


【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

【問合先】　総務課　☎38－3311

　滋賀県電気工事工業組合様より、

防災対策の一環として、パワー

チャージライトスポット・スポット用

軽量三脚を２セット本町に寄贈頂き

ました。

　頂いた寄贈品は防災対策に有効

活用させていただきます。

　ありがとうございました。

　池寺の西山はつさんが、めでたく100歳のお誕生日を7月19日に迎えられ、野瀬町長がお誕生日に訪問

して長寿をお祝いしました。訪問の際には、笑顔で出迎えてくださいました。これからも一層お元気で、

長生きしてくださいね。

滋賀県電気工事工業組合様より寄付を頂きました

長寿のお祝い
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【問合先】　教育委員会　☎38－3315

【問合先】　甲良町農業委員会事務局　産業課　☎38－5069

野瀬町長から任命書を授与される農業委員（7月20日）

甲良町農業委員が改選されました

町民人権問題学習講座　開催中止のお知らせ

　例年、9月から10月にかけて開催しております「町民人権問題学習講座」ですが、新型コロナウイルス

の感染拡大防止および来場者・講師等、皆様の安全を考慮し、誠に勝手ながら本年度の開催を中止とさせ

ていただくこととなりました。

　参加をご検討いただいていた皆様には、ご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。

　何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

　本年度は感染症流行の中でそれに伴う偏見や差別といった人権侵害が課題となっています。今回のよう

に人権教育活動が進められない事態が続いておりますが、今後も人権問題の解決と、すべての人々の人権

が保障され、多様な価値観や生き方を互いに認められる社会の実現をめざし、取り組みを続けて参ります

ので、引き続き皆様のご協力をよろしくお願いします。

主催：甲良町教育委員会　　　共催：甲良町・甲良町人権教育推進協議会

　農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地

転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心

に農地に関する事務を執行する行政委員会として設置さ

れています。甲良町農業委員会は、農業委員14名、農地

利用最適化推進委員７名で活動しており、任期満了に伴い

令和２年７月20日に改選されました。

＜農業委員会からのお知らせ＞

　農地を買ったり借りたりする場合や、農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法に基づく許可申請

が必要になります。無断で農地を転用した場合は、原状回復等の是正が命じられますのでご注意ください。

　農地法に基づく許可申請や農地に関するお問い合わせは、甲良町農業委員会事務局（役場産業課）まで。
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　9月9日は「救急の日」・9月8日～9月14日は救急医療週間です。

　新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた救急蘇生法についてご紹介します。

 基本的な考え方　

・新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止傷病者（要救助者）に感染

の疑いがあるものとして対応します。

・成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施する。

・子どもの心停止に対しては、講習を受け人工呼吸の技術を身につけている人で、人工呼吸を行う意思が

ある場合には、人工呼吸も実施します。

※子どもの心停止は、窒息や溺水（おぼれる）など呼吸障害を原因とすることが多く、人工呼吸の必要性

が比較的高いと言われています。

 救急蘇生法の具体的手順　

「反応を確認する」　　　　　反応なし：119番通報・AED依頼　  反応あり：気道確保し救急隊を待つ

「呼吸を観察する」　　　　　

確認や観察の際に、傷病者と救助者の顔があまり近づきすぎないようにします。

　　　　呼吸がみられない　　　　

「胸骨圧迫を行う：胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ」「AED」

感染リスク防止のため胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻と口にかぶせる。

（マスクや衣服などでも可）。

成人：人工呼吸は行わない　　子ども：人工呼吸の技術があり、人工呼吸を行う意思がある場合のみ行う

　　　　　　救急隊到着

傷病者を救急隊に引き継いだあとは、速やかに石けんと流水で手と顔を十分に洗う。　　　　　　　　　

※傷病者の鼻と口にかぶせたハンカチやタオルは、直接ふれないようにして廃棄することが望ましい。

大丈夫ですか

よびかけ

9月9日は救急の日です！
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そ　せい

きょうこつ

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　うつ病などの精神疾患はすべての人に起こりうる身近な問題です。
　早期に気づき適切な治療につなげていくことが重要とされており、精神疾患等に対する正しい知識と理解をもつ
ことが大切です。今回は心の健康に不安を持つ本人や家族を対象にした相談場所をご紹介します。
　あなたのこころのために、一人で悩まず相談してみましょう。

