
（開場／午後１時50分）
小学校区名 期　日 会　場 受付時間
中主小学校区 10月６日㈭ 中主小学校 下表参照
北野小学校区 10月20日㈭ 北野小学校 午後２時～２時30分
三上小学校区 10月27日㈭ 三上小学校 午後２時～２時30分
篠原小学校区 10月27日㈭ 篠原小学校 午後２時～２時30分
野洲小学校区 11月10日㈭ 野洲小学校 下表参照
祇王小学校区 11月17日㈭ コミセンぎおう 午後２時～２時30分

受付時間 中主小学校区 野洲小学校区
午後２時～

２時15分
中主幼稚園
（そら組、ほし組）

野洲幼稚園
（ゆり組、すみれ組）

午後２時15分～
２時30分

中主幼稚園
（つき組、にじ組）

野洲幼稚園（あじさい組）
ゆきはたこども園

午後２時30分～
２時45分

上記に記載のない幼稚
園・こども園・保育園

上記に記載のない幼稚
園・こども園・保育園

コミセン
きたの 北野小学校

友川

京セラ

オムロン

工事区間

市
道
市
三
宅
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　本日10月１日からは、新しい野洲クリーンセンターでごみの
受付を行います。
　ごみを搬入される際は、右図のルートで（新）クリーンセン
ターの計量受付へ直接お越しください。（旧）クリーンセンター
は解体工事を行うため、（新）クリーンセンターへの進入路を除
き、入場できませんので、ご注意ください。
　また、下表のとおり本日から受付日時を拡充しています。
問い合わせ…野洲クリーンセンター
　　　　　　☎588－0568、FAX586－2150

新しい野洲クリーンセンターでごみの受付を開始します

　平成29年４月から小学校等に入学され
る子どもを対象に就学時健康診断を実施
します。
会場は現在お住まいの小学校区となりま
すが、当日、都合の悪い人は、別の会場
で受けることもできます。

持ち物…◦�事前に園を通じてお渡しまたは
郵送している「就学時健康診断
票」と「心臓検診調査票」

　　　　　※必要事項を記入のこと。
　　　　◦�「上ぐつ」と「下ぐつを入れる

袋」（野洲小学校、コミセンぎお
うの会場は不要）

健診の内容…◦内科健診　◦歯科健診
　　　　　　◦�視力検査、聴力検査…園で

受けていない子どものみ
その他…◦保護者同伴でお越しください。
　　　　◦�駐車場の関係上、北野小学校、

野洲小学校、コミセンぎおうへ
のお車での来場はご遠慮ください。

問い合わせ…学校教育課
　　　　　　☎587－6017、FAX587－3835

　市では市街地の浸水被害を軽減するため、雨水幹線を整備しています。今年
度は、市三宅地先の市道市三宅小南線の交差部分等を施工します。工事は、歩
行者および通行車両の安全を確保するため、図のとおり迂回路を通しながらの
施工になります。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願
いします。

【工事名称】 童子川４-１号雨水幹線整備工事
【工事期間】 10月中旬～平成29年２月末

河川工事に伴う迂回路設置のお知らせ

問い合わせ…道路河川課
☎587－6323、FAX586-2176

就学時健康診断のお知らせ
－来年度小学校に入学する子どもが対象です－

【（新）クリーンセンターへの搬入ルート】

受付日 受付時間

月曜日～土曜日
※祝日および年末年始は休み

午前９時～正午
午後１時～４時

暮らしの情報
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　認知症等により高齢者等が徘徊し行方不明となった場合に、早期に発見・保護することを目的に、徘徊のおそ
れのある高齢者等の情報を事前に登録する「野洲市徘徊高齢者等事前登録制度」を開始します。
　登録した情報を守山警察署と共有し、捜索活動を早期に開始することに役立てます。

対象者…市内に住所を有し、かつ居住している人で、次のいずれかに該当する人
　　　　①要介護１から要介護５の認定を受けており、認知症等により徘徊のおそれのある人
　　　　②①のほか、市長が特に必要と認める人
登録方法…①�「野洲市徘徊高齢者等事前登録申請書」に登録対象者の全身写真と顔写真（裏面に撮影日を記載）

