
職務内容…幼稚園預かり保育担当
募集人数…６人程度
資格等… 不問（幼稚園教諭免許があることが望まし

い）
　　　　※�大学生については、幼稚園免許もしくは保

育士資格取得に向け履修中の学生に限りま
す。

雇用期間…７月19日㈫～８月31日㈬
賃　　金…時給950円／幼稚園免許あり
　　　　　時給900円～925円／幼稚園免許なし
勤務時間…月曜～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※�午前中勤務は必須、午後勤務は相談に応

じます。
選考日…７月9日㈯　午前9時～
受付場所…市役所別館第１会議室前
持ち物… 写真付き履歴書、資格証明書または取得見込

証明書、筆記用具
　　　　※大学生は、学生証明書
問い合わせ…こども課
　　　　　　☎587－6052、
　　　　　　FAX586－2176

　平成29年１月9日（成人の日）午前10時から開催す
る「成人式式典」と「はたちのつどい」を自主的に企
画・運営する実行委員を募集します。
対　象… 市内在住で平成８年４月２日～平成10年４月

１日生まれの人または、18歳以上のはたちの
つどい実行委員経験者などで、成人式前日
（平成29年１月８日㈰午後１時～５時）と成
人式（１月9日㈷午前８時～午後１時30分）
に必ず出席できる人

内　容… 成人式式典後の第２部「はたちのつどい（レ
クリエーション）」の企画・運営

※�10月から原則毎週木曜日午後７時30分～9時に会議
を開催する予定です。

平成28年度野洲市臨時職員募集

平成29年成人式・はたちのつどい
実行委員募集！

９月11日から開催する市美術展覧会に出品いただく作品を募集します。
●会期…9月11日㈰～17日㈯午前10時～午後４時
●会場…野洲文化小劇場
●応募資格… 市内および近隣市町＜近江八幡市・

守山市・栗東市・湖南市・竜王町＞
在住者または在勤・在学者。ただし
中学生以下は除く。

●応募作品… 各部とも１人２点以内　※自己の創
造で制作した未発表のもの

●作品規格…
　◇絵画：�日本画、洋画、水彩画、パステル画、

版画など50号以内でわく張りか額装。
日本画は軸装可。

　◇彫刻：�高さ1.8ｍ以内。自立して陳列可能かつ、
展示に著しく支障をきたさないもの。

　◇工芸：�木工、金工、染織、陶芸などで高さ1.8
ｍ以内。自立して陳列可能かつ、展示
に著しく支障をきたさないもの。

　◇書　：�縦書き２ｍ×１ｍ以内、横書き２ｍ×0.7
ｍ以内で、わく張りか額装。軸装可。

　◇写真：�四つ切り（Ａ４）以上1.8ｍ×１ｍ以内
で、わく張りか額装。（組写真は３枚以
内）

※�各部ともガラス・アクリルなどのカバーやケー
スは禁止。ただし、水彩画・パステル画・版画
等はアクリルカバーのみ可。押し花に限り、ガ
ラスカバー可。

●出品料…１点につき、600円
　　　　　※高校生は300円（要身分証明）
※�作品の搬入（出品申し込み）は9月３日㈯午後
１時～６時・9月４日㈰午前10時～午後４時に
野洲文化小劇場（野洲文化ホール横）へ

●募集要項等…７月中旬頃配布予定
●問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

第１３回野洲市美術展覧会作品募集

生涯楽習セミナー開催

日　時… ７月16日㈯　午前10時～11時30分
　　　　　　　　　　　　（受付／午前9時30分～）
会　場… 歴史民俗博物館
テーマ…「消費生活セミナー
　　　　　　　　～悪質商法に気をつけろ！～」
対　象… 市内在住・在勤者90人
受講料… 無料

問い合わせ…生涯学習スポーツ課
　　　　　　　　　　☎587－6053、FAX587－3835

暮らしの情報
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「高齢者向け給付金」
申請期限：平成28年７月14日㈭当日消印有効

　支給対象者となる可能性のある人に、申請書・詳しい案内文・返信用封筒を同封して４月中旬にお送り
しています。
　未申請の人は期限までに申請をお願いします。
◦期限までに申請書の提出がない場合は、給付金の支給ができませんので、ご注意ください。
◦�支給対象者と思われる人で、申請書が届いていない場合や申請書を紛失された場合は、下記の給付金担
当窓口までお問い合わせください。
※�平成27年１月１日時点で野洲市に住民登録（住民票）がない場合は、住民登録のある市区町村に詳細を
お尋ねください。

