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問大津市新型コロナウイルスワクチンコールセンター　☎0570-002-092

 ＜オミクロン株対応2価ワクチン接種について＞ 
　新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応した「オミクロン株対応2価ワクチン」の
接種は、初回接種（1・2回目接種）を完了した12歳以上のすべての方が対象で、一人1回接種
できます。
　接種券は、前回の接種時期が早い方から順次発送していますので、お手元に届くまでしばらく
お待ちください。（3回目または4回目の接種券をすでにお持ちの対象者には改めての発送はしま
せんので、ご注意ください。）
　なお、年内に、希望するすべての方が接種を受けるのに十分な量のワクチンが国から供給されますので、一時的
に予約が取れなくても安心してお待ちください。

 ＜乳幼児のワクチン接種について＞ 
　国の承認を受けて、本市においても、乳幼児（生後6カ月以上4歳以下）への接種が開始でき
るよう準備を進めています。接種券の発送時期、接種を受けられる場所、参考資料は今後、市ホー
ムページ等でお知らせします。

＜オミクロン株対応2価ワクチンの種類＞ 1・2回目の接種対象者
3回目以降の接種対象者

12歳～17歳 18歳以上

ファイザー社ワクチン
×（使用不可）

〇 〇

モデルナ社ワクチン × 〇

　10月1日から市立大津市民病院理事長を拝命いたしました河内明宏です。私は、滋賀医科大学で泌尿器科学講座
教授として臨床、教育、研究の実践、指導を行うとともに滋賀県の地域医療にも9年余りの期間携わってきました。
これらの経験が少しでも当院の地域医療に寄与し、市民のみなさまの健康の保持、増進につながるように精一杯努
力して参ります。
　当院は、本年に医師の大量退職問題が発生し、みなさまには大変ご迷惑、ご心配をおかけし
ました。4月からは日野院長が赴任し、職員と一丸となって問題解決と信頼回復に努力し、医
師の補充は進み、これまで通りの職務を遂行できるようになってきました。ただ、一度失った
信頼を取り戻すのは一朝一夕ではできません。今後は私も加わり、市民のみなさまの信頼が早
期に回復するように努めて参ります。このためにも一人一人の患者さまやご家族の目線に立った、
満足してもらえるような医療を心掛け、この満足が二人、三人と少しずつでも増えていくよう
な地道な努力を行って参ります。
　当院の職員全員で一つの方向を向き、市民のみなさまのために頑張っていきたいと思います。

市立大津市民病院 理事長　河内　明宏

市民のみなさまへ

ワクチン接種の実施期間は令和5年3月末まで
　新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間は令和5年3月31日（金）までと
なっています。この期間中は無料でワクチン接種を受けていただけますので、ぜひご検討くだ
さい。
　なお、初回接種（1・2回目接種）が未接種で、今後オミクロン株対応2価ワクチン接種を希
望される方は、年内を目途に従来ワクチンでの初回接種（1・2回目接種）を終えていただきま
すようお願いします。

最新情報は
市ホームページへ

子どものワクチン
接種について

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

お知らせ
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電話受付時間（年中無休）
平日：あさ8時からよる7時まで
土・日・祝・休・年末年始：あさ9時からよる5時まで
Ｆ077-523-2130

大津市コールセンター
☎077-523-1234

市の手続きや制度のご案内

あなたのお問い合わせにお答えします



　「ペイジー口座振替受付サービス」は、市役所窓口に設置の端末機にキャッシュカードを通し、暗証
番号を入力するだけで口座振替手続きが完了するサービスです。
利用できる金融機関 滋賀銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、ゆうちょ銀行

手続きに必要なもの
●口座振替に利用される金融機関のキャッシュカード
●国民健康保険証など被保険者番号が確認できるもの
●来庁者の本人確認ができる公的身分証明書（マイナンバーカード、免許証など）

申し込みできる窓口 市役所保険年金課

問保険年金課　☎528-2652

問自治協働課　☎528-2816

問廃棄物減量推進課　☎528-2802

問住宅課　☎528-2786

　交通安全に関する助成制度の募集を行います。詳しくは市ホームページへ。

　2019年10月からの消費税率および地方消費税率10％への引き上げに伴い、ごみ処理手数料券の価格が300円か
ら350円に変わりました。

未使用の300円券をお持ちの場合、還付（返金）が可能です。2024年10月31日までに手続きをしてくだ
さい。期間を過ぎての還付はできませんのでご注意ください。

※ 手続きの方法など、詳しくは廃棄物減量推進課へ。手数料券の販売実績確認等のため、還付までに数カ月かかる場
合があります。

★申込受付期間
1期＝11月1日（火）から11日（金）まで
2期＝12月1日（木）から9日（金）まで
※1期に申し込みがなかった住宅を2期に募集します。

★空家一覧表交付期間
交付場所：大津市営住宅管理センターおよび住宅課、各支所
1期＝11月11日（金）まで（日曜日および祝日を除く。）
2期＝11月18日（金）から12月9日（金）まで（日曜日および祝日を除く。）

★家　　賃　空家一覧表をご覧ください
中堅所得者向住宅の入居者も募集
★募集住宅　仰木の里団地、平津二丁目団地、中央二丁目団地
★家　　賃　53,600円～98,000円
　申し込みはいずれも8時40分～17時40分に同センターで受け付けま
す。必ず本人か同居予定の親族が行ってください。代理は一切受け付け
ません。※入居資格など詳しくは同センター☎548-8951まで。

★所 在 地　 唐崎二丁目10番12号（市営
住宅唐崎駅前団地1階部分）

★募集業種　 小売業、飲食サービス業、生
活関連サービス業　

　　　　　　※入店済みの業種を除く。
★家　　賃　69,520円（敷金417,120円）
　　　　　　※ 家賃は消費税込み、物価の

変動に伴い変更の場合あり。
★店舗面積　64.00平方メートル　
★募集区画　3区画
★申し込み　大津市営住宅管理センター
　　　　　　（8時40分～17時40分）
※ 申込資格、方法など詳しくは同センター
☎548-8951まで。

受付期間：12月19日（月）まで
大津市幼児2人同乗用電動自転車
購入費助成金（上限2万円）
　幼児を乗せた安全な走行のため電動
自転車の購入費用の一部を助成します。

大津市自動車急発進等抑制装置
設置費助成金（上限2万円※製品による。）
　ペダルの踏み間違いによる急発進等
を抑制する装置を後付けする費用の一
部を助成します。

口座振替申し込みがその場でできる！
国民健康保険料「ペイジー口座振替受付サービス」を開始

交通安全に関する助成制度をご利用ください

ごみ処理手数料券の還付手続きをお忘れなく

市営住宅入居者を募集します 市営住宅唐崎駅前団地
店舗入店者を募集

広報 おおつ
11月1日号3

市役所への郵便物は、〒520-8575　大津市役所（課名）で届きます。
申申込方法　　問問い合わせ先　　Ｈホームページ　　ＥＥメールアドレスお知らせ



お知らせ
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マイナンバーカード申請期限が12月末まで延長
マイナポイント第2弾対象

　最大2万円分のポイントがもらえる『マイナポイント第2弾』の対象となるマイナンバーカードの申請期限が
12月末まで延長されました！（ポイントの申し込みは令和5年2月末まで）
　期限延長に伴い申請が混み合うことが予想されますので、早めの申請をおすすめします。

◆カード未取得者へ交付申請書が再送付されます
　11月から12月にかけて、マイナンバーカード未取得者（一部を除く）に対して、国の機関（地方公共団体情報シ
ステム機構）からマイナンバーカード交付申請書が再送付されます。

◆マイナンバーカード出張申請サポートイベントを開催！

　★日　　時　11月12日（土）、13日（日）10時〜17時
　★場　　所　フォレオ大津一里山1階ノースコート（大垣書店前）　※持ち物は必要ありません。
　★�受け取りまでの流れ　申請から2カ月程度で、受け取りの案内を送付します。案内記載の必要書類を持って、
ご本人が市役所本館一階・カード交付推進室までお越しください。

◆12月のカード休日交付窓口 完全予約制
　カード申請後、受け取りの通知が届いた方を対象に休日交付窓口を開設します。
　★開 設 日　12月4日（日）、17日（土）　※原則申請者本人が来庁する必要あり。
　★�予約方法　インターネットまたは電話。詳しくは、通知に同封する案内をご覧ください。

問大津市マイナンバーコールセンター　☎528-2698

「未
み

るみる」
登録追加キャンペーン

アンケートに回答で記念品をプレゼント

誰でもできる！環境保全活動
グリーン購入＋エシカルキャンペーン

　企業局では、市民のみなさん
から問い合わせが多い水道料金
や使用量などを自分で簡単に確
認できるサービス「未

み

るみる」
を4月から開始しています。
　7月23日〜12月11日（日）に
利用者登録をしてアンケートに
回答すると、素敵な記念品をも
れなくプレゼント！

　詳しくは企業
局ホームページ
をご覧ください。
※�初回の「サービス開始キャンペーン」でご
応募いただいた方は、対象外です。

　「グリーン購入＋エシカル」
は、買い物の際に人や社会、
地域、地域環境を考えた商品
選択を心がける環境保全活動
で、美しいびわ湖、住みやす
い滋賀を未来世代に引き継ぐ
ことを目標にしています。

