
2 日（月）、16 日（月）
来庁時間はあらかじめご連絡ください。
企画振興課  秘書広報担当  � 6550

5 月の町長懇談日

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
■布引斎苑休苑日  5 月 4 日（水）

休日診療の歯医者さん（4・5月分）
●4/29（祝） 小川歯科医院（東近江市垣見町719 ☎�2130）
●5/　3（祝） 住井歯科医院（東近江市東沖野3丁目3-25 ☎�1290）
●5/　4（祝） 木村歯科医院（東近江市八日市町1-23川嶋ビル2F ☎�0234）
●5/　5（祝） 井田歯科診療所（東近江市八日市金屋1丁目3-11 ☎�4588）
◆問い合わせ先　一般社団法人湖東歯科医師会　☎⑳2801

5 月 の し 尿 収 集

太字 ：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

●時　間  10：00 ～ 11：30
●場　所  保健センター
●対　象  就学前の子ども
　　　　  と保護者

●参加費  無料（クッキング等は除く）
●内　容  自由遊び・工作・運動会・
　　　　  読み聞かせ・講演会など

就学前の子どもと保護者の遊び場です。
お友だちをつくって、楽しく子育てしませんか？

12月　2日
　1月27日
　2月　3日・24日
　3月　3日・24日

4月22日
5月　6日・27日
6月　3日・24日
7月　1日・22日

　8月　5日・26日
　9月　2日・23日
10月　7日・28日
11月　4日・25日

◆問い合わせ先　教育委員会事務局　生涯学習課　☎526566

み ん な で 遊 ぼ う

【年間予定日（第 1・4金曜）】

を募集しています。
▶第１次試験…５月８日（日）　試
験会場　滋賀大学 教育学部（大津
キャンパス）▶募集…男性Ａ56人
程度、女性Ａ9人程度
　昭和61年4月2日以降に生ま
れた男女で、四年制大学を卒業又
は平成29年3月31日までに卒業
見込みの方が対象です▶受付期
間…4月22日（金）まで＊詳しく
は滋賀県警察HP　http://www.
pref.shiga.lg.jp/police/）をご確
認ください。
◆問い合わせ先
　専用フリーダイヤル
　☎0120-204-314

第21回滋賀県ミシガン州
友好親善使節団員募集

　滋賀県の姉妹州であるアメリカ
合衆国ミシガン州へ県民から成る
友好親善使節団を派遣し、ミシ
ガン州民の家庭でのホームステイ

や生活体験、姉妹都市交流等を
通じて、アメリカの社会や文化を
理解するとともに国際理解、友
好親善を深めることを目的に行い
ます。▶派遣期間…8月24日（水）
～ 8月31日（水）の8日間（うちホ
ームステイは4泊5日）▶応募資格
…滋賀県に在住し、平成28年4
月1日現在、満18歳（高校生を除
く）以上であり、健康でかつ団体
行動に協調でき、ホームステイや
宿泊などが1人でも可能な方▶参
加経費…未定（参考：前回23万８
千円）▶応募期間…４月15日（金）
から5月16日（月）まで▶定員…
40名（多数の場合はより多くの方
に幅広く参加いただけるよう、①
初めての方②参加回数の少ない方
③最後の参加から年数が経ってい
る方の順に条件を考慮し、決定し
ます）▶応募方法…参加申込書を
企画振興課秘書広報担当（役場1
階町長懇談室）へ提出してくださ
い。参加申込書は県や協会のホー

ムページにもあります。
◆問い合わせ先
　滋賀県商工観光労働部観光交

流局国際室
　☎077-528-3061
　ファックス 077-521-5030
　公益財団法人滋賀県国際協会
　☎077-526-0931
　ファックス 077-510-0601
　企画振興課　秘書広報担当
　☎�6550

看護フェア2016開催

　気軽に「看護」を考える機会を
提供し、看護の心、助け合いの
心を伝えるために「看護の日」の
イベントを開催します。▶とき…
5月8日（日）午前11：00 ～午後3：
00▶ところ…ピエリ守山▶内容…
健康講座・タニタの運動教室・看
護職お仕事相談・健康相談コーナ
ー・がん関連相談コーナーなど
◆問い合わせ先
　滋賀県看護協会
　☎077-564-9494
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小・中学校
日野町就学援助制度

　経済的な理由によって、小・中
学校への就学が困難と認められる
家庭に対して、学用品費や給食費
などの一部を援助する制度を実施
しています。
　制度を利用したい方は、各学校
または学校教育課にご相談くださ
い。▶対象…町内の小・中学校に
子どもが在籍する家庭で、世帯全
員の前年の所得合計が基準以下
の家庭など▶申請…申請書に必要
事項を記入の上、必要書類を添え
て各学校へ提出（申請書は、各学
校または学校教育課にあります。）
▶受付期間…年度途中での申請も
随時受付しています。認定された
場合、申請月の翌月から該当にな
ります。
◆問い合わせ先
　教育委員会事務局 学校教育課
　☎�6564

