
　昭和20年８月に広島・長崎に相次いで原子爆弾が投
下されました。命をつむぐものは命であり、この命を
脅かす核爆弾の存在を許すことできません。世界の恒
久平和を誓い、市では平和啓発事業として毎年「平和
パネル展」を開催しています。
　戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考える場として
ご利用ください。皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時…８月１日㈫～８月15日㈫
　　　　午前10時～午後６時
　　　　　　　　　（７日㈪、11日㈷、14日㈪は除く）
場　所…市民活動支援センターギャラリー
　　　　（野洲図書館併設）
問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

野洲市平和のつどい開催

　戦没者を追悼するとともに、過去の悲惨な戦争の教
訓を決して風化させることなく次の世代に語り継ぎ、
世界の恒久平和の実現をめざすことを目的として、平
和のつどいを開催します。

日　時…８月10日㈭　午前10時～
場　所…野洲市総合防災センター
　　　　（野洲市辻町488番地）
対　象…どなたでも　※申し込み不要
内　容…【第１部】　戦没者を追悼する式典
　　　　�【第２部】　平和を祈念するつどい
　　　　　　　　　　・次世代戦跡訪問体験発表
　　　　　　　　　　・DVD観賞
　　　　　　　　　　　　「大阪から来た女の子」
　　　　　　　　　　　　～集団学童疎開のくらし～
参加費…無料
問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

　現在、『現況届』を提出された人の所得等の審査を行っています。
　審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合は、対象者のみ通知書を送付します。変更のない人へは送付
しませんので、10月の定期支払前に送付する支払通知書で振込金額を確認してください。
※「現況届」が未提出の場合は手当が受けられませんので至急提出してください。

■手当月額が変更となる人
　受給者の前年中の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、中学校修了前の児童１人につき月
額5,000円が給付されます。
【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 622万円

１人 660万円

２人 698万円

３人 736万円

※扶養親族が４人を超える場合は１人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※平成28年中の所得を審査します。所得には一定の控除があります。

■受給者が変更となる人
　現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計を維持する程度の高い人が配偶者であると判断できる
場合などは受給者の変更をお願いすることがあります。

問い合わせ…子育て家庭支援課☎587－6884、FAX586－2176

児童手当のお知らせ

原爆被爆の実相とたたかい
平和パネル展

「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」
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　野洲図書館では、不用となった本や雑誌を無料で
お譲りします。

日　時…８月５日㈯　午前10時～午後６時
　　　　　　６日㈰　午前10時～午後５時
場　所…野洲図書館本館内ホール
※�事前の取り置き、本のタイトル確認にはお答えで
きません。
※�今回から雑誌の付録の提供はありませんのでご了
承ください。

本のリサイクル市を
開催します

　同和問題は解決に向かってはいるものの、今なお許
しがたい差別事件が起こっています。昨年12月に成立
した「部落差別の解消の推進に関する法律」では部落
差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落
差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう
努めることにより、部落差別のない社会を実現するこ
とをめざしたものです。
　法律が制定されたことにより、今われわれが何をす
べきか見つめ直す機会として開催します。多数のご参
加をお待ちしています。

日　時…９月２日㈯　午前10時30分～正午
　　　　（受付／午前１0時～）
場　所…さざなみホール
内　容…�講演「部落差別解消法が成立�どんな法律？」

／奥田均さん（近畿大学人権問題研究所教
授）

参加費…無料　※申し込み不要
※�託児・手話通訳が必要な人は８月18日㈮までにご連
絡ください。
問い合わせ…人権施策推進課
　　　　　　☎587－6041、FAX518－1860

