しがこども体験学校からのお知らせ

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」

ホームページの「しがこども体験学校」には、夏休みを中心に年間を通して体験型のプ
ログラムがたくさん掲載されています。夏休みの思い出づくりにぜひご活用ください。
県庁子ども・青少年局 TEL 077-528-3557 FAX 077-528-4854
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kodomokatei/school/

▶募

集

食育三行詩を募集します
県では「食で育む元気でこころ豊かに
くらす“おうみ”」をめざした食育をすす
めています。平成28年度は「晩ごはん」
をテーマに三行詩を募集し、食につい
て考え、食べ物を粗末にしない心、食
べ物を作る人への感謝の気持ちを持つ
きっかけとします。
◦募集期間：
7月19日(火) ～ 10月19日(水）
◦ 応募資格：県内に在住、在勤または在

学の方。作品は、他のコンクールに応募
していないもので、一人１点に限ります。
◦応募方法：郵送／持参
問

県庁健康医療課

TEL

077-528-3615

FAX

077-528-4857

滋賀県戦没者追悼式 参列者募集
戦没者および戦災死没者等に対して追
悼の誠をささげるとともに、恒久平和を祈
念するため、県民の参加のもと、平和祈
念滋賀県戦没者追悼式を開催します。
◦日時：8月20日(土）
10時〜約1時間30分
◦会場：県立文化産業交流会館

（米原市下多良2-137）
◦参加資格：県内在住の方
◦定員：100名 ※応募多数の場合は抽選。
◦ 申込方法：ハガキ
（郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入のうえお
申し込みください）
◦しめきり：7月20日
（水）消印有効
◦参加費無料
問

県庁健康福祉政策課

TEL

077-528-3514

FAX

077-528-4850

第17期犯罪被害者支援活動員
養成講座
「聴き方」や「相談の基礎」から、犯罪被
害者支援員として活動していくために必要
なスキルを身に付けていただくことを目的
とした養成講座の受講生を募集します。
◦ 日時：9月7日(水)

～ 11月9日(水)の
期間の毎週水曜日
（全10回）
13時30分～ 16時30分

※希望の日を選んで1日単位での受講も
できます。
◦会場：滋賀県厚生会館会議室

（大津市京町四丁目3-28）

◦ 参加資格：次のいずれかに該当する

方／被害者支援活動にボランティアと

して参加できる方／被害者支援につ
いて学びたい方／相談支援業務に関
わっている方（行政担当者・各種相談
員等）／相談活動や「話を聴くこと」に
関心があり、学びたい方／「聴き上手
になりたい」
と思われる方
◦定員：30名程度
（先着順）
◦応募方法：郵送／

◦受験案内配布場所：県庁、各合同庁舎等
◦申込期間：8月1日(月)

◦資料代：全コース受講

15,000円／
1日コース(2講座)受講 2,000円×日数
おうみ犯罪被害者支援センター

◦申込方法：郵送／しがネット受付サー

ビス／持参
問

県庁人事委員会事務局

TEL

077-528-4454

・FAX 077-527-5310
（平日10時～ 16時）

▶試

FAX

077-528-4970

滋賀県警察官採用試験
（Ａ区分・Ｂ区分）
の募集
◦ 採用予定人員：男性A13名程度／女

性A3名程度／男性B20名程度／女性
B5名程度

（大津市京町四丁目3-28 滋賀県厚生会館）
TEL

～ 9月7日(水)

(消印有効)

FAX ／持参

◦随時受付

問

検 索

にお ねっと
講演・講座や学びの情報満載！

◦日程：9月18日(日)
◦ 会場：立命館大学びわこ・くさつキャ

験

ンパス（草津市野路東1-1-1）
◦ 受験資格：①男性Aおよび女性A区分

職員採用試験
（初級・小中）
◦ 内容／採用予定人員：①滋賀県職員

〈初級〉／一般事務４名程度、警察事
務４名程度、②滋賀県市町立小･中学
校事務職員／ 13名程度
◦日程：第１次試験：9月25日(日)、

第２次試験：10月上旬
◦会場：滋賀県庁
（大津市京町四丁目1-1）
◦受験資格：平成7年4月2日～

平成11年4月1日に生まれた方
◦ 受験案内配布場所：県庁、各合同庁

舎、東京事務所等
◦申込期間：8月1日(月)

～ 9月7日(水)

