
みんなで無理なく節電を！

8月の町長懇談日
10日（水） ・ 24日（水）

※来庁時間はあらかじめご連絡ください

〈問い合わせ先〉
企画振興課 秘書広報担当
☎ 0748-52-6550
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2016年8月 し尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです　

7月18日（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
8月11日（祝）医療法人宿歯科医院 近江八幡市安土町下豊浦9221-2 ☎︎0748-46-5682
8月14日（日）だいき歯科クリニック 東近江市東沖野4丁目2-5 ☎︎0748-20-1182
8月15日（月）佐々木歯科医院 東近江市佐野町484-61 ☎︎0748-42-6874
8月16日（火）にしざわ歯科医院 東近江市春日町2-26 ☎︎0748-25-2438

布引斎苑休苑日

8月3日（水）

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

　レイカディア大学は地域での
ボランティアや仲間づくり等の
活動を楽しく行うシニア大学で
す。大学祭では学習成果の発表
や卒業生の作品展示も行います。
●とき / 7月20日（水）から7月
22日（金）まで
●ところ / 滋賀県立文化産業交
流会館
問□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米原校
事務局　☎︎0749-52-5110

滋賀県レイカディア大学米原校
大学祭

休日診療の歯医者さん7月 8月

この夏は、関西電力供給地域において、安定して電力の
供給が行える見込みです。国からの節電要請はありません
が、発電所のトラブルなど不測の事態も予想されることか
ら、ご家庭では、電気消費量が多いとされるエアコン・冷蔵
庫・テレビ・照明について、日頃から節電に気をつけること
がポイントになります。次の節電メニューを参考にしていた
だき、みんなで無理なく節電を心がけましょう。

家庭でできる節電メニュー

平成28年度自衛官募集のご案内
募集種目 応募資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
（陸海空） 日本国籍を有す

る18歳以上27
歳未満の人

男子/年間を通じて受付
女子/8月1日～9月8日

男子/受付け時に通知 
女子/9月下旬

一般曹候補生
（陸海空） 8月1日～9月8日 １次 ９月中旬

２次 １０月上旬

航空学生
（海空）

日本国籍を有す
る１８歳以上２１

歳未満の人
8月1日～9月8日

１次 ９月２３日
２次 １０月中旬
３次 １１月中旬

問い合わせ先◆自衛隊近江八幡地域事務所 ☎0748-33-2103

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

問い合わせ先 ◆ 住民課 生活環境交通担当 ☎ 0748-52-6578

テレビ

◎見ない時は本体の電源を切る。

◎音量は必要以上に大きくしない。

◎画面は明るくしすぎない。

◎省エネモードに設定する。

冷蔵庫
◎開ける時間をできるだけ減らし、食品を詰め込まないようにする。◎温度設定を「強」から「中」に変える。

◎壁との間に適切な間隔を開けて設置する。◎麦茶など熱いものは冷ましてから入れる。照明
◎日中はできるだけ、消しましょう。
◎照明器具はこまめに清掃しましょう。
◎電球型蛍光灯やLED電球など、省エネ型の照明器具に買い換えましょう。

エアコン
◎設定温度は28℃に心がける。

◎フィルターをこまめに清掃する。

◎すだれやよしずなどで窓から

の日差しを和らげる。
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初級
●職種・人数 / 保育士・教諭…２名
●受験資格・年齢 / 平成５年４月２
日から平成９年４月１日までに生
まれた方で、保育士資格かつ幼
稚園教諭免許を有する方（平成
２９年３月３１日までに保育士資
格かつ幼稚園教諭免許取得見
込のある方を含む）
●職種・人数 / 保健師…１名
●受験資格・年齢 / 昭和６１年４月２日
から平成７年４月１日までに生ま
れた方で、保健師免許を有する方

