
　食器棚やタンス、机、椅子など全ての製品には作った人の思いが込められています。

　環境基本計画を推進し、再使用の啓発やごみの促進に取り組むエコ資源部会では、粗大ごみとして不要となっ

た家具類を使いたい人につなぐ取り組みを広げるため、試行的に野洲クリーンセンターで小型家具類を常設展示

し、譲渡を実施します。新しい家具を購入する前に、リユース品を見に来ませんか？

期　間…４月1日㈭～９月30日㈭　午前９時～正午、午後１時～４時（土曜・日曜日、祝日は除く）

場　所…野洲クリーンセンター１階展示スペース

譲渡品… 小型家具類（粗大ごみとして出されリユース（再利用）の意思表示がある

もの）

対　象…市内在住者

※譲渡品は各自でお持ち帰りください。

問い合わせ…環境基本計画推進会議（えこっち・やす）事務局（環境課内）

　　　　　　☎587－6003、FAX587－3834

介護カフェおこしやす

のお知らせ

　現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、飲食

は中止していますが、感染防止対策を講じながら歌や

体操などで楽しく交流したり介護相談ができる態勢を

とっています。

　もの忘れや介護の悩みを気軽に相談できる場として

お気軽にご参加ください。

日　時…原則毎月第１火曜日　午後１時30分～３時

４月６日  　10月５日

５月11日（※） 11月２日

６月１日 　　  　12月７日

７月６日 令和４年１月11日（※）

８月３日 ２月１日

９月７日 　３月１日

　　　　※ ５月および令和４年１月は第２火曜日に変更

場　所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室

　　　　※８月は３階研修室に変更

参加費…無料

　
※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ…地域包括支援センター

　　　　　　☎588－2337、FAX586－3668

生涯学習出前講座を

開始します！

　市が行っている仕事の中で、市民の皆さんが聞きた

い、知りたい、学びたい内容をメニューから選んでい

ただき、市の職員等が講師となって地域へ出向きお話

しします。

期　間…５月６日㈭～令和４年２月28日㈪

　　　　午前９時～午後５時

　　　　（土曜・日曜日、祝日は除く）

　　　　※ 都合により日程を調整させていただく場合

があります。

場　所…市内に限ります。

対　象… 市内在住・在勤者で、おおむね10人以上で構

成された団体・グループ・サークル等

講座メニュー… 約40講座　※１講座２時間以内

　　　　　　　（ 詳細は市ホームページに掲載、各自

治会に配布）

※ 講師料は無料ですが、開催場所・準備物の手配や催

しの周知・運営は主催者でお願いします。

申し込み ・問い合わせ…

　　　　講座希望日の20日前までに生涯学習スポーツ課

　　　　☎587－6053、FAX587－3835

使用しなくなった小型家具類を無償で譲渡します
― クリーンセンター常設展示 ―

 ≪お知らせ≫

　各種事業やイベント等の開催記事を掲載していますが、新型コロナウイルス感染症対策により中止・延期になる場合があります。

　なお、開催は感染症対策を講じた上で行いますので、参加される人や会議等を傍聴される人はマスクの着用等にご協力ください。

　また、倦怠感や発熱等の症状がある場合は参加を控えてください。
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■犬の登録