問い合わせ…社会福祉課臨時給付金担当☎587－2392／受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土曜・日曜日、祝日は除く

期限が迫っています！給付金の申請はお済みですか？

福祉医療費受給券交付（更新）のお知らせ

【対象となる人】
①障がいのある人
　◦身体障害者手帳が１級、２級、３級の人
　◦知的障がい程度が重度（療育手帳Ａ）の人
　◦特別児童扶養手当支給対象児童で１級の人
　◦�精神障害者保健福祉手帳が１級、２級の人（自立

支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受け
ている人）

②�母子・父子家庭で18歳未満の子どもを扶養している
人およびその子ども
③�75歳未満の寡婦で、18歳未満の子どもを扶養してい
たことがあり、１年以上一人暮らしで、今後も継続
する人

④65歳～74歳の人
　�住民税の所得割が課せられていない世帯に属する人
（別世帯でも同居の実態があれば、所得確認の対象
となります）

※�所得制限（配偶者・扶養義務者を含む）などにより、
対象とならない場合があります。
※�現在福祉医療費受給券等を持っている人で、交付
（更新）申請書の案内通知または受給資格の喪失通知
が７月22日㈮までに送付されない場合はご連絡くださ
い。

問い合わせ…保険年金課
　　　　　　☎587－6081、
　　　　�　　FAX586－2177

　現在ご使用の福祉医療費受給券等の有効期限は、７月31日（乳幼児は除く）となっています。
　８月１日から有効の新しい受給券の交付（更新）手続きが必要な人には、交付（更新）申請書等の案内通知を
７月中旬に郵送しますので、必要事項を記入し、早めに返送してください。交付（更新）申請書を受理し、書類
の確認ができた人から福祉医療費受給券を送付します。
　交付には一定の所得要件があり、毎年の所得により助成対象者は変わります。
　また、年度途中で65歳になられた下記④の助成対象者には、個人情報保護の観点から通知は行いません。
　④の対象になると思われる人やご不明な点等があれば、保険年金課へお問い合わせください。
　なお、窓口での交付は大変混雑しますので、申請書を郵便にて返送していただきま
すようお願いします。
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後期高齢者医療制度のお知らせ

　　　問い合わせ…保険年金課☎587－6081、FAX586－2177
　　　　　　　　　滋賀県後期高齢者医療広域連合☎522－3013、ホームページ：http://www.shigakouiki.jp/

公的機関の職員を装った

不審者･不審電話にご注意を！
●�高齢者を狙った還付金等詐欺が、全国各地で多
数発生しています。
●�滋賀県内においても、後期高齢者医療制度の被
保険者宅に医療費や保険料の還付金等に関する
不審な電話があったとの報告が、複数寄せられ
ています。
●�手口はいずれも、厚生労働省、県、市町や広域
連合などの職員を装い、電話をかけたり訪問し
たりして金銭や被保険者証をだまし取るなどと
いうものです。

市町や広域連合などの公的機関が、
◦�金融機関のキャッシュカードを渡すよう求め
たり、
◦�ATM（現金自動払出機）を操作するよう指示
することは絶対ありません！

　「おかしいな」と思われる場合は、ひとりで判
断せず家族や友人に相談したり、警察、お住まい
の市町の後期高齢者医療担当課または広域連合へ
ご連絡ください。

 

８月１日から有効の

新しい被保険者証を７月にお送りします
　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で発送します。
●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　�　更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入している人
全員の被保険者証が新しくなります。

●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　有効期限をお確かめください。  うぐいす色になります。 

平成28年度の保険料の額を７月にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の人に、平成28年度の１年間の保険料の額や、お支払い
の方法についての通知書を、７月に郵便でお送りします。
●保険料の計算のもとになるのは
　平成28年度の保険料は、平成27年中の所得にもとづいて計算します。
●保険料の支払方法は
　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
　「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただきます。

