
大谷公園プール監視員
アルバイト募集

▶募集人員…10名▶募集資格…
●18歳以上で泳げる人（ただし、
高校生は除きます）●15日以上
勤務が可能なこと▶雇用期間…7
月19日（土）から8月31日（日）
まで▶賃金…時給800円（日額
6,000円）▶応募方法…申込書に
必要事項を記入のうえ、6月1日

（日）から6月20日（金）までの
間に、大谷体育館へ提出してくだ
さい。＊火曜日は休館日です
詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
◆問い合わせ先
　大谷公園体育館　☎�5379
　建設計画課 都市計画担当
　☎�6567

税務職員募集

▶受験資格…①高卒見込みの者お
よび高卒後3年を経過していない
者（平成23年4月1日以降に卒業
した者）②人事院が①に準ずると
認める者▶申込受付期間…イン
ターネット6月23日（月）～ 7月
2日（水）郵送または持参6月23
日（月）～ 6月26日（金）＊でき
る限りインターネット申し込みを
ご利用ください。インターネット
申込専用アドレス（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）
また、郵送の場合は簡易書留で

〒553-8513大阪市福島区福島
1-1-60人事院近畿事務局（☎06-
4796-2191）へ送付してください

（6月26日までの消印：通信日付有効）
▶第1次試験日…9月7日（日）▶
第2次 試 験 日 …10月16日（ 木 ）
～ 10月24日（金）のうち1日▶
合格発表日…第1次試験合格者発
表日10月9日（木）最終合格者発
表日11月18日（火）
◆問い合わせ先　
　大阪国税局　人事第二課試験係
　☎06-6941-5331
　近江八幡税務署総務課
　☎�3141

滋賀県レイカディア大学
第37期　学生募集

▶学習内容…「必修講座」と園芸
や地域文化、健康づくりなどの「選
択講座」を学習していただきます▶
入学資格…県内に居住し、平成26
年10月1日現在で60歳以上の方。
卒業後、学習の成果を生かした地
域活動等に意欲がある方。なお過
去に入学を許可された方の応募は
できません▶就業年限…平成26年
10月～平成28年9月までの2年間
▶授業料…各学年 前期25,000円、
後期25,000円です。（教材費や研
修等の経費は含まれておりません）
▶申込受付期間…6月4日（水）～
7月23日（水）まで＊詳しくはお問
い合わせください
◆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（本部）
　〒525-0072　草津市笠山7-8-

138（県立長寿社会福祉センター内）
☎077-567-3901

・滋賀県レイカディア大学米原校
　 〒521-0016　 米 原 市 下 多 良

2-137（県立文化産業交流会館内）
☎0749-52-5110

レイカディア大学米原校大学祭開催
7月30日（水）～ 8月1日（金）

日野町体育協会
健康登山サークル会員募集

　平成26年度から健康登山や富
士登山はサークル（会員制）で
行っています。サークルでは、年
に2回程度の研修登山（県内日帰
り登山や県外宿泊登山、富士登
山）を実施する予定です。実際の
登山には経験豊富なリーダーが、
皆さんをサポートします。初心者
の方も大歓迎です。
▶登録方法…教育委員会事務局生
涯学習課（役場2階）にある「健
康登山サークル入会申込書」へご
記入のうえ、お申し込みください。

（電話での申し込みはできません）
＊登録料等は無料で、どなたでも
登録できます
◆申し込み・問い合わせ先
　教育委員会事務局　生涯学習課
　☎�6566

募　集

平成26年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）日程等
試験の
区分 受験資格 申込受付期間 第1次

試験日 試験地

事　　務
技　　術
農　　業
農業土木
林　　業

① 平 成26年4月1日 に お
いて高等学校または中等
教育学校を卒業した日の
翌日から起算して2年を経
過していない者および平
成27年4月までに高等学
校または中等教育学校卒
業見込みの者
②人事院が①に掲げる者
に準ずると認める者

インターネット
6月23日（月）～
7月　2日（水）

郵送または持参
6月23日（月）～
6月26日（木）

9月7日
（日）

京 都 市
大 阪 市
神 戸 市
奈 良 市
和歌山市
田 辺 市

受験案内はホームページで掲載しています
ホームページアドレス http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo01_B.htm

◆問い合わせ先　人事院近畿事務局　〒553-8513  大阪市福島区福島1-1-60
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎06-4796-2191（試験第二係）

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
●特設人権相談所
　と　き…７月18日（金）
　　　　　午後1：30 ～ 4：00
　ところ…勤労福祉会館1階相談室

太字 ：し尿収集はお休みです。

7 月 の し 尿 収 集

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
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お知らせ

心肺蘇生法を身につけよう!

