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藤堂高虎公　自販機のお披露目

藤堂高虎ふるさと館≪和の家≫前で

新型コロナウイルスワクチン接種について 14 ふるさと再発見

４ 4月から町の組織・機構が変わりました

ほっと館へようこそ！

令和3年度 狂犬病予防注射の実施について



【問合先】　教育委員会　☎38－3315

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　令和２年５月から令和３年１月まで、全10回にわたり開催しました「甲良町総合計画策定審議会」に

おける第４次甲良町総合計画の答申が、令和３年２月17日に町長室で行われました。横山会長と若林

副会長より答申書が野瀬町長に対して手交されました。

　彦根南ロータリークラブ様より、「新入学小学一年生に下敷き寄贈」事業として、夢と希望を抱きながら

小学校に入学される甲良町の宝である子供たちに、藤堂高虎公や町内の主な名所地等がプリントされた

下敷きを寄贈いただきました。いただいた寄贈品は各小学校の新一年生が大切に活用させていただきます。

ありがとうございました。

第４次甲良町総合計画の答申式

彦根南ロータリークラブ様より寄贈いただきました
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【問合先】　産業課　☎38－5069

　このほど甲良町内５カ所に「藤堂高虎公」が話すラッピング自動販売機を設置しました。
　新型コロナウイルスによる影響が社会に蔓延している中で、戦国武将「藤堂高虎公」がコロナとの
合戦に備えるべく甲良町から声を世界へ発します。
　この自動販売機は、甲良町公認キャラクターである「藤堂高虎公」のイラストを用いて自動販売機に
ラッピングしたものです。さらに、外観だけではなく自動販売機より「藤堂高虎公」の音声が出る仕様と
なっています。音声の種類は複数存在し、時間帯によってセリフ内容が異なる仕組みです。
　その中で今回は、現在の新型コロナウイルスの蔓延状況から、啓発活動の一環としまして、「コロナ
合戦」特別バージョンの音声を収録いたしました。さらには、販売商品のラインナップにも、衛生用品
（マスク、除菌シート）を揃え、コロナに備えていただく訴求も盛り込んでおります。音声は、藤堂高虎公
生誕の在士地区で、高虎甲冑隊の田中良治氏にお願いしました。

「コロナとの合戦　マスク・手洗い・うがい　備えはよろしいかな？」

　去る２月11日（木）には藤堂高虎ふるさと館「和の家」において、お披露目イベントを実施いたし
ました。当日、多くの取材陣・マスコミの方にお越しいただき、お昼のNHKニュースを始め、多数の
メディアやSNSで取り上げていただきました。
　さらに、NHKワールドでも取り上げていただき、世界へも甲良町の名前が発信されました。
　全国からも、「ユニークな取組で町を盛り上げるのは良いことだ。」と反響の声が届いています。
　ぜひ町民の皆様も自動販売機を体験いただき、町外に発信いただければと思います。
※なお、コロナ特別バージョンの音声は「和の家」のみ、「尼子駅」「甲良町公民館」「甲良町観光協会」
「道の駅せせらぎの里こうら」は藤堂高虎公の複数音声で構成されています。

世界へ発信！！
戦国大名「藤堂高虎公」が話す自動販売機登場！！
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　総務課　☎38－3311

　４月１日から町の組織・機構が一部変わりました。

　ここでは、変更のあった組織・機構について紹介します

【令和２年６月２日以降に出生・転入された方について】
　令和２年６月２日～令和３年３月31日までに甲良町の住民基本
台帳に登録された方を対象に、『一人5,000円給付金事業』を行い
ます。
　対象世帯には、申請書を送付いたします。なお、これまで同様
世帯主支給といたします。
　申請書の送付および提出期限については、今後防災無線等で
お知らせをいたします。

総務課

３月31日（水）まで ４月１日（木）から

総務課 財産管理係

総務課で「町有財産の管理」を行います。

……４月から人権課がなくなります。

人権課 人権政策係 住民人権課 人権政策係

住民課を「住民人権課」と改め、同課で「人権政策、人権啓発、男女共同参画」を
担当します。

人権課 住宅管理係

事業徴収係

建設水道課 住宅管理係

事業徴収係

建設水道課で「・公営住宅、改良住宅、家賃徴収
　　　　　　　・住宅新築資金等貸付金」を担当します。

4月から町の組織・機構が変わりました

お知らせ
『5,000円の追加給付事業』について
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　滋賀県立甲良養護学校　☎38－4880

　３月２日（火）風雨のなか、作業学習で育てた花
『パンジー・チューリップ』を日赤奉仕団さんの
誘導のもと、本校近隣地区（金屋・池寺）の一軒
一軒に花とメッセージを届けさせていただきました。

　今年度は、コロナ禍で何かと不自由な生活が
続いている中でもお花を贈ることで、少しでも
明るく元気を届けました!!

