
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

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

【自衛官候補生】
●年齢 / 18歳以上27歳未満
●受付期間 / 年間を通じて受付
●試験日程 / 受付時にお知らせ
●待遇等 / 特別職国家公務員、任
期制隊員コース
●俸給等 / 自衛官候補生：月額
130,800円 ２士任官後：月額
166,500円

【一般曹候補生】
●年齢 / 18歳以上27歳未満
●受付期間 / 9月8日（金）まで
●試験日程 / １次：９月中旬
●待遇等 / 特別職国家公務員、中
核である曹を養成するコース
●俸給等 / 月額166,500円

【航空学生】
●年齢 / 海：18歳以上23歳未満、
空：18歳以上21歳未満
●受付期間 / 9月8日（金）まで
●試験日程 / 1次：9月18日（祝）
●待遇等 / 特別職国家公務員、パ
イロットを養成するコース
●俸給等 / 月額166,500円
問□自衛隊 近江八幡地域事務所
☎0748-33-2103

平成29年度
自衛官募集のご案内

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）を限定
２５０袋配布します。
●配布期間 / ７月18日（火）からな
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。
●配布場所 / 農林課窓口
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

滋賀県では平成２８年２月２６
日に「滋賀県自転車の安全で適
正な利用の促進に関する条例」
が施行され、平成２８年１０月１日
より自転車利用者の損害賠償保
険への加入が義務化されました。

県外では自転車での加害事故
で１億円近くの賠償があった事
例もありますので、自転車を利
用される方は必ず保険に加入し
ましょう。
問□住民課 生活環境交通担当
☎0748-52-6578

入っていますか？
自転車保険

システム保守作業のため、下
記の時間、コンビニ交付サービ
スを停止します。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお
願いします。
●停止日 / 7月19日（水） 午前
6:30から午後11:00まで
問□住民課住民担当
☎0748-52-6571
税務課住民税担当
☎0748-52-6570

コンビニ交付サービスの
一時停止について

7月17日（祝） おがわ東歯科 東近江市佐野町403-7 ☎0748-42-8191

8月11日（祝） 富永歯科医院 近江八幡市千僧供町591-1 ☎0748-37-7002

8月14日（月） 住井歯科医院 日野町河原1丁目7 ☎0748-52-3434

8月15日（火） なかがわ歯科 日野町松尾943-2 ☎0748-26-2668

8月16日（水） にしざわ歯科医院 東近江市春日町2-26 ☎0748-25-2438

休日診療の歯医者さん8月

問い合わせ先 ◆ 一般社団法人湖東歯科医師会 ☎0748-20-2801　

7月

布引斎苑休苑日 8月2日（水）

お 知 ら せお 知 ら せ

2017年8月し尿収集カレンダー

■…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

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３
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。
●８月１４日(月)・１５日(火)は盆
休みとなります。
●土・日・祝日は、し尿収集はでき
ません。
●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
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8月7月

材料（4人分） 1人分 : 21kcal／脂質 0.4g／たんぱく質 2.4g／食塩相当量 0.6g

●まいたけ ・・・・・・・・・・・100g
●しめじ ・・・・・・・・・・・・・・100g
●えのきたけ ・・・・・・・・100g

●えりんぎ ・・・・・・・・・・・100g
●乾燥わかめ ・・・・・・・・・・・ 2g
●ポン酢 ・・・・・・・・大さじ2杯

●酢 ・・・・・・・・・・・・・・大さじ2杯

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

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

みんなの図書館
まちぶせるクモ
網上の10秒間の攻防
中
な か た

田兼
けんすけ

介／著　共立出版

円状に網を張る種類の
クモが、エモノが網にか
かってから捕まえるまで
の時間は約10秒。本書
はクモがその10秒の
ためにどんな準備をし、エモノ
がかかった時、何をしているのかを詳しく
語っています。クモの網の多様さや機能
性には驚かされます。

ためにどんな準備をし、エモノ

水先案内人 
瀬戸内海の船を守るものたち
森
もり

隆
たかゆき

行／著　晃洋書房 

水先案内人（水先人）と
いう職業をご存知でしょ
うか？水先人はこみあ
う水域や港周辺で船舶
が安全に航行できるよ
うに先導する専門家で
す。本書では瀬戸内海
の内海水先区で働く人のインタビューや
座談会を交えつつ、知られざる水先人の
仕事が紹介されています。