開催場所：滋賀県湖東健康福祉事務所（彦根保健所）

開 催 日：月１回予約制、定例日は原則として毎月第３金曜日
　　　　　奇数月→13：00～15：00　　　偶数月→14：00～16：00

　　　　　　　　※日程は、変更する場合がありますので、事前にご確認ください。

内　　容：医師・保健師による精神保健相談

予約方法：事前に滋賀県湖東健康福祉事務所に申し込みが必要です。
　　　　　電話　0749－21－0283

症状がある方、予防面や症状はないが心配な方などは下記へご相談ください。

個人・地域・企業等のイベント開催に関するご相談は下記へご相談ください。

TEL：077－528－3621　　　　FAX：077－528－4865
（24時間／毎日受付）　　　　 　 　　　（24時間／毎日受付）

E-mail：s-support@office.email.ne.jp

※FAXまたはE-mailの相談は、回答までに時間がかかることがあります。
※携帯メールでお問い合わせの場合、返信メールが届くよう、受信設定の確認をお願いいたします。

月

日

９月

18

10月

16

11月

20

12月

18

１月

15

２月

19

３月

19

TEL：077－528－1344（9：00～17：00／平日のみ）

こころのケアしてますか？

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

コロナに負けない体づくり（運動編）

お家でできる簡単な体操

３セット
　　自分のペースで
　　　頑張ってください

外に出て運動する
　　　　時間がない

運動したいけど
　何から始めればいいか。。。

15回、上手にできたら
　左手はパー・右手はグーで
　　15回やってみよう！
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

作り方（2人分）

①豚は一口大に切り片栗粉をつけておく

②もやしは洗いざるにあげておく。

　にらは３㎝くらいに切る。

③フライパンにサラダ油をしき、②を炒め一旦皿に出しておく。

④同じフライパンに油を足し、①を焼く。火が通ったら③を戻し

調味料を入れ、炒め合わせ器に盛る。

作り方（2人分）

①小松菜は茹でて５㎝の長さに切り、
水気を切っておく。

②さば水煮缶は、身と汁を分けておく。
③（A）を混ぜ合わせておく。
④全ての材料を合わせて③であえる。

材料（2人分）
・もも薄切り肉　　１２０グラム　　・もやし　　　１００グラム　　・酒　　　　　大さじ１／２
・片栗粉　　　　　小さじ２　　　　・にら　　　　５０グラム　　　・醤油　　　　大さじ１／２
・サラダ油　　　　小さじ１　　　　・サラダ油　　小さじ１　　　　・減塩醤油　　大さじ１／２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・砂糖　　　　小さじ１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・こしょう　　少々

【豚ニラもやし炒め】

材料（2人分）
・さば水煮缶　１５０グラム（１缶）
・小松菜　　　１５０グラム（1/2束）
（A）
　　さば水煮缶汁　　大さじ２
　　減塩しょうゆ　　小さじ２
　　砂糖　　　　　　小さじ２

【さば缶でおひたし】

　小松菜やにらなどの色の濃い野菜には、抗酸化作用の

ある栄養が多く含まれており、生活習慣病や認知症の

予防効果が期待できます。

コロナに負けない体づくり（食生活編）
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【問合先】　人権課　☎38－5066

１．募集の住宅
　　改良住宅１戸　呉竹下地蔵団地41号　甲良町大字呉竹348番地３
　　　　　　　　　鉄筋コンクリート造セメントかわらぶき２階建　76.8㎡

２．受付期間
　　令和２年９月７日（月）から令和２年９月30日（水）９時から17時
　　（土曜日、日曜日、祝日は除く。郵送の場合は令和２年９月30日必着。）
　　※申込書等は、甲良町役場人権課で配付します。その際、注意事項を説明します。