「限度額適用・標準負担額

減額認定証」を更新します
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
　入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、
医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定
証」（以下、「限度額認定証」という。）を提示すると、
食事代が減額されたり、窓口で支払う医療費の額
の上限が限度額までとなります。
●対象となる人は
　後期高齢者医療制度の被保険者の人で、平成28
年度の住民税が世帯全員非課税の人
（課税世帯の人は交付対象外です。）
●手続き方法は
　平成28年７月31日まで有効の「限度額認定証」
をお持ちの人で、平成28年８月以降も該当する人
には、新しい被保険者証に同封して郵送いたしま
す。（申請手続きは不要です。）
●対象となる人で限度額認定証をお持ちでない人
は
　被保険者証と印鑑（認印で可）をご持参のうえ、
市町の窓口で申請してください。

暮らしの情報
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プラスチック容器類（プラごみ）袋
販売終了のお知らせ

●個人情報保護制度運用状況
　個人情報保護制度は、市が保有する市民の皆さん
の個人に関する情報を保護しようとする制度です。
自分に関する情報を知りたい時は、開示の請求をす
ることができます。また、市が保有する情報に事実
の誤りがある時は、訂正または削除の請求をするこ
とができます。
　※個人情報の開示、訂正等請求件数� 22件
　　（内訳）　開示件数� 19件
　　　　　　部分開示件数� １件
　　　　　　不開示件数� ２件
　　　　　　訂正等請求件数� ０件
　※不服申立て件数� ０件

●情報公開制度運用状況
　情報公開制度は、市が保有する公文書等情報を、
市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
　※公文書の公開請求件数� 23件
　　（内訳）公開件数� ８件
　　　　　　一部公開件数� 15件
　　　　　　非公開件数� ０件
　※不服申立て件数� ０件

問い合わせ…総務課☎587－6038、FAX587－4033

平成27年度個人情報保護制度と情報公開制度の運用状況

　市の入札・契約手続きを監視する
ため設置しました野洲市入札監視委
員会の会議が５月20日㈮に開催され
ました。
　平成27年度に発注した建設工事お
よび建設関連業務委託を対象に審議
され、いずれも適切に処理されてい
ると判断されました。
　今後も引き続き、公平性、透明性
のある事務手続を実施します。
問い合わせ…総務課
　　　　　　☎587－6038、
　　　　　　FAX587－4033

　市では、障がいのある人の暮らしや生活の困り事など、身近に相談が
できるよう身体障がい者相談員および知的障がい者相談員を設置してい
ます。
　相談員には、相談者の人格を尊重し、その身上および家族に関する秘
密を守ることが義務づけられていますので、安心して悩みや不安、心配
ごとなど気軽にご相談ください。

相談員の種別 氏　名 連絡先

身体障がい者相談員 織田　繁雄 587－0030
藤下多加志 589－2761

知的障がい者相談員 重田　靖江 586－1580
西村　由美 587－1082

� （敬称略）
問い合わせ…障がい者自立支援課地域生活支援室
　　　　　　☎587－6169、FAX586－2177

　８月１日を基準日として、農地基本
台帳の申告をお願いします。
　７月下旬に郵送または農業組合長を
通じて配布します。
　農地基本台帳は、農業者の実態を
調査するとともに、軽油の免税の証明
（耕作証明）など、様々な証明等の根
拠になります。内容をご確認の上、提
出いただくようお願いします。
問い合わせ…農業委員会事務局
　　　　　　☎587－6007、
　　　　　　FAX587－3834

　10月の野洲クリーンセンター更新に伴い、プ
ラごみを燃えるごみとして、分別変更します。
そのため、プラごみの分別回収は9月第４週で
終了します。
　最終回収日は、各地区により異なりますので、
ごみカレンダーで確認をお願いします。
　また、店舗等で取扱っているプラごみ袋の販売は、７月31日をもっ
て終了し、８月・9月は、ご家庭でお使いのプラごみ袋を使い切っ
た場合は、燃えるごみとして出していただく移行期間としています。
　なお、現行のプラごみ袋は、10月以降使えません。未使用のもの
に限り燃えるごみ袋と交換しますが、交換時期は、10月以降です。
詳細は、改めて広報等でお知らせしますので、ご理解をお願いします。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