●出かけるときはマイボトル、マイバッグを携行する
●必要なものを必要な分だけ買う
●リユース、リサイクルできるものを選ぶ
●長く使えるかどうかを最重視して選ぶ
●容器や包装の少ないもの、ごみの出にくいものを選ぶ
●積極的に地元で買い物をして、地元の商品を買う

問企業局お客様センター　☎528-2603 問環境政策課　☎528-2760

市民
憲章

わたくしたち大津市民は
１.��郷土を愛し琵琶湖の美しさをいかしましょう
１.��豊かな文化財をまもりましょう

１.��時代にふさわしい風習をそだてましょう
１.��健康で明るい生活につとめましょう
１.��あたたかい気持ちで旅の人をむかえましょう

　カードを初めて申請される方を対象に、申請に必要な
顔写真の撮影（無料）と申請書の記入をサポートします。
一人あたり約5分で申請手続きが完了します。
　この機会にぜひご利用ください。

出張申請サポート
イベントとは
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市役所への郵便物は、〒520-8575　大津市役所（課名）で届きます。
申申込方法　　問問い合わせ先　　Ｈホームページ　　ＥＥメールアドレス

大津市消防団
「和邇分団小野学区班」設立

市民文芸誌「湖都の文学」
第54集を発刊します

　大津市・志賀町合併
建設計画に基づき消防
器具庫が水明一丁目に
建設され、10月1日に
和邇分団小野学区班が
設立されました。消防
器具庫には小型動力ポンプ積載車等が収納さ
れています。
　小野学区の防災拠点として「地域の安心・
安全確保のため」活動します。

問消防総務課　☎525-9901 問文化振興課　☎528-2733

秋の火災予防運動がはじまります！ 11月9日（水）〜15日（火）

問消防局予防課　☎525-9902

★★応募期間応募期間　　11月1日11月1日（火）〜12月26日（月）（火）〜12月26日（月）
★★応募資格応募資格　どなたでも参加可能　　　どなたでも参加可能　　★★募集するテーマ募集するテーマ　「秋・冬・人」　「秋・冬・人」
★★応募方法応募方法　①大津市広報課Twitterアカウント（@otsu_koho）をフォロー　①大津市広報課Twitterアカウント（@otsu_koho）をフォロー
　　　　　　②指定のハッシュタグ「#広報おおつフォトコン」を付けて、写真をTwitterに投稿　　　　　　②指定のハッシュタグ「#広報おおつフォトコン」を付けて、写真をTwitterに投稿
★★賞　　品賞　　品　大津市のふるさと納税返礼品の企業から3,000円分の品物を選定　大津市のふるさと納税返礼品の企業から3,000円分の品物を選定

問広報課　☎528-2703

　市民のみなさんの日頃の文芸創作活動（短歌・俳句・川柳・詩・
随筆・小説）の集大成として、市民文芸誌「湖都の文学」第54集

（B5判）を11月1日（火）に発刊します。1冊1,200円
（郵送料込み）で販売しますので、ご希望の方は
文化振興課内「湖都の文学」編集委員会まで。
▷�これまでに発刊した残部のあるバックナンバーも
販売します
　◦第40集までのもの� 1,000円／冊
　◦第41集〜50集� 1,100円／冊
　◦第51集〜53集� 1,200円／冊

これから火災が発生しやすい時季を迎えます。
住宅防火についてチェックしましょう！

❶ 寝たばこをしない
❷ ストーブの周囲をキレイに
❸ コンロから離れない
❹ コンセントのほこりを除去
❺ 安全装置がついた電気機器を使用
❻ 住宅用火災警報器の設置・点検・交換
❼ 防炎品の使用
❽ 消火器の設置と使用方法の確認
❾ 避難経路と避難方法の確認
10 防災訓練等への参加で地域ぐるみの防火対策を行う

詳しくは
消防局
ホームページ

応募規約など
詳しくは

市ホームページ
▼

Twitter
▼



　児童虐待に関する相談対応件数は、依然として増加傾向にあり、子どもの命が奪われる重大な事件
も後を絶ちません。児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。子どもの「命」と「権
利」、そしてその「未来」は社会全体で守らなければなりません。
　親が「しつけ」のつもりでも、子どもの心や身体が傷つく行為であれば、それは虐待です。
　虐待から子どもたちを守るためには、地域のみなさんの気づきが大切です。

★相談内容　パートナーからの暴力、職場でのいじめ、
セクシュアル・ハラスメント、性暴力、ストーカー被
害などに関する相談

★担当者　大津地方法務局職員・人権擁護委員
※ 相談無料（通話料は除く）で、秘密は厳守します。詳し
くは、大津地方法務局　人権擁護課（☎522-4673）へ。

LGBTQ（性的マイノリティ）電話相談
相談専門ダイヤル ☎527-5508
毎月第2火曜日　18時30分～21時15分

※相談時間は1回30分程度。　※通話料は相談者負担。

専門知識をもった相談員に、LGBTQをはじめとする
性的マイノリティの方々やその家族などが抱える悩みを
電話で相談できます。秘密は厳守されますので一人で悩
まずご相談ください。
★ 対象　市内在住、在勤または在学の性的マイノリティ
当事者、その家族、その友人または支援者など

女性の人権ホットライン ☎0570-070-810
強化週間：11月18日（金）～24日（木）
　　　　  8時30分～19時（土・日・祝日は10時～17時）
上記期間外も受け付けます（平日8時30分～17時15分）

　夫やパートナーからの暴力、性暴力、売買春、セクシュ
アル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴力は決して
許されるものではありません。11月12日～25日の「女
性に対する暴力をなくす運動」期間中、パープルリボン
をシンボルに、全国各地で女性に対する暴力根絶のため
の様々な取り組みが実施されます。
　当センターでは、「女性に対する暴力をなくそう！」
をテーマにブックフェアを行います。この機会にぜひ、
身近なところから暴力に悩む女性を生み出さない、暴力
を許さない社会づくりに取り組みましょう。
●日時　11月14日（月）～30日（水）
　　　　9時～17時（土日祝を除く）
●場所　男女共同参画センター（明日都浜大津1階）
※貸し出しは一人5冊3週間まで。

「たくましく　伸びよう　伸ばそう　大津の青少年」
を合言葉に、各地域で啓発活動や非行防止パトロールな
ど、家庭・地域・学校が一体となった青少年健全育成推
進運動を行います。
　地域の子どもを地域で守り育てるための第一歩は、気
楽にあいさつできる環境づくりです。大人からの「おは
よう」「おかえり」のあいさつや、ちょっとした目配りが、
子どもの非行防止や健全育成につながります。
　子どもたちを温かく見守り、励まし、大人と子どもの
対話を深めていただくよう、ご協力をお願いします。

問子ども家庭相談室　☎528-2688

問人権・男女共同参画課　☎528-2791

問男女共同参画センター　☎528-2615

問子ども・若者政策課　☎528-2706

ご存じ
ですか？

テレビ（びわ湖放送）やスマートフォンでも
「広報おおつ」がご覧いただけます。
詳しくは市ホームページへ。

◀スマホアプリ
　「マチイロ」
　「SideBooks」

◀びわ湖放送の
　データ放送

児童虐待では？と
感じることがあったら
ご連絡ください

子ども家庭相談室　☎528-2688
児童相談所全国共通ダイヤル　☎1

いちはやく

89（24時間対応）または☎548-7768

「おおつレインボーフラッグ」
は性的マイノリティの尊厳と
社会運動を象徴するレイン
ボーフラッグに、大津市が性
的マイノリティのAlly（支援
者）であることを表したもの
です。

11月は【児童虐待防止推進月間】です

一人で悩まず、まずはご相談ください！
「女性の人権ホットライン」
強化週間

「女性に対する暴力をなくそう！」
ブックフェアを行います
11月14日（月）～30日（水）

11月
「子ども・若者育成支援推進強調月間」

オレンジリボン

ゼロナナゼロのハートライン

お知らせ
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③交付した事実
　を通知
③交付した事実
　を通知

①事前登録の
　申し込み
①事前登録の
　申し込み

②請求を受け、
　証明書を交付
②請求を受け、
　証明書を交付

　本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を本人
の代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を本人に郵送で
お知らせする制度で、不正請求等の早期発見を目的としています。
※証明書の交付自体を制限するものではありません。

