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◆問い合わせ先　日野消防署
　☎0748-52-0119

集まれ！未来で輝くクリエイター
系女子in滋賀
参加型謎解きイベント「迷宮大
学と消えたひこにゃん2」開催

●とき／ 8月19日（木）●とこ
ろ／滋賀県立大学●対象／県内
の女子中高生、保護者、教員●
内容／大学キャンパス内に散り
ばめられた数々の謎を解き明か
し、ゴールを目指します。参加
者同士の交流会もあります。●
定員／ 50人●申込締切／ 8月
16日（月）
https://rikejo.usp.ac.jp/より
◆問い合わせ先
　滋賀県立大学
　☎0749-28-8351

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

相談電話番号（フリーダイヤル）
☎0120-007-110

●期間／ 8月27日（金）～ 9
月2日（木）※土日も電話相談
を受け付けています。●時間／
8時30分 ～ 19時00分（ 土・
日は10時00分～ 17時00分）
●相談内容／いじめ、体罰、虐
待、不登校、など子どもの人権
に関する問題全般●相談担当者
／法務局職員、人権擁護委員
◆問い合わせ先
　大津地方法務局人権擁護課
　☎077-522-4673

治療と仕事の両立支援
（ご相談窓口）のご案内

　病気を抱えながらも働く意欲
のある労働者が、仕事を理由
として治療機械を逃すことなく、
また、治療を理由として仕事の
継続を妨げられることなく、適
切な治療を受けながら働き続け
られる社会を目指す取り組みを

「治療と仕事の両立支援」と言
います。
　滋賀産業保健総合センター
では、がん等患者（労働者）や、
事業主・産業保健スタッフなど
からの相談に対応するため、セ
ンター内相談窓口の他に、両立
支援出張相談窓口を滋賀県内の
8病院に設置しています。相談
は無料です。ぜひご利用くださ
い。
◆ 問い合わせ先　滋賀県産業保

健総合支援センター
　☎077-510-0770

パスポートセンター「米原
出張窓口」からのお知らせ

　令和3年9月21日（火）は県
立文化産業交流会館の休館日の
ため、米原出張窓口はお休みで
す。申請には平日の火・水・
木曜日にお越しください。なお、
大津の窓口（ピアザ淡海1階、
大津市におの浜一丁目1-20）は、
月曜日から金曜日（祝日、年末
年 始（12月29日 ～ 1月3日 ）
を除く）に申請受付業務を行っ

ています。
◆問い合わせ先
　滋賀県パスポートセンター
　☎077-527-3323

　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）へお申し込み
ください。
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9月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

休日診療の歯医者さん 8月
8月13日（金） いだはいしゃ 東近江市八日市浜野町503・505-1 ☎0748-22-3636
8月14日（土） 住井歯科医院 蒲生郡日野町河原1-7 ☎0748-52-3434
8月15日（日） 川南歯科医院 東近江市川南町1090 ☎0748-42-0419

◆問い合わせ先　一般社団法人湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

布引斎苑休苑日  9月1日（水）

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

【よろず相談】
とき：毎週木曜日（第3木曜日
を除く）午前9：00 ～正午（受
付 午前11：30まで）。第2・4
木曜日は、人権特設相談も兼ね
ています。
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

相 談 室
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8月11日（水）〜13日（金）は
夏季集中休暇を実施します

　役場では、夏季集中休暇の期
間中、必要最小限の職員が出勤
し業務を行います。
　期間中は、省エネルギー推進
の一環として室内照明等の電力
使用を節減します。
　ご理解ご協力をお願いします。
◆問い合わせ先
　総務課　総務担当
　☎0748-52-6500

日野町総合防災訓練を
実施します

　災害発生を想定して、いざと
いう時の対応に備えるとともに
防災意識の啓発と高揚を目的に
開催します。
　今年度の訓練は、新型コロナ
ウイルス感染症対策に注意をし
て実施します。
　訓練当日は会場周辺住民の皆
さんにはご迷惑をお掛けします
が、ご理解ご協力をよろしくお
願いします。●とき／ 9月5日

（日）午前7：00 ～●ところ／西
桜谷公民館周辺
◆問い合わせ先
　総務課　総務担当
　☎0748-52-6500

日野町防災アプリ

　町では防災情報を迅速に伝達
するために、「日野町防災アプ
リ」を運用しています。
　災害時への備えとしてダウン
ロードし、ご活用ください。
日野町防災アプリ
2次元コード⇒

◆問い合わせ先
　総務課　総務担当
　☎ 0748-52-6500

日野町戦没者追悼式の
規模縮小のお知らせ

　8月21日（土）挙行予定の日
野町戦没者追悼式は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観
点から、規模を大幅に縮小する
こととなりました。
　そのため、ご参列につきまし
ては、日野町遺族会の代表者の
みとさせていただきます。
　ご理解のほどよろしくお願い
申し上げます。
◆問い合わせ先
　福祉保健課　福祉担当
　☎ 0748-52-6573

第79回国民スポーツ大会・第24
回全国障害者スポーツ大会　カレ
ンダーイラストコンクール作品募集

●募集内容／カレンダーの図案
に使用するスポーツがテーマの
イラスト●応募資格／県内に在
住、または通学している小学生
～高校生●部門／小学１～３年
生の部・小学４～６年生の部・
中高生の部●表彰など／部門ご
とに最優秀賞・優秀賞・佳作

（賞状、図書カード進呈）、応募
者全員に参加賞●しめきり／令
和３年９月30日（木）（当日消
印有効）☆応募の方法などは下
記ＨＰをご覧ください。

◆問い合わせ先
　 第79回国民スポーツ大会・
　 第24回全国障害者スポーツ
　大会滋賀県開催準備委員会
　☎077-528-3338

　 HP  https://www.pref.shiga.
lg.jp/2024/index.html

　 ホームページの
　2次元コード⇒

令和3年度  東近江行政組合
消防職員採用試験案内

●受付期限／令和3年8月17日
(火)まで●第1次試験日／令和
3年9月19日(日)●試験場所／
東近江行政組合　八日市消防署
　興味を持たれた方は、ホーム
ページに詳細がありますのご覧
ください。
HP  https://www.eastomi.or.jp/
ホームページの
2次元コード⇒
◆問い合わせ先
　東近江行政組合総括管理課
　☎ 0748-22-7620

応急手当講習会について

・ もしも、倒れている人や怪我
をしている人を見かけたら、
あなたは何ができますか？

・ 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／令和3年9月4日（土）
9時00分～ 12時00分●とこ
ろ／日野消防署　日野町大谷
970番地●対象者／中学生以上

（定員10名）●講師／消防署員
●受講料／無料
　上記の日程以外でも、各消防
署で応急手当の講習会を開催し
ていますので、お気軽に最寄り
の消防署までお問い合わせ下さ
い。
※ 新型コロナウイルス感染症ま

ん延に伴い、講習会を中止さ
せて頂く場合がございます。
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