を添付し、高齢福祉課に提出してください。
　　　　　②�市で提出された内容を確認し、「野洲市徘徊高齢者等事前登録決定（却下）通知書」により、決定の

可否を通知します。
　　　　　③�事前登録を決定した人の情報を野洲市徘徊高齢者等事前登録台帳に登録し、守山警察署と情報を共

有します。
問い合わせ…高齢福祉課☎587－6074、FAX586－2176

野洲市徘徊高齢者等事前登録制度を開始します

「おのりやす」位置情報アプリの運用を始めました！
　野洲市コミュニティバス「おのりやす」の利便性の向上を図るため、位置情報アプリの運
用を開始しました。

使用方法…
　①右の【ＱＲコード】を読み取り、専用アプリをスマートフォンにインストールします。
　②希望するコースのIDを登録します。（各コースのIDは、市ホームページをご覧ください。）
　③地図にバスのアイコンが表示され、現在位置を確認できます。
　※メニュー設定から地図表示の自動更新間隔を「30秒」にすることができます。

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

　市の認知症キャラバン・メイトは「認知症みんなで支えたい♡やす」の愛称のもとに、ボランテイアで認知症
サポーター養成講座（認知症ミニ学習会）の講師役・進行役として活動をしています。
　認知症サポーター養成講座とは、認知症の基礎的な知識について、みんなで学ぶ学習会です。その講師役とな
る「認知症キャラバン・メイト」の養成講座を開催します。地域で活動したいと考えている人はぜひ受講してく
ださい。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時…10月25日㈫　午前９時30分～午後４時30分
場　所…滋賀県南部合同庁舎本館４Ａ会議室
対象者… 終日ご参加できる人、かつ、受講後、年間３回以上活動
　　　　（認知症学習会の講師役、定例の連絡会等）に参加できる人
定　員…60人 （４市合わせて）
主　催… 滋賀県南部健康福祉事務所・草津市・守山市・栗東市・野洲市
申し込み ・問い合わせ…10月14日㈮までに地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

～地域で活動をしてみませんか？～

認知症キャラバン・メイト養成講座のお知らせ
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　皆さんから寄せられたご意見・ご提案は、
市長がすべて読み、回答を作成しています。
　ご意見・ご提案をいただく場合は、市民
の皆さんと市長との「顔の見えるコミュニ
ケーション」を図る趣旨から、住所・氏名
の記入をお願いします。無記名の場合、ま
た記入があっても明らかに偽住所、偽名と
判断できる場合は、回答は作成しません。

●いただいたご意見・ご提案および回答は、
プライバシーに関わる部分を除いて、広報
秘書課で編集し、市ホームページや広報紙
「まちづくりステーション」で公表します。

　日ごろ市政に対して「なぜ？どうして？」「こ
んなふうになったらいいのに！」と感じたこと
はありませんか。
　一人ひとりが「住んで良かった」と感じられ
るようなまちにするため、皆さんからのご意見・
ご提案をお待ちしています。

「市長への手紙」の出し方
①郵送
　「広報やす 10 月号」に掲載する様式を使
えば切手をはらずにポストへ投函するだけ
で市長へ届きます。

②通信箱へ投函
　市役所本館玄関ロビーに設置している通
信箱へ投函してください。

③ファクス
　FAX586－2200 へ送ってください。

④電子メール
　市ホームページ「市へのご意見・ご提案」
から送信できます。

「市長への手紙」
～皆さんの声を
　市政にいかします～

料金受取人払郵便

草津局
承認

4161
差出有効期間
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　保存のため公開を制限している国史跡の円山
古墳と甲山古墳について、石室内部と熊本県宇
土半島から運ばれた刳

くりぬしきいえがたせっかん

抜式家形石棺を公開しま
す。
　また、発掘調査で出土した副葬品についても
桜生史跡公園案内所にて公開します。
日　時…11月３日㈷・５日㈯
　　　　午後１時～４時　※小雨決行
場　所…桜生史跡公園　※同公園案内所で受付
対　象…どなたでも
参加費…無料
問い合わせ…文化財保護課
　　　　　　☎589－6436、FAX589－5444

円山古墳・甲山古墳石室・
石棺特別公開

　子どもたちの安心・安全を守る一番の力は、
地域の目です。通園･通学の姿を見守りながら
あいさつや声かけを行う運動にご協力をお願い
します。
日　時…11月１日㈫　登校（園）時間帯
場　所…市内全域の通学路
問合せ…生涯学習スポーツ課
　　　　☎587－6053、FAX587－3835

