
イベントハイライト
10月5日～11月30日

イベントハイライト　「SLOW　OTSU」…❾
写真：＠hourai_no_ie

SLOW OTSU 2022  プロモーション企画
　JR大津駅との連携企画として、「スロウなひと、オオツな
ひと」をテーマにSNSで写真投稿を募集して投稿のあった
写真を使ってポスターを制作し、大津管区の7駅にリアル
タイムで掲示しました。
　今回の表紙は、期間中に指定のハッシュタグを付けて投
稿いただいた写真の中で一番いいねの多かった作品を活用
させていただいています。
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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

問大津市マイナンバーコールセンター　☎528-2698

問保険年金課
国民健康保険に関すること　　　　☎528-2750
後期高齢者医療制度に関すること　☎528-2687

 ＜オミクロン株対応2価ワクチン　お早めの接種をご検討ください＞ 
　新型コロナウイルス感染症にかかる特例臨時接種の実施期間は、3月31日
（金）まで（1月17日時点）です。接種を希望される方で、まだオミクロン株
対応2価ワクチンを接種されていない方は、お早めの接種をご検討ください。
　なお、大津市ふれあいプラザでの集団接種は、1月28日で終了しましたが、
個別の医療機関で接種を継続しています。接種を実施している医療機関に
ついては、市ホームページをご確認ください。

最新情報は
市ホームページへ

接種が
受けられる場所

★ 最大20,000円分のポイントがもらえる『マイナ
ポイント第2弾』の対象となるカード申請期限
の延長は、今回が最後になります。

★ ポイント申込期限は、今後の感染状況やカード
の申請・交付状況等により改めて公表される予
定です。（現時点では未定）

★ 期限間際には窓口が大変混み合うことが予想されますので、
お早めの申請をおすすめします。

3月のマイナンバーカード　休日交付窓口　完全予約制
★ 開設日　3月5日（日）、25日（土）
※原則申請者本人が来庁する必要があります。
★ 予約方法　インターネットまたは電話
※詳しくは、受け取りの通知に同封する案内をご覧ください。

　マイナンバーカードを健康保険証
として利用するにはあらかじめ利用
登録の申し込み手続きが必要です。
利用登録について詳しくは、マイナ
ポータルまたはマイナンバー総合フ
リーダイヤル☎0120-95-0178まで。
　また、セブン銀行ATMや保険年金課、マイナ
ポイント手続支援窓口（市役所新館1階ロビー）
でも手続き可能です。詳しくは、保険年金課へ。
　なお、受診される医療機関におい
てマイナンバーカードを健康保険証
として利用できるかどうかは、直接
医療機関へお問い合わせください。

問市民税課　☎528-2721・528-2722

　市民税・県民税の各種所得控除等は、原則、年末調整やその控除を申告することで初めて適用されます。収入や
所得控除の申告をしていないことで、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の算定や軽減、各種福祉サービスの
助成等において適正な措置を受けられない場合があります。所得がない方でも申告期間中に申告しておくことで、
6月1日以降に所得証明書を速やかに発行することができます。
◆自宅のパソコンから申告できます！
　従来の郵送による申告書の提出だけでなく、市ホームページで公開中の「個人市民税・県民税申
告書作成システム」と「大津市電子申請システム」を利用し、自宅のパソコンから申告書を提出（電
子送信）できます。

◆申告期間　2月16日（木）～3月15日（水）
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）9時～16時
◆申告会場　市役所新館7階　大会議室
※ 各支所でも市民税課職員が申告受付を開催します。
開催日などは市ホームページまたは同課へ。
※ 申告会場では消毒、検温、換気などの新型コロナウ
イルス感染症対策を行います。必ずマスクを着用し、
筆記用具等の持参をお願いします。

※ 医療費控除を申告される場合は、あらかじめ対象と
なる医療費の額を合計して明細を作成し、源泉徴収
票のほか必要書類を必ず持参してください（医療費
の領収書での申告はできません。詳しくは市ホーム
ページへ）。
◆マイナンバーの記載が必要です
　申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載と本
人確認のため、「マイナンバーカード」または「通知カー
ド＋運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台
帳カードなど」のいずれかの提示か写しの添付が必要
です。申告会場にお越しの際は必ず持参してください。

税金ニュース  市民税・県民税の申告をお忘れなく

市民税・県民税の申告

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

マイナポイント第2弾対象
マイナンバーカードの申請が2月末まで延長

マイナンバーカードを
健康保険証として利用できます

マイナポイント
に関する最新情
報はこちら

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 お知らせ／
税金ニュース
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問国スポ・障スポ大会推進室　☎528-2919

問住宅課　☎528-2786

★申込受付期間
　1期＝2月1日（水）から10日（金）まで
　2期＝3月1日（水）から10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
　大津市営住宅管理センター、住宅課、各支所で交付。
　1期＝2月10日（金）まで（日曜除く）
　2期＝ 2月17日（金）から3月10日（金）まで（日曜・祝

日除く）※土曜日の交付は、同センターのみ。
★家賃　空家一覧表に記載
　中堅所得者向住宅の入居者も募集します
★募集する住宅
　仰木の里団地、平津二丁目団地、中央二丁目団地
　※ 部屋の空き状況については同センターに確認ください。
★家賃　53,600円～98,000円
　・ いずれも申し込みは大津市営住宅管理センター（8
時40分～17時40分）まで。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へ。

　地域優良賃貸住宅（高齢者型）は「高齢者の居住の安
定確保に関する法律」に基づき民間の土地利用者等が建
設および管理している賃貸住宅で、市が入居者の所得に
応じて家賃補助を行っています。
★ 入居資格　満60歳以上の単身者。同居者がいる場合は
配偶者や60歳以上の親族であること等（常時の介護が必
要な人や居宅内での介護を受けることが不可能または
困難な人を除く）。かつ所得月額が48万7千円以下の方。
★ 物件名（所在地）　コージーハウス長等（長等二丁目2-20）、
やしま館（黒津三丁目14-4）、マンショングレース（浜大
津三丁目5-23）、レスペクテ（御幸町1-27）、アベニー
ル（皇子が丘二丁目3-1）
※ 資料は住宅課窓口・市ホームページで閲覧可。
【間取り、設備】
1LDK～2LDK、段差のない床、手すりの設置などのバ
リアフリー、24時間緊急通報システムあり
【家賃（共益費等は別途）】
入居者負担額45,100円～109,000円
※所得が多い場合、家賃補助は受けられません。
★申込先　各管理会社

★所 在 地　大津市唐崎二丁目10-12（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（入店済み業種を除く）
　　　　　　※業種は日本標準産業分類によります。
★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になる場合あり。
★店舗面積　64.00平方メートル　　★募集区画　2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、申込方法など詳しくは同センター☎548-8951へ。

＜会期前実施競技＞令和7年9月6日（土）～9月15日（月）
競　　技　　名 種　　別 競　技　会　場 競技日程＜令和7（2025）年＞

体　操
新体操 少年男子・少年女子

滋賀ダイハツアリーナ（滋賀アリーナ）
9月6日（土）～9月7日（日）

トランポリン 男子・女子 9月9日（火）
競技 全種別 9月12日（金）～9月15日（月）

＜会期内実施競技＞令和7年9月28日（日）～10月8日（水） ※2023年1月1日付で「ボート」から「ローイング」に競技名称が変わりました。
競　　技　　名 種　　別 競　技　会　場 競技日程＜令和7（2025）年＞

セーリング 全種別 大津市柳が崎特設セーリング会場 9月28日（日）～10月1日（水）
バドミントン 全種別 滋賀ダイハツアリーナ（滋賀アリーナ） 9月28日（日）～10月1日（水）
高等学校野球（硬式） － マイネットスタジアム皇子山（皇子山総合運動公園野球場） 9月29日（月）～10月2日（木）
フェンシング 全種別 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 9月29日（月）～10月2日（木）
テニス 全種別 大石緑地スポーツ村テニスコート 9月29日（月）～10月2日（木）