（平成２９年３月３１日までに保健
師免許取得見込のある方を含む）
●職種・人数 / 社会福祉士…１名
●受験資格・年齢 / 昭和５１年４月２
日から平成５年４月１日までに生
まれた方で、社会福祉士資格を
有し、かつ社会福祉士として相
談業務経験を１年以上有する方
●受付期間 / ７月19日（火）から８
月19日（金）まで
●第1次試験 / ９月18日（日） 教
養試験
●最終結果 / 10月下旬
第1次試験合格者は、第2次試験

（作文・面接等）を実施します。また、
保育士・教諭受験者は第2次試験で
実技試験をあわせて実施します。
※受付期間は組回覧でお知ら
せした期間から延長しています。
申□ 問□総務課総務担当
☎︎ 0748-52-6500

来春採用の
日野町職員募集

　８月盆前のし尿収集は、盆休み
前に依頼が集中するため、８月４
日（木）までに「クリーンぬのびき
広域事業協同組合」まで余裕を
もってお申し込みください。
● 土・日・祝日は、し尿くみ取りは
できません。 ● ８月１５日（月）は
盆休みとなります。 ● 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。
申□ 問□クリーンぬのびき
広域事業協同組合
☎︎0748-23‐0107

「し尿くみ取り」は
お早めに

　日野菜の旬である秋に向けて、
日野町民の方を対象に日野菜栽
培研修会を開催します。研修で
は土つくりや栽培のポイントの
ほか、出荷方法や規格等も学べ
ます。

日野菜栽培研修会を
開催します

　日野町原産日野菜の種子で栽
培を希望される方に、深山口日
野菜原種組合による日野町原産
の日野菜の種子（1坪分）を1人1
袋（限定250袋）配布します。
●配布期間 / 7月19日（火）から無
くなり次第終了
●対象 / 日野町在住の方
●その他 / 1人1袋に限ります。7
月18日開催の日野菜栽培研修
会への参加者には、研修会場に
て優先配布します。
●配布場所 / 日野町役場農林課
問□農林課 農政担当
☎︎0748-52-6563

原産日野菜の種子を
お渡しします

●とき / 平成28年11月25日
（金） 午後2：00から4：00まで
（受付けは午後1：00から）

●ところ / ピアザ淡海（滋賀県立
県民交流センター）
●受付期間 / 平成28年8月22日

（月）から平成28年9月5日（月）
のうち土日祝日を除く午前8：30
から午後5：15まで（申込書の配
布は8月3日（水）から）
●申し込み書配布および受け付け場所 / 

日野町役場上下水道課下水道担当
問□上下水道課下水道担当
☎︎0748-52-6579
滋賀県建設技術センター
☎︎077-565-0216

平成28年度下水道排水
設備工事責任技術者試験

　家庭や工場から出る汚水は下
水道浄化センター等できれいに
されて、琵琶湖に放流されてい
ます。今回の見学会では汚水が
どのようにしてきれいになってい
くのか下水道浄化センターの見
学と実験や観察をしながら親子
で楽しく学びます。
●とき / 7月26日（火）、27日（水）、
28日（木） 午前9：15から午後0：
30まで
●ところ / 湖南中部浄化センター
●内容 / 水の汚れ調べ、顕微鏡
観察、浄化センター見学等
●申し込み期間 / 7月1日（金）から
21日（木）の平日まで　午前9：
00から午後5：00まで
●申し込み方法 / 下記まで電話に
てお申し込みください。
●その他 / 先着順となりますの
で、希望者多数の場合はお断り
する場合があります。動きやす
い格好でご参加ください。
問□滋賀県南部流域 下水道事務所
☎︎077-564-1900

自由研究に役立つ！
下水道浄化センター

親子見学会

お 知 ら せ
●とき / 7月18日（祝） 午前10：
00から11：30まで
●ところ / 林業センターホール
●申し込み方法 / 電話にて下記ま
でお申し込みください。
●対象 / 日野町在住の方
申□ 問□農林課 農政担当
☎︎0748-52-6563

お 知 ら せ
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