日野町立図書館（月・火・祝休館／第4木曜は本の整理日）
☎ 0748-53-1644 FAX.0748-53-3068

■…休館日 ■…おはなし会 ■▲ … おはなし会とおひざでだっこのおはなし会 ●…映画会
 ※第3土曜日は両方開催

おいでよ！

映画会
7月16日（日） 午後2：00～3：50

「加茂水族館のくらげたち」
（2014年／日本作品／107分）

おひざでだっこのおはなし会
7月15日（土） 午前11：15～11：40 
8月19日（土） 午前11：15～11：40 
※２歳児くらいまでの親子対象

おはなし会
毎週土曜日
午前10：30～11：00
※どなたでも参加できます

新 着 本 ご 案 内 お 知 ら せ

行 事 予 定 参加費・申し込みは不要です

きのこのさっぱり和 え
❶まいたけ、しめじ、えのきたけは石づきを取り、食べやすいように裂

く。えりんぎは拍子木切りにする。

❷湯を煮立たせた中に①の材料を入れ、2分から2分30秒ほどゆでる。

❸冷水で冷まし、水気をきって器に盛る。

❹ポン酢と酢、乾燥わかめを和える。

❺③に④を和える。

健康推進員

安
やすむら

村 清
き よ こ

子さん（曙）

野菜が足りないとき、もう
ひと品というときに重宝し
ます。ポン酢だけだと塩分
が多くなるので、酢も使い
ます。

Po

int

水先案内人（水先人）と
いう職業をご存知でしょ

★図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます。

託児サービス
7月12日（水）19（水）
毎月第2・3水曜日
午前10：00～12：00

ほかにも夏休み中に、「えほんめいろ」や「こどもえいが会」
を開催します。お楽しみに！ ※詳しくはチラシ等をごらんください。

今年の夏休み、図書館は火曜日も開館します！
夏休みに利用しやすいように、次のとおり開館します。どうぞご利用ください。　
  開館　7/25、8/1、8、22、29 

夜のおはなし会…ろうそくを灯して、いつもと少し違う雰囲気
の夜のおはなし会。今年はどんなおはなしかな？
  日にち　7月21日(金) 夜7時から1時間くらい
  場  所　図書館 視聴覚室
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事業名 日　程 時　間 場　所 内容または対象など 問い合わせ・申込み先

親子ぷれすて  4日（金）25日（金） 10：00～11：30 保健センター 4日/子育て学習 「心・体を育む遊びの世界」
25日/自由遊び（絵本タイム）「おはなしもくもく」

生涯学習課 
☎0748-52-6566

おもちゃ図書館 18日（金） 9：30～11：00 保健センター 好きなおもちゃで自由に遊びます
おもちゃの貸し出しも行っています

社会福祉協議会
☎0748-52-1219

保育所開放
「きっずらんど」 1日（火） 10:00～11:00 桜谷こども園

水遊びを楽しもう！
対象：6か月以上の乳幼児と保護者
※申込み不要

桜谷こども園
☎0748-53-0390

わらべ地域
子育て支援
センター

毎週月～金曜日
※14日（月）15日（火）はお休み

9：30～15：30
※第2･4金曜日は13時まで

わらべ保育園
（いせの218）

時間内は自由に遊べます
※12:00～13:00はランチタイム

わらべ地域子育て支援センター
☎0748-36-1910
☎0748-52-5555

●折り紙＆お茶タイム
7日（月）21日（月）10:30～11:30
折り紙をした後、お茶を飲みながらお
しゃべりタイム

●公開保育「あそびにおいでよ」（要申込み・30組）
8日（火）10:00～11:00
年齢のクラスで遊びます。　

●8月のお誕生日会（要申込み・20組）
18日(金)11:00～11:30 
お誕生月のお子さんには手形のマグネットをプレゼント
し、みんなでお祝いします。お誕生月以外の人も遊びに
来てください。