　野洲文化ホール・野洲文化小劇場・さ
ざなみホールでは、お盆の前後を含む間
の利用が大変少なく、経費節減と効率化
のため次のとおり休館とします。

休館日…８月11日㈷～16日㈬
問い合わせ…野洲文化ホール
　　　　　　☎587－1950、FAX586－1563

「同和問題講演会」
のお知らせ

野洲市文化ホール３館
休館のお知らせ

　市の学習支援事業で頑張っている生徒に勉強を教える学
習ボランティアを募集しています。

募集対象…市内在住の社会人、大学生等
謝　　金…2,000円／回　※軽食提供あり
学習日時…毎週水曜日午後６時～８時30分
場　　所…コミュニティセンターやす３階
内　　容…�市内在住の中学１年生～３年生への個別指導

（基礎的な勉強を教えていただくことが中心に
なります。）

　　　　　※�子どもたちと接してもらうだけでもお願いし
ます！

申し込み・問い合わせ…市民生活相談課
　　　　　　　　　　　☎588－6063、FAX586－3677、
　　　　　　　　　　　Eメールsoudan@city.yasu.lg.jp

Y
や す ク ー ル

aSchool学習

ボランティア募集のお知らせ！

　クマやシカのはく製、珍しい外国のカブトムシや
クワガタムシの標本などを展示します。

日　時…８月４日㈮～20日㈰　午前10時～午後６時
　　　　（７日㈪、11日㈷、14日㈪は除く）
場　所…野洲図書館本館

しぜんいろいろ いきものいろいろ
　　～ 展示と本で学ぶ、

　　　　　　しがの生物多様性 ～

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

暮らしの情報
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― 地域介護予防活動支援事業 －

介護予防サポーター育成研修会のお知らせ
百歳体操を地域で始めてみませんか？百歳体操を広めたり体力測定や
運営の補助等を担っていただけるサポーターを募集します！！

日程等…
日　時 場　所 内　容

９月８日㈮
午後１時～４時30分

野洲市総合防災センター
（野洲市辻町488番地）

【講義・実技】
　①体力測定を体験しよう
　②「介護予防の必要性とサポーターの役割」／
　　村田伸さん（京都橘大学健康科学部教授）

９月22日㈮
午後１時30分～３時30分

野洲市総合防災センター
（野洲市辻町488番地）

【講義・実技】
　いきいき百歳体操を学ぼう＆体験しよう／
　健康運動指導士、保健師

10月６日㈮
午後１時30分～３時30分

市民活動支援センター
（野洲図書館併設）

【講義・実技】
　たちばな健康体操を学ぼう＆体験しよう／
　安彦鉄平さん（京都橘大学健康科学部専任講師）

10月13日㈮
午後１時30分～３時30分 野洲市健康福祉センター

【講義等】
　認知症を学ぼう～認知症サポーター養成講座～／
　認知症キャラバンメイト、保健師

10月20日㈮
午後１時30分～３時30分 野洲市健康福祉センター

【講義等】
　①『歯つらつ体操』でお口から元気に！
　②今後の活動について／歯科衛生士、保健師

対　象…サポーターとして活動の意志があり可能な限り全回参加できる人
持ち物…動きやすい服装・靴、筆記用具、めがね（必要な人）、お茶か水など　　参加費…無料
※９月８日・22日の会場は、20台程度の駐車が可能です。満車の場合は、野洲図書館または野洲市健康福祉センター
　の駐車場をご利用ください。
申し込み・問い合わせ…地域包括支援センター☎588－2337、FAX586－3668

滋賀県 しらしがメール

問い合わせ…県情報政策課
　　　　　　☎528－3381、FAX528－4839

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…市生活安全課
　　　　　　☎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。

※滋賀県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
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　　　　ペットは大切な家族の一員です。近隣の迷惑にならないように、
　　　　飼い主はマナーを守り、きちんとしつけをしましょう！

