
問・応

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事務局
☎077-528-3338
E-mail kokusyo-koho@pref.
shiga.lg.jp

保活直前！ 
お仕事探し応援ウィークを 

開催します
　県内各市町で保育所などの一斉
受付が始まるこの期間に、滋賀県
では「保活直前！応援ウィーク」と
題して、「あなたのはたらきたい」
を応援する各種イベントを集中開
催します。保育所の一斉申し込み
に間に合う「９月内定、翌年４月以
降採用」企業の合同面接会など、保
活や再就職に向けたイベントを集
中的に実施予定です。
　各種イベントの詳細は、保活応
援ウィークの特設ホームページで
ご確認ください。
開催期間：８月25日（木）～

９月30日（金）

問

滋賀県商工観光労働部
女性活躍推進課
☎077-528-3772
E-mail fg00@pref.shiga.lg.jp

「全国一斉司法書士による
手続支援のための養育費 
相談会」開催のお知らせ

　滋賀県司法書士青年会が全国青
年司法書士協議会と共催で、養育
費に関する電話相談会を開催しま
す。養育費でお悩みの方、ぜひご
相談ください。
と　き：９月25日（日）
　　　　10:00～16:00
当日のみの専用電話番号：

　☎0120-567-301
（フリーダイヤル）

※相談無料・秘密厳守・予約不要

問
高杉司法書士事務所（担当者：
高杉昌喜）　☎0748-78-0711

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26日（金）～9月1日（木）
※土日も電話相談を受け付けています。
時間：８:30～19:00
　　　（土日は10:00～17:00）
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
大津地方法務局　人権擁護課
☎077-522-4673

近江八幡公証役場が 
移転しました

　７月19日（火）に大津地方法務局
所属近江八幡公証役場がテナント
ビル１階に移転し、車椅子やベビー
カーもそのままお入りいただける
ようになりました。
　公証役場では、遺言のほか、任
意後見、離婚（養育費や慰謝料など
の支払い）、債務弁済、不動産賃貸
借などの諸契約の公正証書を作成
しています。また、私文書の署名
認証、確定日付などの公証事務も

取り扱っています。お気軽にご利
用ください。
　相談は無料です。事前にご予約
をお願いします。
執務時間　平日９:00～17:00

問

【新住所】近江八幡市出町417-８　
出町フォーエバービル１階

（駐車場有り）
☎0748-33-2988
FAX 0748-32-6763
E-mail oumi-kousho@

kyj.biglobe.ne.jp

保活応援ウィーク
ホームページ

滋賀県
ホームページ

布引斎苑休苑日９月７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（祝日・第3木曜

日を除く）　9：00～12：00
　　　（受付：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（祝日を除く） 

9：00～12：00
　　　（受付：11:30まで）
ところ／勤労福祉会館１階相談室

日野町社会福祉協議会 
☎0748-52-1920

相談室

９月のし尿収集カレンダー
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

　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）へ申し込ん
でください。

し尿収集はお休みです
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8月12日（金）、15日（月）、
16日（火）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
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防災訓
練を開催します。
　訓練当日は会場周辺を緊急車両
が走行します。ご理解とご協力を
よろしくお願いします。

と　き：９月４日（日）　7：00～
ところ：西桜谷公民館周辺

問
総務課　総務担当
☎0748-52-6500

日野町戦没者追悼式
　先の大戦での戦没者の霊を追悼
するとともに恒久の平和を祈念し、
令和４年度日野町戦没者追悼式を
挙行します。
と　き：８月27日（土）13:45～
ところ：わたむきホール虹

問
福祉保健課　福祉担当
☎0748-52-6573

応急手当講習会について

　もしも、倒れている人やけがを
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
は住民の方を対象とした応急手当
の講習会を開催しています。大切な
家族、友人の命を守るために、応
急手当講習会を受けてみませんか。
と　き：９月10日（土）
　　　　９:00～12:00
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ください。ま
た、各日程をホームページにも掲
載しています。
※ 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いただく
場合がございます。

問
東近江行政組合日野消防署
☎0748-52-0119

東近江行政組合 
消防職員採用試験案内

採 用予定人員：初級消防職12名程
度（令和5年4月1日採用予定）

受 験資格：（1）平成8年4月2日から
平成17年4月1日までに生まれた
方（令和4年4月1日における年齢

が17歳以上26歳未満の方）
　 （2）視力は矯正視力を含み、両眼

で0.7以上かつ片眼で0.3以上で
あること

　 （3）色覚は色彩が識別できること
　 （4）聴力は左右とも正常であること
　 （5）上記（2）から（4）のほか、消防

職員としての職務遂行に必要な体
力および健康度を有すること

受 付期間：7月28日（木）～
8月17日（水）

1次試験日：9月18日（日）
試験場所：東近江行政組合

八日市消防署
※詳細はホームページをご覧ください。

問・申
東近江行政組合総括管理課
☎0748-22-7620

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」をテーマとし
たイラスト

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：９月30日（金）

（当日消印有効）
☆ 応募の方法などはホームページ

をご覧ください。

東近江行政組合
ホームページ

東近江行政組合
ホームページ
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