
お 知 ら せお 知 ら せ

町長懇談室
事前に①希望日、②懇談内容、

③連絡先を担当までお知らせください。
ご連絡いただいたときに

日程調整いたします。

企画振興課 秘書広報担当
☎ 0748-52-6550

相 談 室

とき…毎週木曜日	午前9時から
正午（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

よ ろ ず 相 談

とき…毎月第3木曜日	午前9時か
ら正午（受付は午前11時30分まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

行 政 相 談

●期間 / 11月13日（月）～11月
19日（日） 午前8:30～午後7:00

（ 土・日は 午 前 1 0 : 0 0 ～ 午 後
5:00） ●相談内容 / 夫・パートナー
からの暴力、職場でのいじめ、セ
クシュアル・ハラスメント、ストー
カー等女性をめぐる様々な人権
問題 ●相談担当者 / 法務局職員お
よび人権擁護委員 ●その他 / 相
談無料（通話料は除く）、秘密は厳
守されます
問□大津地方法務局人権擁護課	
☎077-522-4673

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

０５７０-０７０-８１０

滋賀県内に本社または事業
所のある企業等での就業体験

〝オール滋賀ＤＥインターンシッ
プ″の参加学生を募集します。
●対象 / 滋賀県内・県外の学生（学
部・学年不問） ●募集期間 / 12
月22日（金）まで ●実習期間 / 平
成30年2月17日（土）～2月27日

（火）のうち、5日間以上
問□滋賀インターンシップ推進協

春季インターンシップ
参加学生募集！

エネ対策は光熱費等の削減に
つながります。自治会や企業等で

「省エネ・節電提案会」の開催を
希望される方または個人で「うち
エコ診断」の受診を希望される
方はご連絡ください。 ●募集人数 
/ 先着150名（12月上旬まで募集

（定員になり次第締め切ります））
問□滋賀県地球温暖化防止活動推
進センター	☎	077-569-5301
FAX：077-569-5304
Email：ondanka@ohmi.or.jp

滋賀県では環境省認定の公的
資格を持つ「うちエコ診断士」が
自治会や地域に出向き、各家庭
に合った節電・省エネ対策のアド
バイスを無料で行っています。省

「うちエコ診断」の受診者募集

●自衛官候補生 ●年齢 / 18歳以
上27歳未満 ●受付期間 / 年間を
通じて受付 ●試験日程 / 受付時
にお知らせ ●待遇等 / 特別職国
家公務員、任期満了ごとに特例
退職手当を支給 ●俸給等 / 月額
166,500円 ●高等工科学校生
徒 ●年齢 / 15歳以上17歳未満 
●受付期間 / 11月1日（水）から平
成30年1月9日（火）まで ●試験日
程 / １次：平成30年1月20日（土） 
●待遇等 / 特別職国家公務員（生
徒）、修学年限3年、卒業後は自衛
官 ●俸給等 / 月額100,000円 
問□自衛隊近江八幡地域事務所
☎0748-33-2103

平成29年度
自衛官募集のご案内

労働保険（労災保険と雇用保
険）は、職場の皆さんが安心して
働いていただくため、政府が管
理・運営している保険制度です。
まだ労働保険の加入手続きをと
られていない事業主の方は、今す
ぐ最寄の労働基準監督署・ハロー
ワーク（公共職業安定所）で加入
手続きをとってください。
問□滋賀労働局	 ☎077-522 -
6520	東近江労働基準監督署　
☎0748-22-0394	ハローワーク
東近江	☎0748-22-1020

11月は「労働保険適用
促進強化期間」滋賀県最低賃金は、10月5日か

ら1時間813円となりました。滋
賀県最低賃金は、常用・パートな
ど雇用形態を問わず、県内の事
業所に雇用されるすべての労働
者に適用されます。
問□滋賀労働局	賃金室	☎077-
522-6654　東近江労働基準監
督署	☎0748-22-0394