３．申込書受付場所および問い合わせ先
　　522－0244　甲良町在士357－1
　　甲良町役場人権課住宅管理係（甲良町保健福祉センター２階）
　　TEL 38－5066番（直通）
　　（郵送による申込の場合、書類不備等がある場合は受付いたしません。）

４．申込資格
　　①申込時点で、町内に住所を有し、住宅に困窮している者
　　②原則として同居親族（内縁者、婚約者を含む）がいること
　　③収入月額が158,000円以下の者（入居者の障害・介護等の状況により異なります。）
　　④町税、上下水道使用料等、町に滞納がない者
　　⑤連帯保証人がいる者（連帯保証人も、町税、上下水道使用料等、町に負債のない者）
⑥申込者および同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第77号）第２条第６項に規定する暴力団員（以下「暴力団」という。）でないこと

　　⑦原則改良住宅を購入できる者

５．申込方法
　　所定の申込用紙に必要書類を添えて、受付期間内に甲良町役場人権課に提出して下さい。
　　
６．入居者の決定
　厳正な審査の結果、申込者が２名以上であった場合、住宅困窮順位の高いものを選考します。選考の
結果、住宅困窮順位が同じ申込者が２名以上であった場合、公開抽選により入居者を決定します。
　なお、くじによる抽選になった場合、くじを引く順番は申込み受付順とします。

７．その他
　　・審査結果は、募集期間終了後に通知します。
　　・募集物件は、現況のままの入居となります。内覧は随時受け付けます。
　　・家賃は月額8,000円です。
　　・入居時期は11月中旬以降の予定です。

甲良町営住宅入居者募集のご案内
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【問合先】　彦根年金事務所　☎0749－23－1114　　住民課　☎38－5063

【問合先】　住民課　保険年金係　☎38－5063

甲良町では、小学生、中学生の医療費を助成しています。

対 　 　 象：小中学生（６歳に達する日以後の最初の３月31日を経過しているもので、15歳に達する日以後の
最初の３月31日を経過していない者）
※次のような場合は対象になりません。
・健康保険に加入していない場合・生活保護を受けている場合
・児童福祉施設などに入所している場合

対 象 時 期：令和２年10月１日から

自 己 負 担：医療費の自己負担はありません。（無料）

助成対象外：保険適用外の医療（検診や予防接種、入院時の部屋代、食事代、選定療養費等）については医療費
助成の対象外となります。

　令和２年度更新について

　新型コロナウィルス感染症蔓延防止のため、郵送での申請をお願いしております。申請書と合わせて返信用封筒
も同封させていただきますので、郵送での申請にご協力ください。

　手続きに必要なもの
　①福祉医療受給券（小中学生）交付申請書
　②同意書
　③お子さま（小中学生）の保険証の写し

　　申 請 場 所 ：甲良町役場　住民課へ郵送にて受付

申請を受付次第、順次ご自宅へ受給券を郵送致します。

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。

　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、

納め忘れもなくとても便利です。

　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより月々50円割引される早割

制度や、現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前納もあり、大変お得です。

　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関、

年金事務所または役場住民課へお申し出ください。

福祉医療費助成制度（小中学生）について

国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　住民課　☎38－5063

めざせ！１人当たりの年間ゴミ量３％の削減
　甲良町からのリバースセンターへの１人当たりの年間可燃ゴミ排出量は、令和元年度は157㎏でした。
これは前年に比べて、2.2％増加しています。
　ごみ量は年々増えています。できるだけゴミの減量化をお願いします。
〔ゴミの減量化のポイント〕
　◎買い物ゴミを減らす。
　・マイバックの携帯をしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・詰め替え商品を積極的に購入しましょう。
　◎食品ロスを減らす。
　・買い物の前に冷蔵庫の中をチェックし必要な分だけ買いましょう。
　・料理は食べられる量だけ作り、残さないようにしましょう。

2021年版　県民手帳　予約受付中！！        

○表紙がリバーシブル仕様になりました
○新規ページ追加
　　「滋賀県の昔と今」国勢調査100周年特別企画
　　「滋賀県PR特集記事」琵琶湖・環境推し
　　「道の駅マップ」復活