　一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業（宝くじ）の助成を受けて、長寺西区の大型草刈機を
更新いたしました。これによりさらなるスピーディーな除草作業が期待できます。
 この事業は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の
向上に寄与するため、宝くじの社会貢献広報事業費を財源として、一般社団法人自治総合センターが助成を行って
いるものです。

日赤奉仕団の
方々と甲良養護
学校の生徒代表者

メッセージ
リヤカー曳いて

出発

花の贈呈（一人暮らしのご高齢の方）
日頃の感謝と末永くお元気でお過ごしていただきたい気持ちを届けよう

コミュニティ助成事業（宝くじ）の助成
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　保健福祉センターでは、献血バスでの献血を実施します。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

日　　時：４月27日（火）　９時30分～11時30分（午前のみ）　
　　　　　※時間はお一人20分程度です。
　　　　　※申込みは不要です。実施時間内にお越しください。
場　　所：甲良町保健福祉センター　正面玄関前
献血基準：年齢　16～69歳の健康な方
　　　　　※健康な方は、献血による身体への影響はほとんどありません。
　　　　　※65歳～69歳までの方は、60歳～64歳までの間に献血経験のある方に限られます。
　　　　　　体重　男性　45Kg以上
　　　　　　　　　女性　40Kg以上
　献血にご協力いただいた方の血液検査の結果は、後日希望された方に郵送します。

【訂正のお知らせ】
　広報こうら令和２年８月号８ページに掲載しています「モロヘイヤで夏バテ知らず」記事について、２行目記載の「ムチン」という名称は
学術的に正しいものではないことが確認されましたので、訂正します。

全血献血へのご協力のお願い

みんなでなくそう

♯望まない受動喫煙

♯STOP！受動喫煙

♯受動喫煙禁止

♯未来のために禁煙を

♯加熱式たばこも対象です
♯NO！ Smoking

♯あなたの煙が誰かを
傷つけています

♯Let‘ s！分煙

♯禁煙

屋外・プライベート空間での配慮も忘れずに！
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp

なくそう！望まない受動喫煙
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　そんな方にオススメなのが　さんぽ　です！
　散歩は心と身体の健康を保つためにとても効果的です。春の日差しが暖かい日には、是非さんぽに
出かけてみてください。

・尼子駅 →亀山神社　　　→梅林公園　　　→小川原神社　　　→古墳公園

　→住泉寺　　　→高虎公園→八幡神社　　　→尼子川→甲良神社　　　→尼子駅

上の２コースはあくまで参考です。距離や目的地はご自分でご自由に設定してください。

☆運動の際は、水分補給を忘れずに！！

甲良町のオススメ散歩コースを紹介します

らくらくコース

・尼子駅→桂城の滝　　　　→ピエロの滝　　　→甲良豊後守宗廣記念館→高虎公園

　→八幡神社　　　→尼子川→甲良神社　　　→尼子駅

ゆうゆうコース

　さんぽ
～春の日に
　さんぽ はいかがですか？～
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　新型コロナウイルスワクチン接種については、厚生労働省の接種スケジュールに基づき甲良町においても準備を
すすめています。
　高齢者の方の集団接種会場は、甲良町保健福祉センターを予定しています。
　接種券の配布、実施開始日については詳細がわかりしだいお知らせします。
　　※厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　　電話　0120－761770
　　※滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
　　　電話　077－528－3588（副反応等の専門的な相談のみ）

　無症状の方で自ら希望して全額自費で受けるPCR検査費用および証明書発行費用を１年度、一人、１回限り
25,000円を上限として助成いたします。詳しくは、町ホームページをご確認くださるか保健福祉課までお問
合わせください。
自費検査医療機関
　滋賀県内　12医院
　湖東管内　なかつか内科医院（彦根市川瀬馬場町）　電話：0749－29－0981　　
　※必ず予約が必要です。

　社会環境の変化に伴い、こころの健康に不安をもたれている方が増えてきています。
　甲良町では、こころの相談を実施しています。ひとりで悩まずご相談ください。

●　相談日：月２回　保健師が対応いたします。
　　日程と時間は、広報こうら（健康カレンダー）をご覧ください。
　　費用は無料です。
●　事前予約制：保健福祉課（電話：0749－38－3314）までお申込みください。

