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ター小ホール（東近江市市子川原
461-1）
◆問い合わせ先
　  近江八幡税務署 法人課税第一部門
　☎0748-33-3143

第14回 東近江地域
よかよかまつりのお知らせ

　障がいのある人と地域のみなさ
んとの交流の場として「第14回
東近江地域よかよかまつり」を開
催します。▶とき／平成30年6
月16日（土）午前10：00 ～午後
3：00▶ところ／あかね文化ホー
ル（東近江市蒲生支所のとなり）
▶内容：バンド演奏やダンス等の
ステージ発表、飲食物や自主製品
等の模擬店、パネル展示等（がも
にゃんをはじめ、東近江地域のゆ
るキャラ等も登場予定です。）
◆問い合わせ先
　  東近江地域障害者生活支援セン

ターれいんぼう 
　☎0748-32-8700
　FAX 0748-32-8720
　福祉保健課　福祉担当
　☎0748-52-6573
　FAX 0748-52-0089

大谷公園プール監視員
アルバイト募集

　日野町では、今夏も大谷公園プ
ールを広く一般に開放します。
　今回、そのプール監視員を募集
します。▶募集人員／５～６名程
度▶募集資格：18歳以上の泳げ
る方（高校生は除く）で、期間中
８日以上勤務可能な方
　勤務前にこちらの指定する普通
救命講習を受講し、修了いただき
ます。（受講日は相談に応じます。
また、過去に同講習を修了済みの
方はご相談ください。）▶雇用期

間／ 7月21日（土）から8月26
日（日）までの間の、土曜日およ
び日曜日▶勤務時間／午前９：00
～午後4：30まで（昼休憩１時間
有り）▶賃金／日額6,000円▶申
込方法／申込用紙に必要事項を記
入の上、6月1日（金）から6月
30日（土）の間に、役場2階生涯
学習課もしくは大谷公園体育館事
務所まで提出してください。
◆問い合わせ先
　  生涯学習課 生涯学習担当
　☎0748-52-6566（土日閉庁）
　大谷公園体育館事務所
　☎0748-52-5379（火曜日休館）

京都都市圏自治体
ネットワーク公式SNS

　京都市近隣の30自治体で構成
する「京都都市圏自治体ネットワ
ーク」では、各自治体の魅力ある
情報を圏域としてまとまって発信
し、相互の理解を深めるとともに
圏域の交流人口等の増加を図るた
め、京都都市圏自治体ネットワー
クのSNSアカウント（Facebook, 
Instagram）を開設します。
１ SNSアカウント名称
　 「Live☆京都まわり」
　 ※Facebookについては、「☆」
等の記号をアカウント名称にする
ことができないため、「Live京都
まわり」としています。
２ SNSアカウント開設日
　 平成30年5月28日（月）
３ SNSアカウントURL

【Facebook】https ://www.
facebook.com/livearoundkyoto/

【Instagram】https://www.
instagram.com/livearoundkyoto/
４ SNSで発信する情報（主なもの）

　①構成自治体の特徴ある取組
　②構成自治体のイベント情報
　③その他、時事的な情報
　京都都市圏自治体ネットワーク
ではホームページ（http://www.
kyoto-toshiken.jp/）も開設して
います。
　また、毎年各自治体の施設やイ
ベント等の情報をまとめたパンフ
レット（電子版）も作成しており、
ホームページに掲載しています。

　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。

7月
7/16（祝） 安土デンタルクリニック 近江八幡市安土町上豊浦1367 ☎0748-46-4797

◆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

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

7月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

相 室談
●よろず相談
とき…毎週木曜日
　　　午前9：00～正午

（受付 午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室
●行政相談
とき…毎月第3木曜日
　　　午前9：00 ～正午

（受付 午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

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

京都都市圏の
旬な情報を発信 !