サッカー 少年女子
皇子山総合運動公園陸上競技場
伊香立公園芝生グラウンド
甲賀市水口スポーツの森陸上競技場

10月3日（金）～10月6日（月）

バスケットボール 成年男子・少年男子 滋賀ダイハツアリーナ（滋賀アリーナ） 10月3日（金）～10月7日（火）

カヌー スラローム 成年男子・成年女子 瀬田川特設カヌー会場 10月4日（土）～10月5日（日）
ワイルドウォーター 10月3日（金）、10月6日（月）

ライフル射撃（25m） 成年男子 滋賀県警察学校射撃場 10月4日（土）～10月6日（月）
ローイング（※ボート） 全種別 関西みらいローイングセンター（滋賀県立琵琶湖漕艇場） 10月4日（土）～10月7日（火）
空手道 全種別 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 10月5日（日）～10月7日（火）
　 わたSHIGA輝く障スポ（第24回全国障害者スポーツ大会、令和7年10月25日（土）～27日（月））の競技日程は、令和5年度末までに決定する予定です。

市営住宅入居者募集 地域優良賃貸住宅（高齢者型）のご案内

わたSHIGA輝く国スポ競技会会期が決定！

市営住宅唐崎駅前団地店舗入店者募集のお知らせ

広報 おおつ
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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　　 Ｅメールアドレスお知らせ



がん検診の種類

肺がん結核検診

大腸がん検診

胃内視鏡検査

乳がん検診

子宮頸がん検診

検 診 ・ 検 査 の 内 容

※写真：市立大津市民病院

★日　時　3月18日（土）
　　　　　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　2月17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

初めてのパパママ教室
完全予約制・完全入替制

問健康推進課　☎528-2748

問健康推進課　☎528-2748

★日　時　2月27日（月）13時30分～15時30分
　　　　　（受付は13時15分～）
★場　所　堅田市民センター
★内　容　助産師の話や赤ちゃん人形抱っこ体験、

妊婦同士の交流など
★定　員　先着20人
★参加費　無料
申問堅田すこやか相談所☎574-0294
　　（平日9時～17時）ネット予約も可

　本市では、平成28年3月に「大津市がん対策推進条例」を
制定し、市民のがんに関する知識および関心を深めるとと
もに、がん対策の一層の推進を図るため、2月4日を「大
津市がんについて考える日」としました。
　みなさんもこの機会にぜひ「がんの予防や早期発見」や
「がんにかかっても安心して療養ができる暮らし方」につ
いて考え、できるところから取り組みましょう。

マタニティサロン

問健康推進課　☎528-2748

ネット予約
ネット予約

大津市がんについて考える日

2月 4日 は T A C

（Think About Cancer）

❶ 自分が受診できるがん検診を確認しましょう！
　市のがん検診は検診対象部位が治療中・経過観察中ではなく、自覚症状がない人が対象です。
また、検診ごとに対象年齢も異なりますので、詳しくはホームページをご確認ください。
❷ がん検診を受けましょう！
　市のがん検診は診療所や総合病院でも、さまざまな登録医療機関で受けることができます。
　受診前には医療機関へ予約の有無等を確認してください。乳がん検診のみ保健所健康推進
課へご予約ください。多くの総合病院では、健（検）診を受けるための窓口となる、「健診セ
ンター」が設置されています。健（検）診のことなら何でも相談ができます。（予約制）

❸ 検査結果を確認しましょう！
　▶要精密検査　➡　必ず精密検査を受けましょう。
　　　　　　　　　　　※「異常あり」＝「がん」ではありませんが、詳しく調べるためには精密検査が必要です。
　▶精密検査不要　➡　検診で100％がんが見つかるわけではありません。今後も定期的にがん検診を受けましょ

う。また、気になる症状が出現した場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。

レントゲンの機械の前に立ち、胸部エックス線検査を受けます。肺全体を
撮影するため、大きく息を吸い込んで、しばらく止めて撮影します。肺全
体の様子を確認することで、肺に病気や気になる箇所がないかを調べます。

医療機関から検査容器を受け取り、自宅で2日の便を採取後、医療機関へ持参します。検査で
は、採取した便に血が混じっていないかを調べます。

鼻や口から細長いカメラを挿入し、胃の中の様子を確認します。気になる
所見があれば、その場で細胞を少し切り取って調べるといったことも可能
です。2年に1回の検診ですが、市では近年受診される人が増加しています。

女性が対象の2年に1回の検診です。市のがん検診は、マンモグラフィという、
乳房専用のエックス線検査です。薄くのばすことで乳腺が広がり、乳房を
触っても、しこりが分からないようながんも調べます。

女性が対象の2年に1回の検診です。子宮頸部（子宮の入口）を、先端にブラシのついた専用の
器具で擦って細胞を採り、異常な細胞がないかを調べます。

大
津
市

が
ん
情
報

健診センター健診センター

胸部エックス線検査胸部エックス線検査

マンモグラフィマンモグラフィ

胃内視鏡検査胃内視鏡検査

健康・子育て「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/
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選挙管理委員会からのお知らせ
　4月23日執行の「大津市議会議員一般選挙」（定数
38人）の立候補予定者に対する説明会を行います。
★日時　2月19日（日）13時30分から
★場所　大津市役所　別館1階　大会議室
※会議室への入室は1陣営2人まで。

期日前投票所の設置場所が変わります
　市では市内7カ所に期日前投票所を設置していま
すが、令和5年4月執行の統一地方選挙（滋賀県議
会議員一般選挙及び大津市議会議員一般選挙）より、
これまでの『坂本支所』から『平和堂坂本店』に
設置場所を変更しますので、お間違いのないよう
にご注意ください。
★投票所設置場所　平和堂坂本店3階
　　　　　　　　　上りエスカレーター横
　　　　　　　　　（坂本七丁目24-1）
★投票時間　10時〜20時
※�その他の期日前投票所については変更ありません。

　令和5年4月執行の滋賀県議会議員一般選挙、大津市議会議員
一般選挙の期日前投票所の投票立会人を募集します。特に18歳
から29歳までの若年層の方に政治や選挙への関心を高めてもら
うことを目的としています。ぜひご応募ください。

応募資格 大津市の選挙人名簿に登録されており、特定の候補者と直接利
害関係のない公正な人

立会場所 大津市役所、平和堂坂本店、フォレオ大津一里山

立 会 日 滋賀県議会議員一般選挙（令和5年4月1日〜8日）、大津市議会
議員一般選挙（令和5年4月17日〜22日）のうちいずれか1日

従事時間 大津市役所：8時15分〜20時15分
平和堂坂本店・フォレオ大津一里山：9時45分〜20時15分

選任方法

18歳から29歳までの若年層の方を優先して選任します。
※�各立会日について2名を超える応募があった場合は、まず若
年層の方で抽選を実施します。
※�若年層の方のみで募集人数に満たない場合は、満たない人数
について若年層以外の方で抽選を実施します。

報 酬 額 1日9,600円　※交通費、食費は支給しません。

応募方法
インターネット（大津市電子申請サービス）
※�大津市電子申請サービスにより、応募をすること
が出来ない場合は、市選挙管理委員会事務局まで
ご連絡ください。

応募期限 令和5年2月28日（火）17時まで

問大津市選挙管理委員会事務局　☎528-2650

屋外の公共の場所での喫煙はやめましょう！
「大津市路上喫煙等の防止に関する条例」をご存知ですか

木造住宅にお住まいのみなさんへ

「未
み

るみる」
利用登録者感謝キャンペーン
抽選で京阪電車大津線1日乗車券プレゼント！

12月下旬に「高齢者生活支援商品券交付
事業についてのお知らせ」が届いた方へ

　市では、市内全域の屋外の公共の場所（道路や公園など）
において、喫煙をしないよう、また火のついたたばこ（加
熱式たばこを含む）を持たないように条例で定めています。
＜条例制定の目的＞
◦路上喫煙等によるやけどなどの被害や、受動喫煙を抑制
◦市民の安心・安全・健康な生活の確保、まちの美観保全
　特に人通りの多い駅前や観光地は「路上喫煙等禁止区
域」に指定し、区域外の屋外の公共の場所についても路
上喫煙等をしないように努めることとしています。

　自分の家の築年数を知っていますか？もし、
昭和56年以前の建物なら、耐震診断をしてみま
せんか。昭和56年以前に建てられた住宅の中
には耐震性能が十分でないものもあり、市で
は、在来工法による木造住宅の無料耐震診断
や、耐震改修工事の補助事業を行っています。
　木造建物の地震に対する強さは、柱の間隔や耐力壁（筋