◆ 登録できる人　市に住民登録している人または本籍がある人
◆ 登録に必要な持ち物　 本人確認書類（マイナンバーカード・運

転免許証・保険証など）
◆登録窓口　戸籍住民課または支所（平日9時～17時）
◆制度の仕組み

●都市計画法違反にご注意ください
　市街化調整区域では、市街化を抑制するた
めに建築行為（新築、増築、改築）、開発行為
および用途の変更を制限しており、これらを
行う場合は事前に市長の許可を受けなければ
なりません（一部例外を除く）。
　また、市街化調整区域内の建築物は、使用
者や使用目的（用途）が制限されている場合
があり、よく確かめずに入手された場合、「増
改築ができない」、「建物を使用できない」な
どのトラブルが発生することがあります。

　市内の中小企業者等を対象に、コロナ禍における原油や穀物等の物価高騰に伴う仕入値の増加に対し給付金を支給し、
事業継続の支援を実施しています。
★対象者　（1）（2）のいずれにも該当する者
　（1）市内に事業所または事務所を有している中小企業者等および個人事業主
　（2）次の①および②のいずれにも該当する者
 ①直近の決算期における原材料仕入価格の割合が製品等に係る売上高のうち30％以上を占めている。
 ② 令和4年5月分から同年11月分の任意の連続する3カ月分において、売上高に占める原材料仕入価格の割合が、

①の 割合から3％以上、増加している。
★給付金額　中小企業者等：20万円　個人事業主：5万円
★申請期間　12月28日（水）まで（消印有効）※申請は1事業者につき1回限り。
★申請・問い合わせ先　下記のいずれか（各団体の会員の方は所属の団体）まで

問戸籍住民課　☎528-2731 問開発調整課　☎528-2876

問商工労働政策課　☎528-2755

ミミ ニニ 情情 報報

犯罪被害者支援出張相談会
12月14日（水）に市内北部にお住まいの市民の方へ、（公社）
おうみ犯罪被害者支援センターの犯罪被害相談員による出張
相談会を堅田周辺で行います。（センターに相談歴のない方が
対象）
申問11月18日（金）までに電話で自治協働課（☎528-2816）

11月1日（火）は「計量記念日」です
　計量制度は経済活動の根幹をなす制度で、私たちの生活に
重要な役割を果たしています。
問商工労働政策課　☎528-2755

市場の入場業者募集
　卸売市場では、空き店舗への入場業者を募
集しています。
　詳細については、大津市ホームページまた
は電話でお問い合わせください。
問公設地方卸売市場管理課　☎543-8000

制度の利用には事前登録が必要です。▶

　市街化調整区域内で建築行為、開発行為、
土地・建物の購入や譲渡を計画される場合
は、事前に開発調整課へ相談してください。

あなたの住民票などが取得された場合にお知らせ
本人通知制度をご存知ですか？

市街化調整区域における
土地・建物の購入や譲渡は
事前に開発調整課へ相談を

市内中小企業者等対象　大津市原油価格・物価高騰等対策給付金

大津商工会議所（〒520-0806　打出浜2-1　コラボしが21　9階） ☎511-1500
平日9時～17時大津北商工会（〒520-0242　本堅田三丁目7-14） ☎572-0425

瀬 田 商 工 会（〒520-2141　大江四丁目18-10） ☎545-2137

お知らせ
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市役所への郵便物は、〒520-8575　大津市役所（課名）で届きます。
申申込方法　　問問い合わせ先　　Ｈホームページ　　ＥＥメールアドレス



　昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日に生まれた男性に対して風しんの追加的対策を令和元年度から実施してい
ます。今年度は4月下旬に「昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性で抗体検査未受検者」を対象にクー
ポン券を郵送しています。
★無料クーポン券の有効期限　令和5年2月末
※�令和元年〜3年度に送付したクーポン券は、有効期限切れのため使用できないので注意してください。
　有効期限切れのクーポン券をお持ちの方や、クーポン券を紛失された方には再発行しますので、
保健予防課までお問い合わせください。
★検査および接種場所　委託医療機関（詳しくは市ホームページへ）

問健康推進課　☎528-2748 問保健予防課　☎522-6766

　アルコールに関連して起こる健康
障害や社会問題について関心と理解
を深める機会にしましょう。
　市のホームページでは、お酒との
上手な付き合い方を伝
える動画を11月30日
（水）まで配信。ぜひご
覧ください。

★日　　時　12月18日（日）
　　　　　　①9時〜10時30分　②11時〜12時30分
★場　　所　明日都浜大津3階　乳幼児健診室
★対　　象　�開催日に大津市に住民票があり、第1子を妊娠中の妊婦と

そのパートナー
★内　　容　�助産師の話や赤ちゃん人形抱っこ体験、沐浴見学など
★定　　員　先着各15組
★参 加 費　無料
★申込方法　�11月18日（金）から大津市けんしん等ネット予約

システムまたは健康推進課へ

　肺がんは、わが国においてがん死亡の上位に位置するがんです（男女合わせて1位）。
　また、結核も過去の病気ではありません。いまだに年間1万人以上の人が罹患してい
ます。結核患者の多くは高齢者です。早期発見のため、特に65歳以上の人は、年1回、
胸部レントゲン検査を受けましょう。
◆検診車による肺がん結核検診（胸部レントゲン検査）を実施します。
　対象者はぜひ、お申し込みください。
日　程 令和5年1月12日（木） 令和5年1月30日（月）
場　所 南老人福祉センター（南郷一丁目14-30） 北老人福祉センター（今堅田二丁目4-1）
時　間 申し込み時にお知らせします（いずれも午前中）
定　員 各日先着40人

申　込 11月1日（火）13時から電話で健康推進課へ
※受付開始日は電話が混み合い、つながりにくい場合があります。

対象者 今年度40歳以上の大津市民（今年度に大津市肺がん結核検診を受けた人を除く）
※健康状態により受けられない場合があります。

料　金 800円
※65歳以上の人、大津市国民健康保険加入者、生活保護世帯等、市民税非課税世帯の人は無料。

問健康推進課（肺がん結核検診について）　☎528-2748／保健予防課（結核について）　☎526-6306

特別企画〜レントゲン車がやってくる〜
今年度の肺がん結核検診は受けましたか？

初めてのパパママ教室
< 完全予約制・完全入替制 > アルコール関連

問題啓発週間

11月10日（木）〜16日（水）は

大津市ＨＰ
がん検診に
関する情報

お知らせ
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追加的対策にかかる風しん抗体検査と予防接種を忘れずに！

問保健予防課　☎522-6766

「BIWA-TEKU」についての問い合わせ先
保健所健康推進課健康支援係　☎528-2742　Ｈhttps://biwateku.jp/



　令和5年4月〜令和6年3月の皇子
山総合運動公園、皇子が丘公園の運
動施設の利用予約を受け付けます。
　毎月の抽選会では実施が困難な事
業を計画している団体の代表者は申
し込みをお願いします。
★対象施設
◦皇子山総合運動公園
　 （陸上競技場、野球場、グラウン

ド、テニスコート）
◦皇子が丘公園
　 （体育館、グラウンド、テニスコー

ト、プール、温水プール）
★受付期間
　11月2日（水）〜24日（木）9時〜17時
※ 時間厳守、土・日曜日・祝日も受

け付けます。
★受付場所
　各施設の事務所
※ 参加条件や予約・利用に係る制限

があります。
問皇子山総合運動公園陸上競技場
　〒520-0037　御陵町4番1号
　☎522-7065

時11月23日（祝）▷男性受付＝10時
〜13時▷女性受付＝14時〜17時
場旧大津公会堂2階 多目的室
※駐車場はありません。
内結婚を希望する方を応援するため、
県が開設したセンターの会員登録会
※ 詳しくはホームページまたはしがめ

ぐりあいサポートセンター
☎050-1791-5830へ。
問企画調整課　☎528-2701

　おごと温泉全旅館の中からお好き
な１軒を選んで利用できる「日帰り
入浴券」と「宿泊割引券」を抽選で
ペア400組800名様にプレゼント！
★プレゼント内容
　①おごと温泉無料日帰り入浴券
　②宿泊ご利用1,000円割引券
★有効期間
　①12月5日（月）〜9日（金）
　　11時30分〜14時30分
　②令和5年1月31日（火）まで
　※ 12月27日（火）〜令和5年1月4

日（水）は割引対象外。
★応募方法
　11月18日（金）までにはがき（住
所・氏名・年齢を書いて）でおごと
温泉観光協会へ
★応募先・問い合わせ
　おごと温泉観光協会
　〒520-0101　雄琴6-5-1
　琵琶湖グランドホテル内Ｃ棟
　☎578-1650
※詳しくは同協会ホームページへ。
問商工労働政策課　☎528-2754

今村翔吾氏講演会
「塞王の楯」ゆかり
の大津を語る

今村翔吾氏講演会
「塞王の楯」ゆかり
の大津を語る

時11月19日（土）～23日（祝）
内❶御朱印巡り
　坂本の社寺（比叡山延暦寺、日吉大社、西
教寺、盛安寺、滋賀院門跡、生源寺、最乗院、
律院）で期間中に授かった 6 種類の御朱印を
坂本観光案内所で提示すると、坂本城御城印
を無料で進呈します（先着200人）。
　❷穴太衆積みに関する資料展示
　旧竹林院資料館で穴太衆積みに関係する資料を展示します。
　【展示内容（予定）】
　　●穴太衆積みや坂本の特集ビデオ放映
　　●坂本城関係資料
　　●直木三十五賞受賞作品「塞王の楯」関係資料
　　●その他、穴太衆積みに関連する資料の展示
￥いずれも無料
※御朱印代は別途必要。参拝料等が必要な社寺があります。