まちぐるみで
愛の声かけ運動にご協力を！

【高木自治会】
　宝くじの助成を受け、会議テーブル、会議用
椅子、会議椅子用チェアポーターを整備されま
した。これにより更なるコミュニティ活動の活
性化が期待されます。
問い合わせ…協働推進課☎587－6043、FAX587－
4033

（財）自治総合センター
助成を受け

備品を整備されました



　今年で共同募金運動は70回目を迎えます。
　皆さんからお寄せいただいた貴重な募金は、地域福祉活動の充実強化や民間福
祉施設の整備等、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせることを最優先として
活用しています。皆さんのご支援とご協力をお願いします。
問い合わせ…野洲市共同募金委員会（野洲市社会福祉協議会内）
　　　　　　☎589－4683、FAX589－5783

今年も赤い羽根共同募金運動が始まります
10月１日～12月31日

10月1日からB型肝炎の定期予防接種が始まります
【B型肝炎とは】
◦�B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染により起こ
る肝臓の病気です。
◦�B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終
わる場合と、そのまま感染している状態が続い
てしまう場合（この状態をキャリアといいます）
があります。キャリアになると慢性肝炎になる
ことがあり、そのうち一部の人では肝硬変・肝
がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあ
ります。

【B型肝炎ワクチンとは】
◦�ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウ
イルスへの抵抗力（免疫）ができます。
◦�免疫ができることで、一過性の肝炎やキャリア
になることも予防でき、まわりの人への感染も
防ぐことができます。

対象者… 平成28年４月１日以降に生まれた１歳未
満の人（１歳の誕生日前日まで）

接種回数…３回
※�１回目の接種から３回目の接種を終えるまでに
は、おおよそ半年間かかります。
※�１歳になってしまうと定期接種の対象外（自己
負担）となります。スケジュールをよくご確認
いただき予防接種を受けるようにしてください。

接種方法… 27日以上の間隔をおいて２回接種した
後、第１回目の接種から139日以上の間
隔をあけて３回目を接種。（標準的接種
期間は生後２ヶ月から生後９ヶ月未満
までに接種）

接種費用…無料
持ち物… 母子健康手帳、保険証など住所がわかる

もの

注意事項…
▽�平成28年４月、５月生まれの人で、10月から初
めてB型肝炎予防接種を受けられる人は、10月時
点ですでに生後５～６か月が経過しており、接
種スケジュールの管理が重要となります。早め
に主治医とご相談ください。
▽�対象者の内、平成28年９月30日までにＢ型肝炎
予防接種を任意で接種（自己負担）された人は、
その回数を定期接種の回数とみなして、以降の
接種を行ってください。
▽�HBs抗原陽性のお母さんから生まれた赤ちゃん
で、健康保険によりＢ型肝炎ワクチン（抗HBs
ヒト免疫グロブリンも併用）を受けた方は、定
期予防接種の対象外となりますのでご注意くだ
さい。

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

B型肝炎予防接種実施医療機関
市内の医療機関…
実施医療機関名 電話番号 所在地

希望が丘クリニック 586－4106 市三宅2354番地
澤田医院 588－5855 冨波甲1087番地１
たちいり小児科医院 588－0141 久野部198-１
田中医院 589－2113 比江816番地
ちかもち内科医院 518－0511 小篠原2208-１
本田医院 588－3500 近江富士２丁目５番２号
南医院 589－5061 吉地1412番地
もりおか小児科医院 586－4900 三上2112番地９
野洲病院 587－1332 小篠原1094番地
吉川医院 589－3901 吉川928番地
◦�守山・草津・栗東市内の実施医療機関では事前
手続きなく予防接種が受けられます。
◦�上記以外の県内実施医療機関で接種を希望する
人は、事前申請が必要です。詳しくは健康推進
課までお問い合わせください。

標準的な接種期間： 生後2ヵ月から9ヵ月未満までの間

① ② ③

139日以上

27日以上 　　　1歳未満までに完了

暮らしの情報
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（１）高齢者インフルエンザ予防接種
接種期間…12月31日まで
対象者…①市内在住の満65歳以上の人
　　　　②�60歳から65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障がいがある人

接種費用… 1,500円　※�この期間以外の接種費用は実費負担。生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２
週間前までに健康推進課で手続きをすると無料（要印鑑）