♯話してみませんか
あなたの悩み

＠Shiga_seiho

滋賀県立精神保健福祉センター

　「話してください　あなたの悩み」

　　電話：077－567－5010

新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症の自費検査費用助成について

こころの相談のご案内
～こころのケアしてますか？～
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【問合先】　地域包括支援センター　☎38－5161

さらに、今回参加者最高齢のS・Uさん（男性90歳）から
『教室に参加して毎朝１時間のウォーキングができるようになり、年明けには多賀大社まで
歩いて参拝に行ってきました！！』と報告がありました。。。
若い世代の参加者からも
90歳で運動能力up！これは本当にすごいと絶賛！！
筋力トレーニング教室に通われた方は皆さん「もっと続けたい！」と言われています。
そんな方々に継続して参加をすすめているのが はつらつルーム です。
はつらつルーム には教室を卒業された方がたくさん通われています。
多賀大社まで行かれたS・Uさんも
現在、はつらつルーム（自主活動）で筋トレを継続されています！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はつらつルーム
はつらつルーム　

　　　はつらつルーム

※はつらつルームの様子です

Q．教室に参加されて、生活のなかで変化（効果）はありましたか？
　A．肩こりがなくなった。階段の上り下りの不安がなくなり安心して毎日が送れるようになった。
　A．前かがみな姿勢が改善して、ウォーキングする時の足の痛みがなくなった。

Q．筋トレ教室を終了した感想
　A．今回参加して、本当に良かったです。
　A．週２回トレーニングをして身体がやわらかくなったように思います。
　A．今後もあったら続けて参加したいです。
　A．足の震えがマシになり、参加者同士で話せて楽しかったです。

☆３か月の筋力トレーニング教室を終えて、教室終了後の皆さんの声を聞かせてもらいました！

 

 

筋力トレーニング教室 終了後 はつらつルームで
自主活動を継続！

筋力トレーニング教室 　　　 はつらつルーム　続報

9
こうら 



【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

一時預かり事業　「こうら子育てほっとクーポン」のお知らせ

　甲良町では、子育て支援の一環として、育児負担の軽減や育児疲れの解消を目的に「一時預かり利用応援券
（無料利用券）」を交付しています。対象となる方には、４月上旬に申請書を送付しますので、必要事項を
ご記入いただき、子育て支援センターでお手続き下さい。

対  象  者　　本町に住所を有する生後６ヶ月以上の未就園児の保護者
　　　　　　※幼稚園のお子さんは、夏・冬・春の長期休暇のみ利用可能
実施場所　　甲良東保育センター・甲良西保育センター
事業内容　　一時預かり利用応援券
　　　　　　「ほっとクーポン」
　　　　　　※５回分の無料利用券
利用期間　　４月１日～翌年３月31日
　　　　　　※月～金曜日（土日祝日除く）
　　　　　　　９時から16時まで
申請場所　　子育て支援センター

　甲良町には、子どもとその家庭にとって最も身近な総合相談窓口があります。
　令和３年４月、甲良町子育て支援センターに『甲良町子ども家庭総合支援拠点』を設置し、社会福祉士、保健師、
教師、保育士、公認心理師などの有資格者が妊産婦から青年期までの相談に応じます。皆さまが抱えている悩みを
一緒に考え、解消に向けて支援を行います。

ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談下さい。
<日時>平日午前９時～午後５時（要相談）

秘密は厳守いたしますので、安心してご相談下さい。

発達が気になるんだけど、

どうしたら良いのだろう。

最近、子育てが辛くて・・

子どもにきつく

あたってしまう

朝、学校に行きたがらない。

しばらく登校していない。

ほっと館へようこそ！
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お悩み は『甲良町子ども家庭総合支援拠点』へ

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　甲良町教育委員会事務局　☎38－5070

　この制度は、小・中学校に在学している児童･生徒のおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な経費の
負担が困難な場合に、学用品費、学校給食費などの一部を援助するものです。

≪援助の対象となる世帯≫
　①　町民税が非課税または減免されている世帯
　②　児童扶養手当を受給されている世帯
　③　生活保護費が停止または廃止になった世帯
　④　その他経済的な理由により学資の支弁が困難と認められる世帯　
　　　※ただし、私立の小学校および中学校に在学中もしくは入学予定の児童生徒は対象外