(消印有効)
◦申込方法：郵送／しがネット受付サー

ビス／持参
問

県庁人事委員会事務局

TEL

077-528-4454

FAX

／ア 昭和61年4月2日以降に生まれた
人／イ 四年制大学を卒業または平成
29年3月31日までに卒業する見込み
の人／②男性Ｂおよび女性Ｂ区分／
ア 昭和61年4月2日から平成11年4月
1日までに生まれた人／イ 上記Ａ区分
の学歴に該当しない人
◦申込方法：郵送／しがネット受付サー

ビス／持参
◦申込期間：持参・郵送：8月1日
（月）

～ 31日
（水）
まで
（消印有効）
インターネット：8月1日
（月）～ 28日
（日）17時まで
※受験内容・受験申込書は、7月1日から滋
賀県警察本部、県内の警察署、交番、駐
在所などで交付します。
問

TEL

077-528-4970

身体障害者対象職員採用試験
◦ 内容／採用予定人員：①滋賀県職員

／一般事務２名程度、警察事務１名
程度、②滋賀県市町立小･中学校事務
職員／ 2名程度
◦ 日程：10月16日(日)(教 養 試 験、 作

文試験、適性検査)
10月23日(日)(口述試験)
※作文試験、適性検査、口述試験は、教養試
験の成績上位者数人についてのみ行います。

◦試験日／会場：11月13日
（日）筆記試

験／滋賀医科大学（大津市瀬田月輪町）、
12月４日（日）技能試験（設備士のみ）／ポ
リテクセンター滋賀（大津市光が丘町3-13）
◦ 申込期間：電子受付:

８月22日
（月）
10時～９月２日
（金）17時まで
（ HP http://www.khk.or.jp)
書面受付: ８月22日（月）～９月２日（金）
土日を除く８時30分～ 16時30分

◦受験資格：介護者なしに職務遂行がで

※詳細については受験案内をご覧ください。

077-522-1231

高圧ガス製造保安責任者試験
高圧ガス販売主任者試験
液化石油ガス設備士試験

◦会場：大津合同庁舎（大津市松本一丁目2 ｰ 1）

き、次の全てに該当する方①昭和57
年4月2日～平成11年4月1日生まれ②
身体障害者手帳1級～ 6級③県内居住

滋賀県警察本部警務課採用係

（〒520-8501 大津市打出浜1-10）

下記まで直接持参または郵送受付
問

高圧ガス保安協会滋賀県試験事務所

（〒520-0044 大津市京町四丁目5-23）
TEL

077-526-4718

FAX

077-526-4752

滋賀プラスワン Vol.162

10

ふるさと納税（マザーレイク滋賀応援寄附）
しませんか？

料金受取人払郵便

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、みなさまから
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。
県庁企画調整課 TEL 077-528-3310 FAX 077-528-4830
HP http://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/

5 2 0 8 790

▶ 催し・講座

163
差出有効期間
平成29年6月30日
まで（切手不要）

滋
賀
県
広
報
課

滋賀マザーズジョブステーション
セミナー

大
津
市
京
町

（近江八幡市鷹飼町80-4 ／ JR近江八幡駅より徒歩10分）
TEL

一

0748-36-1831
無料

一

（草津市大路一丁目1-1／
JR草津より徒歩1分）

TEL

077-598-1480

◦申込方法：電話

無料

◦しめきり：各講座開催日の１週間前

（先着順）
◦定員：各日15名
湖東

Ａ にのりをつけます。
②中央を山折りにし、のりしろ○
Ａ とのりしろ○
Ｂ を貼り合わせます。
③のりしろ○
④切手を貼らずにそのままポストへ。
（山折り）

「知事への手紙」

◦参加費：無料

水産試験場一般公開

◦日時：8月6日
（土）10時～

聞かせてください

15時

◦内容：研究紹介／琵琶湖や川の魚貝類の水槽展示／研

究体験／お子様向けコーナー／「ふれあい河川」
での魚
とのふれあい体験／調査船「琵琶湖丸」見学 など
※都合により内容を変更することがあります。
◦定員なし

◦参加費無料

◦申込不要

この用紙以外の方法でも、いつでも受け付けています。

問

滋賀県水産試験場（彦根市八坂町2138-3）

●パソコン

TEL

0749-28-1611

湖南

県ホームページ
［ようこそ知事室へ］
→［知事への手紙（受付）］
→［「知事への手紙」
を送る］

●スマートフォンまたは
携帯電話

スマートフォン版

右記の二次元コードから

「知事への手紙」入力画面へ
アクセスしてください。

携帯電話版

●はがき・封書
●ファックス 077-528-4804

おまちしてます！

体験

◦会場：滋賀県水産試験場

県では、県民の皆さんとの対話をとおして、これから
の滋賀県づくりをすすめていきたいと考えています。
皆さんの想いを知事に届ける「知事への手紙」で、県
政への建設的なご意見やご提案をお聞かせください。