（２）高齢者肺炎球菌予防接種
接種期間… 平成29年３月31日まで　※�この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い

（全額自己負担）となります。
対象者…①市内在住で平成28年度に次の年齢になる人

年齢 対象生年月日
65歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれ
70歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生まれ
75歳 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生まれ
80歳 昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生まれ

年齢 対象生年月日
85歳 昭和 6年4月2日～昭和 7年4月1日生まれ
90歳 大正15年4月2日～昭和 2年4月1日生まれ
95歳 大正10年4月2日～大正11年4月1日生まれ
100歳 大正 5年4月2日～大正 6年4月1日生まれ

　　　　②�60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ
れる程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程
度の障がいがある人

接種回数…１回
接種費用… 2,500円　※�生活保護世帯、住民税非課税世帯の人は２週間前までに健康推進課で手続きをす

ると無料（要印鑑）
ご注意ください！
※�高齢者の肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌ワクチン）を５年以内に接種されたことのある人は、再接種すると注
射部位が痛くなる、赤くなる、硬くなる等の副反応が強く現れやすいと言われています。
※�対象年齢の人であっても、過去に成人用(高齢者用)肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある人は、定期接種の
対象外です。
　�例えば、75歳以上の人で滋賀県後期高齢者医療広域連合の接種費の一部助成を受けたことのある人はこれに当た
ります。
※�高齢者の肺炎球菌ワクチン接種履歴について、平成26年度までは「滋賀県後期高齢者医療広域連合」の健康保険
者証に記載がありましたが、平成27年８月更新分からは記載がされていません。接種履歴がご不明な場合は、健
康推進課までお問い合わせください。

持ち物…健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（75歳以上）
申し込み…実施医療機関（19ページ参照）に直接または電話で予約をしてください。

平成28年度　高齢者定期予防接種のお知らせ 問い合わせ

健康推進課
☎ 588－1788
FAX586－3668

生活習慣病予防セミナー
　健診結果の見方がわからない、食事や運動に気をつけているのにやせないなど疑問に思うことはあり
ませんか？健康づくりのプロがサポートします。
日　時…11月４日㈮　午前９時30分～正午（受付／午前９時～）
場　所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
対象者…40歳～74歳の市民、先着30人　※要予約
内　容… 講演①「医師に聞く！生活習慣改善のコツ」／鈴木仙太朗さん（滋賀医科大学医師）�

講演②「はじめよう！太りにくいカラダをつくる習慣」／健康推進課管理栄養士
参加費…無料
持ち物…筆記用具、健診結果（お持ちの人）、電卓（お持ちの人）
申し込み・問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668

健康チャレンジ！のお知らせ
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●市内の医療機関
実施医療機関名 電話番号 所在地 インフルエンザ 肺炎球菌

伊藤整形外科 586－1085 大畑14－12 ○ ○
えとうクリニック 575－8808 吉地1193番地１ ○ ○
おおはし腎透析クリニック 588－0084 永原1833－4 ○ ○
おかもと耳鼻咽喉科クリニック 518－0880 市三宅2339－4 ○ ×
甲原医院 587－0070 小篠原2057番地１ ○ ○
澤田医院 588－5855 冨波甲1087番地１ ○ ○
白井医院 587－0125 永原1833－1 ○ ○
すぎやま内科 586－1218 小篠原1974番地１ ○ ○
髙田クリニック 535－1528 行畑736番地 ○ ○
田中医院 589－2113 比江816番地 ○ ○
ちかもち内科医院 518－0511 小篠原2208－1 ○ ○
遠田整形外科 518－0220 市三宅2339－1 ○ ×
なかにし耳鼻咽喉科 586－3341 小篠原1033－1 ○ ○
平田医院 588－2111 三上1937－14 ○ ×
野村内科医院 587－0066 小篠原2177番地 ○ ○
藤井医院 586－5848 市三宅2480番地� ○ ○
本田医院 588－3500 近江富士２丁目５番２号 ○ ○
南医院 589－5061 吉地1412番地 ○ ○
三宅医院 587－1601 久野部１番地15 ○ ○
もりおか小児科医院 586－4900 三上2112番地９ ○ ○
森野内科胃腸科 587－3636 北野一丁目19番33号 ○ ○
野洲病院 587－1332 小篠原1094番地 ○ ○
山地内科 586－8708 三上279番地１ ○ ○
山田クリニック 518－0355 市三宅2725番地 ○ ○
吉川医院 589－3901 吉川928番地 ○ ○
吉田クリニック 588－5080 市三宅2732番地 ○ ○
緑王診療所 588－0572 栄31－3 ○ ○