時11月19日（土）～23日（祝）
内❶御朱印巡り
　坂本の社寺（比叡山延暦寺、日吉大社、西
教寺、盛安寺、滋賀院門跡、生源寺、最乗院、
律院）で期間中に授かった 6 種類の御朱印を
坂本観光案内所で提示すると、坂本城御城印
を無料で進呈します（先着200人）。
　❷穴太衆積みに関する資料展示
　旧竹林院資料館で穴太衆積みに関係する資料を展示します。
　【展示内容（予定）】
　　●穴太衆積みや坂本の特集ビデオ放映
　　●坂本城関係資料
　　●直木三十五賞受賞作品「塞王の楯」関係資料
　　●その他、穴太衆積みに関連する資料の展示
￥いずれも無料
※御朱印代は別途必要。参拝料等が必要な社寺があります。

穴太衆積みのまち　比叡山坂本　御朱印巡り
～石の声を聴きながら紅葉のまちを歩く～
穴太衆積みのまち　比叡山坂本　御朱印巡り
～石の声を聴きながら紅葉のまちを歩く～

　近江国大津城を舞台に、石垣職人穴太衆と
鉄砲職人国友衆の決戦を描いた直木賞受賞作
品「塞王の楯」を中心に、
ゆかりの地「大津」につ
いて語っていただきます。
時令和5年2月4日（土）
　14時～15時30分
場大津市民会館大ホール
定先着500人
￥無料
申11月1日（火）から専用
申し込みフォームまたは
FAX（今村翔吾氏講演会
参加希望、住所、氏名、
電話番号、参加希望人数
（最大4人まで）を書いて）でびわ湖
大津観光協会へ

　近江国大津城を舞台に、石垣職人穴太衆と
鉄砲職人国友衆の決戦を描いた直木賞受賞作
品「塞王の楯」を中心に、
ゆかりの地「大津」につ
いて語っていただきます。
時令和5年2月4日（土）
　14時～15時30分
場大津市民会館大ホール
定先着500人
￥無料
申11月1日（火）から専用
申し込みフォームまたは
FAX（今村翔吾氏講演会
参加希望、住所、氏名、
電話番号、参加希望人数
（最大4人まで）を書いて）でびわ湖
大津観光協会へ

今村 翔吾氏

19
11月

2月4㊏日
令和5年

㊏
日～

運動施設年間利用予約の運動施設年間利用予約の
申し込みを受け付けます申し込みを受け付けます

おごと温泉ご招待企画おごと温泉ご招待企画
プレゼント フォー　湯〜プレゼント フォー　湯〜

しがめぐりあいサポートセンターしがめぐりあいサポートセンター
出張会員登録会出張会員登録会

時場▷北部地域文化センター＝11月
9日（水）13時〜18日（金）12時▷フォ
レオ大津一里山＝11月19日（土）10
時〜27日（日）20時▷市役所市民ギャ
ラリー＝11月28日（月）13時〜12月
7日（水）12時（休館日除く）
※今年度も作文、詩等の作品を募集

中。詳しくは市ホームページへ。
問人権を守る大津市民の会事務局
　（生涯学習課内）　☎528-2635

「わたしと人権」「わたしと人権」
令和3年度入賞作品展令和3年度入賞作品展
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催しガイド 問問い合わせ先　時日時　対対象　場場所・会場　　￥料金　Ｆファックス
申申込方法　　　定定員　内内容　Ｈホームページ　☎電話　ＥＥメールアドレス



　滋賀県での国民スポーツ大会・全
国障害者スポーツ大会「わたSHIGA
輝く国スポ・障スポ」の開催が正式
決定したことを記念し、イベントを
行います！
時11月20日（日）
場ビバシティ彦根
内ライブステージ、競技体験ブース
コーナー、障害者スポーツVR体験
※詳しくは、滋賀県国スポ・障スポ大
会局（☎528-3338）へ。
問大津市国スポ・
　障スポ大会推進室
　☎528-2919

心とからだのメンテナンスヨガ教室
時12月10日～2月25日の毎週土曜
日13時30分～14時30分（全10回）
※12月31日・2月11日除く。
対令和4年4月1
日現在で35歳未
満の勤労者（求職
者・アルバイト含
む）
定10人
￥3,000円
※受講料は開講初日にお持ちくださ
い。
申11月10日（木）8時40分～30日
（水）に電話またはFAX（講座名、氏
名（ふりがな）、電話番号を書いて）で
同センターへ。市勤労者
互助会ホームページから
も申し込み可
※先着順。

受講生募集
申いずれも11月10日（木）8時40分
～30日（水）電話またはFAX（講座
名、氏名（ふりがな）、電話番号を書
いて）で同セン
ターへ。市勤労者
互助会ホームペー
ジからも申し込み
可
※先着順。

時12月1日（木）14時～16時30分
場市役所別館1階大会議室
対認知症サポーター養成講座を受講
済みで、市内に在住、在勤、在学の方
定先着50人　￥無料
申問11月2日（水）10時から電話また
はFAX、メール（氏名、連絡先、住所、
養成講座を受講した年を書いて）で長寿
政策課（☎528-2741　Ｆ526-8382
Ｅotsu1437@city.otsu.lg.jp）へ

時12月8日（木）・22日（木）、来年1
月12日（木）13時30分～16時
場瀬田東公民館
内家庭内での介護で、介護する者、さ
れる者にとって負担となりやすい「排
泄」と「移乗・移動」の講義と実技
定先着20人　￥無料
申問11月4日（金）10時から電話また
はFAXで長寿政策課（☎528-2741
Ｆ526-8382）へ

和邇文化センターから配信
「音楽で大津を元気に！」第1回
時12月18日（日）13時30分～15時30分
内2022ジャズコンサートIN和邇ス
イングスターズ・ジャズオーケストラ
定250人程度　￥無料
申当日までに直接または電話、FAX、
メール（氏名、電話番号を書いて）で
同センター（Ｅotsu2453@city.
otsu.lg.jp）へ

時12月12日（月）・ 1月11日（水）・2
月8日（水）14時30分～16時、3月
14日（火）10時30分～12時
場滋賀県鍼灸マッサージ会館
内市障害者相談員等による個別相談
（電話相談も可）
対見え方についてお困りの方、家族など
申電話で大津視覚障害者協会
　（☎521-1515）へ
問障害福祉課　☎528-2745

時12月4日（日）9時30分～12時30
分
場市役所別館1階大会議室
内心肺蘇生法とAED取扱訓練
対市内在住、在勤、在学で中学生以
上の方
定先着30人
申11月15日（火）～12月1日（木）17
時15分までに電話で中消防署へ
問中消防署　☎525-0119

※受講料は開講初日にお持ちください。

佛教大学歴史学部・大津歴博コラボ
企画ワークショップ
「オリジナル花押を作ろう」
時12月3日（土）10時～、13時30分～
定各回20人　￥500円
申11月13日（日）必着ではがき（講座
名と郵便番号、住所、参加者全員の
氏名、電話番号を書いて）で
同館へ。同館ホームページ
からの申し込み可

〒520ｰ0037　御陵町2ｰ2
☎521ｰ2100　Ｆ521ｰ2666

歴 史 博 物 館

わたSHIGA輝く国スポ・わたSHIGA輝く国スポ・
障スポ開催決定イベント障スポ開催決定イベント

認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ講座ステップアップ講座

3日で学ぶ介護技術教室3日で学ぶ介護技術教室 「見えない、見えにくい」に「見えない、見えにくい」に
関する相談会関する相談会

〒520ｰ0528　和邇高城12
☎594ｰ8022　Ｆ594ｰ4189

和 邇 文 化 セ ン タ ー

〒520ｰ0806　打出浜1ｰ6
☎522ｰ7474　Ｆ523ｰ3494

勤 労 青 少 年 ホ ー ム

応急手当講習会応急手当講習会

〒520ｰ0806　打出浜1ｰ6
☎522ｰ7474　Ｆ523ｰ3494

勤 労 福 祉 セ ン タ ー
講　座　名 開催日 時間 回数 受講料（別途教材費） 定員

未生流　華道教室
12月9日
～2月3日
 （金曜日）

10時～
12時 全5回 3,000円

（5,000円） 10人

コンディショニング
ヨガ教室

12月10日
～2月25日
 （土曜日）

15時～
16時 全10回 5,000円 10人

楽しくちくちく♪
羊毛フェルト教室
～2023年の干支
「うさぎ」を作ります～

12月11日
 （日曜日）

10時～
12時 全1回

2,000円
（うさぎ1体の材料費含む）
※付属品は料金が別に必要。

15人

※うさぎは白またはピン
クのいずれかを選択。

広報 おおつ
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催しガイドインターネットを通じた申請など様々な機能をご利用いただけます。
大津市LINE公式アカウントをご利用ください
くらしに関する情報を発信中！