■犬を飼うときは…
◦�生後91日以上の犬には、年１回の狂犬病予防注射の
接種が義務付けられています。注射がお済みでない
場合は、近くの動物病院で受けましょう。
◦�犬の散歩をするときは、必ずリード（引き綱）を付
けましょう。
◦�散歩中のフンは、必ず飼い主が責任をもって持ち帰
りましょう。近隣に迷惑をかけています。また、尿
をしたあとは、水をまくなど臭いが残らないように
しましょう。
◦�犬の放し飼いはとても危険です。他人に迷惑をかけ
るので、鎖などでつないで飼うか、柵の中で飼いま
しょう。
◦�飼い犬が迷子になっても飼い主がすぐに分かるよう
に、首輪に鑑札、注射済票、飼い主の名前や電話番
号等が入った迷子札を付けましょう。飼い犬が迷子
になった場合や迷い犬を保護した場合は、環境課へ
すぐに連絡してください。
※�つながれていない犬および飼い主の不明な犬は、滋
賀県動物保護管理センターで保護します。ただし、
市役所で一時的に保護する場合があります。（市が
保護した当日に飼い主と連絡が取れ、執務時間中
（午前８時30分～午後５時15分）に引き取りに来ら
れる場合等）

■猫を飼うときは…
◦�猫は、自由行動をさせているのが一般的ですが、飼
い主の目の届かないところで何をしているか分かり
ません。道路・公園その他公共の場所や他人の土
地・所有物などを荒らしたり、壊したりフンなどで
汚したりしないように気配りをしてください。
◦�猫の室内飼いは、ご近所とのトラブル回避だけでな
く、交通事故や感染症、猫同士のけんかなどの予防
にもつながります。
◦�責任を持って飼えない野良猫に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。
※�フンの放置または、自ら飼育しない動物に食べ物を
与えることにより、周辺の市民等に迷惑をかけた場
合は、市の条例で２万円以下の過料に処せられるこ
とがあります。
　昨年度、「犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票のデ
ザインを変更してはどうか。」とのご意見をいただ
きました。今年度、４～５月の狂犬病予防集合注射
時に、愛犬家の皆さんにアンケート調査を実施した
結果、現在のデザインのままでよいという意見が
68.5％ありましたので、現在のデザインを引き続き
使用します。

　日本では、年間2,275万トンの
食品廃棄物が出されています。こ
のうち、食べられるのに捨てられ
ている食べ物を「食品ロス」とい
い、621万トンと推計されていま
す。これは、飢餓で苦しむ人に向
けた世界全体の食料援助量のほぼ
２倍にあたります。
　大切なのは、一人ひとりが「もったいない」を意識
することです。食品ロス削減のために、できることか
ら始めましょう。
○買い物の工夫
　�　買い物に出かける前に冷蔵庫をチェックするなど
し、必要な食品を必要な量だけ購入しましょう。
○料理の工夫
　�　食べられる量を作りましょう。余った場合は、別
の料理に有効活用しましょう。野菜の皮むきなど過
剰除去に注意しましょう。

○賞味期限と消費期限を正しく理解しましょう
　賞味期限…�おいしく食べることができる期限。それ

を超えてもすぐに食べられないというこ
とではありません。（例：ハム、卵、カッ
プめんなど）

　消費期限…�期限を超えたら食べないほうがよい期
限。（例：弁当、ケーキ、惣菜など）

○３
さんまる

０・１
いちまる

０運動を！
　�　お盆など、外食や宴会が多くなります。全国では、
30・10運動の取り組みが広がっています。これは、
宴会の開始30分と終了10分前は席に着いて料理を楽
しんで残さず食べきる運動です。
○可燃ごみ袋（ミニ）の活用を！
　�　市では、可燃ごみ袋ミニ（15リットル：10枚入／
170円）を平成28年10月より新たに販売しています。
夏の衛生上の観点や、普段より小さいサイズを使用
することにより、家庭でのごみの減量に活用をお願
いします。