●申込締切／令和２年９月18日（金）※確実購入には事前申込を！
●申込方法／電話（甲良町企画監理課　TEL：38-5061）または、企画監理課までお越しください。
●配　　本／令和２年11月上旬（予定）
●代金の700円は11月上旬に現品と引き換えでいただきます。

  60年以上続く隠れたベストセラー！
滋賀県民必須アイテムです

700円（税込）

ゴミの減量化のお願い

滋賀県民手帳が生まれかわります
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【問合先】　滋賀県商工政策課　☎077－528－3723

●制度の概要
　新型コロナウイルス感染症の対策として、県内中小企業等の新しい生活・産業様式の確立に

向けた取組（マスク、消毒液、空気清浄機の購入等）を支援するため、助成金を支給します。

●助成金の対象者と対象額
　対　象：中小企業および個人事業主等(全ての業種が対象となります)

　対象額：最大10万円

●助成の対象となるもの（例）
　マスク、消毒液、アクリル板、空気清浄機、網戸の新設、キャッシュレス機器、サーモカメラ、

体温計、手袋、自動ドア等

●申請開始時期と申請方法
　申請開始時期：9月上旬予定

　申請方法：電子申請または郵送のみ

●注意
　助成にあたり、実際に購入されたことが分かる領収書やレシートが申請時に必要となりますので、
捨てずに保管しておいてください。

新しい生活・産業様式確立支援事業について

4月1日以降に購入した物が対象です
滋賀県内事業者の皆さんの新型コロナウイルス感染症対策を支援します！！

最大10 万円をご支援します！！
（十分な予算額を確保しています。申請順に審査しますが、早い方が有利と言うことはありません）

注意！　申請時には領収書やレシートが必要になります。

感染症対策例

受付開始

9月上旬
ごろ
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

　子どもが笑ったとき、あくびをしたときなど、口の中にかわいい乳歯を見ることができます。きれいで
じょうぶな永久歯のために、乳幼児期の歯を健康に保つことはとても重要です。かわいい乳歯をむし歯から守る
ために、歯科衛生士さんから、歯の手入れの仕方やおやつのとり方などのお話しを聞いて、日ごろから、むし歯
にならないように気をつけましょう。

　　ひよこ教室　　９月11日（金） 
10時～11時30分

　　ぺんぎん教室　　９月15日（火） 
　　持　  ち　  物　　タオル・水筒・紙おむつなど

※親子ふれあい教室は年間の参加申込が必要です。参加申込は随時受付けています。
教室への参加を希望される方は、子育て支援センターまでご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染防止に伴い外出の回数も減り、毎日どのように過ごしておられますか？こんな時
こそ、おうち遊びや絵本を見る（読む）などお子さんとスキンシップをしてみましょう。新しい脳は1才頃
から育ちはじめます。大人といっぱいふれあい、言葉をかわすことが大切です。
　おうち遊びはむずかしく考えずにお母さんの無理のない範囲でお子さんの成長に応じて、ことばを交わし
ながら、手足を動かしたり、手や体を触れ合わせてみましょう。
　また、お子さんと一緒に絵本を見たり、声をだして読んでみてはどうでしょうか。テレビやDVDの機械の
音声でなく、生で聞く声は優しく心地よく耳にひびきます。さらに、膝の上にのせたり体がふれあう中で読ん
でもらうと、お母さんの息遣いやぬくもりが子どもさんに伝わり、楽しさ・おもしろさなどの感情を共感する
ことができます。ことばや物事を知るだけでなく、心が安定し穏やかな気持ちなります。親子のふれあいで
ストレス解消とスキンシップを楽しみましょう。

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。

★月２回、臨床心理士にも発達
に関する相談ができます。
（要予約）

★相談者の情報や相談の内容は
守秘されますので安心して
ご相談下さい。

ほっと館へようこそ！

12
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【問合先】　甲良町商工会　☎38－3530

　令和２年11月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R１年11月生のお子さん）
の方は、９月30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