の
り
し
ろ
B
○

無料

◦参加資格：滋賀マザーズジョブステーション利用登録が必要です。

封筒の作り方
①キリトリ線に沿って切ります。

キ
リ
ト
リ
線

無料

滋賀マザーズジョブステーション・草津駅前
◦日時／内容：7月14日(木)「ビジネスコミュニケーション
交流分析」／ 7月28日(木)「今だからできるママの働き
方」／ 8月25日(木)「ママのワークライフバランス」
◦会場：滋賀マザーズジョブステーション草津駅前

行

あなたの想い

仕事

滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡
◦日時／内容：7月7日(木)「家事も仕事も子育ても、私だ
けのワークライフバランス」／ 7月28日(木)「子どもを持
ちながら働くママのためのコミュニケーション術」／ 8月
18日(木)「働きたい！その時、子どもの預け先は？」
◦会場：滋賀マザーズジョブステーション近江八幡

四丁目

「
知
事
へ
の
手
紙
」
係

湖東
湖南

大津中央局
承認

の
り
し
ろ
B
○

キ
リ
ト
リ
線

FAX

0749-25-2461

第4回おごと温泉
びわ湖パノラマウオーク

無料

体験

今年4回目を迎えるツーデーウオークです。バラエティに
富んだコースがあり、1日だけの参加も可能です。当日は
おごと温泉10施設のお得な日帰り入浴券も販売されます。
◦日時／内容：9月10日
（土）／ウオークマラソン42.195㎞
コース、日本遺産歴史25㎞コース、日本遺産歴史10㎞コー
ス、ファミリー 7㎞コース
（乗船体験付）、ノルディックウオー
キングコース・9月11日
（日）／ 30㎞コース、琵琶湖の眺
望20㎞コース
（乗船体験付）、世界遺産10㎞コース、ファミ
リー 5㎞コース ※高校生以上には記念品が進呈されます。
◦受付会場：おごと温泉観光公園
◦申込方法：下記電話番号へお問合せください。

※次の手紙は「知事への手紙」としてお受けできませんのでご了承ください。
●法令違反に関わる告発、警察捜査、許認可に関わる内容など
●特定の個人や団体などを誹謗中傷するもの
●商業宣伝に関するもの
●県の職員（県内公立学校の教職員を含む）
など県の内部関係者
からのもの
B
のりしろ○

◦参加費：事前申込み1,500円、当日申込み2,000円

（中学生以下無料） ※乗り物料金別途要
問
TEL

おごと温泉・びわ湖パノラマウオークエントリー事務局
0120-711-951（平日10時〜 17時30分）

Ａ
のりしろ○

パスポートセンター「米原出張窓口」7月・8月のお休みのお知らせ
月曜日、金曜日、土曜日、祝日のほか、7月19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

知事への手紙

▶ 催し・講座
湖南

県立芸術劇場びわ湖ホール

オペラへの招待

歌劇『ドン・キホーテ』

音楽

開演前にはオペラのことがよくわかる演出家のお話もあ
り、どなたでもお楽しみいただけます。
◦日時：8月6日(土)・7日
（日）

両日とも14時開演

◦会場：県立芸術劇場びわ湖ホール

中ホール

（大津市打出浜15-1)

◦ 料金：全席指定

一般5,000円／青少年（25歳未満）
2,000円／シアターメイツ1,000円

※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
〔7月30日
（土）
〕、託児料金：1,000円/1人