かい等で補強された壁）の量で決まります。
窓の多い建物、耐力壁の配置に偏りがある建
物は揺れやすく地震に弱い場合があります。
また、建物の基礎、地盤の状態にも建物の揺
れやすさは影響されます。大津市内の地盤の
揺れやすさ等は、地震ハザードマップが参考
になります。

　企業局では、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「未るみる」
を開始しています。
　今回、利用登録者感謝キャンペーンとし
て、2月28日（火）までに利用者登録をし、企業局から送
信されるアンケートに回答すると、抽選でペア250組に
京阪電車大津線で使用できる1日乗車券をプレゼント！
アンケートの回答期限は3月14日（火）までです。

　高齢者生活支援商品券は、交付対象者に簡易書留で順次お届
けします。郵便局から「ご不在連絡票」が届いた場合は、再配
達の手配等、速やかにご対応ください。
★交付対象　�「高齢者生活支援商品券交付事業につ

いてのお知らせ」が届いた方
★交付内容　5,000円分のJCBギフトカード
　　　　　　（1,000円分×5枚）
★交付期間　1月下旬〜2月下旬
＜手元に案内は届いたが、まだ商品券が届かない方へ＞
　お知らせが届いた方は交付対象になっています。順次お届け
していますので、恐れ入りますが交付期間中はお待ちください。
3月1日（水）時点でも届かない場合はご連絡ください。
★受取期限　3月10日（金）
※交付対象者など詳しくは市ホームページまたは長寿政策課へ。

問環境政策課　☎528-2760

問建築指導課　☎528-2774

問企業局お客様センター　☎528-2603

問長寿政策課　☎528-2741

大津市議会議員一般選挙の立候補予定者等説明会 期日前投票所の投票立会人を募集します
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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。
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建築物の耐震補
助制度について

地震ハザード
マップ



　令和4年中に納付された国民健康保険料は、税申告の
社会保険料控除としてご利用いただけます。納付された
金額を確認されたい場合は、国民健康保険料納付確認書
を発行します。

※ 加入要件に該当しなくなったときは、被保険者資格を
喪失するため届け出が必要です。

※ 職場の健康保険に加入されている方が後期高齢者医療
制度に移行すると、その被扶養者であった方（75歳
未満の方）も健康保険の資格を失いますので、国民健
康保険等に加入する手続きが必要となります。

国民年金保険料は、口座振替で6カ月分、1年分、2年分を前納
すると、納付書（現金）で前納するより、保険料が割引となります。
★ 申込方法　「国民年金保険料口座振替申出書」に必要事項を記
入し、基礎年金番号が分かる書類、預（貯）金通帳、届出印（金
融機関へのお届け印）を持って、口座振替のご指定の口座の
ある金融機関または大津年金事務所に提出してください。令
和5年4月からの申出書の提出期限は令和5年2月末です。

※ 「口座振替申出書」は、日本年金機構ホームページ、大津年金
事務所、保険年金課および支所にあります。

※詳しくは、大津年金事務所☎521-1789へ。

①ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金
②ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金
★支給額 児童1人当たり7万円（市独自の上乗せ分含む）
★申請期限　2月28日（火）まで
※ 令和5年3月分の児童手当または
特別児童扶養手当の認定または額
の改定の認定を請求した方の②の
申請期限は3月15日（水）（消印有
効）まで。

案件（名） 令和4年度大津市地域防災計画
等修正案

閲覧・
意見募集期間 1月27日（金）～2月15日（水）

資料配布・
閲覧場所

危機・防災対策課、
市政資料コーナー
（市政情報課内・閲
覧のみ）、市ホーム
ページからもダウ
ンロード可

申請方法
•インターネットからの電子申請
•保険年金課または各支所の窓口
　（※本人確認書類を持参してください。）

一定の障害とは、次に該当する状態です
•身体障害者手帳1～3級と4級の一部
•国民年金証書（障害年金1、2級）
•療育手帳A1、A2（最重度、重度）
•精神障害者保健福祉手帳1、2級

○所得減少による国民健康保険料の減免制度があります。
　前年よりも所得が大きく減少したことで、国民健康
保険料の納付が困難な世帯は、申請により令和4年度
分の保険料を一部減免できる場合があります。
＜減免に該当する要件（次の全てに該当する世帯）＞
● 世帯主および国保加入者全員の令和4年中（令和4年1
～12月）の合計所得が令和3年中の合計所得（※）の2分
の1以下である　※一時的な所得を除く。
● 令和4年度国民健康保険料が、令和4年中の合計所得
の10％以上課せられている
● 令和4年度国民健康保険料を全額納付していない
＜申請方法＞
① 減免申請書②世帯主および国保加入者全員分の令和4
年中の所得状況が分かる書類③本人確認書類をお持ち
の上、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
＜申請期限＞　3月24日（金）（必着）
※ 著しく収入が少なく恒常的な生活困窮の状態にあるた
め、国民健康保険料の納付が困難な世帯は、要件によ
り令和4年度の保険料を減免できる場合がありますの
で、ご相談ください。
○ 一部負担金の徴収猶予または免除制度があります。
　特別な理由により、保険医療機関で支払う一部負担
金の支払いが困難となった場合に、一定期間に限り猶
予または免除する制度があります。
各制度について、詳しくは市ホームページをご確認い
ただくか、同課へ。

問保険年金課　☎528-2652

問保険年金課　☎528-2687

問保険年金課　☎528-2752 問危機・防災対策課　☎528-2616

問コロナ対策支援給付金室　☎528-2654

問保険年金課　☎528-2751

ミミ ニニ

情情 報報

犯罪被害者支援出張相談会
（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
出張相談会を瀬田周辺で行います。
★日時 3月8日（水）
★対象　市内東南部にお住まい

の市民（センターに相
談歴のない方）

申問2月17日（金）までに電話で
自治協働課（☎528-2816）へ

交通安全DVD貸出し等
　交通安全の教材貸出しや、子ども
の見守り活動時等に使用いただける
物品の支給を行っています。詳しくは
市ホームページへ。
★貸出し教材
　交通安全DVD
★支給品　横断旗、
　パトロールベスト
問自治協働課　☎528-2816

市場の入場業者募集
　詳しくは電話または市ホームページ。
問公設地方卸売市場管理課　☎543-8000

税申告の社会保険料控除に必要な方へ
「国民健康保険料納付確認書」を発行します

65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は
後期高齢者医療制度に加入できます

国民年金保険料の口座振替のご案内 パブリックコメントを
実施します

子育て世帯生活支援特別給付金
お早めに申請ください

国民健康保険からのお知らせ

詳しくは
市ホームページ

お知らせ
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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



①医療的ケア支援員（看護師）
　●対象　 看護師資格を持つ人（令和5年3月31日までに取得見込

みを含む）で、年間を通じて継続して勤務できる人
　●時給　1,595円
②大津市ことばの教室指導員
　●対象　 言語聴覚士、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭いずれか

の免許を持つ人（令和5年3月31日までに取得見込みを
含む）で、年間を通じて継続して勤務できる人

　●月額　221,263円（週35時間勤務）
　　　　　189,654円（週30時間勤務）
★勤務期間　いずれも4月1日～
★採用予定人数　若干名　　★試験日　2月中旬
★ 応募方法　履歴書（市販のもので写真付き）、①は看護師免許状
の写し②は資格を証するものの写しを事前に教育支援センター
まで　※詳しくは、市ホームページまたは同センターへ。

　身の周りの自然環境に興味関心を持っても
らうことを目的に、『身近な環境市民調査』に
協力していただけるボランティア調査員を募
集します。
　令和5年度は、カエル調査を実施します！
★ 対象　市内在住または在勤、在学の方（中学
生以下は大人と一緒に）
★ 申込方法　4月21日（金）まで
に電子申請サービス（二次元
コード）または、メール、郵送、
FAXに必要事項（①市民調査
登録の旨②住所③氏名④性別⑤生年月日⑥
電話番号・メールアドレス）を書いて申し込
みください

　「大津市障害者計画」（令和6～11年度）および「第7期
大津市障害福祉計画・第3期大津市障害児福祉計画」（令
和6～8年度）の計画策定に向けて、ご尽力いただける臨
時委員を募集します。
★募集人数　1人　　★選考方法　書類選考および面接
★活動　年6回程度開催する会議に出席（報酬あり）
★ 任期　令和5年度第1回専門分科会開催日（委嘱日）か
ら令和6年3月31日まで

