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　起業・創業を目指す方がコラボしが
21施設にあるオフィスに入居し、イン
キュベーションマネージャーの支援を受
けながら、事業計画の策定、事業立ち
上げ、資金計画、販路開拓などに取り
組んでいただけます。

　美しい琵琶湖と豊かな文化財を次世代に引
き継ぐために、皆さんからの応援（寄附）をお
待ちしています。詳しくは、HPをご覧になる
か、企画調整課までお問い合わせください。
問 県庁企画調整課
TEL 077-528-3313
FAX 077-528-4830
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/

ります。
問 県立総合病院
TEL 077-582-5031　FAX 077-582-5931

◦ところ：コラボしが21　４階　
　創業オフィス・創業準備オフィス
　（大津市打出浜2-1）

◦対象：滋賀県内で創業を目指す方／新
事業創出に取り組んでいる方／創業か
ら概ね３年以内の方／インキュベーショ
ンマネージャーの支援を必要とする方
◦定数：オフィスの空き状況によります。

詳しくはお問い合わせください。
◦申込方法：電話／Ｅメール／持参
◦申込期間：1月4日（木）～ 2月28日（水）
問 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
　 創業支援課
TEL 077-511-1412　FAX 077-511-1418
e in＠shigaplaza.or.jp

　当院は、昭和45年12月に「成人病セ
ンター」として開設され、今日までの診
療内容の充実を図りながら、多様な疾
病に対する総合的な医療の提供を行っ
てまいりました。その一方で、開設当初
の成人病という呼称が、近年では生活
習慣病に変わり、当院の名称が診療内
容を表現するものになっていないことか
ら、「滋賀県立成人病センター」は平成
30年1月1日より新たに「滋賀県立総合
病院」と名称を変更しました。標榜する
全ての診療科がこれまで以上に質の高
い医療サービスを提供し、県立病院とし
ての役割を果たしていきたいと考えてお

　小規模企業者の皆さんを対象に年末
年始のつなぎ資金を融資する「経営支援
資金（小規模企業者つなぎ枠）」の受付
を行っています。
◦受付期間：1月15日（月）まで
◦融資対象者：小規模企業者であって、

原則として直近２期平均の経常利益
が700万円以下であること。

◦資金使途：年末年始つなぎ資金
◦融資限度額：200万円
◦融資利率：年1.45％
◦信用保証料率：年0.45％～年1.20％
◦融資期間：3年以内
◦申込受付：各商工会議所、各商工会
問 県庁中小企業支援課
TEL 077-528-3732　FAX 077-528-4871

　環境や福祉などの部局ごとにブースを
設け、ベテラン職員と若手職員による業
務概要の説明のほか、参加者の皆さん
の質問に職員が直接お答えします。ま
た、採用１年目職員の体験談や、女性
職員による仕事と家庭の両立に向けた
取組紹介なども行います。
◦日時：3月9日（金）　第1部：9時～11時

45分、第2部：13時30分～16時15分
◦会場：県庁新館7階大会議室
　　　　(大津市京町四丁目1-1）

◦対象：滋賀県職員採用上級試験、初
級試験などの受験を考えている方

◦定員：1部・2部それぞれ120名（先着順） 

◦申込方法：しがネット受付サービス
　（ HP https://s-kantan.com/pref-shiga-u/）
◦申込 期 間：2月5日（月）9時 ～ 28日
（水）17時
問 滋賀県人事委員会事務局
TEL 077-528-4454
FAX 077-528-4970

インキュベーションオフィス
入居者募集

ふるさと納税（マザーレイク
滋賀応援寄附）しませんか？

滋賀県立成人病センターは
「滋賀県立総合病院」に名称を変更しました

「経営支援資金（小規模企業者
 つなぎ枠）」の受付について

滋賀県庁就職セミナー

催し・講座

募　集

おしらせ

仕 事

「ここ滋賀」東京・日本橋にオープン！ 1 月の主な企画催事

おかげさまで、昨年10月29日（日）のオープン以来、来館者数が10万人
を突破しました！（昨年12月11日時点）特に県内33蔵の地酒を取り揃え、
手軽に楽しんでいただける「SHIGA's  BAR」が好評です。

この他にも、様々な企画催事をご用意していますので、
お知り合いの方に是非ご紹介ください。

現在、春に向けた商品募集のほか、滋賀の魅力を
伝える企画催事の募集も行っています。
ここで一緒に滋賀の魅力を発信してみませんか？
詳しくは、「ここ滋賀」ホームページをご覧ください。