≪申請方法≫
　援助を必要とされる方は、申請書（学校もしくは教育委員会事務局にあります。）に必要事項を記入し、必要
書類を添えて就学先の学校または教育委員会事務局へ提出してください。なお、申請は毎年度必要です。令和
２年度に受給されていた方で令和３年度も希望される場合は必ず申請してください。

≪提出期間≫　令和３年４月８日（木）～23日（金）　（土、日、祝日を除く）

≪その他≫
　◎申し込みは、年度の途中でも受付しています。（ただし、決定日以降の月額の援助しか受けられません。)　
　◎申込みいただいても審査結果によって、認定されない場合がありますのでご了承ください。

 運転免許証自主返納制度とは？
　例えば、病気や年齢等により運転に不安がある方や、免許が不要になった方などは、免許証の有効期限内に
限り、免許証を自主返納することができます。
　申請先は県内警察署や運転免許センターです。

　制度を利用した方は希望により「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。
　これは、運転免許証に代わる本人確認証としてご利用できます。

　また、「運転経歴証明書」を提示することで、タクシー運賃の割引や飲食店でのサービスを受けることができます。

 甲良町では、愛のりタクシーもしくは路線バスの回数券をお渡ししています。
　運転免許証を自主返納された方を対象に、愛のりタクシーもしくは路線バスの回数券を9,000円分交付して
います。
　交付は一度きりで、申請期限は運転免許証を返納されたお日にちから１年以内です。また返納された際、
警察から交付される「申請による運転免許の取消通知書」を必ずお持ちください。

小・中学校の就学援助制度について

運転免許証自主返納支援制度
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【問合先】　彦根年金事務所　☎23－1116

【問合先】　住民人権課　☎38－5063

■妊娠中の犬、健康に異常が認められた犬は、当日

狂犬病予防注射を受けられない場合があります。

■犬の死亡等登録事項に変更のある場合は役場住民

人権課　TEL：38－5063まで連絡をお願いします。

■狂犬病予防注射（犬の登録）は、かかりつけの動物

病院でも受けられます。 

■会場への行き帰りも含め、フンは飼い主がきちんと

始末してください。    

■既に登録されている犬については、ハガキでもご案内

いたします。    

■上記の日程で都合の悪い場合は、下記の日程でお受け

下さい。 

　狂犬病は恐ろしい伝染病ですが、予防注射で予防することができます。必ず愛犬に予防注射を受けさせて

下さい。また犬の登録も忘れずに行い、20歳以上の犬には再登録をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により急遽日程を変更、中止する場合があります。ご了承ください。

　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。

　令和３年４月～の国民年金保険料額は、１ヶ月16,610円です。納めた

国民年金保険料は「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、

税金の負担が軽減されます。

　まだ納付がお済みでない方は、至急お近くの金融機関またはコンビニ

エンスストア等で納付してください。

　保険料についてご不明な点がありましたら、お近くの年金事務所に

お尋ねください。

狂犬病予防注射（犬の登録）を下記により実施いたしますのでお知らせします。

持参するもの実　施　日 令和３年４月20日（火）

手
数
料

犬の登録カード・手数料

3,500円

6,500円

注射のみ

注射＋登録

既に登録している場合

新たに登録する場合

時　　間

9：30～11：30

13：30～14：30

場　　所

甲良町公民館　前
 

令和３年５月14日（金）

14：00～15：00

甲良町公民館　前

期　日

時　間

場　所

令和３年度　狂犬病予防注射の実施について

国民年金保険料を納めましょう
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

5

【開館時間】
水～金　10：00～18：00
土・日　10：00～17：00

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

4      1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 

『ポストカードサイズのかわいいちぎり絵』
丸田　ちひろ／著《産業編集センター》

　雑誌やお菓子のパッケージ等、色々な印刷物の模様を使って作る
コラージュのようなちぎり絵作品がたくさん。作り方を詳細な写真で
紹介されています。

『お気に入りのはぎれで作る
布絵手紙』

　　   きくち　いま／著《河出書房新社》
　はぎれを切って、はがきに両面テープで
貼るだけ。飾ったり贈ったりといろいろな
楽しみ方ができて、誰でも簡単に作れる
布絵手紙の作り方です。

『「笑い文字」見本集』
　　   廣江　まさみ／著《講談社》　
　使う道具は、白い紙と黒・朱の筆ペンだけ。満面の笑顔を伝える筆文字
「笑い文字」の見本集。いろいろな「ありがとう」、結婚祝い、年賀状など、
基本の書き方をはじめ、月ごとのテーマや様々な場面における「笑い文字」が
掲載されています。