★ 応募方法　応募用紙（市ホームページま
たは障害福祉課で配布）に必要事項を記
載し、志望事由や計画策定に関する提
案や意見などを800字程度にまとめた
意見書（様式自由）を添えて、2月28日
（火）必着で郵送または直接同課へ
※応募資格や任期など詳しくは市ホームページへ。

　市では、広域的な観点から良好な景観資産を保全し、
創造するために、草津市と共同で「びわこ東海道景観協
議会」を設置しています。このたび、市民の方から意見
をいただくため、協議会委員を募集します。
★ 対象　市内在住、在勤または在学の満
18歳以上（令和5年4月1日現在）の方

★募集人数　1人
★ 活動　年3回程度開催する会議に出席
（報酬あり）
★任期　令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
★応募締切　2月28日（火）必着
※ 応募方法など詳しくは市ホームページへ。

　「第9期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（令
和6～8年度）の計画策定に向け、ご尽力いただける臨時
委員を募集します。
★募集人数　1人　★選考方法　書類選考および面接
★活動　年5回程度開催する会議に出席（報酬あり）
★ 任期　令和5年度第1回専門分科会開催日（委嘱日）か
ら令和6年3月31日まで
★ 応募方法　応募用紙（市ホームページま
たは長寿政策課で配布）に必要事項を記
載し、志望事由や高齢者福祉について
の提案や意見などを800字程度にまと
めた意見書（様式自由）を添えて、2月28日（火）必着で
郵送または直接同課へ
※応募資格や任期など詳しくは市ホームページへ。

★日時　2月18日（土）10時30分～
★場所　木戸公民館　3階　大会議室
★公述申出書等提出先および案の閲覧場所（市内）
　●滋賀県都市計画課（京町四丁目1-1）
　●大津土木事務所管理調整課（松本一丁目2-1）
　●大津市都市計画課（御陵町3-1）
※ 当日公述を行うには、2月13日（月）まで
に、公述申出書等を県に提出する必要が
あります。
※ 公述の申し出がない場合は、公聴会は中
止されます。
※ 詳しくは県ホームページ「公聴会開催のお知らせ」へ。

問教育支援センター　☎527-5525
問環境政策課　☎528-2760　Ｆ522-1097

otsu1121＠city.otsu.lg.jp

問障害福祉課　☎528-2745

問都市計画課　☎528-2770

問長寿政策課　☎528-2741

問都市計画課　☎528-2770

市立小中学校医療的ケア支援員・
ことばの教室指導員

令和5年度
『身近な環境市民調査員』

大津市社会福祉審議会
障害者福祉専門分科会　臨時委員

びわこ東海道景観協議会委員

大津市社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会　臨時委員

大津湖南都市計画道路3・4・100号
志賀幹線の変更案に関する公聴会

募集 募集

募集

募集

募集

募集
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11月3日 10月22日～11月13
日

11月5日

イルミネーション開催
期間

12月1日～2月14日
イルミネーション開催

期間

11月18日～3月31日

10月22日・23日・2
9日

問い合わせ……観光振興課　☎528-2756

イベントハイライト（振
り返り）

10月22日～1月31日
　昨年（2022年）で2回目の開催となった「SLOW  OTSU」では、湖岸
なぎさ公園や周辺エリアを中心に、事業者と連携し様々なイベントや企画
を開催しました。期間中には、びわ湖畔のイルミネーションやマルシェが
集うイベント、サイクルイベントなどを開催しました。
　湖岸エリアの日常的な楽しみ方を提案し、地域の方にも来訪者の方にも
このエリアの魅力を発信しました。
　今回は、開催したイベントを写真で振り返ります。

Slow Market
What a wonderful Otsu！
　大津市内のマルシェが一堂に会するマルシェの祭典を開催。
18団体230店舗のお店が出店し、フードからハンドメイドの商
品まで大津の魅力がギュッと詰まった一日。

Slow Spot
期間限定ショップ兼案内所「ぶれいく柳」
　「遊び」をテーマに、クリエイターたちの遊び心あふれる作品
を展示販売する企画展「ぷれいふるすとあ」や、大津市立図書館
から集めた古書を展示した「“誰にも借りられなかった図書”館」
を開催。

Slow Event
大津びわ湖サイクルフェスタ
　びわ湖を感じてサイクリングを楽しむイベントを開催。コース
も3コースを用意し、様々なレベルの方が参加。日本一のびわ
湖を満喫。

　びわ湖大津プリンスホテルでは、プールサイドもイルミネーションで彩られ、
幻想的な空間を楽しむことができます。また、びわ湖大津館では、光のオブ
ジェで表現された様々な海の生き物たちを楽しめる「夜の水族館」を開催。

Slow Photo festival
湖畔のちいさな写真館
　なぎさ公園にポップアップ屋外写真館が登場。湖畔の最高の
ロケーションでプロのカメラマンが家族や友人・恋人とびわ湖
の思い出を最高の写真とともにプレゼント。

Slow Nightびわ湖大津プリンスホテル
びわプリイルミネーション2022
～湖畔を照らす光の協演～

びわ湖大津館2022イルミネーション
陸できらめく海の生き物たち
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大津市パワーアップ・市民活動応援事業　実施事業募集
　本市では、「協働のまちづくり」を推進するため、地域の課題解決やまちの活性化に向けた市民団体などの主体的なま
ちづくり活動を応援する「大津市パワーアップ・市民活動応援事業」の実施事業を募集します。
区　分 トライアップ部門 「ワカモノ」チャレンジ部門

対象事業 まちづくり活動に取り組もうとする設立5年以内の団体が
実施する「大津市総合計画」の35施策に関連した事業

まちづくり活動に取り組もうとする団体が大津市内で実施
する事業

対象団体 市内に拠点を有し、構成員が10人以上で7割以上が大津市
民の団体

市内に拠点を有し、構成員が10人以上で7割以上が39歳以
下の団体

補助内容
補助金額＝「補助対象経費（事業に必要な経費から、事業収入と対象外経費を除いた額）」×「部門ごとの補助率」
補助率：2分の1以内　補助額：上限20万円 補助率：3分の2以内　補助額：上限20万円

応 募
詳細は「応募の手引き」（市民活動センターまたは協働のまちづくり推進室、市ホームページからダウンロードも可）を
ご確認の上、2月1日（水）〜17日（金）9時〜19時（日曜を除く）に申請案を市民活動センターへ　※同センター確認の上、
不備等があれば修正いただき、2月28日（火）19時までに再提出してください。詳しくは同センター（☎527-8661）へ。

選定方法 応募書類および公開プレゼンテーションによる審査により選定します。
審 査 会 3月22日（水）（予定）

問協働のまちづくり推進室　☎528-2905

小中学校の就学援助申請受付開始

JR石山駅前ひろば北側通路に
ブックポストを新設

要予約  伐採木を配布します

　子育てアプリ「とも☆育」が、子育てに役立つ情報や機能を拡充し
てリニューアルしました！
※�リニューアルした「とも☆育」を利用したい方は、新たにアプリをダ
ウンロードしていただく必要があります。
◦子育て支援情報の対象年齢を18歳未満までに拡大し、情報が充実
しました！
◦写真付き日記機能で、子どもの成長記録や健診記録を残せます！
◦「オンライン型相談掲示板機能」を使って、子育ての悩
みを相談できます（3月中旬公開予定）
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

　児童扶養手当の受給や市民税非課税などの要件を満た
す方に小中学校の就学に必要な経費を援助する就学援助
費制度の申請受付を開始します。
※申請は毎年度必要です。
★援助内容　学校給食費、学用品費、修学旅行費　など
★受付期間
　①要件に該当する新小中1年生：2月15日（水）まで
　②�その他の学年や①で申請していない新小中1年生：�3月

2日（木）から4月10日（月）まで
★受付場所
　①学校教育課
　②�学校教育課、各小中学校、各支所
　①②ともに土日祝を除く。
※同課への特定記録郵便（消印有効）でも可。
※要件など詳しくは市ホームページをご覧ください。

　ブックポストは、市立図書館で借りた本をい
つでも返すことができる本の返却ポストです。
　通勤、通学時に、図書館まで行く時間がない
ときなど、お気軽にご利用ください。