滋賀の商品が買える
マーケット

企画催事の様子
（近江米おむすびコンテスト）

1月12日（金）～1月18日（木）
  魚治・左嵜シェフによるメニューフェア
　～味わい尽くす　奥深い鮒寿し～

1月20日（土）～ 1月21日（日）
　信楽の陶人形展
　葛原準子さんによる陶人形の展示販売会

地酒を楽しめる
「SHIGA's BAR」

東京都中央区日本橋 2-7-1（ TEL 03-6281-9871）
東京メトロ・都営地下鉄「日本橋駅」B6、B8出口すぐ
JR「東京駅」八重洲北口徒歩６分

営業時間
１Fマーケット：10時～20時
地酒バー「SHIGA's BAR」 ：10時～23時
総合案内「SHIGA's CONCIERGE」：10時～20時
２Fレストラン「日本橋 滋乃味」：11時30分～ 14時
　　　　　　　　　　　　　 18 時～ 23時

検 索ここ滋賀

最新の情報は
こちらから !!

パスポートセンター ｢米原出張窓口｣1月・2月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日、年末年始(12/29 ～ 1/3)のほか、1月９日
(火)、2月13日（火）は休業します(日曜日は受け取りのみ可)。
県パスポートセンター  TEL 077-527-3323  FAX 077-527-3329

県内の講座やイベント等を紹介する
ホームページ「におねっと」

講演・講座や学びの情報満載！

におねっと 検 索
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滋賀県公式Twitter・Facebook・Instagramをご覧ください！
県政情報やイベント開催、滋賀の魅力ある写真などをタイムリーに発信しています！！
●Twitter（https://twitter.com/watan_shiga）
●Facebook（https://www.facebook.com/pref.shiga）
●Instagram（https://www.instagram.com/watan_shiga/）
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北

湖
南

湖
南
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　大好評、養殖ビワマスのブランド「び
わサーモン」で、ココロもカラダもポッカ
ポカ♪とびっきりのおまつり！
◦日時：2月10日(土)・11日(日)
　　　　10時～ 15時
◦会場：醒井養鱒場（米原市上丹生）

◦内容：「びわサーモン丼」やスモークな
どのびわサーモン料理の振る舞いや
即売、マス釣りとノルディックウォーク
の体験セット(有料)、エサやり体験(有
料)、小さなお子様も楽しめる缶バッ
ジづくりなど。

◦入場料：大人500円／高大生300円
／中学生以下無料

◦定員なし　 ◦申込不要
問 滋賀県醒井養鱒場
TEL 0749-54-0301　FAX 0749-54-0302

　2月7日の「北方領土の日」を記念して、
北方領土問題についてわかりやすく学べ
る講演会のほか、北海道の海の幸があ
たるお楽しみ抽選会などもあります。お
気軽にご参加ください。
◦日時：2月13日（火）  13時～ 16時
◦会場：栗東芸術文化会館さきら
　　　　(栗東市綣二丁目1-28）

◦申込不要　 ◦参加費無料
※手話通訳が必要な場合は、1月26日（金）

までに要申込
問 県庁広報課
TEL 077-528-3041　FAX 077-528-4803

　県内の病院、訪問看護ステーション、介
護福祉施設等が設けるブースで個別に就
職面接が受けられます。各ブースは自由に
まわれます。会場への出入りは自由です。
◦日時：2月21日(水）　13時30分～ 16時
◦会場：クサツエストピアホテル
　　　　(草津市西大路町4-32）
◦対象：保健師・助産師・看護師・准看

護師の有資格者で就職を希望する方
／平成30年3月卒業見込みの看護学
生で就職未内定の方

◦定員なし　◦申込不要　 
問 滋賀県ナースセンター
TEL 077-564-9494   FAX 077-562-8998

学　大庭輝先生 ほか
◦定員：150名（当日先着順） ◦申込不要
問 県立総合病院
TEL 077-582-5031　
FAX 077-582-5931

　わが国では認知症800万人時代が目
前と言われています。介護・福祉・医
療が力を合わせて認知症の人と家族を
支えるとともに、社会全体に理解を求め、
皆が自分ごととして認知症について考え
ることが必要です。誰もが関わる可能
性のある身近な病気、認知症について、
一緒に学び、考えたいと思います。
◦日時：2月24日（土）　10時～ 12時30分
◦会場：県立総合病院研究所講堂
　　　　（守山市守山5丁目4-30）

