
第12回野洲市美術展覧会（第45回滋賀県芸術文化祭参加）

　市民の皆さんに、日ごろの創作活動の発表と鑑賞の機会を持っていただき、
芸術文化への関心を高めていただけるよう、美術展覧会を開催いたします。

部門…絵画、彫刻、工芸、書、写真
会期…９月13日㈰～19日㈯　午前10時～午後４時（全部門）
　　　※９月14日㈪は休館
　　　入場無料
会場…野洲文化小劇場（野洲文化ホール横）
問い合わせ…生涯学習スポーツ課 ☎587－6053、FAX587－3835

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・社会教育関係団体事務室内）
　　　　　　　　　　　☎589－3381　※受付は午前９時～午後４時（日曜日・祝日休み）
主催…野洲市、野洲市教育委員会、野洲市体育協会

競技種目 開催日 開催場所 申込期間

バスケットボール（中学生） 10月３日㈯・４日㈰
総合体育館 ９月27日㈰まで

バスケットボール（一般） 10月４日㈰

ソフトボール
10月４日㈰
予備日：11日㈰

河川公園 ９月25日㈮まで

弓道
９月23日㈷
予備日：10月17日㈯

御上神社弓道場 ９月12日㈯まで

グランド・ゴルフ
10月１日㈭
予備日：２日㈮

蓮池の里 ９月19日㈯まで

バドミントン（一般・含む高校生） ９月13日㈰
総合体育館

９月４日㈮まで

バドミントン（中学生） 10月10日㈯ ９月25日㈮まで

軟式野球
10月25日㈰・11月１日㈰ 
予備日：11月15日㈰・22日㈰

河川公園　他
10月４日㈰
※同日抽選

ゲートボール
10月17日㈯
予備日：18日㈰

健康福祉センター
（多目的広場）

10月３日㈯まで

ペタンク
10月15日㈭
予備日：16日㈮

市民グラウンド（北） ９月30日㈬まで

ショートテニス 11月22日㈰ 総合体育館 11月７日㈯まで

武術太極拳 11月22日㈰ 総合体育館 11月８日㈰まで

健康マラソン 12月６日㈰ 河川公園 11月27日㈮ まで

平成27年度野洲市秋季体育大会開催
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　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。

◎宅内排水工事をするには…
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

　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
ンを実施しています。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。
　屋外広告物を掲示する場合は、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。

９月１０日は「下水道の日」
宅内排水工事がまだのご家庭はお早くお願いします！！

“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！

● 屋外広告物の掲示にはさまざまな規制
があり、許可が必要です。掲示される
場合は、事前に都市計画課へ相談して
ください。

問い合わせ…都市計画課 ☎587－6324、
FAX586－2176

生涯楽習セミナーを開催します！

日　時…９月12日㈯　午前10時～11時30分
受　付…午前９時30分～
講　師…久保　加織さん
　　　　（ 滋賀大学　教育学部教授）
テーマ…「食品ロス問題とは？」
　　　　～その現状と私たちにできること～

対　象…市内在住・在勤者
定　員…80人※当日会場で受付
会　場…コミセンひょうず
受講料…無料
問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835
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スズメバチの生態

　スズメバチは７月～10月にかけて活動を行います。

スズメバチを見つけたら

　１ 　スズメバチの巣に近づいたり、刺激したりしな
いでください。

　２ 　スズメバチを手で追い払ったり、逃げようと早
い動きをしないでください。スズメバチは攻撃さ
れたと思って反撃してきます。後ずさりしながら
ゆっくり逃げてください。

　３ 　黒い色は攻撃目標となるため、黒系の服装は避
けるとよいでしょう。

　４ 　スズメバチは香水、化粧品、ヘアスプレーなど
の匂いに反応します。

　※大原則はスズメバチに「近づかない」ことです。

スズメバチに刺されたら

　１ 　スズメバチに刺されてしまったら、姿勢を低く
して速やかにその場から逃げてください。スズメ
バチは一度だけでなく何度も刺してきます。また、
刺したスズメバチは警告フェロモン（興奮物質）
を空気中にまき散らして仲間を呼ぶため、その場
にいるとたくさんのスズメバチから攻撃を受ける

ことがあります。
　２ 　安全な場所に移動したら、傷口を流水（水道水

などの清潔な水）でよく洗い流し、手で毒液をも
み出してください。

　３ 　その後、刺されたところを水や氷で冷やしなが
ら速やかに病院に行き、治療を受けてください。

　※ ハチに二度以上刺された場合は、『アナフィラキ
シーショック（アレルギー性ショック）』が起こ
る事があります。全身のかゆみ、息苦しさ、吐き気、
めまい等を生じた場合は、速やかに医療機関への
受診をおすすめします。放置すると、呼吸困難や
意識障害が短時間で起こり、生命を脅かすような
危険な状態に陥ることがあります。

巣の駆除について

　 　スズメバチの巣の駆除については、その土地や建
物の所有者もしくは管理者の責任で行うことになり
ます。なお、大変危険な作業のため、駆除専門業者
への依頼をおすすめします。

問い合わせ…
環境課 ☎587－6003、FAX587－3834

スズメバチに気をつけましょう

ごみ搬入抑制のお願い

前回修繕工事中のごみピット内の状態

～野洲クリーンセンター焼却処理施設
定期修繕工事のお知らせ～

　野洲クリーンセンターでは、適正にごみ処理を行うため、
焼却処理施設の定期修繕工事を行います。工事期間中はごみ
ピットが満杯となり、投入扉が一部使用できなくなることか
ら、直接搬入は長時間お待ちいただく場合があります。下記
の期間における燃えるごみの直接搬入はできる限りお控えい
ただき、収集をご利用くださるようお願いします。

