
各
種
相
談

今
月
の
納
税
等

◆国民健康保険税（10期）
◆公営住宅使用料（３月分）
納期限（口座振替日）は
　　　　３月 31 日です

★口座振替をご利用の人へ
　　振替日の残高確認をお願いします。振替不能となっ
　た場合は各所管課へ連絡してください。未払いのまま
　放置されますと督促手数料が発生する場合があります。
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※各相談は無料。祝日は除く。
�▪ 人権なんでも相談所　人権擁護委員が

相談に応じます。 ３月20日㈪午前10時
～正午 人権センター相談室 人権セ
ンター☎587－４５３３、FAX 518－１８６０

▪ こころの教育相談　不登校、いじめな
どに関する子どもや保護者の相談。面接・
電話相談。予約制。 毎週月曜～金曜日
午前10時15分～午後４時30分 ふれあい
教育相談センター☎587－６９２５、FAX 587－２
００４

▪ 子育て相談　電話相談・個人面談。予約
制（当日予約可）。 毎週月曜～金曜日午
前９時30分～午後４時30分 野洲市子育
て支援センター☎518－０８３０

▪ 社会福祉協議会の総合相談　 毎週月
曜～金曜日午前９時～午後５時 同協議
会☎589－４６８３、FAX 589－５７８３

▪ 認知症等の介護相談　 毎月第３水曜
日午後１時30分～３時 野洲市健康福祉
センター 野洲市介護者家族の会（事務
局社会福祉協議会）☎ 589－４６８３、FAX 589
－５７８３

■�法律相談　相続・登記・不動産・家庭問題などの法
律相談を実施。１人30分以内で予約制。 ４月12日
㈬（司法書士）、４月20日㈭（弁護士）、いずれも午
後１時～４時
■�しごと・くらし相談　仕事・生活のことなど困りご

との相談支援。 毎週月曜～金曜日午前９時～午後
５時※やすワークでは、就職ナビゲーター相談も実
施（要予約）
■�消費生活相談　悪質商法や多重債務問題などの消費

生活相談。 毎週月曜～金曜日午前９時～午後５時
■�行政書士相談　書類の作成（遺言書、遺産分割協議

書、契約書など）についての相談を実施。１人30分
以内で予約制。 ４月13日㈭午前10時～正午
■ 税務相談　国税（所得税・相続税など）に関する近

畿税理士会員による税務相談を実施。１人30分以内
で予約制。 ４月７日㈮午後１時～４時
■�社会保険労務士相談　「障害年金」についての相談を

実施。１人１時間以内で予約制。 ４月14日㈮午後
１時～４時
■�行政相談　行政相談委員が主に国の事務に関するご

意見や苦情について相談に応じます。
　 ３月14日㈫午前９時30分～正午

 ☎ 587−6063、FAX 586−3677
 民生活相談課　  市役所本館市民生活相談課市

し 尿 汲 取 日 程
◆汲取予定日に留守になる家庭は隣近所に頼んでおいてください。
◆土曜・日曜日、祝日は休みです。　◆汲取の申し込み・支払いは、直接業者へ。
◆ 野洲・三上・北野・祇王・篠原学区については、汲取の必要な場合は予定日の

２日ほど前から汲 の赤い旗を作業員の見える所へ出してください。旗が出てい
ないときは、汲取はできません。問い合わせ…環境課☎ 587 － 6003、FAX587 － 3834

汲取予定日 行政区および字名

1・2 久野部・竹生・北野一丁目

6 冨波甲・冨波乙・五之里

7 辻町・上永原

9 上町・下町・上屋

13 江部・中北・北

14 小南・高木

16 篠原駅前・長島

20 成橋・街道

22 入町・大篠原東町・大篠原西町

23・27 小堤

【近江美研】☎、FAX 同左

汲取予定日 行政区および字名

1・2・6 比留田

7 西河原・吉地

9 乙窪・北比江

13・14 比江・松林

16 吉川・菖蒲

20 六条
22 井口・堤・安治

23・27 須原・野田・五条

28 虫生・木部・八夫

【近江美研】　上屋 123
☎ 588 － 4870、FAX588 － 3546

汲取予定日 行政区および字名

1・2・3 大畑・七間場

6・7・8 行畑・野洲

9・10・13 小篠原・桜生・駅前

14・15・16 市三宅・妙光寺

17・20・22 三上

23・24・27 北桜・南桜

28・29・30 五反田・山田・縄手・
樋ノ尻・稲辻・冨波南

【奥村興業】　小篠原 717 －１
☎ 586 － 3333、FAX588 － 1313
フリーダイヤル☎ 0120 － 424110

（前月比 −　    6 人）
（前年比 ＋　  87 人）人口 50,694 人

（前月比）（前年比）

  男 25,374 人（－ 13）  （＋ 149）

  女 25,320 人（＋   7）（－   62）

世帯 21,134 世帯（＋   9）（＋ 444）
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Ｄ…日時　場…場所・会場　ひと…対象者・定員　内…内容　持…持ち物　
￥…入場料・参加費など　申…申し込み　問…問い合わせ

※ 新型コロナウイルス感染症対策
により各種事業やイベント等が
中止・延期になる場合がありま
す。ホームページ等にて事前にご
確認ください。参加される人はマ
スクの着用等にご協力ください。