〇 未登録の場合は、飼い主の住所・氏名、犬の種類・

名前・生年月日等を登録して、鑑札の交付を受けて

ください。

☆登録手数料…3,000円／１頭

■狂犬病予防注射 

〇 登録済の犬については、受付票（後日郵送のはがき）

と愛犬カードを持参してください。

〇 犬の体調を十分確認し、問診票（「犬の登録証」封

筒に同封）を事前に記入の上、予防注射の当日に持

参してください。健康に不安のある犬については、

事前に動物病院にてご相談ください。

☆注射手数料…3,500円／１頭

■注意事項

〇雨天時でも実施します。

〇 事故防止のため、注射会場

には小さな子どもの同行は

避け、犬を扱える飼い主が連れてきてください。

〇 駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮

ください。

〇 交通事情により開始時間が前後することがあります。

〇 必ず指定時間内にお越しください。定刻を過ぎまし

たら次の注射会場へ移動しますので、ご注意ください。

〇 届いた受付票の内容に変更点（犬の死亡、飼い主の

変更等）があった場合は、環境課まで連絡を願います。

〇 近くの動物病院でも随時「登録受付」「予防注射」を

行っています。

〇 中止となった場合は、市ホームページでお知らせし

ます。

■問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834

～４月13日㈫から巡回～

　生後91日以上の犬の飼い主には「生涯１回の登録」と「年１回の狂犬病の予防注射を

受けさせること」が法律で義務付けられています。

　あなたと愛犬の暮らしを守るため、必ず登録を行い、予防注射を受けましょう。

■注射日程等 ※★の医師は待機獣医師

日　時 注射場所 担当獣医師

４月13日㈫

９：30～９：45  大篠原自治会館

　古池　敏英（フルール動物病院☎581－3210）

　米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）

★坂口　裕隆（坂口どうぶつ病院☎587－6160）

10：05～10：45  コミュニティセンターぎおう

11：05～11：25  コミュニティセンターしのはら

13：10～13：25  富士美台自治会館（十ノ坪公園）

13：40～14：05  冨波甲自治会館

14：30～15：00  コミュニティセンターひょうず

４月14日㈬

９：30～９：45  小南自治会館

　八木　良樹（くすの木動物病院☎576－7700）

　西山　英治（みずほ動物病院☎585－5191）

★米田　弘師（ヨネダ動物病院☎587－6700）

10：05～10：20  比留田自治会館

10：40～11：00  野田自治会館

13：15～13：55  野洲市役所

14：15～14：35  コミュニティーセンターみかみ

４月15日㈭

９：30～10：05  コミュニティーセンターなかさと
　福永　尚輝（ルークス動物病院☎535－9170）

　今村　　香（いまむら動物病院☎565－5779）

★西山　英治（みずほ動物病院☎585－5191）

10：25～10：50  吉川自治会館

11：05～11：20  菖蒲自治会館

13：20～13：40  比江自治会館

14：00～14：25  コミュニティーセンターきたの

４月19日㈪

９：30～10：00  コミュニティセンターひょうず

　木村　　剛（木村獣医科病院☎583－7228）

　由里　和世（NISHIDAペットクリニック☎585－6776）

★雲林院芳規（ブリッジ動物病院☎581－3181）

10：25～10：45  野洲市総合体育館

11：15～11：45  近江富士会館

13：15～13：30  人権センター（グラウンド）

13：55～14：10  野洲自治会館

14：30～14：55  野洲川河川公園（管理事務所）

５月13日㈭

９：15～９：55  野洲市役所

　今村　　香（いまむら動物病院☎565－5779）

　藤野　和彦（栗東動物病院☎552－8001）

★山﨑　敦子（山﨑動物病院☎587－1441）

10：20～10：35  市三宅自治会館

11：05～11：35  近江富士会館

13：20～13：55  コミュニティーセンターなかさと

14：10～14：35  木部自治会館

犬の登録と狂犬病予防注射を行います

暮らしの情報
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４月２日㈮～８日㈭ は 「発達障害啓発週間」

発熱または咳などの風邪症状がある場合は、電話でご相談の上、ご来院ください。

　市立野洲病院地域医療連携課では、地域医療の拠点として地域の医療機関や介護・福祉等の関係機

関と連携を図っています。市民の皆さんをはじめ患者さんが住み慣れた地域で安心した在宅生活が送

れるよう専門職（医療ソーシャルワーカー、看護師）が皆さんと一緒に心配事を考え、解決に向けて

サポートしています。

　また、当院へご紹介いただいた患者さんがスムーズに受診または転（入）

院していただけるよう紹介元医療機関と連携を図りお手伝いしています。

～ 当院で加療中または入院の患者さんのご相談をお受けしています ～

　　◆病気や療養生活、退院後の生活に関すること

　　◆病院（療養型）・施設の利用などに関すること

　　◆退院後等に利用できる介護保険制度や福祉制度の利用方法等に関すること

　これらの医療・福祉に関するご相談は、専門職（医療ソーシャルワーカー、看護師）が対応します。

退院支援では、地域の医療機関や訪問看護師、介護支援専門員などと連携を図りながら、入院初期か

ら退院後の生活が安心して療養できるようサポートしていますので、ご希望の人は、地域医療連携課

までご連絡ください。

　令和３年４月１日から「医療支援課」は「地域医療連携課」に名称を変更

しました。当課では引き続き、市民の皆さんや患者さんを中心とした地域医

療連携により効率的な医療提供が可能となるよう病院と診療所の橋渡しの役

割を担っていきます。

★☆★ 患者さんへの医療・福祉相談のご案内 ★☆★

　　★ 地域医療連携課☎587－1332

　　　　相談時間…午前８時30分～午後５時

　　　　　　　　　（土曜・日曜日、祝日、年末年始は除く）

　　　　※音声案内のあと、③番を選択し、「医療福祉相談」とお伝えください。

～ 毎年４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」 ～
　発達障害について知ること、理解することは、発達障がいのある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことがで

きる社会の実現に繋がると考えられることから、野洲図書館本館で４月２日～８日の間、発達障害への理解を深

めていただくための特設コーナーを設けます。

　毎年４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」。自閉症の理解促進を図るための日です。

問い合わせ…発達支援センター☎587－0033、FAX587－2004　 世界自閉症啓発デー 検索

市立野洲病院からの お 知 ら せ
問い合わせ
☎587−1332
FAX587−5004
URL https://www.yasu-hp.jp
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　春季スポーツ大会の各種目の出場チーム（個人）を募集しています。

主　催…野洲市・野洲市教育委員会・野洲市スポーツ協会

申し込み・問い合わせ…野洲市スポーツ協会事務局（北部合同庁舎２階・社会教育関係団体事務局内）

　　　　　　　　　　　☎589－3381（受付／午前９時～午後４時　月曜・日曜日、祝日は除く）

競技種目 開催日 開催場所 申込締切日

 ソフトテニス（ダブルス個人） ４月11日㈰  野洲川河川公園  ４月６日㈫ テニス協会の登録要

 テニス（シングルス） ５月２日㈰  野洲川河川公園  ４月16日㈮

 ビーチボールバレー ５月９日㈰  総合体育館  ４月20日㈫

 ゲートボール ５月10日㈪  健康福祉センター  ４月20日㈫

 柔道 ５月15日㈯  野洲中学校柔剣道場  ５月８日㈯

 サッカー（少年） ５月16日㈰  ビッグレイク  ５月15日㈯

 バレーボール（小学生） ５月22日㈯  総合体育館  ４月３日㈯

 軟式野球
５月23日㈰
　　30日㈰

 野洲川河川公園
 中主B&G海洋センター

 ４月18日㈰
 コミセンやすにて申し込み･抽選

 弓道 ６月５日㈯  場所未定（※）  ５月12日㈬～21日㈮ 当日参加可

 バドミントン（中学生） ６月５日㈯  総合体育館  ５月15日㈯

 バドミントン（一般） ６月６日㈰  総合体育館  ５月15日㈯

 グラウンド・ゴルフ ６月10日㈭  野洲川河川公園  ５月20日㈭～29日㈯

 剣道 ６月12日㈯  中主B&G海洋センター  ５月26日㈬

 卓球 ６月13日㈰  総合体育館  ５月29日㈯ 正午まで

 バスケットボール（中学生・一般）
６月19日㈯
　　20日㈰

 総合体育館  ５月１日㈯～29日㈯

 ソフトボール ６月27日㈰  野洲川河川公園  ６月18日㈮

■温浴施設イベント「ひのき湯」開催

　期　間…４月26日㈪～５月９日㈰

　　　　　▽月曜～土曜日／午前10時～午後８時（火曜日は除く）

　　　　　▽日曜日、祝日／午前10時～午後５時

　 　ひのき湯は、ひのきの木を加工して温浴に浮かべ、香りを楽しむことができます。

成分は『フィトンチッド』と呼ばれ伐採後も発散し続けるため、さまざまな効能が

あります。フィトンチッドは高い抗菌性とストレス軽減効果があり、脳の活動と自

立神経活動を鎮静化し、安眠やリラックス効果もあります。

問い合わせ…野洲市健康スポーツセンター「サンネス」（火曜日は除く）

　　　　　　☎596－5964、FAX586－5965、ホームページhttps://www.yasu-sports.com

令和３年度　野洲市春季スポーツ大会 出場者募集

※「弓道の部」開催場所は、開催日が近づきましたらお問い合わせください。

暮らしの情報
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ホームページ

野洲市健康スポーツセンター「サンネス」イベント情報