 　　　　・　８月31日㈪～９月18日㈮

 　　　　・　10月19日㈪～11月６日㈮

問い合わせ…野洲クリーンセンター
　　　　　　☎588－0568、FAX586－2150
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９月２４日～３０日は、【結核予防週間】

「かぜ？！　もしかして…結核？！」

　今年の血液検査などはお済ですか？
　特定健診では、医師による診察と血液や尿などの検査を行います。高血
圧や糖尿病などの生活習慣病は、初期は無症状ですが、健診を受けること
で病気や予兆を早期発見できます。
対象… 40歳～74歳で健診日に国民健康保険に加入している人
　　　※ 年度途中に国保に加入した人も受けられます。
受診料…無料　※受診券を失くした人は再発行します。
問い合わせ…保険年金課 ☎587－6081、FAX586－2177

無料!
国民健康保険にご加入のみなさんへ

特定健診を受けましょう！１０月末まで！！

　結核は昔の病気ではありません。今も国内で年間２万人以上が発症している現代の病気です。

定期健診、早めの受診が社会のマナーです。

　定期的に健診を受け、かぜかなと思う下記のような症状が長く続くようなら、必ず診療を受けてくだ
さい。早期発見・早期治療が重要です。
　□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

※昭和51年３月31日以前に生まれた人は、結核検診が医療機関で受けることができます。（無料）
　実施医療機関：野洲市・守山市の医療機関（詳細は健康推進課までお問い合わせください。）

　結核を発症した場合、無治療でいると50%程度の人が亡くなってしまうといわれています。現在は、医
療の進歩もあり治らない病気ではなくなりました。一人ひとりが結核に関心を向け、正しい知識を持つ
ことが大切です。
　　問い合わせ…健康推進課 ☎588－1788、FAX586－3668

９月６日～１２日は、【救急医療週間】

　救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、かつ、救急医療関係者の意識の高
揚を図るため、９月９日を「救急の日」とし、この日を含む一週間を「救急医療週間」として救急業務
の普及啓発運動を全国的に実施しています。
　いざというときに、大切な人の命を救うためにも「救命手当ての正しい知識と技術」を身につけてお
きましょう。講習に関するお問い合わせは、最寄りの消防署へ連絡してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ…東消防署☎587－1119、FAX586－2266
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東消防署出張所☎589－3119、FAX589－5421
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市立病院整備基金条例は11月以降に議会提案の予定

「市立病院を考える市民集会」

多くの市民にご参加いただきました！
　７月12日開催の市立病院を考える市民集会には約
350人にご参加いただき、活発な意見が交わされました。
　市では、いただいたご意見や提案をもとに、市立
病院計画の実現を進めていきます。
　主なご意見としては、「市民の生命を守ることが
一番大事。市民の声を反映して病院整備を進めてほ
しい」など、市内に中核病院が必要であるとの意見
が多くの人から述べられました。立地場所について
は、「駅前には大型商業施設を誘致してほしい」、「高
齢社会や障がい者の利便から駅前の病院はありがた
い」など、多様な意見が出されました。

　市長からは、年間通院10万人、入院５万人、救急
搬送650件を受け入れている医療機能を存続するこ
との重要性。また場所については、市民にとっての
便利さはもとより、医師確保や経営面からも駅前が
有利なこと。駅前での整備方針は丁寧な議論の積み
重ねによる市民合意と議会審議を経て決定してきた
こと。商業機能については、旧町の政策が支障となっ
て今さら大型店舗を駅前に誘致できないことなどを
説明しました。
　詳しい結果は、市ホームページ、市役所２階の情
報コーナー、野洲図書館でご覧いただけます。

ご存知ですか？
「学生納付特例制度」と
「若年者納付猶予制度」

安全なまちづくりをめざして・守山警察署

秋の全国交通安全運動の実施
(９月21～30日)

　20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入し
なければなりません。
　しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の
所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶
予される「学生納付特例制度」があります。
　また、学生でない30歳未満の人の場合には、本人お
よび配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保
険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があ
ります。
　これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のまま
にしておくと、不慮の事故などにより障がいが残った
場合に、障害年金を受けることができなくなります。
　なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るた
めに必要な期間に算入されますが、年金額には反映さ
れません。就職などで、収入が得られるようになった
場合は、将来受け取る年金を増額するため、10年以内
であれば、保険料を納めることができる「追納制度」
を利用されることをお勧めします。
※詳細については、お問い合わせください。

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

　皆さんに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、
交通事故防止の徹底を図ることを目的に、秋の全国交
通安全運動が実施されます。
　運動の基本は、

「子供と高齢者の交通事故防止｣

～キラリ輝く おうみ交通マナー～
です。運転者は子供や高齢者を見かけたら、徐行また
は一時停止するなど、その行動に十分気を付けて運転
しましょう。
　また、運動の重点は、
　① 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止（特に、反射材用品等の着用の推進および
自転車前照灯の点灯の徹底）

　② 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底

　③飲酒運転の根絶
です。
　交通事故のない安全安心なまちを目指し、交通マ
ナー向上の輪を広げましょう。

問い合わせ…守山警察署 ☎583－0110

　市立病院整備の財源確保のための基金条例を８月定例市議会に提案する予定でしたが、現在進めています
基本計画の精査業務完了以降に提案すべきと考え、11月以降に議会提案を行う予定です。
　●問い合わせ…地域戦略室　☎587－6141、FAX586－2200
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