　市内の公園、道路等の維持管理で発生した伐採木（長さ、
太さ、種類はさまざま）を再利用していただくため、試
験的に配布します。
★配布日時　2月17日（金）9時〜
　　　　　　（時間を分けて配布、荒天中止）
★対　　象　大津市在住の方
★受付人数　30人
★�予約方法　2月9日（木）12時〜17時にメール（氏名、電
話番号、車両ナンバー下4桁記入）で廃棄物減量推進課へ。

※1家族につき1件の申し込みに限る。
※�申し込み多数の場合は、抽選のうえ、2月10日（金）に
メールで結果をお知らせ。
★配布場所　大田廃棄物最終処分場
　　　　　　（大石曽束町字大田1092）
※配布本数には限りがあります。

問子ども・若者政策課　☎528-2917

問学校教育課　☎528-2967

問市立図書館　☎526-4600

問廃棄物減量推進課　☎528-2802
　 otsu1703@city.otsu.lg.jp

令和5年度

令和5年度

子育て家庭の強い味方！

がリニューアル

お知らせ◀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～



11月3日 10月22日～11月13
日

11月5日

イルミネーション開催
期間

12月1日～2月14日
イルミネーション開催

期間

11月18日～3月31日

10月22日・23日・2
9日

問い合わせ……観光振興課　☎528-2756

イベントハイライト（振
り返り）

10月22日～1月31日
　昨年（2022年）で2回目の開催となった「SLOW  OTSU」では、湖岸
なぎさ公園や周辺エリアを中心に、事業者と連携し様々なイベントや企画
を開催しました。期間中には、びわ湖畔のイルミネーションやマルシェが
集うイベント、サイクルイベントなどを開催しました。
　湖岸エリアの日常的な楽しみ方を提案し、地域の方にも来訪者の方にも
このエリアの魅力を発信しました。
　今回は、開催したイベントを写真で振り返ります。

Slow Market
What a wonderful Otsu！
　大津市内のマルシェが一堂に会するマルシェの祭典を開催。
18団体230店舗のお店が出店し、フードからハンドメイドの商
品まで大津の魅力がギュッと詰まった一日。

Slow Spot
期間限定ショップ兼案内所「ぶれいく柳」
　「遊び」をテーマに、クリエイターたちの遊び心あふれる作品
を展示販売する企画展「ぷれいふるすとあ」や、大津市立図書館
から集めた古書を展示した「“誰にも借りられなかった図書”館」
を開催。

Slow Event
大津びわ湖サイクルフェスタ
　びわ湖を感じてサイクリングを楽しむイベントを開催。コース
も3コースを用意し、様々なレベルの方が参加。日本一のびわ
湖を満喫。

　びわ湖大津プリンスホテルでは、プールサイドもイルミネーションで彩られ、
幻想的な空間を楽しむことができます。また、びわ湖大津館では、光のオブ
ジェで表現された様々な海の生き物たちを楽しめる「夜の水族館」を開催。

Slow Photo festival
湖畔のちいさな写真館
　なぎさ公園にポップアップ屋外写真館が登場。湖畔の最高の
ロケーションでプロのカメラマンが家族や友人・恋人とびわ湖
の思い出を最高の写真とともにプレゼント。

Slow Nightびわ湖大津プリンスホテル
びわプリイルミネーション2022
～湖畔を照らす光の協演～

びわ湖大津館2022イルミネーション
陸できらめく海の生き物たち
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時2月26日（日）8時50分～12時
　（受け付けは8時30分～）　
場大津びわ湖合同庁舎（京町三丁目）
対受験をお考
えの方や興味
のある方
定先着50人
￥無料
問消防総務課　☎525-9901

時2月25日（土）・26日（日）9時～12
時
場東消防署
対市内在住、在勤、在学の中学生以上
※詳しくは市消防局ホームページへ。
定各先着15人
￥無料
申2月1日（水）～24日（金）までに電
話で同署へ
問東消防署　☎543-0119

家庭の省エネ・節電アドバイス講座
時3月4日（土）14時～16時
場明日都浜大津ふれあいプラザ
定30人（申込多数の場合は抽選）
￥無料
申2月21日（火）までに電話または
メール（「家庭の省エネ」参加希望、
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を書いて）で同センターへ

時12月12日（月）～2月28日（火）
内専門家によるマンション管理組合
の運営や管理に関する動画配信
￥無料
申12月12日（月）～2月17日（金）しが
ネット受付サービス、郵送、電話、
FAXまたはメール（氏名、住所、電話
番号、メールアドレスを書いて）で県
住宅課（☎528-4235　Ｆ528-4911
house-kikaku@pref.shiga.lg.jp）へ

問住宅課　☎528-2786

時2月8日（水）10時～11時30分
場明日都浜大津4階ふれあいプラザ
対市内在住で認知症の
家族を介護する男性
※状況により人数の制
限があります。

￥無料
申問開催日の2日前までに電話また
はメールで長寿政策課（☎528-2741
otsu1437@city.otsu.lg.jp）へ

時3月2日（木）10時～11時30分
場南郷公民館　大会議室
内認知症の人や家族を温かく見守る
認知症サポーターになりませんか
定先着30人　￥無料
申2月6日（月）10時から電話または
FAX、メール（氏名、連絡先、住所を
書いて）で長寿政策課
（☎528-2741　Ｆ526-8382
otsu1437@city.otsu.lg.jp）へ

時3月5日（日）14時～15時30分
場皇子が丘公園体育館
対4歳以上（年齢上限なし）
定50人
￥300円（保険料含む）
※詳しくは協会ホームページへ。
申問2月27日（月）までに電話または
FAX、メールで市スポーツ協会へ
　☎528-2914　Ｆ526-7800

ocsa@otsu-taikyo.com

「護身術体験教室」参加者募集！
～スポーツ拳法で身を守る～

マンション管理基礎セミナーマンション管理基礎セミナー
運営や管理についての動画配信運営や管理についての動画配信一般公募救命講習一般公募救命講習

心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方など心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方など

〒520ｰ0047　浜大津四丁目1ｰ1
☎526ｰ7545

info@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） 男性介護者のつどい男性介護者のつどい 市民公開講座市民公開講座

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

消防官・自衛官・警察官・消防官・自衛官・警察官・
海上保安官合同説明会海上保安官合同説明会

令和 5年度 大津市ファミリー農園　入園者募集

「京阪電車でめぐる BIWAKO OTSU　恵
めぐみ

と匠
たくみ

」
キャンペーン開催中！

　市では、市民のみなさんが自然とのふれあいを通じて、健康
でゆとりある生活の確保をはかるため、ファミリー農園を設置
しており、令和5年度の入園者を募集します。
★募集農園一覧　1区画あたり15㎡

　京阪電車のお得な「京阪電車 びわ湖1日観光チケット」を使って巡れば、参加店舗
（計22店舗）でプレゼントや割引などの特典が受けられ
る観光周遊キャンペーンを開催中です。ぜひこの機会に、
京阪電車でびわ湖大津をめぐりませんか。
★期間　1月10日（火）～3月31日（金）
★料金 京阪電車 びわ湖1日観光チケット代
　　　　大人700円、小児350円（税込）
※詳しくはホームページへ。

問農林水産課　〒520-8575　御陵町 3-1　☎ 528-2757

問びわ湖大津観光協会　☎ 528-2772

★入園資格　市在住者（1世帯1区画）
★入園期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日（4回まで更新可）
★入 園 料　年間6,500円
★ 申込方法　往復はがきに「希望農園名、住所、氏名、年齢、
電話番号、公開抽選会参加の有無」を書いて、農林水産課内　
大津市ファミリー農園運営委員会まで。※1世帯に1区画（は
がき1枚）のみ、複数区画を申し込みされた場合は無効。

★申込締切　2月14日（火）必着
★公開抽選会　2月22日（水）10時～、同課で
※申込多数の場合は抽選のうえ、応募者全員に結果を通知します。

農　園　名 所　　在 募集区画数
高 砂 農 園 高砂町22街区  1
滋賀里農園 滋賀里四丁目13街区 11
国分西出農園 国分一丁目34街区 12
※各農園とも駐車場はなく、自動車で来園しての利用はできません。

広報 おおつ
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お知らせ／
催しガイド

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



時3月4日（土）19時点火予定、膳所
のみ12日（日）18時点火予定
場▷堅田地域「漁火まつり」＝びわ湖
大橋米プラザ付近湖辺▷雄琴地区
「ヨシたいまつ点火」＝アクティバ琵
琶前湖辺（雄琴六丁目地先）▷膳所地
区「膳所火まつり」＝膳所城跡公園▷
晴嵐地区「晴嵐市民ヨシ火まつり」
＝松原町および唐橋町地先
問環境政策課　☎528-2760