『楽しさ届けるはじめての絵封筒』
内尾　夕子／著《実業之日本社》

　切手の貼る位置や図柄を活かし、
自分でデザインを加える「絵封筒」。
　初心者にも挑戦しやすい絵封筒の
作り方が紹介されています。

『bechoriのカラフルハンドレタリング』
　　   bechori／著《メイツユニバーサルコンテンツ》
　ボールペンやマーカーなど身近なものから、憧れの万年筆インクまで。
　端正で美しいレタリングを様々な文具で描くコツがたくさん。誰もが
みとれること間違いなしです。

※図書館の行事はすべて無料です。
※図書館の行事は予告なく延期・中止になる場合があります。

ぴよぴよひよこのおはなし会
「0, 1, 2歳児向けのおはなし会」

16日（金）11：00～

おたのしみ工作会
「パタパタカードをつくろう」

24日（土）13：30～10日（土）11：00～

おはなし会

　子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの
読書週間」は1959年（昭和34年）にはじまりま
した。
　図書館では、読書の時間を楽しんでいただける
ような様々な絵本や各種の本を取りそろえています。
　図書館は「おうちで読書」を推進しています。

4月23日（金）～5月12日（水）は
「こどもの読書週間」です

ベ ン チ ョ リ
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【問合先】　ふるさとプロジェクト（図書館）　☎38－8088　FAX38－8089

犬上川に架かる橋

△無賃橋

　先月に続き、私たちになじみがある橋を紹介します。

□高宮無賃橋
　犬上川は、伏流することが多いため、もともと歩いて
川を渡る「徒歩渡り」でした。水が多い時は川渡しや仮橋の
通行に渡し賃を徴収していました。
　江戸時代の天保３年（1832年）に宿内の有力者が
「高宮橋株」（橋賃を徴収する権利）を買い取り無料で
運営を始めました。無賃橋の名は、橋の渡り賃を取らなか
ったことによります。
　当初は流路にかける二つの橋からなっていましたが、やがて川幅一杯の橋になりました。丈夫な木造橋
となったのは、明治15年（1882）の公費による架橋が始まりで、昭和７年（1932）に現在のコンク
リート橋に替えられました。

□犬上大橋
　昭和50年（1975）に広域農道が新設され、小川原と敏満寺を
結ぶ橋（長さ291.39ｍ　幅8.7ｍ）として建設されました。
橋の多賀町、彦根市側はキリンビールをはじめ大きな工場や大規模
小売店に通じます。橋を通る道路名は、県道330号甲良・多賀線
で、役場から県道13号彦根・八日市・甲西線とつながり交通量が
多く主要な地方道となっています。

□犬上川橋
　戦後、高度経済成長により、国の大規模プロジェクトである
東海道新幹線、名神高速道路が町内をはしることになります。この
高速道路の橋を犬上川橋といいます。長さ147.9ｍ、橋の幅は
約23.3ｍ（上下線２車線分）地面から路面までの橋の高さは約14ｍ
あります。昭和38年８月に完成し、供用開始は翌年４月からで、
東京オリンピックにあわせて整備がされました。現在、長い年月が
経ち傷んだコンクリートの補修工事が行われています。

□犬上川橋梁
　近江鉄道の鉄橋は、犬上川橋梁といいます。明治31年
（1898）に完成し、長さは269.9ｍ、幅3.79ｍあります。
　建設は、彦根―愛知川間が同年に開業した時にさかのぼり
ます。

参考資料・協力：新修彦根市史、多賀町史、近江鉄道（株）、
　　　　　　　　中日本高速道路（株）名古屋支社彦根保全サービスセンター

か　 ち

No.
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

【問合先】　ふるさとプロジェクト（図書館）　☎38－8088　FAX38－8089

　年月がたち昔の風景や行事記録も貴重なものとなりました。
　いま、町の風景や生活をおさめた古い写真を収集しています。
　皆さんの写真を「町の宝」として収集し、研究や展示、地域サロンや学校の子どもたちの教材として活用したいと
思っています。
　街並みや集落、建物、お祭り、農作業風景など、当時の暮らしがわかる写真をお持ちの方は、ぜひ、図書館まで
お知らせください。
　写真をお借りし複写（コピー）させていただきます。

　　○街並みや集落の様子がわかる写真　　　　　　　　○お祭りや行事の様子がわかる写真
　　○農村風景や農作業、仕事の様子がわかる写真　　　○建物の外観や内部がわかる写真