としょかん秋のコンサート
～フルートとギターで奏でる秋～
時11月6日（日）
　▷1部＝13時30分～14時
　▷2部＝14時15分～15時
対2部＝中学生以上
定各先着60人
申当日同館で1部は13時～、2部は
14時～受け付け。（利用者カードが必
要）
おとなのための図書館講座5
街なか書道体験in図書館
時11月16日（水）10時30分～
内「いろは歌」を使ってかな文字を
上手に書くコツを学ぶ初心者向け講
座
定先着20人（要申込）
申11月2日（水）10時から電話または
直接同館へ。（利用者カードが必要）
①ちょこっとおはなし会
時11月8日（火）13時40分～
内絵本の読み聞かせなど
②ととけっこおはなし会
時11月11日（金）・27日（日）11時～
内手あそびや絵本の読み聞かせ
③おはなし会ホゥホゥ
時11月12日（土）16時～
内素ばなし
④としょかんおはなし会ミニミニ
時11月13日（日）・20日（日）14時30分～
内絵本の読み聞かせなど
⑤まめまめわらべうたの会
時11月19日（土）11時～
内わらべうたあそび
対①③④幼児・児童とその保護者
　②⑤乳幼児とその保護者
定①～⑤先着20人
⑥シネマサロン
時11月9日（水）、26日（土）14時～
内「次郎長三国志～大馬鹿者でござ
んす～」（邦画/126分）
⑦子ども映画会
時11月12日（土）10時30分～
内「ぴったんこ！ねこざかな④」（アニ
メ/35分）
対幼児・児童とその保護者
定⑥⑦先着60人（予約制）
申⑥⑦11月1日（火）10時から電話
または直接同館へ。（利用
者カードが必要）
※詳しくは同館ホーム
ページへ。

おはなし会「たーたか」
時11月5日（土）・19日（土）11時～
11時30分
内絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝
居など
対乳幼児・児童
見聞（ミッキー）シネマ
時11月26日（土）14時～14時50分
内「劇場版名探偵ホームズ」（アニメ・
46分）
定先着380人
第9回ほくぶん子どもまつり
とっぽとがーこのコミカルショー
時12月3日（土）14時～14時40分
内ジャグリング・
バルーンアート・
玉乗り・コメディ
マジック　など
対幼児親子・
　小学生
定500人（要申込）
申11月4日（金）から電話または直接
同館へ
￥いずれも無料

開館30周年記念イベント
時11月3日（祝）10時～15時
※展示は11月2日（水）～15日（火）。
内「漁師と芸術家」展
❶びわ湖の漁業を題材
とした作品の展示
❷陶器の魚の色付け
❸アーティストによる
似顔絵コーナー
定❷❸先着30人（要申込）
￥❷❸各500円
①こどもえいがかい
時11月12日（土）14時～
内「小さなバイキングビッケ」
②シネマクラブ
時11月13日（日）13時30分～
内「北斎ミステリー」
③名画の窓
時11月20日（日）13時30分～
内「チップス先生さようなら」
定①～③いずれも先着30人
申①～③いずれも11月1日（火）から
電話または直接同館へ
④おはなしかいケロケロ
時11月6日（日）11時～11時20分
内おはなしと絵本の読み聞かせ
対幼児・児童とその保護者
⑤ぴよぴよおはなしかい
時11月26日（土）10時30分～
内絵本と手遊び。ふれあいあそびな
ど
対0歳～3歳とその保護者
⑥おはなしかい
時11月26日（土）11時～
内おはなしと絵本の読み聞かせ
対幼児・児童とその保護者
定④～⑥いずれも20組
￥いずれも無料

おはなし会　ぎゅっ
時11月9日（水）11時～11時30分
内絵本の読み聞かせなど
対0歳～3歳とその保護者
おはなし会まんまる
時11月19日（土）15時～15時30分
内絵本の読み聞かせなど。テーマは
「くだもの」
対3歳以上の幼児とその保護者
￥いずれも無料

〒520ｰ0243　堅田二丁目1ｰ11
☎574ｰ0145　Ｆ574ｰ0148

北 図 書 館（北部地域文化センター内）
〒520ｰ0047　浜大津二丁目1ｰ3
☎526ｰ4600　Ｆ522ｰ9877

市 立 図 書 館
〒520ｰ0528　和邇高城25
☎594ｰ2050　Ｆ594ｰ4660

和 邇 図 書 館

〒520-0865　南郷一丁目12-13
☎533ｰ0292

図書館南郷分館（南郷市民センター内）

マナちゃんセミナー
滋賀の伝統料理に学ぶ　おせち編
時12月13日（火）10時～12時
内滋賀の食材を使ったおせち料理
（牛肉の昆布まき、菊花かぶなど）の
調理
対市内在住・在勤・在学の人
定12人（申込多数の場合は抽選）
￥700円
申11月30日（水）（必着）までに電話
またはメール（参加者氏名、住所、
電話番号を書いて）で同センター
Ｅotsu2462@city.otsu.lg.jpへ
子ども映画会
時11月26日（土）10時～・11時～
内まんが世界昔ばなし15より「アラ
ジンとまほうのらんぷ/さるのきも」
（22分）、「トムとジェリー1」（24分）
対中学生以下
　（小学生以下は保護者同伴）
定先着50人
※ 各回の開始30分前から1階事務所
入口前で整理券配布。
￥無料

〒520ｰ0814　本丸町6ｰ50
☎527ｰ0025　Ｆ525ｰ1490

生 涯 学 習 セ ン タ ー

広報 おおつ
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催しガイド 問問い合わせ先　時日時　対対象　場場所・会場　　￥料金　Ｆファックス
申申込方法　　　定定員　内内容　Ｈホームページ　☎電話　ＥＥメールアドレス



おおつ市民環境塾　エコ料理教室
「エコで得して 楽しく食べよう」
　環境にやさしい調理法で、クリス
マスやお正月に使っていただける初
心者向けの簡単デコレーション寿司
など4品をつくります。
時12月3日（土）10時〜13時
場平野コミュニティセンター
定12人（申込多数の場合は抽選）
￥500円
申11月22日（火）までに電話または
メール（「エコ料理教室」参加希望、
氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、
電話番号を書いて）で同センターへ

発掘調査成果展
「大津　むかし・むか〜し」速報展示
時来年1月27日（金）まで
内市内最新発掘調
査成果の展示▷比
叡辻遺跡出土＝青
磁香炉・信楽焼壺
▷穴太遺跡出土＝墨書土器「宮家」
▷南滋賀遺跡出土＝木製独楽など
￥無料

国際ふれあいフェスタ in OTSU

時11月5日（土）
　11時〜16時
場大津湖岸なぎさ公園
　おまつり広場
内国際色あふれるステー
ジやキッチンカー、屋台、
遊び・体験コーナーなど。
豪華抽選会あり。雨天決行
￥無料
外国人無料個別相談
時11月9日（水）17時30分〜19時30
分（前日13時までに要予約・国籍関
係なく申込可）
場国際交流サロン（明日都浜大津2階）
内外国人に関する相談に行政書士が
応対します。対面またはオンライン

（Zoom）で相談できます

秋の星座を探してみませんか
時11月19日（土）19時〜
　（18時〜小学生向け星座の勉強会）
内天体観測
※天候により内容変更の場合あり。
対市民（未成年者は保護者同伴）
定先着20人
￥大人200円、小中高生100円
申前日17時までに同村へ
焼杉細工を体験してみませんか
時11月13日（日）9時30分〜11時30
分、13時〜15時
内キーラック、ペン立て等の作成
対市民（未成年者は保護者同伴）
￥大人200円、小中高生100円
　（材料費が別に必要）
申当日現地で随時受け付け
人工登はん壁の体験教室
時11月13日（日）登はん体験
　10時〜12時、13時〜15時
対小学生以上
￥大人1,500円、高校生1,000円、
　小中学生800円
申11月5日（土）17時までに同村へ

三橋節子美術館　観覧料無料
時11月19日（土）・20日（日）
2022芸術の秋　絵手紙・水彩画・
水墨画・陶芸の合同作品展
時11月12日（土）〜
20日（日）10時 〜
15時
内当館利用者によ
る成果発表
￥無料

衣類のサイズ・デザイン変更修繕
時12月2日（金）9時30分〜15時30分
内洋服のサイズ直しや着物のリメイ
ク方法などをアドバイスします
着物やハギレで
ボウタイ付きワンピース
時12月10日（土）
　9時30分〜15時30分
内羽織や着物、古着、
カーテン、テーブルク
ロスなどを使ってボウ
タイがお洒落なワンピースを作ります
定いずれも先着15人
￥いずれも500円
申いずれも11月4日（金）
9時から直接または電話
で同センターへ