最低賃金改定のお知らせ

11月３日（祝） 木村歯科医院 東近江市八日市東浜町2-28 ☎0748-22-0234
11月23日（祝） 鎌田歯科医院 近江八幡市中小森町303-5 ☎0748-34-8063
12月23日（祝） 堀歯科医院 日野町松尾2丁目25 ☎0748-53-3520
12月29日（金） 織田歯科医院 東近江市山上町3696 ☎0748-27-0029
12月30日（土） 井田歯科診療所 東近江市八日市金屋1丁目3-11 ☎0748-23-4588
12月31日（日） 門坂歯科医院 日野町大窪203 ☎0748-53-0118

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

休日診療の歯医者さん12月11月

布引斎苑休苑日 12月6日（水）

2017年12月し尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです　

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

し尿収集の予約は5日前までにクリーンぬのび
き広域事業協同組合（☎0748-23-0107）へ
申し込んでください。
●年末の「し尿くみ取り」はお早めに…
年末のし尿収集は、12月中旬以降に依
頼が集中し、特に12月20日以後の依
頼については年内にし尿収集ができな
い場合があります。12月のし尿くみ取
りは12月8日（金）までに「クリーンぬ
のびき広域事業協同組合」まで余裕を
もって申し込みください。
※年末年始・土･日･祝日は、し尿くみ取りはで

きません。
※日ごろから便槽の量をご確認ください。
※くみ取り業者は地域により異なります。

議会事務局（滋賀県委託業者(株)
Re-birth）	☎077-548-8422
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12月11月

材料（4人分） 1人分 : 165kcal／たんぱく質 10.1ｇ／脂質 7.7ｇ／食塩相当量 1.5ｇ

●鶏肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ
●大根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・200ｇ
●ごぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
●にんじん ・・・・・・・・・・・・・60ｇ
●シメジ ・・・・・・・・・・・・・・・・80ｇ

●さといも ・・・・・・・・・・・120ｇ
●油揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ
●とうふ ・・・・・・・・・・・・・・200ｇ
●サラダ油 ・・・・・大さじ1杯
●お酒 ・・・・・・・・・・・大さじ2杯

●醤油 ・・・・・・・・・・・大さじ2杯
●昆布 ・・・・・・・・10ｃｍ角1枚
●鰹節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５g
●ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

みんなの図書館
牛車で行こう！
平安貴族と乗り物文化
京樂 真帆子／著　吉川弘文館

平安貴族のあいだで流
行した牛車。今でも京都
の葵祭や時代祭で目に
することはできますが、
当時の牛車はどのよう
な乗り物だったのでしょ
うか。本書では、牛車の車種や
スピードから乗車マナーまで1000年前
のカーライフと貴族の日常をうかがうこ
とができます。

足の下のステキな床
今井 晶子、奥川 純一、西村 
依莉／著　グラフィック社

皆さんは普段、建物の
床をどれだけ意識して
みておられるでしょう
か？本書では、日本各
地に残る1970年代を中心と
した古い建物の喫茶店、遊技場、マンショ
ン、ビルのステキな床が紹介されていま
す。レトロでかわいい床を楽しむことがで
きる写真集です。

日野町立図書館（月・火・祝休館／第4木曜は本の整理日）
☎ 0748-53-1644 FAX.0748-53-3068

■…休館日	■…おはなし会	■▲…	おはなし会とおひざでだっこのおはなし会	●…映画会
	 ※第3土曜日は両方開催

おいでよ！

映画会
11月26日（日）	午後2：00～
「ボンベイ」
（1995年／インド作品／141分）

おひざでだっこのおはなし会
11月18日（土）午前11：15～11：40
12月16日（土）午前11：15～11：40	
※2歳くらいまでの親子

おはなし会
毎週土曜日
午前10：30～11：00
※どなたでも参加できます

新 着 本 ご 案 内 お 知 ら せ

行 事 予 定 参加費・申し込みは不要です

具たっぷりのけんちん汁
❶昆布、鰹節を水800ccの中に入れ、沸騰させないように気を付けながらだし汁をつくる。
❷ごぼうをささがきにして水にさらす。大根、にんじん、油揚げは短冊切りにして、シメジ