●守山・草津・栗東市内の実施医療機関では事前手続きなく予防接種が受けられます。
●�上記以外の県内実施医療機関で接種を希望する人は事前申請が必要です。�
但し、近江八幡市、湖南市の一部の実施医療機関では事前手続きなく受けられます。�
詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。

◎高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関

介護予防教室のお知らせ
会場・開催日等…

※会場は、選択できますが、①と②両方の参加をお勧めします。
時　間…午後１時30分～３時30分（受付／午後１時15分～）
対象者…65歳以上の人、先着50人※定員になり次第締め切ります。
参加費…100円／回
持ち物… 筆記用具、お茶など
その他…動きやすい服装、靴でご参加ください。※コミセンみかみは、上靴が必要
申し込み…10月14日㈮までに地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668
※当日の出欠、内容のお問い合わせは、野洲病院となります。☎587－1332、FAX587－5004

会　場 開催日 内　容 講　師

コミセンみかみ
大ホール

10月25日㈫ ①体を動かし、いつまでも元気に！
　～百歳体操を体験しよう～ 理学療法士

11月１日㈫ ②教えて！自分にあった運動や食事の方法
　～栄養・運動ミニ講座～

理学療法士
管理栄養士

コミセンひょうず
大ホール

10月28日㈮ ①に同じ ①に同じ
11月４日㈮ ②に同じ ②に同じ

市民活動支援センター
（図書館併設）大ホール

11月10日㈭ ①に同じ ①に同じ
11月17日㈭ ②に同じ ②に同じ

暮らしの情報
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　河川敷や竹やぶ、山林、幹線道路などにごみが捨て
てあるのを目にされたことはないでしょうか。処分費
用がもったいないなど、モラルを欠いた自分勝手な理
由で不法投棄があとを絶ちません。
　不法投棄物をそのまま放置すると景観が損なわれる
だけでなく、地域の生活環境に悪影響を及ぼし、新た
な不法投棄の発生にもつながることから、早期発見と
回収・撤去処分は重要な取り組みです。
　市では、不法投棄行為の早期発見を図り不法投棄の
未然防止と啓発活動に努めるため、不法投棄監視員
（各学区２人）による定期的な巡回と、クリーンパト
ロール隊（３班体制でシルバー人材センターに委託）
による監視を行っています。
　不法投棄は重大な犯罪であり、警察とも連携して対
処をしています。不法投棄をした人には、「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」により５年以下の懲役ま
たは1,000万円以下の罰金が課せられます。
※�ごみの排出方法は、各
戸配布しております

『ごみ分別名人』をご覧
いただくか環境課まで
お問い合わせください。

10月は「３Ｒ推進月間」です不法投棄は犯罪です！

●保守点検
　機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを
行います。家庭用の浄化槽では、３～４か月に１
回以上行ってください。
　浄化槽の保守点検には、専門的な知識や技術を
必要としますので、滋賀県の登録を受けた保守点
検業者に依頼してください。
●清掃
　浄化槽を使用していると、汚泥などがたまって

10月1日 は 「浄化槽の日」 です

きます。清掃は、浄化槽内部にたまった汚泥など
を抜き取ります。年１回以上行ってください。
●法定検査
　浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認
するための検査です。保守点検や清掃とは別に年
１回受検する必要があります。
※�浄化槽を廃止したときは、「浄化槽廃止届書」を
環境課まで必ず提出してください。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX�587－3834