今日からはじめる
離乳食 10日(木) 9：45～12：00 保健センター

満5か月に達したお子さんと保護者
※4か月健診受診時に申込み
※先着10組、参加費1組100円

わらべ地域子育て支援センター 
☎0748-36-1910
☎0748-52-5555

つどいのひろば
『ぽけっと』

毎週月・火・木曜日
6日（日）

※14日（月）15日（火）はお休み
10：00～15：00 児童交流施設

（中之郷428-3）
時間内は自由に過ごせます
※12:00～13:00はランチタイム

ぽけっと☎080-2523-4504
子ども支援課☎0748-52-6583

◎赤ちゃんROOM「ころころ」
17日(木)10：30～11：30
対象 / おおむね2か月から６か月までの赤ちゃんと保護者　
※おもちゃ作り

◎赤ちゃんROOM「ぴよぴよ」
22日(火)10：30～11：30
対象 / おおむね７か月から１歳未満の赤ちゃんと保護者　
※おもちゃ作り

◎年齢別サークル「きらきら」
29日(火)10：30～11：30
対象 / 1歳～2歳未満のお子さんと保護者　※しゃぼん玉遊び

◎年齢別サークル「にこにこ」
28日（月）10：30～11：30
対象 / 2歳以上のお子さんと保護者　※しゃぼん玉遊び

●親子遊び
1日(火)10：30～11：00
手遊びやパネルシアターなどを親子で
楽しみましょう。　※1歳から

●絵本と遊ぼう
3日（木）10：30～11：30
図書館の司書による、絵本の読み聞かせ
やわらべうた遊び

●日曜開催
6日（日）10:00～15:00 
平日仕事の方や、パパも遊びに来てくだ
さい。

●ベビーマッサージ教室
8日(火)10：30～11：30 
参加費500円（オイル代含む）・バスタオル持参（生
後2か月～）　※要申込み（7/9から受付）10組　
※初回の人優先

●じいじ・ばあばと遊ぼう
10日(木)10：30～11：30
祖父母の皆さん、お孫さんと一緒に遊びに来てく
ださい。

●お誕生会
21日(月)10:30～11:30
8月生まれのお子さんやパパ・ママをみんなでお
祝いしましょう。　※要申込み

2017年

8月

※栄養相談：食事や栄養についてお困りのことを、栄養士に相談してみませんか？お気軽に保健センター（☎ 0748-52-6574）までお電話ください。予約制で、随時受付しています。
※会場はすべて保健センターです。

行事内容 日　程 時　間 対象者・内容など 持ち物・備考

栄養相談

1日（火）3日（木）17日（木）
21日（月）25日（金） 9:00～11:30 

食生活を見直したい方
※要申込み 食事記録・お薬手帳22日（火） 11:00～16:00 

1日（火）24日（木） 13:30～16:00 

みそ汁塩分濃度測定日 18日（金） 9：30～11：00 どなたでもお越しください みそ汁・スープ等（具は入れない）

赤ちゃん広場・
おっぱい相談 7日（月）28日（月） 9：30～11：00 子育てや健康・栄養について相談もできます

＊7日に「歯のミニ講座」があります　 母子健康手帳

妊婦相談（要予約） 木曜日 9：00～16：00 妊娠中の困り事、産後の育児についてなど、
助産師が相談に応じます

母子健康手帳
＊事前にご連絡ください

マタニティサロン 26日（土） 10:00～11:30 妊婦さんならどなたでもご参加ください 母子健康手帳・筆記用具

4か月児健康診査 30日（水） 受付
13：00～13：30

平成29年4月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・母子保健アン
ケート・バスタオル・オムツ・ごみ袋（オム
ツ用）・筆記用具・（ミルク）

10か月児健康診査 31日（木） 受付
13：30～14：00

平成28年10月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・オムツ・
ごみ袋（オムツ用）・筆記用具

1歳6か月児健康診査
歯科健診・フッ素塗布 9日(水)　 受付

13：30～14：00
平成28年2月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・母子保健アンケート
＊親子で歯を磨いてお越しください

2歳6か月児健康相談
歯科健診・フッ素塗布 23日(水)　 受付

13：30～14：00
平成27年2月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・きこえに関する
アンケート・ささやき声検査シート
＊親子で歯を磨いてお越しください

3歳6か月児健康診査
歯科健診・フッ素塗布 2日(水) 受付

13：30～14：00
平成26年2月生まれのお子さん
＊全体で２時間程かかります

母子健康手帳・問診票・母子保健アンケート
＊親子で歯を磨いてお越しください

※町では子育てを応援するさまざまな事業を行っています。赤ちゃんやお子さんを連れて、気軽にお出かけください。
※この他に各地区の公民館でも子育てサロンが開催されています。日程等は公民館にお問い合わせください。
※子育てに関する情報は、子育て応援通信「ゆっくりおおきくなあれ」にも掲載しています。
　役場子ども支援課・保健センター・図書館・公民館などに設置していますので、ご覧ください。日野町のホームページでも見ていただけます。

保健カレンダー

子 育 て 情 報
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