要救助者を救助するまでの訓
練が行われました。建協支部会員が重機とオペ
レータを伴い29人が参加、湖南広域消防局と管
内５署からは高度救助隊、機動指揮支援隊など
高度救助車
や資機材と
ともに15人
が出動し、
連携活動の
強化を図り
ました。

　市民活動支援センターでは、市民活動情報紙「つながり」
や市ホームページで活躍している市民団体を紹介したり、
NPOの立ち上げのための助成金支援を行う等のさまざまな
形で市民活動団体の応援を行っています。
　今回は、市内で活発に活動している元気な団体の事業内
容や活動事例の報告会を開催します。地域で活動に参加す
るには、ともに活動する仲間づくりが重要です。仲間同士
のコミュニケーションを図るためのネットワークづくり
と、互いの活動の交流を深めていただこうと今回の報告会
を企画しました。
　すでに市民活動している人、これから何か始めようと考
えている人も、この報告会を通して、元気が出る活動に活
かしていただきたいと思います。市民活動支援センターで
は元気な市民活動を応援します。
日時…２月14日㈰　午後２時～３時30分
事例報告団体… ぶらり街道勝手連、キモチカエル@兵主、
　　　　　　　やす緑のひろば （順不同）
協力団体… NPO法人 家棟川流域観光船 

NPO法人 環境を考える会
場所…同センター（野洲図書館内　ホール）
定員…約60名（事前申し込み不要）
問い合わせ…同センター☎518－0556、FAX518－0557

（一社）県建設業協会湖南支部・
湖南広域消防局

連携訓練が行われました

頑張ろう 市民活動！事例報告会を開催
～今、元気な活動団体を紹介します～

　口座振替をご利用すると、保険料が自動的に引
き落とされるので金融機関などに行く手間が省け
るうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また、当月分保険料を当月末に引き落とすこと
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か月前納・１年前納・２年
前納もあり大変お得です。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
うえ、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。
　４月分からの前納をご希望の場合、申し込み提
出期限は２月末です。

　保険料の納付方法は、毎月納付、６か月前納お
よび１年前納があります。
　納付できる保険料は、「定額保険料」および「付
加保険料込みの定額保険料」となります。（保険
料の一部を免除されている場合はご利用いただけ
ません。）
　なお、支払回数は、１回払いのみとなります。
ご希望の人は、「国民年金保険料クレジットカー
ド納付申出書」の提出が必要となりますので、お
近くの年金事務所へお申し出ください。※クレ
ジットカードでは「２年前納」は出来ません。
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

国民年金保険料の納付は、
口座振替がおトクです

国民年金保険料が
クレジットカードで納付できます

　次のような電話や、郵便、電子メールがあれば詐
欺です！
① ｢声が変わった」「携帯電話が変わったので新しい番
号を教える」「示談金が必要となる」→オレオレ詐欺
② 有料サイト（アダルトサイト）の料金の支払いが
まだです」「支払わなければ裁判になります」「大
金（賞金・報酬等）を送るので、手続料が必要」  
→架空請求詐欺

③ 「低金利でお金を貸します（融資します）」「融資
には保証金が必要です」→融資保証詐欺
④ 「医療費・年金・保険金が返ってきます」「ＡＴＭ
コーナーへ行って下さい（行ったら携帯から電話
をして下さい）」→還付金詐欺

⑤ ｢パンフレットが届いていませんか」「必ず儲かる
株（社債・外国通貨）があります」「名義を貸して
下さい」「私の代わりに購入して下さい」 
→金融商品等取引詐欺

⑥ ｢ロト６・宝くじの当選番号を教えます。明日の新
聞を確認下さい」「競馬で必ず勝てます」 
→ギャンブル情報提供詐欺

　犯人が指定してくる現金の送付方法として「宅配
便」や「口座振り込み」の他、「コンビニエンススト
アでギフトカードを購入してその番号を送る」とい
う方法も増えています。
　だまされないために「必ず誰かに相談」をして下さい。
「レターパック・宅配便・ギフトカードで現金送れ」
はすべて詐欺です！

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

「振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺」
の被害防止
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