対市で登録のある生後5カ月以上の
犬とその飼い主。①～③初参加者向
け④同教室の参加経験者限定
※犬1頭につき参加は2人まで。
定先着①～③7組④6組
￥各コース500円
申問2月3日（金）9時～10日（金）17
時までに電話で動物愛護センター
（☎574-4601）へ

0歳からの本格クラシック
時3月26日（日）11時～12時
内だれでも楽しめるピアノコンサー
ト（小学生未満は保護者同伴）
￥500円（0歳以上チケット必要）
申直接または電話で同館へ

時2月25日（土）9時～11時
内生鮮食料品等の販売
※詳しくは市公設地
方卸売市場協会☎
543-8029へ。

問公設地方卸売市場
　管理課
　☎543-8000

時2月25日（土）9時50分～
　（受け付けは8時45分～）
場びわ湖バレイ
内大回転競技
対市内在住、在勤の人で
▷スキー＝小学生以上
▷スノーボード＝平成19
年4月1日以前生まれの人
※詳しくは協会ホームページへ。
￥500円
申2月13日（月）までに電話または
FAX、メールで市スポーツ協会へ
　☎528-2914　Ｆ526-7800

ocsa@otsu-taikyo.com

ノルディックウォーキング
時2月16日（木）
　11時～12時
対18歳以上
定15人（要申込）
￥550円
※雨天中止。
申問ホームページ・電話
でコミュニティパーク
（☎526-7312）へ

バレンタインラッピング
時2月11日（祝）～14日（火）
内売店にてラッピングを承ります
伊原木香奈先生の寄せ植え教室
時2月26日（日）①基礎＝10時～11
時30分②応用＝13時～14時30分
内早春の寄せ植え
定各回先着15人
￥①3,900円②4,900円
申いずれも電話で同館へ

時3月14日（火）10時～11時30分
場明日都浜大津5階ふれあいプラザ
対市内在住・在勤の育休中の方、育
児をしながら働きたい、または働い
ている方
定20人（1歳～未就学児託児あり。
先着若干名。要申込）
￥無料
申問2月1日（水）9時からメール（講
座名、氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、託児希望の方は子どもの
名前・年齢を書いて）または電話で
男女共同参画センター（ otsu2463
@city.otsu.lg.jp　☎528-2615）へ

　日本で唯一の家事シェア研究家の
三木智有さんから、居心地のよい家
づくりのヒントを学びましょう。
時3月12日（日）10時～11時30分
場明日都浜大津ふれあいプラザ
対市内在住の未就学児を持つ父親、
プレパパ（ママの参加も大歓迎）
定先着15組30人程度
※1歳～未就学児の託児あり。先着
若干名。要申込。
￥無料
申2月1日（水）9時からメール（講座
名、住所、参加者全員の氏名、電話
番号、託児希望の場合は子どもの名
前（ふりがな）・年齢を書いて）または
電話で人権・男女共同参画課へ
問人権・男女共同参画課
　☎528-2791

otsu1006@city.otsu.lg.jp

ベジフルフラワーレッスン
時2月17日（金）11時～12時
内地元の近江野菜・果物を使用した
ブーケのベジフルアート。講師は野
菜ソムリエプロ　和田直子先生
定16人
￥1,800円（材料費等含む）
申2月3日（金）9時から電話
で同館へ
※詳しくは同館ホームページへ。

コース 講 習 会
(1回2時間)

実　習
(2回・各1時間)

① 2月12日(日)
13時30分～

2月19日(日)
・26日(日)

9時～
② 10時30分～

③ 2月15日(水)
13時30分～

2月21日(火)・28日(火)
13時30分～

④ 2月19日(日)・26日(日)
13時～

市場の朝市市場の朝市第86回大津市民第86回大津市民
スキー・スノーボード大会スキー・スノーボード大会

〒520ｰ0042　島の関14ｰ1
☎525ｰ1234　Ｆ525ｰ1788

大 津 市 民 会 館

〒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0022　柳が崎5ｰ35
☎511ｰ4187　Ｆ511ｰ3228

び わ 湖 大 津 館

仕事と育児両立支援セミナー仕事と育児両立支援セミナー
～どちらも大切にしたいあなたへ～～どちらも大切にしたいあなたへ～

おおつパパスクールおおつパパスクール
はじめよう！我が家の家事シェアはじめよう！我が家の家事シェア
～みんなを笑顔にする！らく家事メソッド～～みんなを笑顔にする！らく家事メソッド～

〒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

犬のしつけ方教室犬のしつけ方教室

第33回「湖辺ルネッサンス第33回「湖辺ルネッサンス
～大津のヨシ大作戦」～大津のヨシ大作戦」
ヨシたいまつ点火ヨシたいまつ点火
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①おとなのための図書館講座7
牛乳パックでランタンを作ろう
時2月22日（水）
　　10時30分〜
定先着15人
申2月10日（金）10時〜
電話または直接同館へ
②シネマサロン
時2月15日（水）・25日（土）14時〜
内「マンハント」（洋画/110分）
※13時20分〜同館で整理券配布。
③子ども映画会
時2月11日（祝）10時30分〜
内「新幹線の軌跡　続（前編）」（58分）
対幼児・児童とその保護者
定②③各先着60人
※シネマサロン・子ども映画会は2月

から事前予約不要（当日先着順）。
※①〜③図書館利用者カードが必要。
2月のおはなし会

対❶❹乳幼児❷❸幼児・児童
定先着20人

おはなし会「たーたか」
時2月11日（祝）・18日（土）11時〜
11時30分
内絵本の読み聞かせや手遊びなど
対乳幼児・児童
おはなし会「コロボックル」
時2月12日（日）11時〜11時30分
内絵本の読み聞かせ、手遊びなど

早春オンリーワンコンサート
時3月5日（日）14時〜15時45分
内当ホールを毎年ご利用の音楽関係
6教室の指導者の方々による演奏会

（ピアノ、フルート、ヴァイオリン、ビ
オラ、声楽など）
定先着300人　　￥無料
申電話またはFAX、メール otsu
2453@city.otsu.lg.jp（氏名、電話
番号を書いて）で同センターへ

①こどもえいがかい
時2月11日（祝）14時〜
内「ぴったんこ！ねこざかな5」
②シネマクラブ
時2月12日（日）13時30分〜
内「ロング、ロングバケーション」
③名画の窓
時2月19日（日）13時30分〜
内「禁じられた遊び」
定①〜③先着30人
申①〜③2月9日（木）から電話または
直接同館へ
④おはなしかいケロケロ
時2月12日（日）11時〜
⑤ぴよぴよおはなしかい
時2月25日（土）10時30分〜
⑥おはなしかい
時2月25日（土）11時〜
内④⑥おはなしと絵本の読み聞かせ
⑤絵本と手遊び、ふれあいあそびなど
対④⑥幼児・児童とその保護者
　⑤0歳から3歳とその保護者
定④〜⑥各15組
￥いずれも無料

押し花アート教室（ボールペン作り）
時3月3日（金）10時30分〜11時30分
内かわいい押し花の
ボールペン作り（2本）
定24人（申込多数の
場合は抽選。2月25
日（土）頃に結果をお
知らせします）
￥500円（材料費）
申2月20日（月）必着でメール chao
borantia@gmail.comまたは往復
はがき（1通につき1人）（名前、住
所、電話番号、メールアドレスを書
いて）で同センターへ
子ども映画会
時2月25日（土）10時〜・11時〜
内「からすのパンやさん」「スノーマン

（16ミリフィルム）」
対中学生以下の子ども
　（小学生以下は保護者同伴）
定先着50人
￥無料
※開始30分前から1階事務所前で整

理券配布。

①2月のプラネタリウム投影

内❶忍たま乱太郎の宇宙大冒険❷オー
ロラを見た恐竜たち❸火星接近・太
陽の子パエトーンの伝説❹満天の星
空in大津❺子育て支援特別投影（未
就園児とその保護者対象。要申込。）
定各80席
￥❶〜❸一般400円、小中高生200
円（当日9時30分から販売）❹❺無料
②星空観望会「火星と今年の天文話題」
時2月25日（土）18時30分〜20時
③震災特別プラネタリウム番組
時3月4日（土）・11日（土）11時〜
対②小学生以上③小学4年生以上