ホームページ

Instagram

３R（リデュース・リユース・リサイクル）教室

〒520ｰ0006　滋賀里一丁目17ｰ23
☎527ｰ1170　Ｆ527ｰ1171

埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー

〒520ｰ0035　小関町1ｰ1
☎・Ｆ523ｰ5101

長等創作展示館 / 三橋節子美術館

〒520ｰ0501　北小松1769ｰ3
☎596ｰ0710　Ｆ596ｰ0730

比 良 げ ん き 村

〒520ｰ0514　木戸29ｰ3
☎592ｰ2701

リ サ イ ク ル セ ン タ ー 木 戸

〒520-0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎525-4711　Ｈhttps://oiga.jp

国際親善協会（明日都浜大津2階）

〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎526ｰ7545

Ｅinfo@otsu.ondanka.net

大津市地球温暖化防止活動推進センター
（明日都浜大津4階）

11月のプラネタリウム投影

内各回とも星座解説あり（主に季節
の星座）①特別番組「忍たま乱太郎
の宇宙大冒険withコズミックフロン
ト☆NEXT」②特別番組「オーロラ
を見た恐竜たち」③オリジナル番組・
天文話題「星空散歩〜プラネタリウ
ムで旅してみよう〜」・星座物語「空
飛ぶ金毛の羊」④満天の星空in大津

（15分間の無料投影）
※11月23日（祝）は一般投影なし。
定各70席
￥一般400円、小中高生200円
※当日9時30分から券売機で販売。
星空観望会

「はるか遠い天王星をさがそう」
時11月26日（土）18時30分〜20時
対小学生以上（小学生は保護者同伴）
定60人（申込多数の場合は抽選）
￥大人400円、小中高生200円
申11月9日（水）9時〜17時に電話で
同館へ
科学工作教室
時11月26日（土）9時30分〜11時30分
内きれいなイルミネーションを作ろう
定12人（申込多数の場合は抽選）
￥500円
対県内在住または在学の小学校5年
生〜中学校3年生
申11月8日（火）9時〜17時に電話
で同館へ
※詳しくは同館ホームページへ。

〒520ｰ0814　本丸町6ｰ50
☎522ｰ1907　Ｆ522ｰ2297

科  学  館（生涯学習センター内）

3日（祝）
6日（日）

13日（日）
27日（日）

5日（土）
19日（土）
26日（土）

12日（土）

11時 ② — ④
14時 ① ① ①

15時30分 ③ ② ②
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催しガイド◀防災ポータル
　サイト

「大津市防災ポータル」～知る・考える・対策する～



森のクリスマスリース教室
時11月29日（火）10時〜12時
内“森の恵み”を感じながら、ひとつ
上のリース作りを楽しむ教室です
講師：橋本夏美（花コーディネーター）
定20人
￥4,800円
　（材料費・講師料等含む）
申11月4日（金）から電話で同館へ
※詳しくは同館ホームページヘ。

緑のふれあいセンター
ハーブ教室
時11月23日（祝）10時〜12時
内足湯体験とハーブのお話
定20人
￥1,000円
オランダフラワー教室
時12月1日（木）10時〜12時
内クリスマスツリーづくり
定20人
￥3,800円
盆栽教室
時12月10日（土）13時30分〜16時
内さつき、雑木の整形
定20人
￥700円
ガーデニング教室
時12月14日（水）・15日（木）13時30
分〜15時
内お正月の寄せ植え
定各30人
￥3,700円
申いずれも11月1日（火）から電話ま
たは直接同センターへ

伊原木香奈先生の寄せ植え教室
時11月23日（祝）
　①基礎＝10時〜11時30分
　②応用＝13時〜14時30分
内テーマ「クリスマスの寄せ植え」
定各回先着15人
￥①3,900円②4,900円
申電話で同館へ
びわ湖大津館2022
冬期ライトアップ開催
内ガーデンをメイン会場に、イルミ
ネーションを実施します
時12月1日（木）〜2月14日（火）17時
〜20時30分（受け付けは20時まで）
※ 1月は1日〜3日および土・日・祝のみ営業。
￥大人330円、小人160円
クリスマスリース作り
時12月11日（日）10時30分〜12時
内ガーデン内の自然の
素材を使用したクリス
マスリースを作ります
定先着20人
￥2,500円
申電話で同館へ

クリスマスリース作り
時11月20日（日）
9時30分〜、11時
〜、13時30分〜
定各6人
　（要申込）
￥3,500円
　（材料費含む）
申11月1日（火）
9時から電話または直接同施設へ

※写真はイメージです。

卓球ラケット試打会
　＆ラバー張り替え講習会
時11月29日（火）9時30分〜12時
対20歳以上の方
定先着20人
￥500円
　（保険料含む）
申11月2日（水）
９時から電話で
同館へ

SDGsチャリティフォーラム
ジェンダー平等の社会に向けて
時11月27日（日）14時〜
内世界で最も影響力
のある100人にも選
出された伊藤詩織さ
んの基調講演とディ
スカッション
￥1,200円
定100人（要申込）

手作りマルシェ
　手作り作家が集まるマルシェをお
楽しみください。
時11月12日（土）・13日（日）10時〜16時
※荒天中止。

Soul of Lakeクリスマスコンサート’22

時12月10日（土）13時〜
内Soul of Lakeによるゴスペルコン
サート。「Happy Xmas」ほか
￥500円（全席自由）
申直接または電話で同館へ

第75回大津市文化祭参加行事2022
　大津公民館文化祭
時11月19日（土）10時〜17時・20
日（日）9時〜15時
内楽器演奏、合
唱、ダンス等サー
クルのステージ
発表や展示、体
験等
￥無料

『桂
かつら

吉
きち

弥
や

独演会』〜新春初笑い‼
来年も吉や！〜
時来年1月21日（土）
　14時〜
内上方落語界実力派の吉
弥。地元出身桂

かつら

紅
こう

雀
じゃく

他
￥Ｓ席3,500円、
　Ａ席3,000円
申11月3日（祝）から同館、石山・堅
田駅各観光案内所でチケット販売

〒520ｰ0042　島の関14ｰ1
☎525ｰ1234　Ｆ525ｰ1788

大 津 市 民 会 館

〒520ｰ0042　島の関14ｰ1
☎526ｰ2666　Ｆ525ｰ1788

大 津 公 民 館
〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎527ｰ8661　Ｆ527ｰ8662

市民活動センター（明日都浜大津1階）

〒520ｰ2153　一里山三丁目16ｰ1
☎・Ｆ543ｰ1871

緑 の ふ れ あ い セ ン タ ー
〒520ｰ0022　柳が崎5ｰ35
☎511ｰ4187　Ｆ511ｰ3228

び わ 湖 大 津 館

〒520ｰ0036　園城寺町246ｰ24
☎527ｰ5236　Ｆ523ｰ1953

伝 統 芸 能 会 館

〒520ｰ2153　一里山六丁目9ｰ1
☎545ｰ2811　Ｆ545ｰ3934

瀬 田 公 園 体 育 館

〒520ｰ0101　雄琴一丁目2ｰ17
☎・Ｆ578ｰ3750

お ご と 温 泉 観 光 公 園

〒520ｰ0021　二本松1ｰ2
☎511ｰ4010

高栄ホームパーク（近江神宮外苑公園）

〒520ｰ0025　皇子が丘一丁目1-1
☎525ｰ0510　Ｆ526ｰ0906

皇 子 が 丘 公 園 体 育 館
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大型ごみの戸別有料収集日程 ●収集は電話またはLINE（ライン）による予約制。予約は申込日の月を含む3カ月先までできます。
　電話による受付時間は月～金曜日8時40分～17時25分（祝休日、年末年始を除く）。収集希望日の
1週間前までに予約してください。
　なお、予約件数が上限に達した際は、ご希望に添えない場合がございます。
●収集は5点を上限とします。5点を超える際には立会いが必要となりますのでご了承ください。
　なお、手数料券には氏名を記入頂きますが、受付番号の記入でも結構です。

［11月～1月］ 問ごみコールセンター
☎528ｰ2761

地　　　　　　域 11　月 12　月 1　月
小松、木戸、和邇、小野、葛川、伊香立、
真野、真野北、堅田

8日（火）・15日（火）・22日（火）・
30日（水）

7日（水）・14日（水）・21日（水）・
28日（水） 11日（水）・18日（水）・25日（水）

仰木、仰木の里、雄琴、日吉台、坂本、
下阪本、唐崎、滋賀、山中比叡平

2日（水）・10日（木）・17日（木）・
25日（金）

2日（金）・9日（金）・16日（金）・
23日（金）

5日（木）・13日（金）・20日（金）・
27日（金）

藤尾、長等、逢坂、中央、平野、膳所 7日（月）・14日（月）・21日（月）・
29日（火）

6日（火）・13日（火）・20日（火）・
27日（火）

10日（火）・17日（火）・24日（火）・
31日（火）

富士見、晴嵐、石山、南郷、大石、田上、
上田上、青山

4日（金）・11日（金）・18日（金）・
28日（月）

5日（月）・12日（月）・19日（月）・
26日（月）

6日（金）・16日（月）・23日（月）・
30日（月）

瀬田、瀬田南、瀬田東、瀬田北 1日（火）・9日（水）・16日（水）・
24日（木）

1日（木）・8日（木）・15日（木）・
22日（木）

4日（水）・12日（木）・19日（木）・
26日（木）

11 月の市民相談
問市民相談室　☎528-2666（要予約）

［場所］明日都浜大津 ４階（浜大津四丁目1-1） ※公証人相談については大津公証役場で。
※の相談については、申込受付日が祝休日の場合は、翌開庁日に振り替えます。なお、市民相談
は、変更となる場合がありますので、予約時にご確認ください。
（相談時間：25分間、原則1人参加。）マスクの着用のご協力をお願いします。