市の入札・契約手続きは
適切と判断

身体・知的障がい者相談員を紹介します

農地基本台帳（８・１台帳）の
申告をお願いします

　　個人情報を適正に取り扱うための個人情報保護制度と適正かつ公正で開かれた市政の実現のために情
報公開制度を設けています。

2016.7　広報やす　　12



　野洲市中主Ｂ＆Ｇ海洋センターが琵琶湖マイアミ浜で
実施している清掃、安全教育活動「Ｂ＆Ｇクリーンフェ
スティバル」が、全国の模範と認められ表彰されました。
　これは、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーン
ランド財団（Ｂ＆Ｇ財団）が、10年に渡る同センターの
青少年への環境保全・安全教育に貢献した活動を評価し
たものです。

マイアミ浜での活動が
評価されました

■“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、
　立ち直りを支える地域のチカラ～って？
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で66
回目を迎えます。

■地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ
　テレビや新聞では、毎日のように事件（犯罪）のニュースが
報道されています。安全で安心な暮らしはすべての人の望みで
す。犯罪や非行をなくすためには、どうすればよいのでしょう
か。取締りを強化して、罪を犯した人を処罰することも必要な
ことです。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れ
ていくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域
づくりをすることもまた、とても大切なことなのです。
　立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部
の人たちだけでなく、地域のすべての人たちがそれぞれの立場
で関わっていく必要があります。“社会を明るくする運動”では、
犯罪や非行のない地域をつくるために、一人ひとりが考え、参
加するきっかけをつくることを目指しています。

■皆さんで考え、参加してください
　犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるために、今、
何が求められているのか、そして、自分には何ができるのかを、
皆さんで考えてみませんか。

■“社会を明るくする運動”五つの誓い
　◦犯罪や非行のない明るい社会を築きます。
　◦再犯防止は更生保護の使命です。
　◦地域のチカラで立ち直りを支えます。
　◦おかえりの心で仕事と居場所をつくります。
　◦�幸福（しあわせ）の黄色い羽根で理解の輪を広げます。
問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です

◀
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子育て世代のママ・プレママの皆さまへ 骨密度が測れる！「今からはじめる骨粗しょう症予防対策」

時間 内　容

前
半
骨密度測定
（個人） 約5分

エコーで足（かかと）の骨
状態をみます。
はだしで測定します。妊娠
中でもＯＫ！

後
半

骨のおはなし
（小グループ）約15分

「骨粗しょう症ってどんな
病気？」「予防のための食生
活は？」など皆さんに知っ
てもらいたいポイントを保
健師、管理栄養士からお話
します！

　骨粗しょう症は若い世代にも予備軍が増えています。
昨年度の参加者の２人に１人は骨密度が低めでした。
　年をとって、骨が減り始めるまでにどれだけ骨量を
増やすかが、将来の骨粗しょう症予防に大きく関わっ
てきます。“骨の貯金”をしていきましょう！
日時…７月22日㈮（受付／午前9時30分～11時30分）
場所…野洲市健康福祉センター１階健診室
　　　（育児サロンと同じ会場です）
対象…市内在住の人（子育て世代の女性）
費用…無料　※できるだけ予約をお願いします。
申し込み・問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

　蚊が媒介する感染症として、日本脳炎・
デング熱・ジカウイルス感染症（ジカ熱）
などがあります。これらのウイルスを保有
した蚊に刺されることで感染し、高熱や発
疹などの症状がでます。
　中南米やアジアの一部ではジカ熱が流行
しており、妊婦の感染により胎児の小頭症
などを引き起こす可能性があるために、妊
娠中の人は流行地への渡航を控えることが
注意喚起されています。流行地域から帰国
した男性は症状の有無に関らず、最低４週
間、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、
性行為の際にはコンドームを使用するか性
行為を控えることが推奨されています。
予防方法

◦�長袖・長ズボンを着用し、サンダル履き
は避け、肌の露出を少なくしましょう。
◦�虫除け剤や蚊取線香などを上手に使用し
ましょう（説明書に従い適切に使用しま
しょう）
◦�日焼け止めを使うときは、先に日焼け止め
をつけてから、虫除け剤を使用しましょう。
◦�心配な場合は早めの受診をしましょう。
（海外で発熱などの症状が出たら、出来る
だけ早く医療機関を受診してください）