　セミナーでは講義だけでなく、演習を通じ創業についてのノウハウを身につけていただきます。是非、ご参加
下さい。
※新型コロナウイルス感染症対策として会場の換気、消毒液の設置、座席の間隔、マスクの着用等、配慮を行い
実施します。

●定　　員：先着20名

●会　　場：愛荘町商工会　愛知川支所　愛知郡愛荘町愛知川72

●申込方法：愛荘町商工会
　　電　話：０７４９－４２－２７１９
　　ＦＡＸ：０７４９－４２－５６０８
ＷＥＢ：https://aisho.or.jp/

お問い合わせフォームから内容欄に創業セミナー受講希望とご記入の上、
必要項目を入力し送信願います。

主　催：愛荘町商工会・稲枝商工会・豊郷町商工会・甲良町商工会・多賀町商工会
後　援：株式会社　日本政策金融公庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●受講対象者：
①創業を目指す方　
②創業に興味・関心があり、知識や手法を習得
したい方
③創業間もなく、事業を軌道にのせたい方

●参　加　費：3,000円

●開催日時：
　セミナー……10月18日（日）・25日（日）
　　　　　　11月１日（日）・８日（日）・15日（日）
　　　　　　各10：00～16：00
　個別相談会…11月29日（日）

～あなたの夢を全面サポート～　「創業セミナー」開催！！

13
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【問合先】　中小企業退職金共済事業本部　☎03－6907－1234

14
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【問合先】　甲良町観光協会　☎38－2035

【問合先】　甲良町観光協会　☎38－2035

　　　～・～・～　賞　～・～・～
最優秀賞　　JCBギフト券　3千円　 1名
優　秀　賞　　JCBギフト券　1千円　15名
甲　良　賞　　甲良町お土産色々　　　10名

　　　　　　　　　　撮影期間：令和２年９月１日（火）～令和３年２月28日（日）

　　　　　　　　　　応募締切：令和３年３月７日（日）

　　　　　　　　　　　　　主催　甲良町観光協会

　　　　　　　　　　　　　※詳細は公式Instagramまたは甲良町観光協会HPをご覧ください。

毎日1回投票
できるよ！

QRコードを
読み取ると
投票画面に
繋がります

ゆるキャラグランプリ2020　THE FINAL

令和２年7月 1日(水）10：00～
令和２年9月25日(金）18：00

#ココラdeこうら をつけて
Instagram に 投稿 してね！

PC・タブレットスマーフォンからの投票

第１回　インスタフォトコン in こうら

　９年間続いたゆるキャラグンプリも今年
で最後になりました。
　今年も甲良町マスコットキャラクター
ココラちゃんが参戦しています。
　みんなで甲良町のココラちゃんを応援
しましょう！ 
　投票よろしくお願いします。

１．各端末から公式サイトにアクセス　　　　 →ID登録する （※初回のみ）

２．発行された IDでログインする　→　投票する　　 一人 １日１回投票ができます。

　※なお フィーチャーフォン（＝ガラケー）からは、 ID登録せずに投票することができます。

15
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まずは
フォローしてね

甲良町観光協会公式インスタグラム
kourakankou



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

近江鉄道尼子駅
　近江鉄道の誕生は、明治29年に東海道本線から離れた地域の交通利便性の向上や経済開発をねらい、設立され
ました。設立発起人は、旧彦根藩士族の大東義徹・林好本・西村捨三や中井源三郎・正野玄三・小林吟右衛門・
阿部市郎兵衛といった近江商人でした。
　明治31年まず、彦根－愛知川間が完成し、６月から開業運行が始まり、彦根－愛知川－八日市－貴生川を結ぶ
鉄路が、明治33年12月に完成開通しました。
　開業広告に「北陸と伊勢との近道」とうたわれ、貴生川で関西鉄道（現、JR草津線）と接続することによって、
湖東の人びとの生活の利便だけでなく、湖北・北陸の人びとの、伊勢参りのための新しいルートとしても大いに
期待されました。

