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坪内千鶴子さんが
滋賀県国民健康保険団体連合会理事長表彰を受賞‼

　甲良町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の坪内千鶴子さん（尼子）が滋賀県国民健康保険団体連合
会理事長表彰を受賞され、２月26日に開催された滋賀県国民健康保険団体連合会表彰式で、表彰を受けられま
した。
　坪内さんは、平成18年４月から現在に至るまで、甲良町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員を務めら
れており、甲良町国民健康保険の運営にご尽力をされております。
　今後も引き続きのご活躍をご期待申し上げます。

【問合先】　住民課　☎38−5063

功労者の皆様、おめでとうございます

　甲良町老人クラブでは、昨秋、県や全国の老人クラブ大会で、多くの会員（団体）様が、長年の活動実績が顕
著であることが認められ、輝かしい賞を受賞されました。
　少しご披露させていただく時期が遅くなりましたが、ここに受賞された皆様をご紹介させていただき、ますま
すのご活躍を祈念申し上げます。

【受賞者一覧】
社会福祉関係功労者に対する滋賀県知事表彰
　老人クラブ育成指導功労者賞
　　上野　善久 様　(町老ク連会長)
　優良老人クラブ賞
　　下之郷老人クラブ寿福会 様　
　　　　　　　　　（会長 阪東 猶眞 様）

全国老人クラブ連合会会長表彰
　老人クラブ育成指導功労者賞
　　上野　善久 様 (町老ク連会長)
　活動賞【伝承行事部門】
　　下之郷老人クラブ寿福会 様（会長 阪東 猶眞 様）
　活動賞【ボランテイア部門】
　　　尼子老人クラブ喜楽会 様（会長 小林 喜太郎 様）

【問合先】　保健福祉課　地域包括支援センター　☎38−5161

甲良町健康推進員協議会が
町民の健康づくりに貢献で表彰

　甲良町健康推進協議会は、長年にわたる食の改善や
運動の普及、健康診査や各種検診の受診勧奨活動、幅
広い年代の町民の健康づくりへの貢献が認められ、「公
衆衛生事業功労者」として表彰されました。
　2月22日にピアザ淡海（大津市）で行われた表彰
式で公益財団法人滋賀県健康づくり財団理事長から表
彰状を授与されました。

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314

滋賀県老人クラブ連合会会長表彰
　老人クラブ育成功労者賞
　　松宮　清子 様 (町老ク連副会長)
　　山田　金次郎 様 (長寺西老ク会長)
　　中西　かず子 様 (町老ク連副会長)
　　田中　重弘 様 (町老ク連顧問)
　福祉介護篤行者賞
　　嶋路　正子 様（下之郷寿福会）
　　圓城　早苗 様 (尼子喜楽会)
　優良老人クラブ賞
　　横関老人クラブ天寿会 様（会長 陌間 徹男 様）
　　呉竹老人クラブ 様（会長 森田 正道 様）
　永年勤続者賞
　　坪内　千鶴子 様 (町老ク連創造推進員)

　健康学習や1日350ｇの
野菜摂取の啓発、家庭をま
わっての塩分測定等、長年地
道に取り組んできました。昨
年度も、健診会場での野菜苗

（モロヘイヤ苗等）の配布や、
11月の道の駅での「具だく
さん減塩みそ汁」のPRイベ
ントを新たに始めるなど、意
欲的な取り組みが評価されて
の受賞となりました。

令和元年度　ＪＡ共済杯第26回
日本リトルシニア全国選抜野球大会　出場激励

甲良中学校　（田島承太郎さん）

　令和元年度　ＪＡ共済杯第26回日本リトル
シニア全国選抜野球大会に甲良中学校（３年
生）の田島承太郎さんが出場されます。
　おめでとうございます。
　これからも一層のご活躍を祈念して３月18
日に教育長より激励していただきました。

全国大会出場の皆様、これからも益々のご活躍を、心よりご期待申しあげます。

【問合先】　社会教育課　☎38−3315

（会長　山本 多惠子様）

（ ）町老ク連会長
上野　善久様
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甲良町スポーツ少年団の紹介

　甲良町では下記のスポーツ少年団が活動しています。ぜひ興味のある方は下記の代表者・指導者もしくは甲良
町教育委員会までご連絡ください。

【問合先】　社会教育課　☎38ー3315

団 名 甲良東スポーツ少年団 〒　522-0261　犬上郡甲良町長寺191
活 動 種 目 学童軟式野球 代表者：大橋　久和　・連絡先：0749-38-3122
団 員 数 10名 指導者　４名・役員　４名

団
紹
介

毎週土・日曜日に、甲良少年野球場・学校グラウンド等を利用し、練習してい
ます。団員が少ないので、連係プレーがなかなかできず、試合となると苦戦続
きです。団員のみんなは、一人でも多くの人と一緒に野球がしたいと願ってい
ます。野球に興味がある人・やってみたい人は、是非一度見に来てください。
一日だけでもいいです。体験もできます。保護者の負担も軽減しています。

