
　第13回野洲市美術展覧会が９月11日から17日まで、野洲文化小劇場で開催されました。美術展は、絵画・彫刻・

工芸・書・写真の５部門で募集。市内外から合わせて189点（うち一般作品152点、無鑑査27点、市展委員５点、

審査員５点）の力作が出品され、展示されました。

第13回  野 洲 市 美 術 展 覧 会

各部門の特選以上入賞者・敬称略

◆絵画の部
市展賞…………………… 北村�好子
教育長賞……………… 吉岡�友太郎
滋賀県芸術文化祭奨励賞�… 白井�あや子
京都新聞賞……………… 青木�瞭汰
中日新聞社賞…………… 前田�健汰
野洲ライオンズクラブ賞�… 澤�紀世美
野洲ロータリークラブ賞�… 後藤�敏子
◆彫刻の部
市展賞…………………… 安井�豊作
教育長賞………………… 塚田�悦子

◆工芸の部
市展賞………………… 馬渕�眞壽美
教育長賞………………… 三木�正子
野洲市議会議長賞……… 美多�仁也
BBCびわ湖放送賞�……… 吉川�浩治
NHK大津放送局長賞�…… 新谷�宏隆
◆書の部
市展賞…………………… 畠山�知子
教育長賞……………… 井上�とし子
野洲市文化協会長賞� 横田�百合子
野洲市商工会長賞……… 森井�久子
青少年奨励賞…………… 小川�尚美

◆写真の部
市展賞…………………… 吉田�育夫
教育長賞…………………… 林�誠二
野洲市教育会長賞……… 白井�和利
朝日新聞社賞…………… 田中�邦男
読売新聞社賞…………… 野村�昭夫
産経新聞社賞…………… 児玉�憲武
（一社）野洲青年会議所賞�… 田中�行男

◆絵画の部・市展賞

左義長� 北村　好子
【講評】　色使い、画面構成が
大変すぐれ、動きのある作品に
なっています。とくに赤と黄の
配分がすばらしく、左上部のグ
レーと対比して美しい。できる
ことなら、下方にある群衆がも
う少し画面になじんでも良いか
と思います。

◆彫刻の部・市展賞

碧空へ� 安井　豊作
【講評】　小品ではあるが、頭
部から足のつま先に至るまで緊
張感のある作品になっていま
す。人体の各ブロックの組み立
てがしっかりしており、特に脚
部の量塊感が充実している優作
です。

◆書の部・市展賞

ボッコちゃん� 畠山　知子
【講評】　ろう書きの手法を書表現に取り入れ、斬新な作品となりました。可読
性を捨て自己表現に徹する姿勢が、躍動感とリズム感に溢れる書きぶりとなって
昇華。作品上部を密、
下部を疎とした紙面
構成とバックの墨の
濃淡、そしてブルー
が上手くマッチして
います。

◆工芸の部・市展賞

深淵の世界へ� 馬渕　眞壽美
【講評】　紐の捻りでつくられた作品で、動きが
感じられる形で釉も中程で掛分けし、微妙に変
化させ、工夫が見られる。形と釉の一体感が感
じられる創作性の高いすばらしい作品です。

◆写真の部・市展賞

能登の美術展� 吉田　育夫
【講評】　風変わりな海岸での美術展のワ
ンカットですが、上から見おろしている
姿が楽しげな雰囲気に感じられます。特
に赤い傘を配したことにより作者のセン
スの良さが感じられます。またインパク
トの強い完成度の高い作品になりました。

問い合わせ
生涯学習スポーツ課

☎587－6053、FAX587－3835
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選考日…11月26日㈯　午前9時～　　試験…面接・作文
応募締切…11月22日㈫　午後５時までにこども課
持ち物…履歴書（写真貼付）、筆記用具、該当する資格または免許の写し

　美しく住みよいまちづくりを進めるため県下一斉清
掃を実施します。皆さんのご協力をお願いします。
○冬季
　11月20日㈰　祇王・篠原・中里各学区
　11月27日㈰　野洲・北野・三上・兵主各学区
　12月４日㈰　�実施予定日が荒天により中止した場合

の予備日
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

　山川晋さんの退職に伴い、新委員に久
ひさまつ

松信
のぶはる

治さんが
議会の同意を得て選任されました。
　任期は平成28年10月１日～平成32年9月30日です。
問い合わせ…監査委員事務局
　　　　　　☎587－6110、FAX587－4033

県下一斉清掃運動を実施します 監査委員を選任しました

　三方よし人材バンクでは、市内の保育所、幼稚園および公設の学童保育所への臨時就職相談会を実
施します。お仕事を希望されている人、詳しい内容を知りたい人はお気軽にお越しください。
日時…①11月20日　②27日いずれも日曜日午前10時～午後３時30分
場所…①アルプラザ野洲店内　②ザ・ビッグエクストラ野洲店内
問い合わせ…野洲市三方よし人材バンク（こども課内）☎587－6052、FAX586－2176