　尼子駅は、明治44年に私たちの地域の西の玄関口として開業されました。
　６月８日付けの政府官報に停留場設置が掲載されています。

　近江鉄道株式会社線　高宮豊郷間ニ設置ノ尼子停留場　本日１日ヨリ使用開始ノ旨届出テタリ同停留場前後
区間哩程左ノ如シ［鉄道院］

高宮尼子間　１哩（マイル）60鎖（チェーン）（約2.82km）
尼子豊郷間　１哩　　　　　37鎖　　　　　　（約2.21km）

（　）はふるさとプロジェクトが付記

□昭和３年９月発行の汽車時刻表
　左側が近江線尼子駅上下発車時刻　
　上り下りとも一時間に一本の運行でした。
　（百三十三銀行は滋賀銀行の前身の銀行）

　停留場、駅と、時代とともに名前は変わっても、毎日、人や
物資を運び、生活になくてはならないインフラとして近江
鉄道、尼子駅はその役割を担ってきました。また、さまざまな
出会いや別れ、時代を超えた人びとの喜びや悲しみの出来事が
ありました。
　次回は、駅にまつわるさまざまな出来事、現在の姿を紹介
します。

写真・資料提供：近江鉄道（株）、鉄道フォトライター　辻良樹氏　　参考：図説滋賀県の歴史、彦根市史

□駅舎に掲載の駅看板（平成５年頃）

□尼子駅（平成６年頃）
　駅のホームは単線の時代

No.

12
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

図書館の行事はすべて無料です！

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

10

18日（金）11：00～

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」

２日（水）～19日（土）

人権パネル展

12日（土）11：00～

おはなし会

『“いま”からできる！日常防災』
永田宏和ほか／監修《池田書店》

　この本では「想像する」「備える」「知る」「身につける」などの
テーマで防災を考えます。災害時に使える物資や知識など、もしも
の時に必要なことが具体的に紹介されています。今できることから、
少しずつ防災を考えてみましょう。

『たのしく防災！はじめてのキャンプ』
日本放送協会ほか／編《NHK出版》

　キャンプを楽しみながら、非日常の生活を体験しましょう。水を
節約する、火を安全に使う、外でご飯を炊く…野外での暮らしの
知識は、災害時のインフラが止まってしまった中でも役立つかもし
れません。

『警視庁災害対策課ツイッター　防災ヒント110』
日本経済新聞出版社／編《日本経済新聞出版社》

　災害対策のプロ集団「警視庁災害対策課」の皆さんが実際に検証した「もしもの時」の防災の工夫を紹介
します。簡易寝袋をつくる・ラップをスポンジ代わりに使う、など物資不足の中で役立ちそうなヒントの他に、
毛布の素早いたたみ方・疲れにくい靴ひもの結び方などは普段の生活にも活かせそうです。

『災害時に役立つ　かんたん時短、「即食」レシピ　もしもごはん』
今泉マユ子／著《清流出版》

　災害時だからといって「生きるための食事」「我慢して食べる食事」だけでは元気も出ません。おいしい食事
は災害時のストレス解消にもなるそうです。紹介されている、缶詰などの備蓄食品をつかった簡単レシピや
ポリ袋をつかう省エネレシピを普段から試して、「もしも」の時に活用できると良いですね。

絵本作家　はっとりひろきさん
ワークショップ
「うちゅうフォトフレームをつくろう」

絵本の読み聞かせもしてもらいます。お楽しみに！
　日　時：９月６日（日）13時30分～
　申込み：電話、ファックス、または図書館カウンターまで
　定　員：30名（参加無料）
同時にはっとりひろきさんの絵本原画展示も行います。

     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

9    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
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【問合先】　建設水道課　☎38－5068