キ
リ
ト
リ
線

の
り
し
ろ
Ａ
○

の
り
し
ろ
Ａ
○

◦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
有料

貸出

有料

湖南

江州音頭フェスタ inしが2016

◦日時：7月10日
（日）11時～

伝統・文化

18時

◦会場：モリーブ内セントラルコート
（守山市播磨田町185-1）
◦内容：オープニングセレモニー／江州音頭ニュースター

／江州音頭総踊り／フィナーレ
◦対象：音頭に合わせて踊っていただける方は、飛び入り

参加OKです。江州音頭が大好きな方、初めて江州音頭
に触れる方も、ぜひお越しください。
問 滋賀県江州音頭普及会事務局
TEL 077-528-3741
FAX 077-521-5030
無料
貸出
湖東

安土城考古博物館

第54回企画展
「近江の古墳時代」

生涯学習

近江の古墳時代の特質について、県内各地の古墳から
出土した考古資料より考えます。関連イベントとして織物
体験のワークショップを開催します。
◦日時：7月23日
（土）～

◎ご意見、ご提案とともに、次の欄のご記入をお願いします。
（※匿名希望の方は、記入不要です。）

9月25日
（日）

◦ 観覧料：大人500
（400）円、高大生300（240）円、小

中生無料、障害のある方および県内在住の65歳以上の方
は無料 ※（ ）内は20名以上の団体料金です。
企画展関連博物館講座
◦日時／内容：7月27日
（水）「大津の古墳と渡来人」講師：

西中久典さん（大津市教育委員会）／ 8月10日
（水）「湖西の古
墳」講師：宮崎雅充さん（高島市役所商工観光部観光振興課）／
8月24日
（水）
「湖東の古墳」
講師：才本佳孝さん（近江八幡市）
／ 9月7日
（水）「湖南の古墳」講師：花田勝広さん（野洲市教
育委員会） 各日とも13時30分～ 15時
（受付は13時から）
◦会場：県立安土城考古博物館セミナールーム
◦定員：各回140名
問
TEL
FAX

◦参加費：各回200円

◦申込不要

県立安土城考古博物館（近江八幡市安土町下豊浦6678）
0748-46-2424
0748-46-6140
無料
貸出

キ
リ
ト
リ
線

住

〒
（

ー

）

キ
リ
ト
リ
線

所
氏

フリガナ

名
電
話
●意見要旨、知事回答文の県ホームページなどへの掲載の「可」
「不可」
（※知事が回答したお手紙は、個人情報などを除いて、ご意見要旨や知事
回答文を県ホームページなどに掲載することがあります。掲載してよい
方は
「可」
に、そうでない方は
「不可」
に○をご記入ください。

可
◇おことわり

不可

※個人情報の取り扱いについては「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、適正に行
います。
※掲載を承諾する旨が明記されたお手紙に限り、個人情報などを除いて、ご意見の要
旨、知事の回答文を県ホームページなどに掲載することがあります。
※お手紙へのお返事または詳細確認のために、郵便や電話などでご連絡させていた
だく場合があります。

会場で対応しているもの

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

イナズマロック フェス 2016

▶ 催し・講座
湖北

車いす対応

お申し込み・お問い合わせ

8回目を迎えるイナズマロック フェスは、今年も滋賀ふるさと観光大使の西川貴教
さんをはじめとする魅力的なアーティスト達が勢ぞろいします。

醒井養鱒場
七夕まつり

体験

◦日時：7月3日
（日）10時～
車いす対応
エレベーター

オストメイト
対応トイレ

◦入場料：大人500円、高大生300円、

中学生以下無料
ナー、イワナの塩焼き・ニジマスの味
噌汁の試食、三つの体験（釣り、エサ
やり、魚塩焼）
、採卵教室、ビンゴゲー
ム等

（3歳以上有料）
◦入場料：各日9,200円
◦会場：烏丸半島芝生公園
（草津市下物町：県立琵琶湖博物館西隣）
※会場に駐車場はございません。公共交通機関およびシャトルバスをご利用ください。

《先行予約チケットの発売》

◦申込期間：当日または事前申込み
問

醒井養鱒場（米原市上丹生）

TEL

0749-54-0301

西川さんから、県民の皆さんのために先行予約（各日1,000枚）が用意されていま
す。一般販売より先にチケットを購入できますので、
ご利用ください。
（おひとり様4枚まで）
◦受付期間：7月1日
（金）7時