　併せて、収集調査ボランティアさんを募集しています。皆さんのお力をお貸しください。
　図書館では、出版された本だけでなく地域資料として（地域で作られた報告書や記録、本・絵はがき・写真等）
収集、記録保存し、皆さんに活用いただきたいと思っています。ご協力いただいた写真は、町広報こうら「ふるさと
再発見」にも活用させていただいています。

連絡先：甲良町立図書館　「ふるさとプロジェクト」　TEL：38－8088　FAX：38－8089

　３月７日（日）図書館にて人形劇を上演しました。
　演じてくださったのは「糸あやつり人形劇団みのむし」の皆さん
です。
　ドタバタコメディや、ちょっとふしぎな童話、そして劇団員さんが
糸を使って操る人形たちの繊細でユーモアのある動きに感動した
一時間でした。参加した町内の子どもたちも皆で一緒に笑いあい
ながら、楽しそうに鑑賞してくれました。
　この行事はコロナウイルス感染防止のため、あらかじめ予約を
していただいた方のみの参加となりました。
　今後とも感染症対策を行いながら文化や芸術に親しめるような
行事を開催してまいります。

▲呉竹踏切 ▲秋の収穫風景 ▲旧甲良西小学校

大正・昭和の写真を探しています

図書館で人形劇を上演
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38－2744

【問合先】　湖東広域衛生管理組合総務福祉課　☎0749－35－4058

　リバースセンター（ごみ処理）、豊楠苑（し尿処理）、愛犬つくし教室（障害児通所支援）を行っています湖東

広域衛生管理組合（犬上郡豊郷町八町）では、次のとおり入札参加資格申請の中間受付を行います。

　受付期間：令和３年４月20日（火）～４月30日（金）

　　　　　　土日祝日を除く午前８時30分～午後５時※郵送可

　申請様式：豊郷町の申請様式に準ずる。

　そ　の　他：ア）登録期間満了は、令和４年３月31日

　　　　　　イ）既に登録いただいている者は、今回の申請は不要です。

●道の駅の施設の紹介
　道の駅せせらぎの里こうらは次の施設から出来ています。

・直売所　　　　 甲良産の野菜や果物、特産品などを販売してい

ます。

・PIZZERIA UNO  生地にこだわるテイクアウト専門の本格石窯

ピザ店です。

・Crepes　　　　　 手作りクレープのお店。直売所で販売している

焼きプリンなども製造しています。

　・幸楽食堂　　　　　和洋中いろいろなメニューが揃っています。

　・観光案内所　 甲良町や湖東三山、近隣の観光情報をご案内しています。

　・ドッグラン　 滋賀県内道の駅初の大型ドックラン。無料でご利用できます。

　道の駅こうらはこれからも甲良町の情報発信、交流の場として「みんなの道の駅」として頑張っていきます

ので、ご利用ください。

　

●新規出荷者の募集
　道の駅の直売所では町内の生産者の出荷を募集しています。

　収穫したお米、野菜、果物、花卉類等を販売してみたい方、

興味がある方はお気軽に道の駅までご相談ください。

ピッツエリア　　　ウノ

クレープス

湖東広域衛生管理組合よりお知らせ
入札参加資格申請の中間受付について

道の駅せせらぎの里こうらです！
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【問合先】　クリーンライフ湖東（有限責任事業組合）　☎ 35－5205　FAX 35－5206

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。
※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。
①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回でのお申込みを表し、「呉竹①」とある場合は１ヶ月に１回で申込みいただいた呉竹
のお宅を収集させていただきます。
なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。
※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の15日後（２～３日は前後します）に収集させて
いただきます。
※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

正楽寺①・法養寺①②

長寺①

下之郷①③・北落①②・在士②

金屋①②・長寺②

小川原②・呉竹①③

長寺②③

尼子③

池寺①②

呉竹①

小川原①

不　　定　　期

尼子①

正楽寺①・法養寺①②

長寺①

下之郷①③・北落①②・在士②

金屋①②・長寺②

小川原②・呉竹①③

不　　定　　期

尼子③

池寺①②

６日（木）

10日（月）

11日（火）

12日（水）

13日（木）

14日（金）

18日（火）

20日（木）

21日（金）

24日（月）

26日（水）

28日（金）

　令和３年６月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R２年６月生のお子さん）の方は、
４月21日（水）の「10か月健診」時に写真をご持参ください。
　写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、生年月日、住所をご記入ください。
【問合先】　企画監理課　☎38－5061　保健福祉課　☎38－3314

