
パスポートセンター「米原出張窓口」9月・10月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、9月20日(火)、10月11日(火)は
休業します(日曜日は交付のみ可)。
県パスポートセンター  TEL 077-527-3323  FAX 077-527-3329

宝くじのお求めは滋賀県内で！
滋賀県内で販売された宝くじの収益金は、インフラの維持補修や
防災対策、文化施設の運営など、県民の皆さんの身近な暮らしに、
様々なかたちで役立てられています。
県庁財政課  TEL 077-528-3182  e  be00@pref.shiga.lg.jp

　本年10月20日現在で、平成28年社
会生活基本調査を実施します。この調
査は、1日の生活時間や過去1年間の活
動の状況など、社会生活の実態を明ら
かにし、ワーク・ライフ・バランスの推
進や少子高齢化対策など、各種政策の
基礎資料を得ることを目的としています。
　9月以降、調査員が調査世帯に伺い
ますので、ご協力をお願いします。
◦対象：全国から無作為に選ばれた約9

万世帯（10歳以上の世帯員約20万人）

問 県庁統計課
TEL 077-528-3399　FAX 077-528-4835

　本年は、高齢者を狙った「還付金詐
欺・オレオレ詐欺」の他、幅広い年齢層
を狙ったアダルトサイト料金名目の「架
空請求詐欺」が多発しており、電子マ
ネーでの支払いを求める手口が増えて
います。お金に関する電話や郵便があっ
た時には、一人で判断せずに家族か警
察へご相談ください。
問 滋賀県警察本部　 TEL 077-522-1231

※６歳未満のお子様はご入場いただけません。
　託児サービス予約締切〔10月21日（金）〕 
　託児料金：1,000円/1人

◦チケット発売、託児予約：
　 TEL 077-523-7136
　チケットセンター 10時～ 19時
　（火曜日休館、休日の場合は翌日）

問 公益財団法人びわ湖ホール

　本県農業を担う優れた人材を育成す
るため、高校を卒業した若者を中心とし
た2年課程の「養成科」と、Ｉターン・Ｕ
ターンや定年退職者などが就農を目指
して1年間学ぶ「就農科」を設置していま
す。
・養成科卒業生は「専門士」の称号が与

えられます。
・奨学金制度や、就農時には各種制度

の支援があります。
・トラクター運転免許や、希望者は各種

資格の取得が可能です。
◦応募資格：養成科〔修業年限：2年〕／
（推薦）県内に在住し、高等学校長が
推薦する者で別途要件を満たす者。

　（一般）高等学校を卒業した者および
平成29年3月卒業見込みの者。

　就農科〔修業年限：1年〕／次の要件
をすべて満たす者
ア、20歳以上65歳未満の者。
イ、研修修了後、県内において農業
経営を行うことが確実な者。
ウ、出願時に就農する農地が確保でき
ているか、確保できる見通しがある者。
◦定員：養成科30名、就農科10名
◦募集期間：養成科：推薦／ 10月3日

～ 18日(当日消印有効)、一般／ 11
月22日～ 12月6日(当日消印有効)

　就農科：12月12日～平成29年1月
13日(必着)

◦応募方法：郵送／持参　
◦受験料不要
※詳細は滋賀県立農業大学校ホームページを

ご覧ください。
問 県立農業大学校
TEL 0748-46-2551　FAX 0748-46-2552
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/g/
nogyo-nodai/index.html

　各ご家庭の省エネ取組を進める「うち
エコ診断」を実施しています。
　環境省認定の公的資格を持つ「うちエ
コ診断士」が専用ソフトを用いて、ご家
庭の年間エネルギー使用量等を診断し
てわかりやすくお見せし、無料で省エネ
対策をアドバイスします。診断はイベン
ト会場等で受診していただく会場診断と
各家庭に伺う訪問診断があります。企業
等の社員研修、福利厚生等としての申
込みも募集しています。
◦定員：150名（先着順）
◦募集期間：12月中旬まで診断を受付
◦申込方法：電話／ FAX ／Ｅメール／

持参／その他
問 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
TEL 077-569-5301　FAX 077-569-5304
e ondanka@ohmi.or.jp