　　　　　～ ペットを飼うときは ～

食べ物の無駄を見直しましょう

問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

暮らしの情報
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安全なまちづくりをめざして 守山警察署

夏休みにおける少年の非行と
犯罪被害防止 　国民年金保険料の納付には、口座振替がご

利用になれます。
　口座振替をご利用されますと、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
く手間が省け納め忘れもなくとても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料を当月
末に引き落とさせていただくことにより月々
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カ月前納・１年前納・２年前
納があり、大変お得です。
　口座振替をご希望の人は、納付書または年
金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、
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。
　平成29年10月分からの６カ月前納をご希望
の場合、申し込み提出期限は平成29年８月末
です。（平成30年４月分からの１年前納、２年
前納の申し込みは平成30年２月末までです。）

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

国民年金保険料の納付は、
口座振替がおトクです

　夏休みは、開放感や気のゆるみなどから子どもが非行に
走ったり、犯罪被害に巻き込まれたりする傾向があります。
大人も「夏休みだから少しくらいいいだろう」といった心
のゆるみがあるのかもしれません。特に夏休み期間中は一
年を通じて夜遊び（深夜はいかい）で補導される少年が最
も増える時期でもあり、深夜はいかいをしている子どもが
凶悪犯罪の被害にあったり、悲惨な交通事故にあうケース
もあります。
　また、インターネット上には、子どもにとって有害なサ
イトや情報が氾濫しており、携帯電話やスマートフォン
を通じて容易に目にすることができます。さらにスマート
フォンの急激な普及により、SNS等のコミュニティサイト
を介して犯罪被害にあう子どもが年々増加しています。
　特にこの時期、非行や犯罪被害から少年守るため、地域
の絆を一層強化し、地域の少年を厳しくも暖かい目で見守
るとともに、声かけ活動を励行するなど、身の回りには常
に自分のことを気にかけてくれている「大人の目」がある
ことを伝えていくことが大切です。

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

こころの病気は、誰でもかかりうる病気です

　からだの病気と同じように、不調に気づいたら、早
めに適切な治療を受けることが回復にとって重要で
す。まずはできることから始めてみましょう。

★自分自身ができること…誰かに相談しましょう
　眠れない、食欲が出ない、疲れが取れないなど、
いつもと違う心身の不調を感じることや、学校や仕
事、家族、健康のことなどで不安はありませんか。
そのようなときは、まずは誰かに話しましょう。あ
なたの周りにいるたくさんの人が、あなたの支えに
なりたいと思っています。
こころといのちの相談…☎588－1866
　　午前９時～午後５時（土曜・日曜日、祝日は除く）
心とからだの健康相談…☎588－1788
　　毎週金曜日午後１時30分～４時
※予約制、来所（健康推進課まで）となります。
　他にも、さまざまな相談機関があります。一人で
抱えずに、ぜひ相談してください。

★身近な人たちができること…「どうしたの？」
　と声をかけてみましょう
　こころの病気になったとき、大きな支えになるの
が周囲の人たちです。自分で気づきにくいこともあ
り、周囲の人の気づきが大切です。まずは一声かけ

てみましょう。打ち明けられた内容が重く、不安を
感じたときは、健康推進課ご相談ください。

★家族会や自助グループなど
たんぽぽの会（精神障がい者患者家族会）

ひとりで悩まないで、同じ悩みを持つ人たち

で体験を語りあい、情報を交換しながら交流

することでお互いのつながりを大切にしてい

ます。

活動日時・内容…
▽毎月第１日曜日午後１時30分～３時30分／
　気軽に話を楽しむ場（サロン活動）
▽奇数月の第３土曜日（変更あり）／
　�病気や障がいなどの学習会、レクリエーション、
昼食会（定例会）
▽偶数月の第１月曜日午前10時～／家族相談日

会　　費…500円／年
申し込み…�同会事務局（健康推進課内）まで申し込み

ください。
　他にも、さまざまな家族会や自助グループが活動さ
れています。それぞれの活動内容の詳細はお問い合わ
せください。

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3688
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