要約筆記

手話通訳

湖東

授乳室

FAX

◦入金期限：予約日含め3日目の21時まで

◦チケット問い合わせ：キョードーインフォメーション
TEL

0749-54-0302

0570-200-888（10時～ 18時）

【おいで〜な滋賀体感フェア】同時開催

貸出

イナズマロック フェスに合わせて、滋賀県の観光の魅力をPRする
「おいで～な滋
賀体感フェア」
を開催します。

視覚障害者センター
家族教室のご案内

交流

中途視覚障害者やその家族の方が集
まり、情報交換や講演を通して社会参
加の促進を図る
「家族教室」を開催いた
します。視覚に障害を生じたことでお悩
みの方は是非ご参加ください。
◦日時：8月10日
（水）

駐車場

～ 8月16日
（火）23時59分

◦受付電話番号：0570-06-9900

託児
無料

公式キャラクター
タボくん

◦受付URL：http://eplus.jp/irfpo/（PC・モバイル共通）

◦申込方法：電話
おむつ替え
シート

20時（予定）
※雨天決行（荒天の場合は中止）

（開場12時）

◦内容：短冊に願い事を自由に書くコー
車いす対応
トイレ

◦日時：9月17日
（土）・18日
（日）両日とも14時～

15時

◦日時：9月17日
（土）・18日
（日）各日とも10時～

◦入場無料

◦会場：烏丸半島芝生公園
「イナズマロック フェス」
フリーエリア

イナズマフードGP2016 in草津
イナズマロック フェスの前哨戦イベントとして、イナズマフードGPを開催します。
主に滋賀県内の飲食店が出店し、フェス当日の飲食エリア
（フリーエリア内）への出
店権のかかった人気投票を行う前哨戦イベントです。
◦日時：8月6日(土）
10時～

10時15分～ 15時30分

20時（予定）

21時・8月7日
（日）10時～ 17時（予定）

◦入場無料

◦会場：矢橋帰帆島公園
（草津市矢橋町字帰帆2108）

◦会場：視覚障害者センター
◦ 内容：講演
「自らの経験から」講師

上
野 修さん／盲学校教諭を交えての情
報交換／視覚障害者センターについて
／視覚障害者の誘導の仕方・され方

問

県庁観光交流局

TEL

077-528-3743

FAX

077-521-5030

おさむ

◦定員：10組20名程度

◦参加費無料

◦申込方法：電話
◦しめきり：８月4日
（木）
◦対象：視覚に障害のある方

または

◦定員なし

その家族
問

県立視覚障害者センター

問

FAX

0749-24-7238
0749-22-7890

TEL

077-564-7327

◦ 対象施設／内容：県立図書館：地下

書庫探検／近代美術館：アートなたか
らさがし／文化公園管理事務所：アー
スアート／埋蔵文化財センター：展覧
会探検／東大津高校：水ロケットとばし
◦定員：各回30名

(申込多数の場合抽選)

077-564-7641

代美術館または埋蔵文化財センターにおい

第２６回夏まつり

交流

14時30分

◦会場：県立障害者福祉センター
◦内容：和太鼓演奏、ダンスパフォーマ

湖南

湖南

貸出

ても、専用の申込用紙で受け付けます）

障害者福祉センター

◦日時：7月24日
（日）10時～

(スタート：県立図書館～ゴール：東大津高校)

◦ 申込方法：はがき／持参
（図書館・近
無料

滋賀プラスワン Vol.162

FAX

◦会場：びわこ文化公園

◦対象：県内の小学３年生から６年生

県立障害者福祉センター

無料

障害のある人もない人も、夏まつりに
つどい、障害の理解と認識を深め「共に
生きることの大切さを実感できる社会づ
くり」
をめざします。

13

◦申込不要

（草津市笠山八丁目5-130）

（彦根市松原一丁目12-17）
TEL

ンス、吹奏楽演奏、福祉車輛・環境
対応車合同展示、ミニ列車、クイック
マッサージ、フリーマーケット、模擬店、
スタンプラリー、大抽選会、パラリン
ピック展示コーナー、軽スポーツ体験
コーナー、エコ風船飛ばし等

夏休み文化ゾーン
子ども探検隊

◦申込期間：7月3日～
体験

びわこ文化公園内の５施設を探検し
てもらいます。各施設ならではの５つの
探検をお楽しみください。
◦日時：7月29日(金)

午前の部
午後の部

8時30分～ 12時
13時～ 16時30分

18日(必着)

◦参加費：30円程度(イベントの傷害保険

に加入していただきます)
問

県立図書館

（大津市瀬田南大萱町1740-1）
TEL

077-548-9691

無料

FAX

貸出

077-548-9790