平成29年度
滋賀県立農業大学校 学生募集

うちエコ診断の受診者を
募集します

平成28年社会生活基本調査に
ご協力ください

「振り込め詐欺をはじめとする
特殊詐欺」の被害防止

　成人病センターでは、医療機能を再
構築するためセンター第二期改築工事
を行い、新病棟が11月7日にオープン
する予定です。これに先立ちオープン
ホスピタル（一般向け内覧会）を開催し
ます。新しく生まれ変わった成人病セン
ターをぜひご覧ください。
◦ 日 時：10月22日(土)　13時30分 ～

15時30分
◦会場：県立成人病センター
　（守山市守山五丁目4-30） 

◦申込不要　◦定員なし
問 県立成人病センター
TEL 077-582-5031　FAX 077-582-5931

◦日時：10月23日(日) 10時～ 16時
　（プレイベント：10月22日(土)）

◦会場：大津港業務用地（浜大津駅前） 

◦内容：国、県、業界団体等によるテン
トブースにおける体験、展示等のブー
ス出展
・ステージ企画（ミニコンサート等）

・建設関連重機の展示、技の披露
・乗車体験（ミニショベル、高所作業車、

災害対応車など）

・飲食ブース・来場者抽選会
・親子参加型イベント

◦申込不要　◦定員なし
問 県庁監理課
TEL 077-528-4125　FAX 077-524-0943

湖
南

湖
南

成人病センター
オープンホスピタルの開催

滋賀けんせつ
みらいフェスタ2016

▶ 催し・講座

▶ おしらせ
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無料 貸出

湖
南

県立芸術劇場びわ湖ホール
ディミトラ・テオドッシュウ　
ソプラノ・リサイタル

　ドラマティックな声質を持ちながらコロ
ラトゥーラの技法を身につけ、世界中の
歌劇場で絶賛を浴びるディーヴァ、待望
のリサイタル。
◦日時：10月28日（金）　14時～
◦会場：県立芸術劇場びわ湖ホール　

大ホール（大津市打出浜15-1)

◦料金：S席6,500円、A席5,000円、B席
4,000円、青少年（25歳未満）2,000円

有料

有料 貸出 有料

▶ 募　集

音楽
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「しらしがメール」登録のご案内
滋賀県では、防災・防犯等の情報を、御希望の方へ電子メールで配信しています。災
害への備えのため、「しらしがメール」に御登録いただき情報収集にお役立てください。
問  県庁情報政策課  TEL 077-528-3381   FAX 077-528-4839
HP http://www.pref.shiga-info.jp （こちらからも登録できます。）

登録はこちらから

▲

報情 ひろばinformation

　｢高度モノづくり･環境｣分野および｢食
料品｣分野の県内モノづくり企業への就
職を希望される若年求職者の方を対象と
した企業合同就職面接会を開催します｡
参加企業は滋賀県産業支援プラザのHP
でお知らせします。
◦日時：10月4日(火)  13時30分～16時
◦会場：北ビワコホテルグラツィエ
　（長浜市港町4－17） 

◦対象：おおむね45歳未満の若年求職者
(平成29年3月新規学校卒業予定者は除く)

◦予約不要（履歴書不要）　
◦定員なし
◦入退場自由　◦参加費無料
問 滋賀県産業支援プラザ 
　産業･雇用創造推進センター
TEL 077-511-1424

　“ちいさな企業”の持つ魅力や強みを活
かし、滋賀の経済や社会を元気にしてい
くことを目指してイベントを開催します。
◦日時：10月14日（金）　13時30分～
◦会場：県立男女共同参画センター  
（近江八幡市鷹飼町80-4）

◦内容：支援活用事例発表、講演会、
パネルディスカッション／相談窓口／
事業紹介コーナー、施策情報コーナー

◦定員：200名　◦参加費無料
◦申込方法：FAX ／Ｅメール／その他
問 県庁中小企業支援課
TEL 077-528-3733　FAX 077-528-4871