（小学生は保護者同伴。幼児は参加不可）
定②60人（申込多数の場合は抽選）
　③先着80人
￥②大人400円、小中高生200円
　③無料
申2月②7日（火）③3日（金）9時〜17
時に電話で同館へ
※いずれも詳しくはホームページへ。

①�人工登はん壁の利用講習会と登はん体験
時2月12日（日）❶講習会10時〜15
時❷登はん体験13時〜15時
対❶18歳以上❷小学生以上
￥❶2,500円❷大人1,500円、高校
生1,000円、小中学生800円
申2月4日（土）17時までに同村へ
②�オリオン大星雲の四重星（トラペ
ジウム）を見てみませんか
時2月18日（土）19時〜（18時〜星座
の勉強会）
定先着20人
申前日17時までに同村へ
③焼杉細工を体験してみませんか
時2月19日（日）9時30分〜、13時〜
申当日現地にて随時受け付け
対②③市民（未成年者は保護者同伴）
￥②③大人200円、小中高生100円
※③は材料費が別に必要。

❶
ととけっこ

❷
ミニミニ

❸
ちょこっと

❹まめまめ
わらべうた

10日（金）・
26日（日）

11時〜

12日（日）・
19日（日）
14時30分〜

14日（火）
13時40分〜

18日（土）
11時〜

10：30 11：00 14：00 15：30
1日（水）・15日（水） ― ❷ ― ―
2日〜16日の毎週木曜日 ❺ ― ― ―
4日（土） ― ― ❶ ❷
8日（水） ― ― ❷ ―
5日（日）・11日（祝）・12日
（日）・23日（祝）・26日（日） ― ❷ ❶ ❸
18日（土）・25日（土） ― ❹ ❶ ❷

〒520ｰ0814　本丸町6ｰ50
☎527ｰ0025　Ｆ525ｰ1490

生 涯 学 習 セ ン タ ー

〒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）

〒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ｰ0501　北小松1769ｰ3
☎596ｰ0710　Ｆ596ｰ0730

比 良 げ ん き 村

〒520ｰ0528　和邇高城12
☎594ｰ8022　Ｆ594ｰ4189

和 邇 文 化 セ ン タ ー

催しガイド
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帯や古着で作る
　スマホポシェット
時3月1日（水）9時30分
〜15時30分
衣類のサイズ・
　デザイン変更修繕
時3月4日（土）9時30分
〜15時30分
柄合わせ
　フレアワンピース
時3月8日（水）9時30分
〜15時30分
定いずれも先着15人
￥いずれも500円
申いずれも2月4日（土）9時
から直接または電話で同センターへ

①初心者向けそば打ち体験講座
時2月25日（土）10時30分〜、11時
30分〜、12時30分〜
内昨年秋に収穫したおいしい新そば
5人前を持ち帰り
対小学5年生以上
定各回先着8人
￥3,000円（材料費含む）
②�親子でつくるアイシングクッキー
教室
時3月12日（日）10時〜、13時〜
内ホワイトデーデザインのアイシン
グクッキーを作成
対小学生とその保護者
定各回先着12組
￥2,200円／組
申2月①4日（土）②10日（金）10時か
ら直接または電話で同館へ

れきはく講座
①「十二支の東伝
　　−彫刻作例を中心に−」
講師：赤津將之（本館学芸員）
時3月9日（木）14時30分〜16時
②「仏像着衣入門（インド・中国篇）」
講師：柘植健生（本館学芸員）
時3月11日（土）14時30分〜16時
定各回100人
￥500円
申①②とも2月23日（祝）
必着ではがき（講座名、
郵便番号、住所、氏名、
電話番号を書いて）で同
館へ。同館ホームページからも申し
込み可

各国のジェンダー平等に向けて・
ＮＧＯの今
時2月2日（木）13時〜15時
内日本のＮＧＯから各国のジェン
ダー平等の現状や取り組みを学ぶ
￥500円
定30人（要申込）
未来をつくるＲキッズ
時2月5日（日）13時30分 〜15時、
12日（日）10時〜12時
対小学3〜6年生
定20人（要申込）
￥500円（初回のみ）
内買い物ゲーム等からプラスチック
ごみ削減を考えます
こころのほっと相談会（無料）
時2月18日（土）13時30分〜
申滋賀県臨床心理士会ホームページへ

春の短期水泳教室　受講生募集

￥①4,950円②③3,300円
　④2,200円⑤3,960円〜6,050円
申直接同プールへ
※詳しくは同プールホームページへ。

①ワイヤークラフト教室
時2月26日（日）
　　10時〜12時
内「ワイヤー＆プラ
ンツ」〜多肉植物の
リースと小鳥〜
②オランダフラワー教室
時3月2日（木）10時〜12時
内雛まつりのおはな
③盆栽教室
時3月11日（土）13時30分〜16時
内さつきの植替え、針金かけ
④ガーデニング教室
時3月15日（水）・16日（木）13時30
分〜15時
内春の草花の寄せ植え
定いずれも各20人
￥①3,300円②④3,500円③700円

〒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0037　御陵町2ｰ2
☎521ｰ2100　Ｆ521ｰ2666

歴 史 博 物 館

〒520ｰ0042　島の関14ｰ1
☎526ｰ2666　Ｆ525ｰ1788

大 津 公 民 館

〒520ｰ0025　皇子が丘一丁目1ｰ1
☎・Ｆ526ｰ3085

皇子が丘公園温水プール
〒520ｰ0514　木戸29ｰ3

☎592ｰ2701

リサイクルセンター木戸

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。

［2月〜4月］ 問ごみコールセンター
☎528ｰ2761

地　　　　　　域 2　月 3　月 4　月
小松、木戸、和邇、小野、葛川、伊香立、
真野、真野北、堅田

1日（水）・8日（水）・15日（水）・
22日（水）

2日（木）・9日（木）・16日（木）・
24日（金）・31日（金）

7日（金）・14日（金）・21日（金）・
28日（金）

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

3日（金）・10日（金）・17日（金）・
27日（月）

6日（月）・13日（月）・20日（月）・
28日（火）

4日（火）・11日（火）・18日（火）・
25日（火）

藤尾、長等、逢坂、中央、平野、膳所 7日（火）・14日（火）・21日（火） 1日（水）・8日（水）・15日（水）・
23日（木）・30日（木）

6日（木）・13日（木）・20日（木）・
27日（木）

富士見、晴嵐、石山、南郷、大石、田上、
上田上、青山

6日（月）・13日（月）・20日（月）・
28日（火）

7日（火）・14日（火）・22日（水）・
29日（水）

5日（水）・12日（水）・19日（水）・
26日（水）

瀬田、瀬田南、瀬田東、瀬田北 2日（木）・9日（木）・16日（木）・
24日（金）

3日（金）・10日（金）・17日（金）・
27日（月）

3日（月）・10日（月）・17日（月）・
24日（月）

①3日間集中コース（4歳〜小学生）
3月25日（土）〜27日（月）、3月29日（水）〜31
日（金）、4月1日（土）〜3日（月）13時〜14時
②2日間幼児水慣れコース（2歳〜4歳）
3月29日（水）・30日（木）、4月2日（日）・3日（月）
14時15分〜15時15分
③2日間集中コース（クロール25ｍ完泳者）
3月29日（水）・30日（木）14時15分〜15時15分
④ベビー3日間短期（6カ月〜3歳）
2月〜4月の水・土曜日
⑤1カ月短期（6カ月〜中学生）
2月〜4月
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２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　◆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・2・4水曜日
第1・3金 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）

※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

※相続手続相談 相続準備の手続き（終活）および相続開
始後の諸手続き 司 法 書 士 第 1 木 曜 日  9時～12時 相談日の前週木曜日9時から電

話で受け付け（先着6人）

※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・4月曜日

相談日当日10時から電話で受
け付け（各先着6人）

身近なもめごと
相 談

ご近所トラブルなどを話し合いで円満に解
決したい時の手続き方法など 司 法 書 士 第 1 木 曜 日

（偶数月のみ）

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

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

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（木）＝雄琴▷8日（水）＝堅田▷16日
（木）＝東老人福祉センター▷22日（水）＝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。▷7日＝フォレオ大
津一里山▷14日＝木戸、堅田▷21日＝唐崎▷28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）　14日・28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＝7日（火）▷面接相談＝21日（火）いずれも
13時～16時（受け付けは15時30分まで）、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＝15日（水）▷堅田＝21日（火）▷逢坂＝22日（水）▷晴嵐
＝17日（金）▷南郷＝20日（月）▷アル・プラザ瀬田＝28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