甲良町 し尿収集カレンダー【令和３年５月】
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【問合先】　滋賀県立聴覚障害者センター　☎077－561－6111

　要約筆記とは、発言者の話を聞き、要約して書くことで、聴覚障害者にその場の話の内容を伝える
通訳のことです。
　要約筆記の技術を習得し、聴覚障害者の社会参加を支援する要約筆記者を養成します。

・開　講　日：令和３年５月12日～令和４年１月19日　毎週水曜日
　　　　　　13：30～16：30　全28回　　　　　

・会　　場：滋賀県立聴覚障害者センター 草津市大路2－11－33
　　　　　　（JR草津駅東口徒歩10分）

・受講条件：全回受講可能な18歳以上の方

・受　講　料：無料（テキスト代3,670円）

・申込締切：５月７日（金）まで

・問合せ・申込先：滋賀県立聴覚障害者センター　TEL：077－561－6111
　　　　　　　　　開催要項をご請求ください。（ホームページからダウンロード可）

※諸般の状況により開講を延期、または中止する場合があります。

令和3年度要約筆記者養成講座（パソコンコース）受講者募集

18
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　　　　　令和３年度自衛官等採用案内
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【問合先】　愛荘町立　ハーティセンター秦荘　☎0749－37－4110

新型コロナウイルス拡大防止のため、急遽、公演を取りやめることがございます。

世界各国で活躍しているアコーディオン奏者「コバ」が愛荘にやってくる!!
アコーディオン１台で紡ぎだすピュアでポップな旋律をご堪能ください!!

＊当日 各500円増　＊未就学児の入場不可

日　時　7月31日（土）16時30分から
場　所　ハーティーセンター秦荘 大ホール
入場料　全席指定　一般：4,000円（税込）
　　　　　　　小中学生：2,000円（税込）

日　  時　６月26日(土)14時から
場　  所　ハーティーセンター秦荘 大ホール
出 演 者　笑福亭晃瓶、笑福亭呂好、
　　  　　京次郎、土方兄弟
入 場 料　全席指定　
　　  　　前売：1,500円（税込）
　　　　＊当日　300円増

4/24(土) 発売開始

4/3(土) 発売開始

　KBS京都ほっかほかラジオで
おなじみの笑福亭晃瓶をはじめ、
笑福亭呂好、京次郎、土方兄弟と、
多彩な出演者がとっておきの
ネタを披露！上方落語と、和妻、
漫才で初夏のひとときをお楽しみ
ください。

6/5 発売開始

日　  時　８月７日(土)15時から
場  　所　ハーティーセンター秦荘 大ホール
出 演 者　井上あずみ、木村弓、本名陽子
　　　　  N響団友オーケストラ
入 場 料　全席指定　一般：1,500円（税込）
　　  　　　　中学生以下：1,000円（税込）

＊当日　各500円増
＊前売りで完売した場合は、当日券はございません。
＊宝くじの助成により、特別料金となっています。
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【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38－5155

温水プール・香良の湯カレンダー
利用案内　http://www.tac-sports.co.jp/koura-pool/　　 ＊営業日・営業時間等詳しくは、問合せ先までご連絡ください

【営業時間のご案内】
・温水プール
　受付時間　12：45～20：30
　　　　　　（日曜日は19：30まで）
　遊泳時間　13：00～21：00
　　　　　　（日曜日は20：00まで）
・香良の湯
　受付時間　12：45～20：00
　入浴時間　13：00～（閉場時間20：30）

《水泳教室受講手続き》
空き状況をお問い合わせいただき、教室受講料と
印鑑をご持参の上、温水プール受付まで。

○春の入会キャンペーン実施中！

ジュニア水泳教室（4,100円）、成人水泳教室、ヨガ教室（各4,500円）、水中ウォーキング教室、
健康体操教室（各2,100円）（1カ月/4回開催）

○運動教室スケジュール　運動初心者、低体力の方対象に少人数で開催！
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５月１日、５月５日はスクール休講日

日 土月 火 水 木
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5月 お風呂・プール
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４月２日はスクール休講日