◦内容：講演「認知症介護とクオリティ・
オブ・ライフ-認知症の人と共に生活
するために-」 講師：京都府立医科大
学大学院医学研究科　精神機能病態

◦申込不要
問 県立総合病院
TEL 077-582-5031　FAX 077-582-5931

　患者さんの負担を減らしてがんを取り
除く手術について説明します。あわせて、
がん手術による痛みや身体機能の低下
に苦しむ患者さんを支える医療について
も、様々な視点から紹介します。
◦日時：2月18日（日）　13時30分～ 16時
◦会場：びわ湖ホール　小ホール
　　　　(大津市打出浜15-1)

◦定員：320名（先着順）　

醒井養鱒場
「さめがい冬まつり」の開催

2018「北方領土の日」
県民のつどい

看護職就職フェア
inしが

滋賀県がん医療フォーラム
「患者さんの負担を減らすがん手術」

第33回老年医療講座
「認知症」と共に－自分・家族・仕事・地域－ 

催し・講座

医療・健康

医療・健康

県政にご参加ください
みんなでつくろう 明 日 の し が

第10期滋賀県地球温暖化防止活動推進員の募集

平成３０年度 県政モニターを募集します！

　地球温暖化防止活動の推進に熱意と識見を持ち、県内各地域で地球温暖化防
止に向けた活動を行っていただける方を募集しています。
◦活動例：学校、自治会等での地球温暖化に関する講座の実施／環境イベント等

での普及啓発／地球温暖化防止に関する教材の作成　など
※ボランティアとして活動していただきますが、予算の範囲内で若干の活動支援金を支給する予定です。

◦任期：平成30年4月1日から2年間
◦募集人数：100名程度　 ◦応募資格：平成30年4月1日現在で満18歳以上の方
◦応募方法：封筒／ FAX ／Ｅメール／しがネット受付サービス　◦しめきり：2月19日(月）
問 県庁温暖化対策課　 TEL 077-528-3494　FAX 077-528-4844　
e ondan@pref.shiga.lg.jp

　県では、県政への皆さんからの御意見や御提案をお聴きする、県政モニター制度を設け
ています。現在、平成30年度に県政モニターとして活動していただける方を募集しています。
◦主な活動内容：県からお願いするアンケート調査への回答・県政に関する意見

や提案の提出
◦募集人数：400名（応募者数が400名を超えた場合、性別・地域・年齢等のバランス

を考慮したうえで抽選） 
◦応募資格：県内在住の満15歳以上の方（平成30年4月1日現在）で、県政に関心

を持ち、インターネットを利用してサイトの閲覧、メールの送受信およびアンケー
トへの回答が可能な方（タブレット、スマートフォンは可、携帯電話端末は不可）
※ただし、国または地方公共団体の議員や常勤の公務員の方は応募いただけません。

◦応募方法：しがネット受付サービス（HP https://s-kantan.com/pref-shiga-u/）
◦しめきり：２月9日（金）17時（入力終了）

問 県庁広報課　 TEL 077-528-3046　FAX 077-528-4804

交 流

交 流

有料 貸出

仕 事

無料無料
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◦日時：1月7日（日）～ 6月3日（日）
　　　　9時30分～ 17時（開館時間）
◦内容：滋賀県平和祈念館第19回企画

展示「野洲郡 北里村—戦時下のムラの
人と風景—」野洲郡北里村と呼ばれた
地域は、江頭村・十王町・小田村・野
村・佐波江村の5つの大字からなってお
り、現在は近江八幡市に属しています。

　　この北里村の野村におられた晝
ひる

田
た

英
ひで

杉
すぎ

さんは、水郷の風景や戦時のようす
がうかがえる生きいきとした写真を撮影
されていました。今回は晝田さんの写
真を縦糸にして、戦時色におおわれて
ゆくムラの暮らしを紹介します。

◦学芸員による展示案内：1月13日（土）
14時～　平和祈念館展示スペースにて

◦定員なし　◦観覧無料　◦申込不要
問 滋賀県平和祈念館（東近江市下中野町431）
TEL 0749-46-0300   FAX 0749-46-0350

企業合同就職面接会を開催します。参加
企業は60社を予定。人事担当者と直接話
し、アピールができるチャンスです！
◦日時：1月30日（火） 13時30分～16時
◦会場：クサツエストピアホテル
　　　　（草津市西大路町4-32）