その屋外広告物！　ルールを守っていますか？

屋外広告物　クリーンキャンペーン
９月１日～10日は屋外広告物適正化旬間

水道料金　基本料金免除の延長について

　屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。

　エリアによって、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて、規制しています。

　必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。

　詳しくは下記へ問い合わせください。 

【屋外広告物とは?】

「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及び

はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに

類するものをいう。」

　甲良町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為の外出自粛等に伴う生活支援及び経済的負担の

軽減策として、水道料金のうち、基本料金の免除を６月請求分から８月請求分までの３か月間実施をして

きました。このたび、引き続き軽減策を延長し、９月請求分から11月請求分までの３か月間の水道料金

基本料金免除を行うことになりました。免除の対象は、前回と同様に水道事業加入者で、休栓や臨時の

方に関しては対象外となりますのでご了承ください。

　全国的に新型コロナウイルスの猛威はまだまだ強い状況です。水道でしっかりと手洗いやうがいを

おこない、感染予防に努めましょう。

<注意>
　水道料金の基本料金のみが対象で、下水道使用料は「無料」になりません。

　水道水を使いすぎると、下水道使用料が高くなりますので、適切な水道使用を

お願いします。

　なお、水道料金の基本料金免除に伴う申請等は必要ありません。

18
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違反看板は
ダメよ!

県下
一斉

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

19
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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

【問合先】　自衛隊彦根地域事務所　☎ 0749－26－0587

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、「大萩町①」とある場合は１ヶ月に１回で申込みいただいた
大萩町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。

☆防衛大学校（一般）

・応募資格：高等学校卒業（卒業見込みを含む。）の21歳
未満の男女

・受付期間：７月１日～10月22日

・試験日
１次：11月７日・８日
２次：12月中旬

・処遇等：特別職国家公務員

※コロナウイルス感染症の関係で日程変更等が生じる恐れが
あります。詳細は下記問い合わせ先にご連絡ください。

問合せ先
自衛隊彦根地域事務所
電話番号：0749－26－0587
彦根地域事務所へのメールＱＲコード

呉竹①・小川原①
小川原①
小川原①
尼子①

正楽寺①・法養寺①
長寺①
長寺①
下之郷①②
北落①③
金屋①②③
小川原②

呉竹①②・尼子②
小川原③
池寺①②
長寺②③

呉竹①・小川原①
小川原①
小川原①
尼子①

正楽寺①・法養寺①
長寺①
長寺①

不　　定　　期
北落①③
金屋①②③
小川原②

呉竹①②・尼子②
小川原③

不　　定　　期
長寺②③

１日（木）
５日（月）
６日（火）
７日（水）
８日（木）
９日（金）
12日（月）
14日（水）
15日（木）
20日（火）
21日（水）
22日（木）
23日（金）
27日（火）
29日（木）

「クルマと私の物語　ずっと続く未来の安心」
～安全と環境保全には、点検・整備が必要です～

国土交通省　近畿運輸局滋賀運輸支局
　検査・整備・保安部門
　　TEL：077－585－7252　FAX：077－500－8085

（参考）
　　自動車点検整備推進協議会URL
 　　 　http://www.tenken-seibi.com

検索点検設備

甲良町 し尿収集カレンダー【令和２年10月】

９月・10月は
「自動車点検整備推進運動強化月間」です 防衛省自衛隊採用試験のご案内
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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）
　※6月～9月の土日祝は、受付/遊泳11：00～
・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。

９月 お風呂・プール

9/30の教室はお休みとなります。
９月からは火曜日が休館日となります。

日 土月 火 水 木

3

10

17

24

6

13

20

27

7

14

21

28

金

1

8

15

22

29

４

11

18

25

教室日

教室日

教室日

教室テスト

5

12

19

26

教室日

教室日

教室日

教室テスト

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室テスト

10月 お風呂・プール

10/30.10/31の教室はお休みとなります。

日 土月 火 水 木

1

8

15

22

29

４

11

18

25

5

12

19

26

金

7

14

21

28

6

13

20

27

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

3

10

17

24

31

〇元オリンピック選手による水泳教室を開催します！参加者募集中！
　アトランタオリンピックに個人メドレーで出場した吉見譲先生（びわこ学院大学教授）による水泳教室です。
　選手としてもコーチとしても実績のある吉見先生が楽に、きれいに、速く泳ぐコツを教えてくれます！