団 名 甲良西スポーツ少年団 〒　522-0243　　犬上郡甲良町小川原726－３
活 動 種 目 学童軟式野球 代表者：山田　光義・連絡先：0749－25－3008
団 員 数 19名 指導者　７名・役員　６名

団
紹
介

36年目を迎える甲良西スポーツ少年団です。毎年入団する子どもが減っていま
すが、野球を通しての「人づくり・自分づくり」の合言葉をモットーに呉竹児
童公園グラウンドで指導者(スタッフ)の優しく熱い指導のもとに練習に試合に
取り組んでいます。保護者の負担を軽減する様に考えていますので一度見学（体
験）に来てください。「野球大好き人間になろう」

団 名 甲良町空手スポーツ少年団
活 動 種 目 空手 代表者：村岸　一真・連絡先：0749-38-3298
団 員 数 10名 指導者　２名・役員　２名

団
紹
介

沖縄空手の首里手・泊手の道統を継承する武道を学ぶ教育空手道です。自分を
厳しく見つめ衝動性や攻撃性を自ら制御できる力を養い、武道を通じて、強さ
と気品が両立できるよう心身ともに鍛えよう。中学生黒帯も誕生し、元気なち
びっ子と活動しています。護身術としても！
活動日：毎週木曜：19：00～21：00  場所：甲良西小学校体育館

団 名 甲良柔道スポーツ少年団
活 動 種 目 柔道 指導者：上田　貴則・連絡先：090－5644－5206
団 員 数 10名 指導者１名・役員１名

団
紹
介

甲良中学校体育館で毎週月曜日と木曜日に19時から２時間練習をしています。
私達指導者は団での活動を通じて・相手を思いやる気持ち・協力することの大
切さ・礼儀・ルールを守るなど心と身体の成長を目的とした指導を心がけてお
ります。随時、団員を募集しております。

団 名 甲良町バレーボールスポーツ少年団 〒522-0271　　犬上郡甲良町下之郷1560番地
活 動 種 目 バレーボール 代表者：川並　進　　・連絡先：090-3280-4806
団 員 数 11名 指導者　２名　・　役員　２名

団
紹
介

毎週土曜日９時～13時 日曜・祝日９時～13時　甲良西小学校で練習していま
す。小学生同士が交流するだけでなく甲良中バレー部との交流や他校の子ども
達とも交流をしたりして活動しています。バレーボールの技術向上だけでなく、
挨拶、礼儀など子どもの健全育成に力を入れています。滋賀県バレーボール連
盟にも加盟しているチームです。

災害に係る情報発信の強化について
(ヤフー株式会社と協定を締結しました)

　甲良町は、災害発生時に町民に対して必要な情報を迅速に提供するとともに、行政機能の低下を軽減させるため、
ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に関する協定」を令和元年12月23日に締結しました。

協定の主な内容
① 甲良町ホームページのキャッシュサイト(複製)をヤフーサービス上に掲載
  ヤフーサービスに、町ホームページのキャッシュサイト(コピーしたサイト)を作成することで、災害時に

おいて、アクセス集中により町ホームページが閲覧しにくい状況になっても、キャッシュサイトにアクセ
スすることで、同じ情報を閲覧することができます。

② 「Yahoo!防災速報」に災害情報を配信
  ヤフーがAndroid/iosアプリで提供している「Yahoo!防災速報」(登録無料)に、各種災害情報や避難所の

開設情報などをお知らせします。「Yahoo!防災速報」では、情報が欲しい地域を3か所まで設定すること
ができ、設定した地域に関する情報が配信された際に、通知を受け取ることができます。さらに、スマー
トフォン端末の位置情報機能を活用した「現在地連動」機能によって、設定地域に関わらず、いま自分が
いる場所の情報も受け取ることができます。この機能により、移動や旅行等で偶然甲良町を通過、滞在さ
れる方にも災害情報の通知が可能となります。

　今後、防災行政無線やメール配信システム等の情報伝達手段に加え、「Yahoo!防災速報」からも下記の情報な
どを配信しますので、是非登録してください。

★避難に関する情報(避難勧告等や避難所の開設情報など)
★ライフライン情報(停電情報など)
★災害時の注意喚起(台風接近時など)
★住民保護に関する情報(不審者や野生動物の出没情報など)

【問合先】　総務課　☎38−3311
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病児・病後児保育について

　１月から、新型コロナウイルスの感染拡大のニュースを聞かない日はありません。また、インフルエンザの流
行など、子どもはいつどんな病気になるかわかりません。病気の子どもは保育園や幼稚園などに行くことができ
ないため、働く親にとって大変な問題です。そんな時のために、あらかじめ知っておきたいのが「病児・病後児
保育」です。
　「病児・病後児保育」とは、子どもが病気の際に当面の症状の急変が認められない場合（安定期・回復期）にお
いて通常の集団保育がふさわしくない間、保護者の仕事などの都合で家庭での養育が困難な場合に、病児・病後
児保育室にて、医師・看護師および保育士が連携して一時的に児童をお預かりするものです。

実施施設
　病児保育室　こあら（藤野こどもクリニック内）
　彦根市戸賀町36-６　　

開設日ならびに時間
　月曜日～金曜日　　　８：30～18：00
　土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始は閉室
　予約は前日までに　　電話0749-47-5366