無料職業紹介所「三方よし人材バンク」
臨時就職相談会のお知らせ

平成29年度　野洲市嘱託職員募集

幼稚園教諭・保育士

募集人数…16人程度
資　　格…�保育士資格・幼稚園教諭免許の双方を有す

る人、保育士資格を有する人、幼稚園教諭
免許を有する人、または上記の資格および
免許を平成29年３月末までに取得する見込
みの人　※年齢・性別は不問

勤務場所…市立幼稚園、保育園、こども園
勤務時間…月曜～金曜日午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（休憩60分を含む）
報　　酬…月額202,200円
雇用期間…平成29年４月１日～平成30年３月31日
　　　　　（最長５年の更新の可能性あり）

看護師・保健師等

募集人数…１人程度
資　　格…�保健師、看護師、准看護師、助産師のいず

れかの資格を有する人、または上記の資格
を平成29年３月末までに取得する見込みの
人　※年齢・性別は不問

勤�務�地…市立こども園
勤務時間…月曜～金曜日午前８時30分～午後３時
　　　　　（休憩30分を含む）
報　　酬…月額173,300円
雇用期間…平成29年４月１日～平成30年３月31日
　　　　　（最長５年の更新の可能性あり）

問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176

第10次野洲市交通安全計画（案）に対する意見募集

　野洲市交通安全計画は、「交通安全対策基本法」を根拠に、国の作成する「交通安全基本計画」に基づき、「野
洲市交通安全対策会議」で決定する法定計画です。本計画は、市内の陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的
な施策の大綱となるものです。
　この計画（案）に関して、皆さんの意見を募集します。

閲覧期間…11月１日㈫～21日㈪　※各閲覧施設の執務時間内に限る
閲覧場所…�市役所生活安全課、本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、各学区コミセン、市民活動支援

センター、人権センター、市民交流センター　※市ホームページでも閲覧可
意見の提出�・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、電話番号、意見（様式自由）を記入の上、郵送、ファクス、Eメー

ルまたは持参のいずれかで生活安全課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地１）☎587－6089、FAX587
－4033、Eメールseikatu@city.yasu.lg.jp　※個別回答は行いませんのでご了承ください。

暮らしの情報
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　平成28年１月１日から12月31日までに支払った国民年金保険料や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医
療保険料を確定申告等で社会保険料控除として申告できます。
■国民健康保険税（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・後期高齢者医療保険料（普通徴収分）
　「社会保険料納付済額のお知らせ」は、１月下旬に納付確定額を記載したものを送付する予定です。１月下旬ま
でに、年末調整等で証明書が必要な人は、納税推進課までご連絡ください。
　また、内容や金額に関する問い合わせは各担当課までご連絡ください。
　なお、それぞれの保険税（料）を年金から天引きされている場合（特別徴収）は、このお知らせには含まれま
せんので、別途送付される公的年金源泉徴収票により確認してください。
問い合わせ…納税推進課☎587－6013、高齢福祉課☎587－6074、保険年金課☎587－6081

　市では、生ごみの減量に効果がある生ごみ処理容器等を購入される人に対
して補助金を交付しています。
対　象…�市内に住所を有し、かつ居住する人
　　　　※過去に補助金の交付を受けていない人に限ります。
補助対象…コンポスト・密閉容器・非電気式の生ごみ処理容器等
補助額…�購入金額の２分の１（１台につき3,000円を上限とし、100円未満切

捨て）※１世帯２台まで
申請方法…�領収書（商品名、型式、氏名の記載があるもの）、印鑑、補助金

の振込先の口座番号のわかるものを持参の上、環境課☎587－
6003、FAX587－3834（必要に応じてカタログ等の資料提出をお願
いする場合があります。）

※先着順、予算がなくなり次第締め切ります。

　国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年
の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成28年１月から12月ま
でに納められた保険料の全額です。過去の年度分や
追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご
家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合わせて控除が受け
られます。
　なお、平成28年中に納付した国民年金保険料に
ついて、社会保険料控除を受けるためには、年末調
整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を
支払ったことを証明する書類の添付が必要となりま
す。
　このため、平成28年１月１日から9月30日までの
間に国民年金保険料を納付された人には、11月上旬
に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が送付されますので、申告書の提
出には必ずこの証明書または領収証書を添付してく
ださい。（平成28年10月１日から12月31日までの間
に、今年はじめて国民年金保険料を納められた人へ

は、翌年の２月上旬に送付されます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん
不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制
度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納め
ましょう。

お問い合わせ…
ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570－003－004（ナビダイヤル）
　�　　（050から始まる電話でおかけになる場合は、
　�　　☎03－6630－2525）
受付期間…平成28年11月１日～平成29年３月15日
受付時間…月曜～金曜日�午前８時30分～午後７時
　　　　　第２土曜日　�午前9時～午後５時
※�祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日
はご利用できません。
※�ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけ
ます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）
は、通常の通話料金が必要です。
※�「03－6630－2525」の電話番号は、通常の通話料
金が必要です。

納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です！

社会保険料控除のお知らせ

生ごみ減量化
推進補助金の

お知らせ
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　地震・津波や武力攻撃などの災害時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート※）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。