日 土月 火 水 木

４

11

18

25

5

12

19

26

金

7

14

21

28

6

13

20

27

教室日

教室日

教室日

1

8

15

22
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休館日

休館日

休館日

休館日

4月 お風呂・プール

入会月会費　半額
（月の途中から参加の場合、日割り計算）

+
スイムキャッププレゼント！（600円相当）

年会費

無料＋
入会金

無料 ＋

①

③

②

４月以降の教室スケジュール
水 金 土

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

成人水泳
（中級）
新小学
１～３年

幼児

新小学
３～６年

幼児

新小学
１～３年
新小学
３～６年
新小学
４～中学生
成人水泳

（初級/上級）

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

成人水泳
（初級）

幼児

新小学
１～３年
新小学
３～６年

健康体操
ヨガ（初級）

10名
8名

定　員

10：30～11：30 18歳以上

教室名 対　象
水曜日
金曜日

曜　日 時　間

【４月のスタンプカード　イベント】　１回１ポイント、10ポイントで１回無料になるスタンプカードを実施中！
今月のポイント２倍デイは…
温水プール　　毎週木曜日はポイント２倍！　・日曜日、ファミリー利用（２名以上）の方はお菓子プレゼント！
甲良の湯　　　毎週日曜日がポイント２倍！　　さらに26日（風呂の日）もポイント２倍！

水中ウォーキング

◇甲良町温水プールのジュニア水泳教室のポイント
 その１　8段階のプログラムで学年別・レベル別のクラス編成
 その２　１クラス10名以下(指導者１人当たり）の少人数制
 その３　経験豊富なインストラクターによる丁寧な指導
おススメスクール
①お仕事帰りにも通える幼児クラスが水曜にあります！
　夕方17時からなのでお仕事のある方も平日に通えます。
②中学生も通えるコースが土曜日に出来ました！
　運動機会や部活で足りない技術習得もできますよ！
③成人教室に初心者教室が新設されました！
　水泳が苦手な方や初心者向けの初歩的な教室を開講！

道の駅　せせらぎの里こうら

≪4月の定休日≫

≪営  業  時  間≫

≪電  話  番  号≫ 

４月12日（月）

9：00～17：00

38－2744

人権なんでも相談日
４月５日（月）・５月10日（月）
　 13：30 ～ 15：30
　 保健福祉センター２階 相談室
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15歳以上
　 ～ 65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

412

354

766

1,902

1,836

3,738

974

1,297

2,271

世帯数

男

女

合　計

3,288

3,487

6,775

2,616

＜　　１＞

＜－　４＞

＜－　３＞

＜－　３＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.52%
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R３ .３ . 1現在

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

発熱、のどの痛み、頭痛、下痢、体のだるさ、においや味がわかりにくい等の症状が
あるかたは、かかりつけ医か身近な医療機関に、必ず電話してから受診してください。
医療機関がわからない場合は、受診・相談センターにお問合せください。

　　　　　　 TEL：077－528－3621
　　　　　　 FAX：077－528－4865（24時間/毎日）
　　　　　 E-mail：coronasoudan@shigaken.net
※症状はないが心配な方は、滋賀県新型コロナウイルス感染症一般電話相談窓口にお問合せください。
　TEL：077－528－3637  FAX：077－528－4865  E-mail：corona-soudan@pref.shiga.lg.jp

滋賀県受診・相談センター

問合先　保健福祉課　☎38－3314

健診・教室には、体温測定のうえご来場ください。
発熱、だるさ、咳など体調不良のかたは参加を控えていただきますよう、感染防止対策にご協力をお願いします。

４月後半分（会場：保健福祉センター）

５月前半分（会場：保健福祉センター）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

こころの健康相談

すこやか相談

７日（金）

10日（月） 予約制

こころの健康状態に不安をお持ちの方
保健師が対応いたします。

子どもの健康、食生活、予防接種等に
関する相談を行います。

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

特になし

母子健康手帳

対　象　の　方　（児）

10：00～11：30
（予約制）

献  血
(全血献血)

13：30～15：00
（予約制）

Ｒ２年12月生まれの児
前回受けられていない児

Ｒ２年６月生まれの児
前回受けられていない児

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

中期離乳食教室

乳児健診４ヶ月

乳児健診10ヶ月

こころの健康相談

20日（火）

21日（水）

21日（水）

22日（木）

27日（火）

9：30～10：00

13：30～13：40

13：00～13：10

9：30～11：30

こころの健康状態に不安をお持ちの方
保健師が対応いたします。

16歳から69歳の健康な方
※65歳以上の方は60～64歳に献血　

経験のある方に限ります。

Ｒ２年８月･９月生まれの児 母子健康手帳・質問票

特になし

対　象　の　方　（児）

母子健康手帳・質問票
 写真

(広報への掲載希望者)

献血カード
初めての方は保険証や

運転免許証等の身分証明
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