定員・利用対象者
　１日６名まで
　彦根市・甲良町・多賀町・愛荘町・豊郷町に
　お住まいの概ね10歳未満の児童

利用料（１人につき、１回あたりの費用）
　４時間以内　　　　　　1,000円
　４時間を超える場合　　2,000円　

４月からのひろばの利用について（お知らせ）

 未就園児は今まで通り、町内町外を問わず利用できます。
 町内在住の園児（短時部・長時部）も利用できるようになります。
 ひろばの開放時間が、午前は9：30～11：30に変更になります。

　　　　　　　　　　　　午後は今まで通り13：00～16：00です。
 ただし、感染症の疑いがある場合は、ご利用できません。

【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38−8003

子育て支援センターにご相談ください！
子育て支援センターの専門職（社会福祉士・保健師・教師・保育士）に
子育て・家庭に関する相談ができます。悩みや不安のある方、気になる
ことがある方、お気軽にご相談ください！

〈対象〉町内にお住まいの方どなたでも　　　★事前申込み不要です。
〈日時〉平日午前９時～午後５時　　　　　　★電話でもけっこうです。

★ 相談者の情報や相談内
容は守秘されますの
で、安心してご相談く
ださい。

詳しいパンフレットは、
子育て支援センターにあります。
お気軽にお問い合わせください。

子　 ど　 も　 が　 発　 病

家　 庭　 医　 で　 受　 診

子 ど も の 症 状 が 安 定

施 設 利 用 申 し 込 み（ 予 約 ）

施設医で受診　→　利用の決定

病児保育室利用（利用料金支払）

病 　 気 　 回 　 復

保育所・幼稚園・学校に復帰

※ 今後の新型コロナウイルス感
染症の影響により、ひろば利
用について、自粛や見直しを
行う場合があります。

新型コロナウイルスを防ぐには

胃内視鏡検査が今年度から始まります

手洗いが大切です

　外出から帰宅した後、
調理の前後、食事の前、
子どもや家族の看護・介
護をされた後は、石けん
を使ってしっかり手洗い
をしましょう。

　胃内視鏡検査が指定の医療機関で受診できます。
予約受付期間：令和2年6月1日（月）～令和3年2月26日（金）
受診期間：令和2年6月15日（月）～令和3年3月31日（水）
対 象 者：甲良町に住民登録があり、年度末年齢50歳以上の偶数年齢の方
　　　　　（令和3年3月31日現在）
＊詳細につきましては、広報5月号でご案内します。
＊ 今年度胃内視鏡検査受診をご希望の方は、5月からの集団検診の胃がん検診の受診申込みはできませんので、ご

了承ください。

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314

咳エチケットを行いましょう

　咳やくしゃみを押さえるときは
手のひらではなく、ティッシュ、
ハンカチ、腕の内側や服の袖など
を使って口や鼻を押さえましょ
う。咳やくしゃみを手で受けたと
きはすぐに手を洗いましょう。

発熱をはじめ、
風邪の症状が見られるときは
会社や保育園は休みましょう

　感染の拡大を防ぐため、症状がみら
れたら会社や保育園は休みましょう。
必要時に体温を測り記録して、受診な
どされるときに持参しましょう。

滋賀県健康づくりキャラクター
しがのハグ＆クミ

国民年金保険料を納めましょう

　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。
　令和２年４月～の国民年金保険料額は、１ヶ月16,540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。

【問合先】　彦根年金事務所　☎23−1114

67
広報 こうら 2020 April ４広報 こうら 2020 April ４



甲良町の総合計画を一緒に作りませんか？

　平成22年４月に ｢住民主体のまちづくり｣ と ｢人権尊重のまちづくり｣ を２本柱に策定した現在の『甲良町新
総合計画』も10年が経過し、新たな総合計画を策定しなければならない時期にきています。
　総合計画は町の行政運営の指針であり、まちづくりの長期的な展望を示す計画で、町で策定する様々な計画の
最上位かつ基本となる計画となります。
　甲良町では、この総合計画を作り上げるため、『甲良町総合計画審議会』を設置し、内容についてご意見をいた
だくことにしています。
　また、総合計画策定に合わせ、人口減少に立ち向かい地域課題の総合的な解決と魅力あふれる地方創生を実現
するための第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定も実施します。上記の審議会委員と同時に、この
総合戦略の策定と進捗についてご意見をいただく、「甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」の委員
も兼ねていただきたいと考えています。
　この総合計画審議会委員、そして総合戦略推進委員となり、計画作りと事業の進捗状況へご意見いただける方
を以下のとおり募集します。