★ 催し物 ★

銅鐸博物館催し

◆春休み！弥生の森体験学習
Ｄ  ３月25日㈯～４月９日㈰
　 午前９時～午後５時
　（受付／午後３時まで）
　※月曜日は休館
　※ 春休み以外は毎週土曜・日曜

日、祝日に開催
ひと どなたでも
内  まが玉作り（小学生から・約60

分）、土器・はにわ作り（小学
生から・約60分）など

申  不要
　※ 10人以上の団体は協議の上、

決定させていただきますの
で、ご相談ください。

￥  ４月１日㈯以降、メニュー変更
および料金改定を実施予定で
す。詳細はホームページ等をご
覧ください。

場問  同館☎587－4410、
　　　　FAX587－4413

環境基本計画推進会議
（えこっちやす）各種催し

◆ 緑の推進委員会催し　　　　　
樹木管理と剪定技術講習会

　河辺林や鎮守の森の再生、街路
樹の育成、公共施設の緑化に取り組
んでいます。今回は樹木医による樹
木の管理と剪定技術の講習会です。
Ｄ  ３月12日㈰▽午前10時～正午
（受付／午前９時30分～）▽午
後１時～３時※雨天時19日㈰

場  コミセンきたの
ひと 先着30人
内  ▽午前／樹木の管理講習 

▽午後／剪定実習
持  作業のできる服装、軍手、筆記

用具、剪定バサミ、のこぎり 
（貸し出しあり）
￥  無料
申問  ３月９日㈭までに住所、氏名、

年齢、電話番号を電話または
ファクスのいずれかで都市
計画課☎587－6324、FAX586－
2176（当日／同委員会・熊本
☎090－9010－5802）

◆自然・山部会催し  春の花登山

　春一番に山の北向き斜面に咲く
白いタムシバやピンクのミツバツ
ツジなどの花が見られます。
Ｄ  ４月１日㈯午前９時30分～午後

３時※雨天中止
場  大篠原「貯木場」集合※国道８

号大篠原浄勝寺信号を村田製作
所方向へ入り、光善寺川の堤防
に沿って山の方へ約1.2km

ひと 小学生以上、先着20人
内  貯木場⇒伊勢道登り口⇒タムシ

バ山⇒鏡山西尾根⇒城山山頂
（昼食）（歩程約５km）
持  山歩きの服装、手袋、タオル、弁

当、飲み物、雨具、杖（必要な人）
￥  無料
申問  ３月24日㈮までに住所、氏

名、年齢、電話番号を電話、
ファクスまたは郵送のいず
れかで農林水産課（〒520－
2395 野洲市小篠原2100番地
１）☎587－6004、FAX587－
3834（当日／同部会・飯田

　　☎090－7756－1792）

国際協会（YIFA）催し

◆ Mark’s Stretching 
Fitness Class

　英語サロンの講師、フィットネ
ストレーナーのマークさんと一緒
に体を動かしてみませんか？簡単
で楽しいストレッチ教室が通年開
講になります♪
Ｄ  毎週金曜日午後５時20分～６時

10分※４月７日から開講
場  コミセンやす３階研修室４
ひと 会員15人
　（２回目以降の参加は入会要）
持  ヨガマット、タオル、飲み物
￥  ▽ 月謝払い3,600円／月（全４回）

　▽ 単発払い1,000円／回
　　（年会費2,000円別途要）
申問  同協会☎586－3106、
　　　　　FAX586－3139

第 159 回
おいで野洲ハイキング

　国宝御上神社（鎌倉時代建造）
と鎌倉時代作の妙光寺山磨崖仏を
めぐります。
Ｄ  ４月２日㈰午前９時30分～午後

３時ごろ（JR野洲駅南口・コン
ビニ前集合）

　※ 前日午後７時の天気予報で、
当日午前９時現在の降水確率
が70％以上の場合は中止

ひと 先着30人
内  野洲駅南口（午前10時バス乗車）

⇒御上神社前バス停下車⇒国宝
御上神社⇒三上藩陣屋跡⇒花緑
公園（昼食）⇒妙光寺山の磨崖仏
⇒稲荷神社⇒野洲駅南口（午後
３時ごろ）、行程9.5km、健脚向き

持  弁当、水筒、タオル、雨具、シート
￥  500円（バス代230円別途要）
申問  ３月27日㈪までに野洲市観光

物産協会☎587－3710

★ 講座・講習 ★

野洲市シルバー
人材センター講座

◆エクセル基礎講座

　エクセルの基礎をもっとマス
ターしたい人、新社会人や転職さ
れた人が即戦力となるよう設けた
講座です。
Ｄ  ３月27日㈪～31日㈮
　午前９時30分～正午（全５回）
場  同センター本所
ひと エクセルで簡単な表などの作成

ができ、エクセル2013以降の搭
載パソコンを持ち込める人、先
着５人

内  初めてのExcel、フラッシュフィ
ル、行列の入れ替え、テーブル
やグラフの基本、関数等の操作
など

￥  5,500円（テキスト代含む）
申問  ３月10日㈮までに住所、氏名、

電話番号を同センター本所
　　☎586－2333、FAX586－0887
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