　浄化槽は、適正な管理を行うため、保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられています。

　10月は、リデュース・リユース・リサイクル推進月
間（３Ｒ推進月間）です。
　今回、野洲クリーンセンターを更新し、プラスチッ
ク容器類（プラごみ）を可燃ごみとして処理し熱回収
（サーマルリサイクル）します。
　ご家庭においても、この機会にごみの現状を確認
し、一人ひとりが分別意識をもってごみの減量に努め
ましょう。
◦プラごみの分別収集の変更
　10月よりプラごみは、「可燃ごみ」で出すことにな
りました。プラごみは、小さく切ることで、袋に詰め
込みやすくなります。また、スーパー等のトレイ類の
店舗回収は従来通り実施されていますので、ご利用を
お願いします。
　なお、プラごみ袋は、10月以降使用できませんので、
未使用のプラごみ袋は、可燃ごみ袋と交換してください。
※詳しくは「広報やす８月号」をご覧ください。
◦雑がみの分別排出にご協力ください
　家庭で出されている可燃ごみには、まだまだお菓子
の箱や包装紙などの紙類が入っています。これを「雑
誌・雑がみ」の区分で出すことでリサイクルできるだ
けでなく、ごみの減量にも繋がります。
◦食品ロスを減らしましょう
　まだ食べられるのに捨てられている食べ物を「食品ロ
ス」と言い、１人当たり１年間に約25㎏に相当していま
す。大切な資源である食べ物を無駄なく消費しましょう。
◦粗大ごみの出し方について
　粗大ごみには、１点につき１枚のシールを貼ってい
ただきますが、このシールには、出したごみを他の人
にリユース品として使っていただける意思表示欄があ
りますので、ぜひご利用ください。
　なお、粗大ごみの集積所は、スペース等の関係で一
部の集積所に限定しています。粗大ごみを出す際は、
自治会や環境課にご確認ください。
◦ごみ分別名人を更新しました。
　自治会を通じて、全戸配布を行います。変更となっ
たごみの区分や分別区分早見表をまとめましたので、
ご利用ください。
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834問い合わせ…環境課☎5８7－6003、FAX5８7－3８34

平成27年度　不法投棄回収量
可燃ごみ 10,900㎏
不燃ごみ 7,734㎏
埋立ごみ 520㎏
タイヤ 73本
バッテリー 8個
消火器 4本
パソコン 1台

家
電
リ
サ
イ

ク
ル
対
象
品

テレビ 20台
冷蔵庫・冷凍庫 5台
エアコン －

洗濯機・衣類乾燥機 1台
自転車 8台

※クリーンパトロール隊による回収分のみ

散在する不法投棄ごみ
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　７月１日～11日、交流使節団13人が、米国ミシガン州のクリントン・タウンシップを訪問し、ホームス
テイを行いました。参加者全員の体験談をまとめた「紀行文集」は各コミセン、野洲図書館本館に設置し
ていますが、その一部を紹介します。紀行文集の詳細は、野洲市国際協会までお問い合わせください。

問い合わせ…野洲市国際協会☎586－3106、FAX586－3139
　　　　　		ホームページhttp://www.yifashiga.org

もう一つの帰れる場所　～一部抜粋～

吉川　愛理寿（高校２年生）

　私はこのプログラムで初めてアメリカに行きま
した。海外そのものに行くのが初めてで行く前ま
で緊張と不安、期待が入り混じったとても複雑な
心情でいました。しかし、ホストの方たちはとて
も温かく迎えてくれたのでとても安心しました。
私のホスト先は７人という大家族で毎日賑やかで
した。
　アメリカに来て１番に驚いたのは、夜の９時で
も空が明るいことでした。感覚がおかしくなり、
就寝時間も普段より遅かったです。
　最も印象に残ったのは祖父母の家に訪問したこ
とです。お二人とも元気そうでした。おじいちゃ
んは世界大戦で兵隊として日本に来たことがある
と言っていました。日本人からは何度も戦争につ
いての話を聞いたことはありますが、アメリカ人
から戦争の話を聞けたのはとても貴重な体験でし
た。また、来てくれた記念にと言って彼が兵隊だっ
た頃の写真とメダル、ピンバッジ、飛行機の模型
をもらいました。何故か分かりませんがその時胸
が熱くなったのを今でも覚えています。
　このプログラムを通して、世界への視野が広が

りました。また自分も変われたような気がします。
　こんなに貴重な体験をできて本当に良かったと、
心から思っています。全てのことに感謝してい�
ます。

　市の人づくりは、「郷土に根ざして、世界に羽ば
たく人づくり」を基本目標として、誰もが生涯に
わたって学習を深めていくことができる、いわゆ
る生涯学習社会の構築をめざします。
　11月は、地域・市・学校・園と市民こぞって教
育を考え、行動することを促進する月間です。地
域においては各コミュニティセンターを中心とし
た活動が展開されるほか、市や学校・園について
も保護者が地域の人を対象にさまざまな事業を開

催します。事業の詳細については、市ホームページ
等でも紹介していますので、ぜひ参加して下さい。

◎地域において、市民こぞって事業に参加しよう!
◎市において、生涯学習を拡充しよう!
◎学校・園へ行こう!