■募集人員　５人
■委嘱期間（予定）　　
　○甲良町総合計画審議会委員　　令和２年５月から令和３年２月まで
　○甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員
　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年５月から令和７年３月まで
　　　※委員に就任いただく方は上の２つの委員を兼ねていただくことになります。
■報　　酬　　各委員　会議１回につき　5,000円　
　　　　　　　　※令和２年度は双方の会議を同日開催で各５回程度を予定
　　　　　　　　※令和３年度以降は総合戦略推進委員会のみ年３回程度開催予定
■応募資格　　
　○甲良町内に居住している満18歳以上で以下の条件のいずれかにあてはまる方
　・「まちづくり」「地域活性化」が気になる方
　・甲良町をよりよくしたい！と思っている方
　・「ちょっとおもしろそうかも？」と思った方！
■応募方法
　（１）応募用紙　　甲良町役場１階にある企画監理課カウンターに設置、
　　　　　　　　　　または町ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　（http://www.kouratown.jp）
　（２）応募方法　　応募用紙の持参または郵送のいずれか
　（３）応 募 先　　甲良町企画監理課　〒522-0244　滋賀県犬上郡甲良町在士353番地１
　（４）応募期限　　令和２年５月８日（金）まで（郵送は当日消印有効）
■選　考　　提出された応募用紙をもとに審査・選考を行います。結果は５月中旬頃に応募者全員に通知します。
■その他
　・提出書類は返却しません。
　・ 委員となられた方の氏名、肩書は公表しますが、それ以外の個人情報の取扱いには十分留意し、他の目的に

は使用いたしません。
　・募集人数が定数に満たない場合でも審査を行い、お断りする場合があります。

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

2020年国勢調査があります

国勢調査調査員募集

2020年工業統計調査の実施について

　国勢調査とは、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした５年に一度の大調査になります。
調査の概要　 　国勢調査から得られる統計は、国や地方公共団体が公正な行政運営を行うために利用されるとと

もに、他の様々な公的統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとしても用いられます。
また、企業や各種団体における需要予測や経営管理などを行うための活用や、学術・研究機関にお
ける研究のための活用など、さまざまな分野で幅広く活用されています。

調査の期日・調査の対象
　　　　　　 　令和2年10月1日現在で実施し、日本国内にふだん住んでいるすべての人（外国人を含む）及び

世帯を対象とします。
調 査 事 項　世帯員について
　　　　　　　「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、「就業状態」、「従業地又は通学地」など15項目
　　　　　　世帯について
　　　　　　　「世帯員の数」、「世帯の種類」、「住居の種類」、「住宅の建て方」の4項目

国勢調査員は、調査の成功に欠かせません
　日本国内に住むすべての人と世帯が対象の国勢調査は、国を挙げての一大プロジェクト。国勢調査員は、プロジェ
クトの成功を左右する大きな役割を担っています。この国の未来のために、ぜひ、あなたの力を貸してください。

国勢調査員の仕事内容は、大きく5つです

※調査員には報酬が支払われます（金額は決まり次第お知らせします）。
※調査員にご興味のある方は下記電話番号の企画監理課までお問合せください。

調査の概要　2020年工業統計調査は、６月１日現在で実施し、2019年一年間の実績を調査します。
調査の対象　・準備調査　全ての製造業を営む事業所を対象に、製造品名や従業者数などを確認します。
　　　　　　・本 調 査　従業者４人以上の製造業を営む事業所を対象に、調査票を配布します。
調査の方法　５月から６月にかけて滋賀県知事が任命した統計調査員が事務所を訪問し、調査を実施します。

【問合先】　企画監理課　☎38ー5061

１、調査員説明会に参加 ２、 担当している地域の
確認

３、 調査についての説明
と調査書類の配布

４、 回答確認リーフレット
の配布と調査票の回収

５、調査票の整理と提出
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小・中学校の就学援助制度について

甲良町スポーツ・文化活動大会出場
激励金について

水道料金の口座振替日について

　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　

≪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。令和元
年度に受給されていた方で令和２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２年４月７日(火)～24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。

　甲良町のスポーツ・文化活動の振興を図るため、大会予選で優秀な成績をあげ、全国
大会に出場された町内在住者を対象に、激励金を交付します。申請方法等、詳細につき
ましては下記連絡先にお問い合わせください。

　甲良町では、水道料金の口座振替日を通常月末（※月末が土・日・祝日等の場合は翌
月の最初の営業日）に設定していますが、４月分の料金について、４月27日（月）の
振替を予定しています。
　水道料金を口座振替によりお支払いの方は、お手数ではありますが、前日26日（日）
までに口座の残高を確認の上、入金していただきますようよろしくお願いいたします。
　また、水道料金の支払方法について、甲良町では、口座振替にしていただけるよう推
進しています。まだ、お済でない方、手続き等でお困りの方は、役場建設水道課へご連絡いただきますよう併せ
てよろしくお願いいたします。

【問合先】　教育委員会　☎38−5070

【問合先】　教育委員会　☎38ー3315

【問合先】　建設水道課　☎38ー3581

農地中間管理事業で
農地の貸借を検討してみませんか？

■農地中間管理事業とは？
　知事の指定を受けた公的機関である農地中間管理機構が、所有者から農用地等を借り
受け、担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮して貸し付ける事業です。

【問合先】　滋賀県農地中間管理機構（湖東地域担当）　☎30ー9117

農地を貸したい方（出し手） 農地を借りたい方（受け手）

お申し込みください!!

ご応募ください!!