子育て学習会開催

　古
ふ る

橋
は し

紗
さ

人
と

子
こ

さんを講師にお招き
し、子育て講座「保育者としての
まなざし～澪

み お

標
つくし

のこころ～」を開
催します。「だめよ！」「やめなさ
い！」と否定語ばかりの育児を終
わりにしませんか？▶とき…4月
16日（土）午後1：30 ～ 4：30▶と
ころ…日野公民館
◆問い合わせ先
　福祉課 子ども子育て支援担当
　☎�6573

鉄砲刀剣類
未登録の人は登録を

　鉄砲刀剣類の登録事務が次の
日程で行われます。未登録の古式
の鉄砲や刀剣類を所有されている
人は、警察へ発見を届け出てから
必ず登録を済ませて＜ださい。
●登録に必要なもの
①鉄砲刀剣類（現物）
②警察署発行の刀剣類発見届出

済証
③審査手数料（1件　6,300円）
　再交付手数料（1件　3,500円）

【銃砲刀剣類登録審査日程】
と　き ところ

平成28年
6月9日（木）

午
前
10
時
～
午
後
3
時

大津合同庁舎（大津市
松本一丁目2-1）

平成28年
10月13日（木）

県立文化産業交流会館
（米原市下多良二丁目
137）

平成29年
2月9日（木）

大津合同庁舎（大津市
松本一丁目2-1）

◆問い合わせ先
　日野町教育委員会事務局
　生涯学習課　☎�6566
　滋賀県教育委員事務局
　文化財保護課
　☎077-528-4672

年金生活者等支援臨時福祉
給付金を支給します

　国の臨時福祉給付金制度によ
り、年金生活者等支援臨時福祉
給付金給付事業を実施します。具
体的な申請方法、手続きなどは、
詳細が決まり次第、広報ひのやホ
ームページでお知らせいたします。
▶支給対象者…①高齢者向け／平
成27年度臨時福祉給付金の対象
者のうち、平成28年度中に65歳
以上となる方（昭和27年4月1日
以前の生まれ）②障害・遺族基礎
年金受給者向け／平成28年度臨
時福祉給付金の対象者のうち、障
害基礎年金又は遺族基礎年金を
受給している方（「①高齢者向け」
の対象者を除きます）。
※平成28年度の臨時福祉給付金
と障害・遺族基礎年金受給者向
け給付金については、8月ごろに
詳しいことが決まり次第、お知ら
せいたします。▶支給額…支給対
象者１人につき３万円▶申請手続
き…①高齢者向け／５月中に申請
を受付する予定で準備を進めてい
ます。②障害・遺族基礎年金受給
者向け／秋ごろの予定です。①、
②ともに対象者と見込まれる方に
つきましては、町から申請書を送
る予定です。
◆問い合わせ先
　福祉課　福祉担当　☎�6573

滋賀県警察官
（Ａ・大卒程度）採用試験

　滋賀県警察本部では、警察官

まちの花
しゃくなげ観光が

はじまります

　国の天然記念物に指定されてい
る鎌掛谷ホンシャクナゲ群落が開
花しようとしています。今年も開
花時期にあわせ、４月２９日（金・
祝）から５月５日（木・祝）までの
期間（開花状況により変更があり
ます）、現地案内所や物産品の販
売を行います。
　また、この期間中は、日野駅か
らの臨時バスや園内送迎バスを運
行します。ぜひ日野町の花、ホン
シャクナゲをご覧ください。
＊開花状況は日野観光協会のＨＰ
（http://www.hino-kanko.jp/）
等でお知らせしますのでご確認く
ださい。
◆問い合わせ先
　日野観光協会　☎�6577

日野町イベント実行委員
を募集しています！

　『氏郷まつり「夏の陣」』や「氏
郷まつり“楽市楽座”」の企画・
立案・運営をしていただける日野
町イベント実行委員を募集してい
ます。やってみよう！という方、ぜ
ひご応募ください。▶募集人員…
若干名▶応募資格…○日野町に在
住または在勤の方○20歳以上の
方○日野が好きで意欲のある方○
任期（２年間）中、委員としてご協
力いただける方▶応募方法…日野
町イベント実行委員会事務局まで
ご連絡ください▶応募締切…4月
22日（金）まで
◆応募・問い合わせ先
　日野町イベント実行委員会事務局
　（日野町役場商工観光課内）
　☎�6562

お知らせ
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