Facebook Instagram ホームページ
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29年度の確定保険料と平成30年
度の概算保険料・一般拠出金を、
自主的に申告・納付していただく
大変重要な手続きです。
　最寄りの金融機関、労働基準監
督署等において、早めに手続きを
お願いします。▶手続き期間／ 7
月10日（火）まで
◆問い合わせ先
　滋賀労働局
　総務部　労働保険徴収室
　☎077-522-6520

保育所・認定こども園で
働きませんか

保育人材バンク「定例出張相談会」

　保育士・看護師・栄養士・調理
師・保健師の資格をもっている人
に県内の保育施設の仕事を紹介
し、就労を支援します。▶とき／
毎月第3金曜日　午前10：00 ～
正午まで、午後1：00 ～午後4：
00まで▶ところ／滋賀マザーズ
ジョブステーション（県立男女共
同参画センター内）▶その他／相
談は無料です。希望される方は電
話にて予約をお願いします。▶予
約先／滋賀マザーズジョブステー
ション☎0748-36-1831
◆問い合わせ先
　  滋賀県保育士・保育所支援センター
　☎077-516-9090

滋賀県レイカディア大学
第41期　学生募集

　滋賀県社会福祉協議会では高
齢者が新しい知識と教養を身に
つけ、地域の担い手として登場
できるよう支援するため、滋賀
県レイカディア大学を開設してい
ます。▶学習内容／必修講座：地
域の担い手として必要な知識、考
え方、地域活動の企画など地域活
動体験を含めながら学びます。／
選択講座：各学科固有の知識・
技法を学び、卒業後の地域活動に
役立てる力を養います。▶修学年
限 ／ 2018年10月 か ら2020年
9月までの2年間▶入学資格／県
内在住の地域の担い手としての

活動をめざす60歳以上の方▶授
業料等／前後期各25,000円（年
額50,000円）。ただし、教材費
や保険料等の経費は自己負担とな
ります▶入学願書受付期間／ 7月
31日（火）まで、レイカディア大
学草津校で郵送にて受け付け▶そ
の他／詳しくはびわこシニアネッ
ト（http://www.e-biwako.jp/）
に掲載の募集要項をご確認くださ
い。
◆問い合わせ先
　  社会福祉法人　滋賀県社会福祉

協議会
　滋賀県レイカディア大学草津校
　  〒525-0072 草津市笠山7-8-138
（県立長寿福祉社会センター内）

　☎077-567-3901

住宅宿泊事業（民泊）
について

　住宅宿泊事業法（民泊新法）が
6月15日に施行され、県に届出
された住宅で、「民泊」営業がで
きるようになります。
　この法律では、民泊によるトラ
ブル防止のため、県が発行する標
識の掲示、ごみ・騒音防止のための
宿泊者への説明、苦情対応等、様々
なルールが新しく設けられます。
　なお、届出住宅は県のホームペ
ージに掲載され、相談や苦情を受
け付ける全国共通の電話窓口も
設置されます。（民泊制度コール
センター）0570-041-389  ※全
国共通ナビダイヤル毎日9：00 ～
22：00

（民泊制度ポータルサイト(観光
庁））『民泊 ポータル』で検索
◆問い合わせ先
　滋賀県観光交流局
　☎077-528-3741

事業者の皆さんへ
消費税軽減税率制度説明会

開催のお知らせ

▶とき／ 6月7日（木）午後3：00
～午後3：30 ／ 6月8日（金）午前
10：00 ～午前10：30▶ところ／
東近江市立蒲生コミュニティセン

第38回 日野町消防団
「ポンプ操法訓練大会」開催

　7月1日(日)の午前7：00から
桜谷小学校グラウンドにて、日野
町消防団による第38回「ポンプ
操法訓練大会」が開催されます。
ぜひご見学ください。
◆問い合わせ先　
　総務課　総務担当
　☎0748-52-6500

応急手当講習会について

　もしも、意識や呼吸のない人を
見かけたら、あなたには何ができ
ますか？日野消防署では一般の方
を対象とした応急手当の講習会を
開催しています。何をしたらいい
のか分からない方、この機会に
応急手当講習会を受けてみませ
んか。▶とき／平成30年6月9日

（土）午前9：00 ～正午（3時間）
／平成30年9月22日（土）午 前
9：00 ～正午（3時間）／平成31
年2月2日（ 土 ）午 前9：00 ～正
午（3時間）▶ところ／日野町大谷
970番地 日野消防署▶対象／中
学生以上▶講師／現役の救急隊員
が丁寧に指導します。▶受講料／無
料※上記の日程以外でも、消防署
で応急手当の講習会を開催してい
ますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
◆問い合わせ先
　日野消防署
　☎0748-52-0119

滋賀労働局からの
お知らせ

　労働保険（労災保険・雇用保
険）の年度更新手続きは、平成
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お 知 ら せ
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