● 賃料が発生する場合には、機構から指定口座に確実
に振り込まれます。

● 機構に農地を貸付けても、贈与税・相続税の納税猶
予は継続されます。（税務署への届出が必要です）

● 契約期間終了後、農地は確実に戻ります。
● 機構に貸付けた農地は、固定資産税が軽減される場

合があります。
● 今回の期間に申出された方で国が定める交付要件を

満たした場合は、予算の範囲内で機構集積協力金の
令和２年度の交付対象者となります。なお、国が定
める交付要件および交付単価は変更される場合があ
ります。

●農地をまとまりのある形で借受けることができます。
● 農地を長期（原則10年以上）に借受けることで、

効率的・安定的な農業経営が可能です。
● 複数の所有者からの借受でも契約が一本化され、賃

料の支払事務が軽減できます。
●新規参入をめざす方も農地の借受が可能です。

※ 農地の借受を希望される方は、申出書等を市町農政
担当課またはJA担当部署窓口に提出してください。

　また、機構窓口でも受付できます。（メールでの提出可）
※ 申込内容を変更する場合は、変更申込書を提出して

ください。（用紙は申込書と同じです。）

【申込書提出専用アドレス】
　E-mail ： nouchikoubo@gmail.com

【受付期間】通年（随時受付）
※ 平成31年4月以降に応募し内容に変更がなければあ

らたな応募は不要です。

【受付申出書の有効期限】
　受付した２年後の年度末
※ 令和2年4月1日～令和3年3月31日受付分は、
　 令和5年3月末まで有効。

※ 農地の貸付を希望される方は、申出書等を市町農政
担当課またはJA担当部署窓口に提出してください。

【受付期間】
　1回目　5月 7日（木）～ 6月30日（火）
　2回目　9月25日（金）～11月10日（火）

【受付申出書の有効期限】
　令和3年３月末日
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【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

４月の催し物　　図書館の行事はすべて無料です！

図書館に行こう♪

　ご存知ですか？４月13日は喫茶店の日です。 明治21年、 東

京・上野に日本初の喫茶店が開業したことに由来していま

す。 喫茶店は休憩をとるだけではなく、 人と人との出会いの

場でもあるようです。 様々な人間模様を紡ぐ場所。 そんな喫

茶店にちなんだ本を集めました。 どうぞご利用ください。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

…休館日

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

日 月 火 水 木 金 土5
月 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

日 月 火 水 木 金 土

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

4
月

31

３日（金）14：00～
春休みお楽しみ映画会

「パディントン２」（104分）

11日（土）11：00～11：30

おはなし会

17日（金）11：00～11：30

ぴよぴよひよこのおはなし会

18日（土）14：00～

子ども読書の日お楽しみ会

26日（日）14：00～
子ども映画会

「ラプンツェル あたらしい冒険」（57分）

※ 今後の新型コロナウイルス感染
症の影響により、催し物を中止
する場合があります。

「コーヒーが冷めないうちに」
 川口俊和／著《サンマーク出版》
　“ここに来れば、過去に戻れるって、ほんとうです
か？”不思議なうわさのある喫茶店『フニクリフニ
クラ』を訪れた４人の女性たちの物語。続編には『こ
の嘘がばれないうちに』『思い出が消えないうちに』
があります。

「院内カフェ」
 中島たい子／著《朝日新聞出版》
　どこか不安な私たちは、あのカフェで、病院の傍
らにいることで、癒されている。総合病院のカフェ
を舞台に、ふた組の中年夫婦を描く。

「ロング・ロング・ホリディ」
 小路幸也／著《ＰＨＰ研究所》
　1981年、札幌。喫茶店『Ｄ』でアルバイトをし
ている大学生の幸平のもとへ、東京で働いているは
ずの姉が“しばらく泊めて”と突然現れた。店に集
う若者たちの苦悩と成長を描く。

「作家の珈琲」
 コロナ・ブックス編集部／著《平凡社》
　作家と珈琲のエピソードが満載の一冊。往年の作
家や著名人が利用した滋味深い喫茶店が数多く紹介
されています。

☆こんな本が人気でした☆
～2019年度貸出ベスト～

「樹木希林さんからの手紙」
 ＮＨＫ『クローズアップ現代＋』

「樹木希林120の遺言」 樹木希林

「希望の糸」 東野圭吾

「昨日がなければ明日もない」
 宮部みゆき

「そして、バトンは渡された」
 瀬尾まいこ（2019年本屋大賞）

「むらさきのスカートの女」
 今村夏子（第161回芥川賞受賞作）

「一切なりゆき」 樹木希林

「『大家さんと僕』と僕」 矢部太郎

坪
つぼうち

内　玲
れ い と

斗ちゃん
４月３日生（尼子）

安
やすざわ

澤茉
ま ゆ ら

由桜ちゃん
４月 17日生（尼子）

坪
つぼうち

内　煌
ら い と

斗ちゃん
４月３日生（尼子）

　令和２年６月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R１年６月生のお子さん）の
方は、４月22日（水）の「乳児の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ー5061　保健福祉課　☎38ー3314

全血献血へのご協力のお願い

　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（月）　　９時30分～11時30分
 ※時間はお一人15分程です。