相　談　名 相　　談　　内　　容 相 談 員 相 談 日 相談時間 申　込　方　法（定員）

※ 法 律 相 談
相続、離婚、親権、養育費、金銭問題、
借地借家問題など

弁 護 士 第1～3水 曜 日 9時～12時
13時～16時

その週の月曜日9時から電話で受け付
け（各日先着12人）第 1・3 金 曜 日

※女性のための
法 律 相 談 女 性 弁 護 士 第 1・3 火 曜 日 13時～16時 相談日の前週火曜日9時から電話で受

け付け（各日先着6人）第 2・4 火 曜 日 9時～12時

※公証人相談 遺言、任意後見等の公正証書作成手順な
ど 公 証 人 第 ４ 金 曜 日

13時～16時

その週の月曜日10時から電話で受け
付け（先着3人）

税 務 相 談 所得税、譲渡税、贈与税、相続税など 税 理 士 第 1・3 月 曜 日

相談日当日10時から電話で受け付け
（各日先着6人）

登 記 相 談 土地・建物の登記、所有権移転の登記な
ど

司 法 書 士・
土地家屋調査士 第 ２ 木 曜 日

行政書士相談 官公庁への手続、契約書等の書類作成など 行 政 書 士 第 ２ 金 曜 日
建 築 相 談 住宅の購入、新・改築、バリアフリーなど 建 築 士 第 ３ 木 曜 日
不 動 産 相 談 不動産売買、土地賃貸借、土地活用など 不動産鑑定士 第 ４ 木 曜 日
境界問題相談 土地境界に関する悩み、疑問など 認定土地家屋調査士 第 ４ 金 曜 日

※会場の地名のみは市民センター。11月の相談 ※会場の地名のみは市民センター。

移動労働相談
問商工労働政策課　☎528-2754

求人情報の閲覧、関係機関との連絡調整、職場トラブル（不利益な条件変更、賃金未払い、解雇な
ど）の相談に応じます。▷2日（水）＝日吉台▷10日（木）＝仰木の里▷16日（水）＝北老人福祉センター
▷24日（木）＝市役所。いずれも13時30分～15時30分。予約不要（市役所での相談は事前にご連絡
を）。

行政相談委員による相談所
問滋賀行政監視行政相談センター　☎523-1100

国や独立行政法人、特殊法人などへの要望や相談に応じます。▷1日＝フォレオ大津一里山▷8日＝
木戸、堅田▷15日＝唐崎▷22日＝イオンスタイル大津京。いずれも火曜日　13時30分～15時30
分。（予約不要）

男女共同参画センターの相談
パートナー、家族など自分の周りの人との関係な
どの悩みを聞き、解決のための一歩を踏み出す応
援をします。いずれも相談時間は、1人50分まで
です。
問男女共同参画センター　☎528-2615

◆女性カウンセラーによる女性の悩み相談（毎月第2・4火曜日）　8日・22日、13時～16時。定員
先着3人（相談日の1カ月前から電話で受け付け）。要予約。

◆相談員による相談　▷電話相談☎527-5508＝水・木曜日10時～12時・13時～16時（祝休日を
除く）▷面接相談＝月曜日13時～16時（祝休日を除く）。定員先着3人。要予約。

おおつっこ　ほっとダイヤル（いじめ相談）
☎0120-025-528（通話料無料、市外局番077エリアのみ）
問いじめ対策推進室　☎528-2830

おおむね18歳以下の子どものいじめなどに関する相談に「おおつっこ　そうだんチーム（相談
調査専門員）」が応じます。来所の際は、事前にお電話ください。月～金曜日9時～17時（火
曜日は20時まで。祝休日・年末年始を除く）。

人権相談
問人権・男女共同参画課　☎528-2791

人権擁護委員がいじめや体罰、暴行、虐待、差別、インターネットによる人権侵害などの相
談に応じます。▷電話相談＝1日（火）▷面接相談＝15日（火）13時～16時、29日（火）10時～
12時（いずれも受け付けは30分前まで）、男女共同参画センターで。

発達に関する相談
問子ども発達相談センター　☎511-9330

3歳6か月児健診後から中学校卒業までの子どもの発達に関する相談をお受けします。月～金
曜日9時～17時（祝休日・年末年始を除く）。要予約。

子育て相談
問子育て総合支援センターゆめっこ　☎528-2525

就学前の子育てに関する家族の関わりなど相談全般、専門機関への紹介など。毎日9時～17
時（月曜日・第4日曜日を除く。祝休日のときは翌日に振り替え）。

消費生活相談
問消費生活センター　☎528-2662

消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。月～金曜日9時～17時、明日都
浜大津4階で（祝休日・年末年始を除く）。消費者ホットライン（局番なし「188」）で、当セン
ターまたは滋賀県消費生活センター、国民生活センターを案内します。

少年悩みごと相談
20歳未満の少年等（子ども）の生活・学業・交友関係な
どの相談。思春期の悩みや進路変更・就職など、本人や
保護者からの相談に応じます。

◆大津少年センター　☎522-3721　面接相談・電話相談＝9時～17時（受け付けは16時
30分まで）、生涯学習センター4階で（月曜日（祝日の場合は翌平日）、第3日曜日を除く）。
◆堅田少年センター　☎573-9000　面接相談・電話相談＝9時～17時（受け付けは16時
30分まで）、北部地域文化センター2階で（日・月曜日、祝休日を除く）。

子ども・若者総合相談窓口
問市社会福祉協議会相談専用ダイヤル　☎526-5316

ひきこもり、ニートなど、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者（市内在住
おおむね15歳以上）やその家族からの相談に応じます。
◆電話相談　月～金曜日9時～17時（祝休日・年末年始を除く）
◆面接相談　明日都浜大津5階で。事前にお電話ください。

教育相談
不安を抱えている子どもや子育てなどで悩んでいる中学
3年生までの保護者に対し、教育相談に応じています。
問教育支援センター　☎527-5525

◆電話相談　☎525-7912・☎522-4646（日曜日、祝休日を除く9時～17時）
◆面接相談　9時～16時30分、明日都浜大津1階で。
※面接相談の際は、事前にお電話ください。

総合ふれあい相談
暮らしの中でのあらゆる心配ごとや悩みごとの相談に応
じます。
問市社会福祉協議会相談室　☎525-5250

◆地域での相談　▷木戸＝16日（水）▷堅田＝15日（火）▷坂本＝24日（木）▷晴嵐＝18日（金）
▷南郷＝21日（月）▷アル・プラザ瀬田＝22日（火）。時間はいずれも13時30分～15時30分。
◆面接相談　9時～17時、明日都浜大津5階で。
◆電話相談　土・日曜日、祝休日を除く9時～17時
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※各種イベント・行事等の中止、公共施設の休館等の状況については、随時ホームページなどでご確認ください。

いべんと伝言板
　市民のみなさんが参加するサークル・
団体などが市内で行う催しの情報を掲
載しています。
※各記事中の参は参加費です。
問広報課　☎528-2703 Ｆ522-8706