※�詳しくは滋賀県・厚生労働省のホーム
ページをご覧ください。

問い合わせ…健康推進課
　　　　　　☎588－1788、FAX586－3668

蚊が媒介する感染症に注意しましょう

暮らしの情報
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　市が発刊した「まなび野洲検定ジュニア版」を活用
し、市の自然環境や身近な歴史文化遺産などに対する
愛着や関心を高めませんか。
日　時… ８月1９日㈮　午前9時45分～11時
　　　　　　　　　　　（受付／午前9時30分～）
場　所…コミュニティセンターきたの２階研修室
対　象…市内の小学４年生～中学３年生
出題等… 「まなび野洲検定」ジュニア版－修正版－テ

キストの中から、中学生は50問、小学生は表
現をやさしくした問題30問を出題し、30分で
解きます。

検定区分… 中学１級、２級、３級および小学１級、
　　　　　２級、３級
　　　　　�それぞれ「おおむね90％正解」で１級、

「75％」で２級、「60％」で３級を合格とし
ます。

受検料…100円／１人　※当日徴収します。
申し込み…�学校で申し込み用紙を取得後、７月６日㈬

午後５時までに各学校の担任まで
問い合わせ…教育研究所☎587－6028、FAX587－3835

　市では、生活困窮世帯の子ども（中学生）に対し
学習機会の保障を行い、学習習慣を身につけ、貧困
の連鎖を断ち切り貧困に陥ることを防ぐために野洲
市学習支援事業Ｙ

や す ク ー ル
aSchooを実施しています。

　このＹ
や す ク ー ル
aSchoolに通っている子ども達に勉強を教え

るボランティアを募集します。
募集期間･･･随時募集
謝　　金･･･2,000円
学習場所･･･コミュニティセンターやす
内　　容･･･ 毎週水曜日午後６時～８時30分まで子ど

も達の学習支援を行います。
申し込み・問い合わせ･･･市民生活相談課
　　　　　　　　　�　　☎587－6063、FAX586－3677

　新しい知識と教養を身につけ、地域の担い手と
なるため、レイカディア大学で学び、多くの仲間
と新しい自分に出会ってみませんか！
日　程…平成28年10月～平成30年9月（２年間）
会　場… 草津校（定員145人）、米原校（定員70人）

のいずれか
対　象… 10月１日現在60歳以上の県内在住者で、

卒業後、学習成果を生かした地域活動等
に意欲がある人。※過去に入学を許可さ
れた人は不可。

内　容… 必修講座、選択講座（園芸学科、陶芸学
科、びわこ環境学科、地域文化学科、北
近江文化学科、健康づくり学科）

授業料… 前期25,000円、後期25,000円※教材費、
傷害保険料、見学・研修の経費および自
主活動等に要する経費は自己負担

申し込み ・問い合わせ…７月22日㈮までに郵送ま
たは持参で県レイカディア大学草津校
（〒525－0072草津市笠山７－８－138（県
立長寿社会福祉センター内））☎567－
3901

※�募集要項や入学願書は高齢福祉課、地域包括支
援センター、野洲市社会福祉協議会に設置して
いるほか、びわこシニアネットホームページ
（http://www.e-biwako.jp/）からもダウンロー
ド可

　夏休みに図書館の仕事を体験してみませんか？
　本が好きな人、図書館が好きな人、夏休みの思い出
に、ぜひご参加ください。
対　象… 市内在住または在学の小学４年生～６年生・

中学生･高校生
定　員…各日程12人（応募多数時抽選）
日　時…①７月27日㈬　午前9時30分～午後３時15分
　　　　②７月28日㈭　午前9時30分～午後３時15分
内　容… カウンター（貸出し・返却）、本の整備（カ

バーかけ）、図書館探検など
申し込み…７月10日㈰　午後６時まで。
　　　　　�図書館に備え付けの申し込み用紙に必要事

項を記入のうえ、図書館カウンターへ直接
お持ちください。（電話申し込み不可）

※�小学生・中学生の申し込みには、保護者の同意が必
要となりますので、申し込み用紙の所定欄に、必ず
保護者の署名と押印をお願いします。
　抽選の結果は、ハガキでお知らせします。
問い合わせ…野洲図書館☎586－0218、FAX587－5976