野洲市が実施する訓練は、次のとおりです。
情報伝達手段 内　　容

防災行政無線

　市内85か所に設置してある防災行政無線から、毎月17日に実施している定時試験放
送と同じくらいの音量で次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
　①上りチャイム音　　　　　　　　　　　　②「これは、テストです。」×３回
　③「こちらは、ぼうさい野洲市です。」　　　④下りチャイム音

注）◦防災行政無線以外の情報伝達（データ放送、緊急速報メール等）は行いません。
　　◦災害の発生状況、気象状況などによっては、訓練を中止する場合があります。

（※）�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国か
ら市区町村へ、人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステム
です。

問い合わせ…生活安全課☎587－6089、FAX587－4033

防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練

滋賀県 しらしがメール

問い合わせ…滋賀県情報政策課
　☎528－3381、FAX528－4839、E-mail：ce00@pref.shiga.lg.jp

気象特別警報・
警報・注意報

防犯・交通
安全情報

地震情報

その他各種
お知らせ情報など

　滋賀県では、防災・防犯等の身の回りの危険に関する情報
を、お手持ちの携帯電話やパソコンにお届けしています。

野洲市

メール配信サービス

　野洲市では、災害・不審者（防犯）の情
報を携帯電話やパソコンにメール配信する
サービスを行っています。

災害情報不審者（防犯）
情 報

問い合わせ…生活安全課
　☎587－6089、FAX587－4033

★�左記QRコードまたは� ��
http://www.pref.shiga-info.jp�から�
登録画面に進み、entry@pref.shiga-info.jp�
へ空メールを送信してください。

※しらしがメールおよび野洲市メール配信サービスをどちらも登録された場合、同じ情報が配信されることがあります。

メールでしらせるしがの安全・安心情報

★�左記QRコードまたは�
t-yasu@sg-m.jp� へ
空メールを送信して
ください。

登　録　方　法 登　録　方　法

11月29日㈫　午前11時ごろ

暮らしの情報
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第１回野洲市人権尊重と
部落解放をめざす

女
ひと

と男
ひと

のつどい開催【栄六自治会連合会】
　この（財）自治総合センター助成を受け、折りたたみ式アル
ミやぐらステージ一式を整備されました。
　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

日　時…11月26日㈯　午後１時30分～４時
場　所…コミュニティセンターみかみ
対　象…どなたでも
内　容…▽提言劇
　　　　　「日常生活の中の人権侵害」
　　　　　　～無くすための行動を～
　　　　▽分散会
※�手話通訳、要約筆記（ノートテイク）お
よび託児が必要な人は、11月11日㈮まで
にご連絡ください。
連絡・問い合せ…人権施策推進課
　　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

■ミニリサイクル市
　図書館で不要になった本や雑誌をお譲りします。
　�５日㈯：午前10時～午後６時、６日㈰：午前10時～
午後５時／ホール

■本のカバーかけ講座
　図書館の本と同じカバーのかけ方をお教えします。
　１人１冊。無料（布製や和綴の本には向きません）
　午前10時～正午／対面朗読室
■図書館ツアー
　�普段入れない書庫や図書館の裏側まで、職員がご案
内します。（対象：小学生以上、大人可）
　午後１時～２時／相談カウンター付近
■図書館座談会
　�館長を交えて話し合う場です。お気軽にご参加くだ
さい。（対象：どなたでも）
　午後２時～３時／会議室
■しおりをつくろう！
　�オリジナルのしおりを作ってみませんか？
　（対象：小学生以上、大人可）
　午後３時～４時／おはなしコーナー

■青空おはなし会・絵本の広場
　�閲覧室外の芝生コーナーが絵本の広場に変身！図書
館職員おススメの絵本をズラリと展示します。また、
大型絵本の読み聞かせや手遊びなどをするおはなし
会も開催します。
　（雨天の場合は、おはなし会のみ会議室で行います。）
　�おはなし会：午前10時30分～11時、絵本の広場：午
前10時～午後４時／閲覧室外芝生コーナー

■「豆本・豆手帳」の手造りコーナー
　�小さい冊子「豆本」を作ってみませんか？
　（対象：小学４年生以上、大人可／10人程度、先着順）
　午前10時～正午（受付／午前10時30分まで）／工房室
■野洲図書館の四季を写した安藤紳次写真展
　�野洲図書館の四季のうつりかわりをとらえた写真を
展示します。
　11月５日㈯～18日㈮／ロビー

問い合わせ…野洲図書館
　　　　　　☎586－0218、
　　　　　　FAX587－5976

日　時…11月12日㈯　午前10時～11時30分（受付／午前9時30分～）
会　場…野洲クリーンセンター
対　象…市内在住・在勤者、定員80人　※申し込み不要
講　師…中井康員さん（野洲クリーンセンター所長）
テーマ…「新クリーンセンターの役割と今後の取り組み」
受講料…無料
問い合せ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

（財）自治総合センター助成を受け
備品を整備されました

生涯楽習
セミナー
開　催

図書館まつり開催！
　野洲図書館本館で様々なイベントを予定しております。普段から図書館を
使っている人も、まだ来たことがない人も、この機会にぜひお立ち寄り下さい。

開催日…11月５日㈯　会場…野洲図書館本館
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