　もしも、家族や友人が目の前で
倒れたら･･･。その場に居合わせた
皆さんはどう対応しますか？倒れ
た方にとっては、その場に居合わ
せた皆さんの行動が非常に重要で
す。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。尊い命を守るためぜ
ひこの機会に応急手当講習会を受
けてみませんか。▶とき…6月14
日（土）午前10：00 ～午後1：00、
10月4日（土）午前9：00 ～正午▶
ところ…日野町勤労福祉会館▶対
象…中学生以上▶受講料…無料
＊上記の日程以外でも、応急手当
講習会を開催しています。
　また、東近江管内の消防署では、
運動会など地域の行事にAEDを
無料貸し出ししています。詳しく
は、下記へお問い合わせください。
◆問い合わせ先
　日野消防署　☎�0119

障がい児サマースクール   
ボランティア大募集!

　今年も、障がいのある子どもた
ちの楽しい夏休みを応援するた
め、サマースクールを実施します。
たくさんのボランティアさんのご
協力をお願いします。
▶実施期間…夏休み期間中の20
日間▶時間…午前9：00 ～午後4：
00（１日だけの参加や、短時間の
参加も歓迎！）▶活動内容…プー
ルや工作・日帰り遠足・昼食作り
などに子どもたちと参加し、食
事・移動・トイレ・そのほかの手

伝い。活動の準備・片づけの手伝
い。まずはお電話ください！
◆問い合わせ先
　わたむきの里福祉会
　サマースクール事務局　盛井
　☎080-1466-9773

第10回  東近江地域
よかよかまつりを開催

　障がいのある方の余暇支援とし
て、文化活動の発表の場、地域の
皆さんとの交流の場である「東近
江地域よかよかまつり」が今年も
開催されます。
　バンド演奏やダンスなどのス
テージ発表や模擬店など楽しい企
画がいっぱいです。
　また、「がもにゃん」をはじめ、
東近江地域のゆるキャラも登場
する予定です。今年は10周年の
記念企画も予定していますので、
皆さんぜひお越しください。▶
とき…6月14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
隣）▶内容…ステージ発表・模擬
店・パネル展示等
◆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　☎�8804

シニア対象
講習・研修会のご案内

①フォークリフト技能講習
▶とき…7月25日（金）～ 8月1
日（金）午前8：00 ～午後5：00▶
ところ…クレフィール湖東（東近
江市平柳町）▶定員…20名（申し
込み受付後、面接により選考）▶
申し込み締め切り…7月4日（金）
必着▶受講者選考面接…７月8日

（火）午前10時～クレフィール湖
東にて＊普通自動車免許をお持ち
の方に限る
②介護員初任者研修
　びわこ学院大学開催
▶とき…７月22日（火）～ 11月
13日（木）▶ところ…びわこ学
院大学（東近江市布施町）▶定員
…40名（申し込み受付後、面接
により選考）▶申し込み締め切り
…7月10日（木）必着▶受講者選
考面接…７月14日（月）午前10：
00 ～びわこ学院大学館にて＊研
修時間等詳細は未定です
③介護スキルアップ講習
▶とき…8月4日（月）～ 8月21

日（木）午前9：00 ～午後3：00▶
ところ…びわこ学院大学（東近江
市布施町）▶定員…40名（申し込
み受付後、面接により選考）▶申
し込み締め切り…7月18日（金）
必着▶受講者選考面接…７月23
日（水）午前10時～びわこ学院大
学＊ヘルパー 2級（初任者研修終
了）資格を持つ方に限る
☆①、②、③ともに／▶対象者…
55歳以上の県内在住者で講習に
かかる就業を希望し、ハローワー
クで求職登録されている方
▶受講料…無料＊詳しくは、下記
までお問い合わせください
◆申し込み・問い合わせ先
　（社）滋賀県シルバー人材セン

ター連合会　〒520-0054大津
市逢坂1丁目1番1号

　☎077-525-4128
　FAX 077-527-9490

労働保険の年度更新
手続きをお願いします

　労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新手続きは、平成25年
度の確定保険料と平成26年度
の概算保険料・一般拠出金を申
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
督署などにおいて早めに手続きを
お願いします。
▶手続き期間…6月1日（日）～
7月10日（木）＊期間中県内各地
で受付・相談会が開催されますの
でご利用ください。
◆問い合わせ先
　滋賀労働局　労働保険徴収室
　☎077-522-6520

社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会

「おかあさんありがとう
滋賀ゆるキャラまつり」開催

▶とき…6月22日（日）午前10：
30 ～午後3：00▶ところ…今津総
合運動公園　サンルーフ今津（滋
賀県高島市）▶内容…県内ゆる
キャラ大集合、みんなで楽しくバ
ルーンアート、カロムで遊ぼう、
ゆびあみ・折り紙でおしゃれ小物
つくり▶対象…母子家庭世帯の方
ならどなたでも参加できます
＊事前申込が必要となりますので
下記へ申し込みください
◆申し込み・問い合せ先
　日野町母子福祉のぞみ会（松岡）
　☎�1178

6月29日（日） 午前7：00 ～
予備日：７月20日（日）
日野川ダム公園多目的グラウ
ンドにて
ぜひご見学ください
◆問い合わせ先
　総務課 総務担当 ☎�6500

日野町消防団
ポンプ操法訓練大会

第34回
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