9時～17時（8日は12時30分～、13日
は15時30分まで）、歴史博物館で。入
場無料。日本大津絵文化協会☎524-
5656
◆私のできることを形にしよう！「活
動ステップアップ講座」　11月8日（火）
10時30分～・28日（月）14時～、12月
19日（月）14時～、ブランチ大津京で。
参3回1,800円（単発で参加する場合1
回1,000円）。要申込。NPO法人まち
づくりスポット大津☎511-9814
◆シニア向きスポンジテニス無料体験
　11月10日（木）・17日（木）13時～、
石山市民体育館で。山崎☎534-5591
◆膳所英会話講座　体験学習会　11
月10日・17日・24日の木曜19時～、
膳所公民館で。初級・中級の合同クラ
ス編成。参加無料。要申込。小林☎
080-9128-5142
◆大津友の会2022家事と家計の講習
会　▷11月12日（土）10時～＝南郷グ
リーンハイツ自治会館▷11月19日（土）
10時～＝膳所公民館▷11月23日（祝）
10時～＝小野コミュニティセンター▷
11月26日（土）9時30分～＝子育て総合
支援センターゆめっこで。参無料～200
円。要申込。詳しくは大津友の会ホー
ムページへ。本多☎070-4408-2212
◆ふじみ秋フェスタ「滋賀の戦争時の
お話」広島の高校生が描いた原爆の絵
展示　11月12日（土）13時30分～、富
士見公民館で。参加無料。池田☎090-
3487-5206
◆滋賀カラオケ研究会・友の会発表会
　11月13日（日）12時～、生涯学習セン
ターで。入場無料。今井☎090-4644-
6875
◆プリマヴェーラの音楽会（マンドリ
ン）　11月13日（日）14時～、奏美ホー
ル（御幸町）で。入場無料。松田☎537-
0432
◆2022年度自然観察会　▷秋の木の
実の観察会＝11月20日（日）10時、皇
子が丘公園体育館前集合。▷水鳥の観
察会＝12月18日（日）10時、膳所城跡
公園大手門集合。いずれも参100円。
いずれも小雨決行。高木☎534-5806
（20時以降）
◆ハワイアン フラ発表会Ka Papa Hula 
Lei Pua ホーイケ　11月20日（日）13
時～、北部地域文化センターで。入場
無料。大前☎090-1710-0272
◆法住忌～本福寺菊見の集い～『桂文
三落語会』　11月20日（日）14時～、堅
田本福寺（本堅田一丁目）で。定員100
人。小学生以上対象。参1,000円（小
学生無料）。詳しくはホームページへ。
本福寺☎572-0044
◆秋の脳トレピアノ体験会～初心者か

◆ギター教室＆ギター演歌サークル　
▷ギター教室＝第2・4火曜日13時～、
初心者対象▷ギター演歌サークル＝第
1・3木曜日13時～、シャルム大津集会
室（蓮池町）で。小嶋☎090-9861-
4514
◆剣舞詩舞で楽しみませんか？紅葉の
会　指導者：小林健二郎師範　随時見
学可　毎月第2・4月曜日13時～、中老
人福祉センターで。要申込。小林☎
534-3867
◆英語を楽しもう！日常が豊かになり、
世界が広がるよ！あなたはどれを選
ぶ？　▷毎週木曜日＝①TOEIC対策9
時50分～②ネイティブ発音を身につけ
よう10時50分～③原書で楽しむ『赤
毛のアン』13時50分～▷隔週木曜日
（11月10日～）＝①英語の絵本を音読
しよう11時50分～②『赤毛のアン』を
楽しむ（ミニレッスン付、男性対象）
12時50分～▷隔週木曜日（11月3日
～）＝①お気に入りの英語の歌を歌おう
11時50分～②『赤毛のアン』に学ぶ幸
福へのカギ（ミニレッスン付、女性対
象）12時50分～、コープしが北大津セ
ンターで。参1回1,000円。定員各回6
人。要申込。えいごクラブ☎090-
9213-7307（平日9時～15時）
◆秋を満喫する体験教室　▷11月1日
＝やさしい英語の歌で笑活▷11月8日
＝徒然草を英語で楽しむ秋活▷11月
22日＝フォークダンスで筋活、いずれ
も火曜日13時～、滋賀公民館で。参1
回500円。小林☎579-8922
◆スポーツエンジョイフェスタ＆BSC
マルシェ＆BSC香の里マラソン　▷ス
ポーツエンジョイフェスタ＝11月3日
（祝）10時～、びわこ成蹊スポーツ大学
で。幼児以上対象。参加無料。▷BSC
マルシェ＝11月3日（祝）10時～15時、
天然温泉比良とぴあで。幼児以上対象。
参加無料。▷BSC香の里マラソン＝11
月27日（日）10時～、伊香立公園で。対象
▷1,000m＝小学1～3年生▷2,000m
＝小学4年生以上。定員先着130人。
参500円。11月10日（木）までに要申
込。NPO法人BIWAKO SPORTS CLUB
☎090-3865-0722
◆“現代大津絵展”の開催　大津絵100
点以上展示　11月8日（火）～13日（日）

ら経験者まで～少人数グループレッス
ン　11月22日（火）11時10分～、和邇
コミュニティセンターで。参100円。要
申込。山田☎050-7122-3588
◆近江健康歴史散歩　瀬田唐橋周辺の
古道を歩く5　「国分へそ石」を訪ねて
　11月23日（祝）8時45分、JR石山駅
集合。参500円。11月15日（火）までに
要申込。堤☎537-4871
◆大津市北部クリーンセンター＆プラ
ごみ資源化施設の見学会　11月24日
（木）9時30分、北部クリーンセンター
集合。参加無料。要申込。大津市プラ
ごみ削減勉強会☎080-5338-7351
◆木目込人形　干支づくり体験会　11
月26日（土）10時30分～、大津公民館
で。参2,700円。定員10人。要申込。
林☎090-8527-6164
◆ホメチギリエ虹作品展　12月8日
（木）～11日（日）10時30分～16時（11
日は15時まで）、びわ湖大津館で。入
場無料。土井☎090-2706-2888
◆かな書道香樹会社中展　12月16日
（金）～18日（日）9時～17時（18日は
15時まで）、歴史博物館で。入場無料。
武田☎524-8798
◆日吉台合唱団クリスマスコンサート
（整理券要、駐車場なし）　12月17日
（土）14時～、日吉台公民館で。入場無
料。定員約50人。詳しくは日吉台合唱
団ホームページへ。中村☎090-8820-
3667
◆＜近江湖南アルプスTRAILRUNRACE 
in 桐生＞参加者募集　12月18日（日）9時
～、桐生若人の広場（上田上桐生町）で。
①個人の部24㎞②男女ペアの部24㎞
③小学校低学年の部3㎞④小学校高学
年の部5㎞参①②有料③④無料。定員
先着①300人②20組40人③④50人
11月12日（土）までに「第4回近江湖南
トレラン」ホームページから要申込。
近江湖南アルプストレイルラン実行委
員会☎080-2527-3691
◆キャベツ畑に“かかし”を展示しま
す（関津自治会館に駐車場あり）　来
年3月31日（金）まで、関津町民グラウ
ンド横キャベツ畑（関津一丁目）で。見
学無料。農～夢せきのつ☎080-8305-
1454

ご寄附
ありがとうございました

（８月・９月）
　ご厚意により、市にご寄附いただいた
みなさんを紹介します。

▷物品＝富士見幼稚園PTA様▷現金＝
中嶌　浩雅様

広報 おおつ
11月1日号15

暮らしの伝言板
大津市の人口
令和4年10月1日現在
（　）内は前年比

総人口 男 女 世帯数
344,470
（+479）

166,027
（+158）

178,443
（+321）

155,641
（+2,183）
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★定　　員　いずれも30人
★申込方法　いずれもホームページから

★場所　日吉大社・西教寺・旧竹林院
★日時　11月3日（祝）～12月4日（日）17時～21時
※日吉大社、西教寺はライトアップの時間帯、無料開放します。
※旧竹林院は期間中の金・土・日曜日・祝日の17時30分～21時。事前予約のうえ、同時
　開催「ＮＡＫＥＤ ＧＡＲＤＥＮ ＯＮＥ ＫＹＯＴＯ※比叡山坂本」との共通拝観券（2,000円）が必要。

びわ湖大津秋のライトアップ夜間観光バスツアーびわ湖大津秋のライトアップ夜間観光バスツアー

びわ湖大津  　  のライトアップイベント

びわ湖大津秋のライトアップイベント

比叡山坂本秋のライトアップ
～塞王の楯ゆかりの地をめぐる 穴太衆積みの里～
比叡山坂本秋のライトアップ
～塞王の楯ゆかりの地をめぐる 穴太衆積みの里～

★日時　11月11日（金）～27日（日）17時30分～21時（入山は20時30分まで）
★料金　大人800円　中高生600円　小学生300円（昼間は別途入山料が必要）

石山寺　あたら夜もみじ石山寺　あたら夜もみじ

★運行日　11月5日～12月3日の毎週土曜日
★コース　ＪＲ大津駅＝西教寺＝日吉大社前（日吉大社・滋賀
院門跡拝観）＝旧竹林院＝ＪＲ大津駅

★料　金　4,000円（比叡山坂本秋のライトアップ・NAKED 
GARDEN ONE KYOTO※比叡山坂本の共通拝観料等含む）

※NAKED GARDEN ONE KYOTO（ネイキッドガーデンワンキョウト）…株式会社ネイキッドと京都市・宇治市・大津市
の3市が連携し、地域の神社仏閣など歴史的建造物を舞台に行う次世代型アートプロジェクト。
　大津市では、比叡山延暦寺・滋賀院門跡・日吉参道でプロジェクションマッピングおよびライトアップのイベントを開催。

★運行日　11月12日～26日の
　　　　　毎週土曜日
★コース　ＪＲ大津駅＝石山寺＝ＪＲ大津駅
★料　金　4,000円（お土産代、入場拝観
　　　　　料等含む）

坂本コース 石山寺コース

秋のライトアップ開催期間に、ＪＲ大津駅発着の夜間観光バスを運行します。

日吉大社

　石山寺