はほぐす。ねぎは小口切りにする。
❸さといもの皮をむき、食べやすい大きさに切ってから塩少 （々分量外）をふり、ぬめりを

取って水で洗う。
❹鶏肉を一口大に切る。
❺鍋にサラダ油を入れ、鶏肉を炒める。その後、ごぼう、にんじん、大根、シメジ、さといも、

油揚げも入れて炒める。
❻酒を入れて少し炒めたらだし汁を入れる。
❼具がやわらかくなったらとうふを粗くくずしながら入れて、醤油で味を調える。
❽器に入れてねぎをのせる。

健康推進員

吉
よしなが

永 政
ま さ こ

子さん（日田）

野菜たっぷりの
お汁です。

Po

int

★図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます。

託児サービス
11月8日（水）
毎月第2・3水曜日
午前10：00～正午

文化祭の展示をご覧ください。
日野町文化祭期間中の11月11日(土)～11月19日(日)、

図書館とわたむきホール虹で文化祭の出品作品を展示し
ています。11月13日(月)は図書館の休館日ですが、展示
コーナーのみご覧いただけるようになっております。ぜひ、
図書館にもお立ち寄りください。
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事業名 日　程 時　間 場　所 内容または対象など 問い合わせ・申込み先

親子ぷれすて 1日（金）
※22日はお休み 10：00～11：30 保健センター クリスマスグッズ作り＆クリスマス会

※要申込み（30組） 生涯学習課 ☎0748-52-6566

親子運動ひろば 6日（水） 10：00～11：30 日野公民館
多目的ホール

親子でふれあいながら体力づくり。対象：1歳
半以上のお子さんと保護者※要申込み 生涯学習課 ☎0748-52-6566

おもちゃ図書館 8日（金）15日（金） 9：30～11：00 保健センター
8日…クリスマスのつどい※要申込み（子ども
50名）※11月の開催日に参加して申込みをして
ください。※参加費100円／15日…自由遊び

社会福祉協議会
☎0748-52-1219

わらべ地域
子育て支援
センター

毎週月～金曜日
※12/28～1/4はお休み

9：30～15：30
※第2･4金曜日は13時まで

わらべ保育園
（いせの218）

時間内は自由に遊べます
※12:00～13:00はランチタイム

わらべ地域子育て支援センター
☎0748-36-1910
わらべ保育園☎0748-52-5555

●折り紙＆お茶タイム
4日（月）18日（月）10:30～11:30
折り紙をした後、お茶を飲みながらおしゃべり
タイム

●12月の誕生日会（要申込み・20組）
8日（金）11:00～11:30 
お誕生月のお子さんには手形のマグネットをプレゼントし、みんなでお祝
いします。お誕生月以外の人も遊びに来てください。