 ※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

 ※健康な方ならば、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。

【問合先】　保健福祉課　☎38ー3314
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【問合先】　ハーティーセンター秦荘（指定管理者　一般社団法人愛荘町文化協会）☎37ー4110

coba solo tour 2020
The Accordion

コバ　ソロツアー　ジ・アコーディオン

心キュンなメロディと
超絶技巧！

cobaが全47都道府県を
独奏する。

日　時　6月14日(日)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）
＊当日 各500円増　＊未就学児の入場不可

好評販売
中

第２回 ハーティー講談会
　昨年大変好評だった講談。今年も
開催いたします‼
　今回は、赤穂浪士のお話や、大河ド
ラマで話題の『明智光秀』のお話も！
他にも歴史上の人物の物語や人情噺
など、臨場感あふれる語りをお楽しみ
ください。

日　時　5月31日(日)14時から
場　所　ハーティーセンター秦荘
　　　　中ホール
出演者　旭堂南左衛門・旭堂南舟・
　　　　旭堂南斗・旭堂南雲
入場料　全席自由
　　　　前売：1,000円（税込）　＊当日200円増

6月1日から紫雲苑の使用料が変わります

使用料(管内) 　※今回、変更する区分のみ記載

区　分 改定前 改定後
13歳以上の者 15,000円/体 20,000円/体
13歳未満の者 10,000円/体 13,000円/体

動
物

5kg未満 4,000円/頭  5,000円/頭
5kg以上15kg未満 7,000円/頭 10,000円/頭

15kg以上 10,000円/頭 15,000円/頭

※ 使用料(管内)は彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町に住所
を有する方が死亡されたときの料金です。(ただし、管外は別料金)

　近年、紫雲苑の修繕費など維
持管理費用が増加しています。
今後も火葬場を安定的に運営
し、質の高い行政サービスを提
供するため、６月１日から使用
料が次のとおり変更されます。

【問合先】　彦根愛知犬上広域行政組合　紫雲苑　☎48ー1318　FAX 48ー1891

４/４発売 第９回  お笑い七夕

ハーティー寄席
　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、桂治門、
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。

　フランスの至宝と言われ、
80歳を超えた今なお、コンサートの開催や大学教授として
精力的に活躍しているヴァイオリニスト　ジェラール・プー
レのコンサート。今回のツアーでヴィオラ・チェロ・ピアノと
の共演は東京と愛荘だけ！聴くしかない！

日　時　7月4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、桂治門、
　　　　京次郎（和妻）、土方兄弟（漫才）
入場料　全席指定　前売：1,500円（税込）
　　　　＊当日　300円増

日　時 6月6日(土)15時から
場　所 ハーティーセンター秦荘 大ホール
入場料 全席自由
 一　　般：2,500円（税込）
 小中学生：1,000円（税込）
＊当日 各500円増　＊未就学児の入場不可

フランスの至宝
ジェラール・プーレと
仲間たち

好評販売
中

好評販売
中

幼　稚　園
　昭和23年「学校教育法」が制定され幼稚園は正規の学校体系の一環として独自の地位が認められ、戦後の幼
児教育の基礎ができました。
　甲良町では、都市部からは少し遅れましたが小学校就学前の５歳児を対象に昭和28年小学校の一部を園舎に
あて幼稚園が発足し、小学校長が、園長を兼務していました。

■ 甲良西幼稚園
　昭和28年４月１日、西甲良小学校の校舎の一部を園舎として開園しました。当初は講堂のステージ後ろの２
部屋と図工室を使用し桃、梅、桜の３クラスだったそうです。
　昭和30年町村合併により甲良町立西幼稚園となりました。園児は竹馬を楽しんだり、運動会では組体操を披
露、生活発表会など様々な活動がありました。
　新園舎の建設は、在士625番地（現在のグループホームらくらく、デイサービスセンターけやき）に昭和54
年完成しました。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

7

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

△西幼稚園児かけっこ（昭和32年）
　エプロン姿が可愛い園児たち。小学校の運動会
の競技の一コマ。後ろの建物が幼稚園舎でした。

△西幼稚園
　（昭和60年前後）
　園庭で元気よく運
動する園児たち。
　建物の左側は職員
室、右側は保育室で
した。
　昭和54年園舎竣工

東幼稚園

△

（平成６年頃）　
　園グラウンドでの
運動会の一コマ。リ
ズム運動を披露する
園児たち。
　その他綱引きや障
害物競走など幼稚園
単独での運動会がひ
らかれていました。
　昭和49年園舎竣工

△西幼稚園保育室の様子（昭和40年代）
　部屋の中にチェーンネット、のぼり棒が設置さ
れています。以前は中学校の人達の教室であり、
遊戯室のような広さだったそうです。

来月号は写真でたどるダム事務所

■ 甲良東幼稚園
　昭和28年９月１日、東甲良小学校の南棟の東から３部屋を園舎にあてて開園し、昭和30年４月、甲良町立
東幼稚園となりました。
　新園舎は横関157番地（現在の東児童クラブとせせらぎ（作業所））に昭和49年３月竣工しました。登園は、
小学生と一緒の集団登校であり、歩幅が違い遅くなる園児を高学年の子ども達はよく面倒をみてくれたそうです。