　　開  催  日：2020年10月11日（日）　①13：30～14：30／②15：00～16：00
　　対　　 象：①小学生（クロールで25ｍ以上泳げる方）／②競技力向上（タイムアップ）を目指す方
　　内　　 容：①きれいに泳ぐ練習／②タイムアップにつながるドリル紹介と習得練習
　　参  加  費：500円　※ 遊泳をされる場合は別途施設利用料
　　定　　 員：各12名（抽選）
　　申込締切：令和２年９月14日（月）
　　申込方法：直接受付または電話申込（0749－38－5155　火曜日以外　13：00～20：00）
　　　　　　　（電話申込の際は  ①希望クラス  ②名前  ③電話番号  ④年齢  ⑤現在の泳力  をお伝えください。）

〇プール利用登録キャンペーン（3回利用で1回無料！）
　小学4年生以上で初めて利用者カードを作成される方を対象に、施設を３回利用で１回無料の特別キャンペーンを
９月・10月限定で実施します！　※初回利用日から１カ月以内に３回利用が条件。

〇温水プール・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！
　回数券ならスタンプカードを利用すれば、10回分の料金で12回利用できてお得ですよ～　利用期限なし！！

〇甲良町温水プール　スクール入会キャンペーン実施中！　
・ジュニア4,100円　成人水泳/ヨガ4,500円　水中ウォーキング/健康体操2,100円　各スクール月4回開催

　スポーツの秋到来！甲良町温水プールでは、安全・安心・快適にご利用いただけるようコロナ対策を徹底し、
皆様のご利用をお待ちしております。

スイミングスクール　タイムスケジュール
水 金 土

15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00

成人水泳
小学１・２年
幼児　※
小学５・６年

幼児　※
小学１・２年
小学３・４年
小学５・６年
成人水泳

15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00

幼児　※
小学１・２年
小学３・４年

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
※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
ら幼児クラスへご参加いただけます。
・ジュニア水泳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。

道の駅　せせらぎの里こうら
<営 業 日>

<営業時間>

<電話番号> 

年中無休
（※12月31日～１月３日までは休み）

9：00～18：00 
　※１月 9：00～17：00

38ー2744

人権なんでも相談日
９月７日（月）・10月５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

男

女

合　計

世帯数

3,312

3,517

6,829

2,608

412

365

777

1,932

1,861

3,793

968

1,291

2,259

＜　　1＞

＜－　5＞

＜－　4＞

＜－　2＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.08%
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
R２ .８ . 1現在

問合先　保健福祉課　☎38－3314

９月後半分（会場：保健福祉センター）

10月前半分（会場：保健福祉センター）

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

２歳６ヶ月健診

こころの健康相談

乳児健診４か月

乳児健診10か月

17日（木）

24日（木）

30日（水）

30日（水）

９：30～10：00

10：00～11：30

13：30～13：40

13：00～13：10

H30年１月・２月生まれの児
前回うけられていない児

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。

Ｒ２年５月生まれの児
前回受けられていない児

Ｒ１年11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

母子健康手帳・質問票
 写真

(広報への掲載希望者)

母子健康手帳・質問票

特になし

対　象　の　方　（児）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

３歳６ヶ月健診

こころの健康相談

すこやか相談

中期離乳食教室

７日（水）

９日（金）

12日（月）

13日（火）

13：15～13：45

13：30～15：00

事前予約制

９：30～10：00

H29年２月・３月生まれの児
前回うけられていない児

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。

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。

Ｒ２年２月・３月生まれの児

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

母子健康手帳・質問票

対　象　の　方　（児）

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。

TEL：077－528－3621　FAX：077－528－4865
（24時間／毎日受付）　　 　　（24時間／毎日受付）

E-mail：s-support@office.email.ne.jp
※FAXまたはE-mailの相談は、回答までに時間がかかることがあります。
※携帯メールでお問い合わせの場合、返信メールが届くよう、受信設定の
確認をお願いいたします。

滋賀県新型コロナウイルス感染症相談窓口
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