湖
北

湖
東

湖
北

湖
南

企業合同就職面接会を
開催します

滋賀のちいさな企業
元気セミナー

県高校総合文化祭
総合発表会（総合開会式）

滋賀のくすりと
健康フェア2016

▶ 催し・講座

◦日時：10月22日（土）　13時30分～
15時30分（12時30分開場）

◦会場：県立文化産業交流会館
　（米原市下多良2-137）

◦内容：県内高校生の文化芸術活動をま
とめてご覧いただけます。当日は、活
動を代表して、合唱、吹奏楽、日本音
楽、郷土芸能、バトントワリングのス
テージ発表と書道、写真、美術・工芸、
自然科学の作品展示を行います。どな
たでも自由にご覧いただけます。
◦定員：500名　　◦申込不要
問 滋賀県高等学校文化連盟
TEL 0749-28-2231　FAX 0749-28-2936

◦日時：10月22日(土)・23日(日)
　10時～ 18時
◦会場：アル･プラザ水口（太陽の広場）
　（甲賀市水口町本綾野566-1）

◦内容：【展示コーナー】セルフメディケー
ション、くすりの知識と正しい使い方、
薬物(危険ドラッグ等)乱用防止、滋賀
のくすりの歴史・製薬業など

　【体験コーナー】健康体操（実演）、模
擬調剤体験、電子おくすり手帳、健康
測定器（肺年齢、血流、体脂肪、肌年
齢など）、栄養相談、ゲームなど

問 県庁薬務感染症対策課
TEL 0748-88-2122　FAX 0748-88-4493

◦予約不要　◦秘密厳守　◦相談料無料　　

◦予約不要　◦秘密厳守　◦相談料無料　　

問 滋賀行政評価事務所行政相談課　 TEL 077-523-1100　FAX 077-525-1149

問 滋賀県行政書士会（大津市末広町2-1）　 TEL 077-525-0360

行政なんでも相談所 ー「行政相談週間」（10月17日〜 23日）ー
　国、県、市等の関係行政機関、関係団体等が協力して、一日合同行政相談所
を開設し、相続・年金・税金などについて相談に応じます。

女性行政書士による女性のための無料相談会
　女性行政書士が、遺言、相続の手続き、離婚協議書、示談書などの契約書作成、
暮らしの諸問題や役所の諸手続きについて相談に応じます。

日　時 会　場
10/12（水）13時～ 16時 AQUA21（JR近江八幡駅より徒歩3分）

10/13（木）13時30分～ 16時 アル・プラザ彦根（JR彦根駅より徒歩3分）

10/18（火）10時30分～ 16時 大津びわ湖合同庁舎（JR大津駅より徒歩5分）

10/21（金）13時30分～ 16時 今津東コミュニティセンター（JR近江今津駅より徒歩3分）

10/24（月）13時～ 16時 長浜市役所（JR長浜駅より徒歩17分）

10/26（水）13時30分～ 16時 ショッピングプラザ アピア（近江鉄道八日市駅より徒歩3分）

日　時 会　場
10/1（土）10時～ 16時 滋賀県行政書士会館（ＪＲ大津駅前）

仕 事

仕 事

無料

医療・健康

無料

有料

無料
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報情 ひろばinformation

お申し込み・お問い合わせ
電話・FAXの場合 ……………………………………………………… 各記事の番号へ
県庁各課への郵便（はがき）の場合 …… 〒520-8577（住所不要） ○○○○課あて

「しがネット受付サービス」…… 県のホームページ、または右記二次元コードから

湖
南

湖
東
湖
南

湖
東

夫婦で学ぼう パパママスクールinしが
◦日時：第１期／①9月10日（土）、②9月24

日（土）、③10月8日（土）、第2期／①9月18
日（日）、②10月2日（日）、③11月20日（日）
◦定員：各回20名
◦内容：①「夫婦で考えよう子育てにかかる

お金の話」、②「夫婦で味わおうパパの料
理教室」、③「夫婦で作ろうフォトフレーム」

◦会場：
第1期：県立男女共同参画センター
　　　　（近江八幡市鷹飼町80-4）

第2期：草津市立まちづくりセンター
　　　  （草津市西大路町9－6）

働き方が変わる！イクボス養成講座
◦日時：9月20日（火）  ◦定員：50名
◦内容：今話題のイクボスについて学び

働きやすい会社を目指すセミナー 
　講師：天野勉氏（社労士／ NPO法人FJK副代表）

◦会場：ピアザ淡海（大津市におの浜一丁目1-20）

両講座とも　◦参加費無料
◦申込方法：Ｅメール／ FAX ／電話
◦しめきり：講座前日まで
問 NPO法人ファザーリング・ジャパン関西
TEL・FAX 072-808-6241 e info@fjkansai.jp