　両園舎は、幼稚園と保育園が一元化されたため、平成13年に使命を終えました。
　現在は、一部改築されていますが、両園舎ともに当時の面影をとどめており福祉の場として活用されています。
 参考：甲良町史
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道の駅　せせらぎの里こうら
<営 業 日>  年中無休 

（※12月31日～１月３日までは休み）

<営業時間>  9：00～18：00 
　※１月 9：00～17：00

<電話番号> 38ー2744

人権なんでも相談日
４月６日（月）・５月11日（月）
　 13：30 ～ 15：30 
　 保健福祉センター２階 相談室

県情報発信拠点「ここ滋賀」
企画催事募集のご案内

　東京・日本橋の情報発信拠点「ここ滋賀」では、滋賀の産品等の魅力を来館者に直
接伝える企画催事（イベント）を実施しています。現在、令和2年4月以降の企画催
事を募集しています。ご応募、お待ちしております。
■応募対象期間：令和2年（2020年）4月1日～令和3年（2021年）3月31日
■応募受付期間：実施前々月の1日まで＊詳細は下記アドレスでご確認ください。

http://cocoshiga.jp/contact/#productsale

【問合先】　ここ滋賀　企画催事担当　Email:event@cocoshiga.jp　☎050ー5306ー9079

【問合先】　総務課　☎38ー3311

広報こうら3月号「町職員の給与と人事の運営状況について」に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

3.職員の手当の状況：広報こうら３月号Ｐ.7
（２）退職手当
　1人当たり平均支給額（平成30年度実績）
　（誤）9,5114千円→（正）9,511千円

8.職員の分限および懲戒処分の状況：広報こうら３月号Ｐ.８
（１）分限処分の状況（平成30年度）
　（誤）降任0→（正）降任１

 甲良町 し尿収集カレンダー  【令和２年５月】

【問合先】　クリーンライフ湖東(有限責任事業組合)　☎ 35ー5205　FAX 35ー5206

日(曜日) 午前/集落 午後/集落
１日（金） 呉竹①・小川原① 呉竹①・小川原①
８日（金） 小川原① 小川原①
11日（月） 小川原① 不　　定　　期
12日（火） 尼子① 尼子①
13日（水） 正楽寺①・法養寺①②・下之郷③ 正楽寺①・法養寺①②・下之郷③
14日（木） 長寺東・長寺西① 長寺東・長寺西①
19日（火） 北落①②・在士② 不　　定　　期
20日（水） 池寺①②③・金屋①② 池寺①②③・金屋①②
22日（金） 長寺東・長寺西② 長寺東・長寺西②
25日（月） 小川原②・呉竹①③ 小川原②・呉竹①③
26日（火） 尼子③ 尼子③
29日（金） 長寺東・長寺西③ ー

※「―」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。

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

《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。

５月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5
休館日

6
教室日 7 8

教室日
9

教室日

10 11 12
休館日

13
教室日 14 15

教室日
16
教室日

17 18 19
休館日

20
教室日 21 22

教室日
23
教室日

24／31 25 26
休館日

27
教室日 28 29

教室日
30
教室日

5/1（金）、2（土）の教室はお休みです。

４月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1
教室日 2 3

教室日
4

教室日

5 6 7
休館日

8
教室日 9 10

教室日
11
教室日

12 13 14
休館日

15
教室日 16 17

教室日
18
教室日

19 20 21
休館日

22
教室日 23 24

教室日
25
教室日

26 27 28
休館日 29 30

4/29（水・祝）の教室はお休みです。

〇当施設のコロナウイルス対策について
　甲良町温水プール・香良の湯は下記の対策を講じ、通常開館しております。
　　1、 行政ガイドラインに則ってアルコール消毒、館内清掃の徹底により、十分な衛生管理を行います。
　　2、 スタッフの健康チェックを徹底（体温チェック・手消毒・うがいなど）します。
　　3、 プール・温浴施設の衛生管理を徹底します。
　　ご利用の皆様におかれましても咳エチケットや手洗い・うがいなどの感染対策の実施、体調不良時は
　　施設利用をご遠慮いただくなど、ご協力をお願いいたします。

○温水プール・香良の湯スタンプカード大好評実施中！！
　1回券・回数券利用の方は、スタンプを10個貯めたら施設無料券を１枚プレゼント！
　 家族でご利用の場合は、スタンプをひとつのカードにまとめることも可能なので、 