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

11月1日 は ｢教育の日｣ です！

姉妹都市交流体験談

暮らしの情報
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　野良猫の相談が増えています。責任を持って飼えな
い野良猫には安易にエサを与えないようにしましょ
う。猫が集まり、ふん尿などで近隣に迷惑をかけるこ
とがあります。
※�自ら飼育しない動物にエサを与え周辺の市民等に迷惑
をかけた場合は、野洲市生活環境を守り育てる条例に
より２万円以下の過料に処せられることがあります。

野良猫への無責任な
エサやりはやめましょう

　１年に１度、生後91日以上の飼い犬は狂犬病予防注
射を受けるように狂犬病予防法によって義務付けられ
ています。室内犬や小型犬であっても、注射がお済で
ない場合は、近くの動物病院で受けましょう。
　飼い犬の死亡等で登録内容の変更が生じた場合は、
市への手続きが必要です。

狂犬病予防注射を受けましたか？

　平成28年度の国民年金保険料額は一ヶ月16,260
円です。納めた国民年金保険料は「社会保険料控
除」として全額控除の対象となり、税金の負担が
軽減されます。
　まだ納付がお済みでない人は、至急お近くの金
融機関またはコンビニエンスストア等で納付して
ください。
　保険料についてご不明な点がありましたら、お
近くの年金事務所にお尋ねください。
問い合わせ…草津年金事務所☎567－2220
　　　　　　市保険年金課☎587－6081
　　　　　　　　　　　　FAX586－2177

　国民年金基金は、基礎年金に上乗せをする公的
な年金であり、国民年金の定額保険料を納付して
いる第１号被保険者（自営業者、農林漁業者など
の人とその配偶者、学生等）が申し込みにより任
意に加入できる制度です。
　掛金は、加入時の年齢、性別、口数などにより決
まります。なお、掛金の全額が社会保険料控除の
対象となるため、所得税や住民税が軽減されます。
　国民年金基金の給付は、「終身年金」を基本と
していますので、一生涯受け取ることができます。
　国民年金基金の受給開始年齢は、国民年金の受
給開始年齢と連動して変わるものではありません。
　また、平成25年４月から、60歳以上65歳未満の
国民年金の高齢任意加入被保険者についても国民
年金基金に加入できるようになりました。
　国民年金基金に加入した人は、国民年金の付加
年金の保険料を納付することができません。（た
だし、国民年金基金制度は国民年金の付加年金を
代行していることから、付加年金と同様の国庫負
担があります。）
　国民年金基金についての詳しい内容について
は、お問い合わせください。
問い合わせ…滋賀県国民年金基金

　　　　　　　☎566－6633　
フリーダイヤル☎0120－65－4192

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか

国民年金基金
「国民年金基金」で公的年金の
お受け取りにプラスを！

■ 詐欺の特徴

　携帯電話やスマートフォン、パソコン利用者に対
し、ワンクリックで有料サイトの会員登録をする、「ア
ダルトサイトの利用料金が未納です。料金を支払わ
ないと裁判します。」等のメールや電話で架空の料金
を請求する、電子マネーをコンビニで購入させ、そ
の番号を教えさせるなどの手口が多発しています。
　また、高齢者をねらい架空の社債購入や老人ホー
ムの入居権等にかかる名義貸し等を口実に、トラブ
ル解決としてお金を要求する手口も多くみられます。
■ だまされないために

☆�「電子マネーを買って番号を送れ」「宅配便等で現
金送れ」は詐欺です！
☆�電話、メール、はがき等により請求があれば、必
ず家族や警察に相談してください！�
☆�犯人との連絡を絶つことが最も効果的と思われます
ので「詐欺電話撃退機器」の設置をご検討下さい！

※「詐欺電話撃退機器」とは

　�　自宅にかかってくる不審電話に対し、警告メッ
セージを流す機能あり電気屋さんなどで販売され
ています。

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

「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺」
の被害防止

問い合わせ…環境課☎5８7－6003、FAX5８7－3８34
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