◦対象：概ね45歳未満の若年求職者（平成
30年３月新規学校卒業予定者は除く）

◦定員なし　◦申込不要　◦入退場自由
問（公財）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
HP http://www.shigaplaza.or.jp/sksc4/

　何かをしたいと思うけれど一歩を踏み出
せない若者の、「今を変えたい」「変わりたい」
を応援するイベントです。
　そういった若者の願いをもとに、誰もが希
望をもてる未来をみんなで考える場所です。
◦日時：1月27日（土）10時～ 16時
◦会場：男女共同参画センター
　　　　（近江八幡市鷹飼町80-4）

◦内容：講演（講師：谷口慎一郎氏）
　地域の中で、若者が第一歩を踏み出す

ための活動の場やネットワークづくりを
行っている兵庫県姫路市の取り組みに
ついてお話をお聞きします。

◦対象：不登校、ひきこもり、ニートなど
様々な悩みを持っている若者、またはそ

の家族／若者のサポートに関心のある
方／若者のサポートに関わっている方

◦申込方法：FAX ／しがネット受付サービス
◦しめきり：1月20日（土）
問 県立精神保健福祉センター
TEL 077-567-5058　FAX 077-566-5370

滋賀県平和祈念館の
企画展示が新しくなります！

若者サミット
〜まち×〔 　〕×ひと〜

生涯学習

催し・講座

湖
南

湖
南

湖
南

　琵琶湖博物館ブックレットの発行を記念
して、著者とそれに関係した研究者をお招
きしたセミナーを開催します。琵琶湖で行
われている様々な研究やその裏話などに
ついて深く学ぶことのできるセミナーです。
◦日時／内容：1月28日(日)第1回「太古

の世界を探るさまざまな研究」高橋 啓一
（琵琶湖博物館副館長）・百原 新（千
葉大学大学院園芸学研究科教授）／ 2
月25日(日)第2回「知っているようで知ら
ない琵琶湖や田んぼの生き物研究」鈴
木 隆仁（琵琶湖博物館学芸技師）・井上 
栄壮（滋賀県琵琶湖環境科学研究セン
ター主任研究員）／ 3月24日(土)第3回

「びわ湖の魚と私たちの関わりを科学す
る」山根 猛（琵琶湖みらい研究所所長）・
松田 征也（琵琶湖博物館総括学芸員）

◦対象：高校生以上（1回のみの参加も可能）

◦定員：各回70名（定員になり次第受付終了）

◦申込方法：往復はがき／しがネット受付
サービス（往復はがきの方は、行事名、参加
者全員の氏名・年齢・郵便番号・住所・電
話番号、一言メッセージをご記入ください。）

問 県立琵琶湖博物館（草津市下物町1091）
TEL 077-568-4811　FAX 077-568-4850

　「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就職を
希望される若年求職者の方を対象とした

　がんを身近に体験された方やがんの専
門家からお話を聞き、がんを知り、がん
について考える日にしませんか。
◦日時：2月4日（日）　13時30分～ 15時
　　　　30分（12時30分開場・受付）

◦会場：大津市民会館　大ホール
　　　　（大津市島の関14-1）

◦対象：滋賀県民
◦内容：特別講演「大切な

人の『想い』とともに」講師：
清水健（キャスター）／村田
聡医師（滋賀医大）トーク
ショー「がんを知ろう！○×クイズ!!」ほか

◦申込方法：往復はがきの往信に①参加
者全員（5名まで）の氏名・年齢②代表
者の住所、氏名・電話番号、返信に宛
名を記入のうえ下記まで。

◦しめきり：1月15日（月）
◦定員：1300名（応募多数の場合は抽選）

問（公財）滋賀県健康づくり財団
　　（〒520-0834　大津市御殿浜6-28）
TEL 077-536-5210   FAX 077-536-5211
HP https://kenkou-shiga.securesite.jp/

gantaisaku

新琵琶湖学セミナー
（全3回）

企業合同就職面接会を
開催します！

〜大津市がんについて考える日〜
がん特別講演会

湖
東

湖
東

交 流

生涯学習

無料 貸出

仕 事

医療・健康

貸出

貸出無料

無料 貸出

無料 貸出

情報BOX

inform
ation

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
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