●公開保育「あそびにおいでよ」は
　お休みです。

今日からはじめる
離乳食 14日（木） 9：45～12：00 保健センター

満5か月に達したお子さんと保護者
※4か月健診受診時に申込み（10組）
※参加費1組100円

わらべ地域子育て支援センター 
☎0748-36-1910
わらべ保育園☎0748-52-5555

つどいのひろば
『ぽけっと』

毎週月・火・木曜日
10日（日）

※12/28～1/3はお休み
10：00～15：00 児童交流施設

（中之郷428-3）
時間内は自由に過ごせます
※12:00～13:00はランチタイム

ぽけっと☎080-2523-4504
子ども支援課☎0748-52-6583

◎赤ちゃんROOM「ころころ」
21日（木）10：30～11：30
対象 / おおむね2か月から６か月までの赤ちゃんと保
護者　※おもちゃ作り

◎赤ちゃんROOM「ぴよぴよ」
19日（火）10：30～11：30
対象 / おおむね７か月から１歳未満の赤ちゃんと保
護者　※おもちゃ作り　

◎年齢別サークル「きらきら」「にこにこ」
26日（火）10:30～11:30
対象 / 1歳以上のお子さんと保護者　※新聞遊び

●親子遊び
5日（火）10：30～11：00
手遊びやパネルシアターなどを親子で楽しみましょう。　
※1歳から

●絵本と遊ぼう
7日（木）10：30～11：30
図書館の司書による、絵本の読み聞かせやわらべうた遊び

●日曜開催
10日（日）10:00～15:00
平日は仕事の方や、パパも遊びに来てください。

●ぽけっとCafe
11日（月）11:00～11:45
美味しいコーヒーと手作りケーキでほっこりタイム
※要申込み（11/12から受付）20組、参加費100円

●ベビーマッサージ教室
12日（火）10：30～11：30 
※オイル・バスタオル持参（生後2か月から）　※要申込み

（11/12から受付）10組　※初回の人優先

●じいじ・ばあばと遊ぼう
14日（木）10：30～11：30
祖父母の皆さん、お孫さんと一緒に遊び
に来てください。

●お誕生会
18日（月）10:30～11:30
12月生まれのお子さんやパパ・ママをみ
んなでお祝いしましょう。　※要申込み

●親子でリトミック
25日（月）10:30～11:00
音楽に合わせて、親子一緒に体を動かし
て遊びましょう。対象：2歳以上のお子さ
んと保護者　※要申込み（11/27から受
付）15組

2017年

12月

※栄養相談：食事や栄養についてお困りのことを、栄養士に相談してみませんか？お気軽に保健センター（☎ 0748-52-6574）までお電話ください。予約制で、随時受付しています。
※会場はすべて保健センターです。

行事内容 日　程 時　間 対象者・内容など 持ち物・備考

栄養相談

4日（月）5日（火）7日（木）
15日（金） 9:00～11:30	

食生活を見直したい方
※要申込み 食事記録・お薬手帳19日（火） 11:00～16:00	

7日（木）14日（木） 13:30～16:00	

みそ汁塩分濃度測定日 15日（金） 9：30～11：00 どなたでもお越しください みそ汁・スープ等（具は入れない）

赤ちゃん広場・
おっぱい相談 11日（月）25日（月） 9：30～11：00 子育てや健康・栄養について相談もできます 

※11日に「離乳食のミニ講座」があります 母子健康手帳

妊産婦相談（要予約） 木曜日 9：00～16：00 妊娠中の困り事、産後の育児についてな
ど、助産師が相談に応じます

母子健康手帳
＊事前にご連絡ください

お母さんお父さん教室
（２回目） 9日（土） 9:30～12:00 平成30年2月～4月出産予定の方 母子健康手帳・筆記用具

4か月児健康診査 27日（水） 受付
13：00～13：30

平成29年8月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・母子保健アン
ケート・バスタオル・オムツ・ごみ袋（オム
ツ用）・筆記用具・（ミルク）

10か月児健康診査 21日（木） 受付
13：30～14：00

平成29年2月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・オムツ・
ごみ袋（オムツ用）・筆記用具

1歳6か月児健康診査
歯科健診・フッ素塗布 13日(水) 受付

13：30～14：00
平成28年6月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・母子保健アンケート
＊親子で歯を磨いてお越しください

2歳6か月児健康相談
歯科健診・フッ素塗布 20日（水） 受付

13：30～14：00
平成27年6月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・きこえに関する
アンケート・ささやき声検査シート
＊親子で歯を磨いてお越しください

3歳6か月児健康診査
歯科健診・フッ素塗布 6日（水） 受付

13：30～14：00
平成26年6月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票
＊親子で歯を磨いてお越しください

※町では子育てを応援するさまざまな事業を行っています。赤ちゃんやお子さんを連れて、気軽にお出かけください。
※この他に各地区の公民館でも子育てサロンが開催されています。日程等は公民館にお問い合わせください。
※子育てに関する情報は、子育て応援通信「ゆっくりおおきくなあれ」にも掲載しています。
　役場子ども支援課・保健センター・図書館・公民館などに設置していますので、ご覧ください。日野町のホームページでも見ていただけます。

保健カレンダー

子 育 て 情 報
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