さらにお得にご利用いただけますよ！
　 香良の湯は屋内風呂＋露天風呂もあり、料金は大人250円と公衆浴場よりもお安く

ご利用いただけます。
　仕事帰りの疲れを洗い流したり、大きなお風呂で家族団らんに是非ご利用ください！

○水泳教室受講者大募集!!
曜日・時間 対　　象 曜日・時間 対　　象

ジュニア教室【J-5】 水曜日 午後5時～6時 4歳～未就学児 ジュニア教室【J-6】 水曜日 午後6時～7時 小学5～6年生
ジュニア教室【J-5】 金曜日 午後5時～6時 小学1～2年生 ジュニア教室【J-6】 金曜日 午後6時～7時 小学3～4年生
ジュニア教室【J-3】 土曜日 午後3時～4時 4歳～未就学児 ジュニア教室【J-4】 土曜日 午後4時～5時 小学1～2年生
ジュニア教室【J-5】 土曜日 午後5時～6時 小学3～4年生 ジュニア教室【J-6】 土曜日 午後6時～7時 小学5～6年生
成人【M-3】 　　  水曜日 午後3時～4時 中学生以上 成人【M-7】　　　　 土曜日 午後7時～8時 中学生以上
ウキウキウォーキング　金曜日 午後7時30分～8時30分 中学生以上
ジュニア教室【J-4】 水曜日 午後4時～5時 小学1～2年生 ジュニア教室【J-4】 金曜日 午後4時～5時 4歳～未就学児

※新規受講の方は、空き状況をお電話にてお問い合わせください。
　お申し込みの際は、教室受講料と印鑑をご持参のうえ、受付までお越しください。
※受講料（1ヶ月4回）　ジュニア教室4,100円、成人教室4,500円、ウキウキウォーキング2,100円
※ジュニア教室では、スイミングキャップ（600円）とワッペン（100円）が指定となります。水着は自由です。
　・令和2年4月から令和3年3月中の誕生日で4歳になる方からジュニア水泳教室にご参加いただけます。

○運動教室受講者大募集!!　今年の春は健康へ向けて運動を始めましょう！
教室名 曜日 ４月開催日 時間 対象 定員 参加費（月4回）

健康運動教室 水曜日 1・8・15・22日 10:30～11:30 18歳以上 20名 2,100円（税込）
ヨガ教室 金曜日 3・10・17・24日 10:30～11:30 18歳以上 20名 4,500円（税込）

・プール2階の教養娯楽室（和室）にて教室を実施しています。（各教室とも月4回の定期教室となります。）
・健康運動…椅子を使った、チェアビクスや筋トレ、脳トレなどを取り入れた楽しく簡単に体力強化を図ります。
・ヨガ教室… 少人数制クラスで基本ポーズや呼吸法等、丁寧に指導いたします。初心者やこれから始める方に最適です！

【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）

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

※ ご利用に付き１個押印、10個で
   １回分の利用券を発行致します。

ス　タ　ン　プ　カ　ー　ド

 【問合先】 温水プール・香良の湯　☎ 38ー5155
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2020

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 496

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !4

皆出席授与（中学校３年間） 記念品目録贈呈

威風堂々入場 式歌斉唱

友よ、今旅立ちの時
～いざ進もう！　恐れるものなど何もない～

２ JA共済杯第26回日本リトルシニア全国選抜野球大会出場激励

新型コロナウイルスを防ぐには

６ 病児・病後児保育について

８

13 全血献血へのご協力のお願い

農地中間管理事業で農地の貸借を検討してみませんか？

甲良町の総合計画を一緒に作りませんか？

11

７

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R２ .３ . 1 現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,337

3,559

6,896

2,606

ー　６

ー　５

ー１１

ー　３

＜

＜

＜

＜

＞

＞

＞

＞

1,952

1,886

3,838

423

371

794

女

合　計 Ⓑ Ⓐ

世帯数 Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 32.83%
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。

2020年（令和２年）４月号
通巻第496号

発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地1

TEL.0749ｰ38ｰ5061
FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp

962

1,302

2,264

滋賀県内の消費生活相談窓口
　消費生活相談窓口では、納得できない請求や買物、契約のトラ
ブル、製品事故や多重債務などのご相談をお受けします。
　お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

全国共通ダイヤル 消費者ホットライン
☎１８８ いやや（１８８）！泣き寝入り！！

　最寄りの市町の相談窓口や滋賀県消費生活センターにつながり
ます。通話は有料です。

問合先　保健福祉課　☎38ー3314

広報こうらは再生紙を使用しています。

４月後半分　（会場：保健福祉センター）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 対　象　の　方　（児） 持ち物

乳児健診４か月 22日（水） 13：30～13：40 Ｒ元年12月生まれの児
前回受けられていない児

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

乳児健診10か月 22日（水） 13：00～13：10 R元年６月生まれの児
前回受けられていない児

母子健康手帳・質問票
 写真（広報への掲載希望者）

中期離乳食教室 21日（火） ９：30～10：00 R和元年８月・９月生まれの児 母子健康手帳
質問票

こころの健康相談 23日（木） 10：00～11：30 こころの健康状態に不安をお持ちの方
（予約制）保健師が対応いたします。 特になし

献　血
（全血献血） 27日（月） ９：30～11：30

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。

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

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 対　象　の　方　（児） 持ち物

すこやか相談 11日（月） ９：30～11：00 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

こころの健康相談 ８日（金） 10：00～11：30 こころの健康状態に不安をお持ちの方
（予約制）保健師が対応いたします。 特になし

２歳６ヶ月健診 14日（木） ９：30～10：00 H29年９月・10月生まれの児
前回受けられていない児

母子健康手帳・質問票
歯ブラシ・コップ
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