平成28年度滋賀県総合防災訓練
　ご来場いただき、訓練の様子をご覧く
ださい。
◦会場：荒神山公園（彦根市）ほか　
◦日時：9月11日（日） 7時～ 11時30分
◦内容：応急救護、炊出し、応急給水、ボラ

ンティアセンター開設、火災防御、倒壊建物
救出訓練、物資払い出しおよび輸送等の訓練

滋賀県成年後見
シンポジウム

子育て・仕事
支援講座

防災に取り組もう！

▶ 催し・講座

◦日時：9月28日（水）13時～ 16時30分
◦会場：栗東芸術文化会館さきら小ホール
（栗東市綣二丁目1-28）

◦内容：講演「成年後見制度利用促進法
について」講師：上山 泰氏（新潟大学法

学部教授）／シンポジウム「これからの成
年後見制度に期待するもの」

◦定員：140名（先着順）
◦申込方法：FAX ／郵送／ Eメール
◦しめきり：9月14日（水）（必着・先着順）

問 認定特定非営利活動法人あさがお
（〒520-0047　大津市浜大津三丁目2-4）
TEL 077-522-0799　FAX 077-522-0845
e asagao.npo@image.ocn.ne.jp

「消費生活フェスタ」の開催
◦日時：9月19日（月・祝日）13時30分～ 15時30分
◦会場：ビバシティ彦根　センタープラザ（彦根市竹ヶ鼻町43-1）

◦内容：警察音楽隊の演奏、滋賀レイクスターズチアスクールのステージ、ご当
地キャラの大集合、啓発グッズの配布、パネル展示等

問 滋賀県消費生活センター 
TEL 0749-27-2234　FAX 0749-23-9030

消費生活相談員資格取得支援講座の受講者募集
◦日時：11月12日～平成29年１月28日の土曜日（全９回）各回４時間～４時間半
◦会場：滋賀県消費生活センター３階研修室（彦根市元町4-1）

◦対象：滋賀県在住・在勤・在学で、次のいずれかの方。1.平成29年度以降に
消費生活相談員資格試験の受験を考えている方。2.消費生活相談員として活躍
したい方。3.消費生活相談員の仕事に興味をお持ちの方。
◦定員：30名（応募者多数の場合は抽選。未受講者を優先）

◦申込方法：電話／FAX／Ｅメール　◦しめきり：10月3日（月）　◦資料代：1,000円
問（公財）関西消費者協会 　 TEL 06-6533-1173（平日9時～ 17時半）
FAX 06-6533-1196　 e staff@kanshokyo.jp
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子育て

平成28年度滋賀県防災講演会
◦会場：みずほ文化センター（彦根市田原町11）

◦日時：9月25日（日）　14時～16時40分
◦内容：「活断層地震・南海トラフ地震に

よる滋賀県内への影響」講師：竹村恵
二氏（京都大学 教授）／「あなたは自然
災害に備えていますか～阪神・淡路大
震災から学んだこと～」講師：片瀬範雄
氏（神戸防災技術者の会）

◦定員：300名（先着順・参加費無料）
※事前申込が必要です。詳しくは県HPで。

問 県庁防災危機管理局
TEL 077-528-3432　FAX 077-528-6037

防 災

無料

無料 貸出

湖
北

ぴかっtoアート展
｢湖北巡回展」

◦会場：北国街道  安藤家
　　　　（長浜市元浜町8-24）

◦日時：9月22日（木）～ 26日（月）
◦内容：障害のある人のアート作品展｢ぴ

かっ toアート展｣の歴代の入賞作品を

展示する｢湖北巡回展｣を開催します｡
◦観覧無料（小蘭亭は別途有料）
問（公社）滋賀県手をつなぐ育成会
TEL ・FAX 077-523-3052

生涯学習

知識・法律

仕 事

無料

広 告

有料