第７回「まなび野洲検定2016」
を実施します

野洲図書館
「一日図書館員」募集！

滋賀県レイカディア大学
第39期学生募集

Ｙ
や す ク ー ル

aSchool学習ボランティア募集！
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　街角の年金相談センター草津では、平成28年６月
１日より、予約制による年金相談を行っています。
電話番号…564－4311
受付時間… 午前８時30分～午後５時15分（土曜・

日曜日、祝日は除く）
相談時間… 午前８時30分、午前9時、午前9時30

分、午前10時、午後３時、午後３時30分、
午後４時

場　　所… 街角の年金相談センター草津
　　　　　　（草津駅前　近鉄百貨店５階）
※�電話予約の際には、個人情報等について確認い
たしますので、ご協力お願いします。

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

年金相談のお知らせ

　もうすぐ、子どもたちが待ち望んでいた夏休みが
やってきます。
　夏休みには、外で遊ぶ子どもが増えることや、レ
ジャー交通が増加することから、毎年この時期には交
通事故が多発します。
　楽しい夏休みを過ごすために、皆さん一人ひとりが
交通ルールを守り、交通事故にあわない・起こさない
ようにしましょう。
１．子どもと高齢者の交通事故防止
　ドライバーの皆さんは、学校や公園の近く、住宅
地内を走行する際は、十分速度を落とし、「子ども
や高齢者が出てくるかもしれない」等と危険を予測
する運転を心がけましょう。

２．�全席シートベルト着用とチャイルドシート
使用の徹底
　車に乗ったら自分の命、大切な人の命を守るため
に、全席でシートベルトの着用、６歳未満の子ども
にはチャイルドシートを使用することを習慣にし
ましょう。

３．飲酒運転の根絶
　飲酒運転は、死亡事故や重大事故につながる悪質
危険な犯罪行為です。少しの量でも、お酒を飲んだ
ら絶対に車を運転してはいけません。車に乗る人に
お酒を勧めたり、お酒を飲んだ人に車を貸したり、
お酒を飲んだ人が運転する車に同乗することも犯
罪行為になりますので、絶対にやめましょう。

４．運転中に疲れを感じたら休憩をとりましょう
　レジャーや帰省などで慣れない道や長距離・長
時間運転をすると、集中力が持続しません。こまめ
に休憩をとるようにしましょう。

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

夏期における交通事故防止

【火事防止対策】
１．子どもだけでの花火はやめましょう。
２．�バーべキュー等をした後は、火の後始末をしっか
りしましょう。

【水の事故防止対策】
１．�小さい波でも足をすくわれ、溺れる危険がありま
す。水辺では絶対に子どもから目を離さないよう
にしましょう。

２．�河川敷などでは天候と
水位に十分注意し、危険
を感じたらすぐにレジャーを中止し、安全な場所
に移動しましょう。

【熱中症対策】
１．�炎天下の屋外だけではなく屋内
でも熱中症の危険が潜んでいま
す。暑い日に限らず、こまめに水
分と塩分を補給しましょう。

２．めまいや吐き気など異常を感じたら…
　　①日陰など涼しい場所で休みましょう。
　　②十分な水分と塩分を補給しましょう。
　　③�体が熱い場合は、保冷剤などで体を冷やしま

しょう。
　　④�意識障害、けいれん等の症状があれば、救急車

を要請しましょう。（119番）
問い合わせ…
　湖南広域消防局
　東　消　防　署　☎587－1119、FAX586－2266
　東消防署出張所　☎589－3119、FAX589－5421

　成年後見制度の仕組みや手続の方法など、成年後見
制度についてなんでもご相談いただけます。ご相談は、
成年後見センターもだまの相談員がお受けしますが、
内容によっては専門機関におつなぎします。（相談無
料・予約不要・秘密厳守）
日　時…７月13日㈬　午後１時30分～４時
場　所…野洲市健康福祉センター３階研修室
　　　　（野洲市辻町433番地１）
対象者… 市内在住者（本人・家族・施設職員やケアマ

ネ等支援者）
問い合わ せ先…特定非営利活動法人成年後見センター

　　　もだま☎598－0246、FAX598－0888
　　　（手話通訳が必要な人は事前にご連絡ください）

夏の災害・事故に注意しましょう！

成年後見制度に関する相談会

暮らしの情報

15　　広報やす　2016.7