※会場の地名のみは市民センター。２月の相談 ※会場の地名のみは市民センター。

広報 おおつ
2月1日号 14



※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

令和5年4月1日号掲載分から、いべんと伝言板の申込方法が変わります！
★申 込 方 法　 •電子申請サービス
　　　　　　　• 「いべんと伝言板掲載申込書」（直接広報課または市ホームペー

ジからダウンロード可）を、直接または郵送、FAXで広報課へ
★原稿締切日　発行号の1カ月前（必着）　（例）4月1日号への原稿締切日：3月1日
※その他変更点など、詳しくは市ホームページへ。　　
 問広報課　〒520-8575　☎528-2703　Ｆ522-8706※各記事中の参は参加費です。

節子美術館で。参1,500円。要申込。
浅川☎090-4308-8682
◆水彩画体験教室　水彩画を始めて
みませんか　2月24日（金）13時～、
平野コミュニティセンターで。参加
無料。水彩画みづえ会☎090-3923-
1473
◆カラオケサークル　2月24日、3月
24日、4月28日の金曜日13時～、浜
大津ラウンドワンで。要申込。小嶋
☎090-9861-4514
◆百町保護猫譲渡会＆マルシェ　2
月26日、3月26日、4月23日の日曜
日10時30分～15時30分、まちづく
り百町館（中央一丁目）で。真野北
アニマルレスキュー☎080-6166-
1315
◆キッズサッカーフェスティバル　
2月26日（日）▷小学生の部＝9時30
分～▷4歳からの未就学児の部＝11
時～、皇子が丘公園グラウンドで（小
雨決行）。参100円。申し込みは開催
日の1週間前までに大津市サッカー協
会ホームページへ。同協会☎525-
5192
◆2022年度自然観察会　早春の瀬
田公園観察会～セリバオウレンを見
よう～　2月26日（日）10時、瀬田公
園体育館玄関前集合。参100円。小
雨決行。要申込。高木☎534-5806
（20時以降）
◆大津市生涯学習センター利用団体
有志によるジョイント発表会　2月
26日（日）13時～、生涯学習センター
で。入場無料。中村☎090-9713-
3451
◆絵本の読み合いおしゃべり会「えほ
んでつながり隊」　2月28日（火）10時
30分～、生涯学習センターで。読み

◆ペン字・書道教室初心者歓迎　1カ
月（3回）無料体験　毎月月曜日（3
回）9時～、瀬田東公民館で。要申込。
矢野☎090-5906-6908
◆1歳からの楽しいダンス無料体験会
　2月6日～20日、3月6日～20日の
毎週月曜日9時20分～、瀬田北公民
館で。未就園児対象。梅田☎090-
2935-3546
◆いきいきストレッチ体操してみま
せんか？見学・体験会　2月7日～28
日の毎週火曜日14時～、スカイプラ
ザ浜大津で。要申込。原☎080-1447-
1611
◆コーラス夕凪（混声合唱）60才以上
の方一緒に歌いませんか♪無料体験
　2月15日（水）10時～、中老人セン
ターで。要申込。桜井☎524-7398
◆滋賀県立膳所高等学校SSH事業
SSH生徒課題研究発表会・基調講演
会　2月17日（金）13時～、大津市民
会館で。定員50人。参加無料。同校
SSH推進室☎523-2304
◆全日写連滋賀県本部写遊おうみ支
部写真展　2月21日（火）～26日（日）
9時30分～17時（21日は13時～、
26日は16時まで）、生涯学習センター
で。入場無料。阿部☎080-3108-
3342
◆ファミリーで楽しめる人形劇！！
人形劇団京芸による「へんてこげき
じょう」　2月23日（祝）11時30分～、
14時～、市民文化会館で。0歳から
対象。参1,300円（4歳以上）、親子
ペア券2,000円。要申込。大津おや
こ劇場☎525-4578
◆鼓童　小島千絵子・三橋節子画伯
の絵「三井の晩鐘」の前にて舞ふ　
2月24日（金）11時～、14時～、三橋

聞かせボランティア、子どもにまつわ
る活動をされている方対象。要申込。
参300円。宇都宮☎090-1790-6829

公共機関などからのお知らせ
◆大津税務署からのお知らせ　▷確
定申告は自宅から！＝国税庁ホーム
ページから、スマートフォンやパソ
コンで所得税などの申告書を作成で
きます。▷大津税務署の確定申告会
場＝2月16日（木）～3月15日（水）、
大津びわ湖合同庁舎1階で。税務署
の閉庁日（土・日曜・祝日等）除く。
2月19日（日）・26日（日）は、申告会
場を臨時で開設します。大津税務署
☎524-1111
◆令和5年度　県政モニターを募集
　県政への理解を深めながら、アン
ケートに回答いただく活動が中心で
す。定員300人（応募多数の場合は
抽選）。2月10日（金）17時までに「し
がネット受付サービス」から要申込。
詳しくは県ホームページへ。滋賀県
庁広報課県民の声係☎528-3046
◆カイゴとフクシ就職フェアinしが
　2月11日（祝）・26日（日）1部10時
～、2部13時30分～、県庁新館7階
大会議室で。入場無料。滋賀県介護・
福祉人材センター☎567-3925

ご寄附ありがとうございました
（11月・12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＝小野周様、日本新薬株式会社
取締役社長　中井亨様、ミナミ防災株
式会社　谷澤武司様、大津市中央学区
社会福祉協議会様、穂積宏様
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暮らしの伝言板
大津市の人口
令和5年1月1日現在
（　）内は前年比

総人口 男 女 世帯数
344,552
（+305）

166,139
（+110）

178,413
（+195）

155,913
（+2,116）
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時2月8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
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。

　「大津百町」について学び・
発見することで、来訪者にお
もてなしができる人材や大津
の魅力を積極的に発信するこ
とができる人材を育成します。
★日時　2月15日（水）
　　　　11時30分～14時30分
★内容　国の登録有形文化財である豆信料亭棟の

建物を見学します。（昼食あり）
　　　　その後、付近のまちあるきを実施します。
★対象　18歳以上
★定員　15人程度
★料金　3,000円（昼食代、資料代等含む）
★申込方法　2月10日（金）までにメール　otsu
machiya39@gmail.com（住所、氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号を書いて）で大津宿場町構想実行
委員会へ

　大津百町エリアで町家に関連
した体験や見学等のイベントを
開催します。
★日 時　3月4日（土）～12日
（日）
※イベントの内容は店舗、団体ごとに
異なります。詳しくはホームページ
へ。

中国の健康法「気功」と
「お茶」を体験しよう
中国の健康法「気功」と
「お茶」を体験しよう

　瀬田川のほとりで中国古来の健康法「気功」
を体験し、中国茶の魅力や楽しみ方について
学びます。
時2月16日（木）10時～12時
場薬膳館 茶館喫茶去（螢谷4-45）
定先着20人　￥1,200円
申2月1日（水）10時～9日（木）13時にホーム
ページまたは同協会へ、本人がお申し込みください。
※電話での受け付けは不可。

第68回びわ湖開き
～湖上パレード参加クルーズ～
第68回びわ湖開き

～湖上パレード参加クルーズ～
　湖上観光に春の到来と安全を祈願する恒例の「びわ湖開き」
の湖上パレード参加クルーズへの乗船者を募集します。
時3月4日（土）9時30分～10時40分（9時集合）
￥小学生以上▷ビアンカ2,000円▷その他中型船（インター
ラーケン、リオグランデ等）1,000円
定600人
申びわ湖大津観光協会ホームページから乗船券購入
※中型船は乗船する船を選ぶことができません。

4㊏日
3月

国際親善協会からのお知らせ

16㊍日
2月

外国人無料個別相談

町家の日 ｉｎ 大津
イベント開催
町家の日 ｉｎ 大津
イベント開催

大津まちなか大学
大津百町おもてなし学部
大津まちなか大学

大津百町おもてなし学部

受 講 生 募 集受 講 生 募 集




