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　このほど、広島大学と大阪教育大学の合同調査で、湖東三山として名高い西明寺国宝本堂の須弥壇前方に

立つ二本の柱を赤外線写真で撮影したところ、肉眼では香煙等の煤で真っ黒にしか見えない下から、八大

菩薩立像が浮かび上がりました。しかも、菩薩たちの体型や面貌は極めて古様で、７世紀中頃の法隆寺

百済観音像や玉虫厨子の扉絵などを彷彿とさせるものです。

　さらに、柱頭部には奔放とも大胆とも称し得る一種野放図な宝相華唐草文があしらわれ、背景には積乱雲や

乱層雲を思わせる重く厚い雲塊が積み上がり、菩薩たちの頭上にまで広がっています。

　これらの表現上における特徴を摘記すれば、中国敦煌石窟壁画に照らして、耳の表現は隋代（581年～

618年）以前の伝統を引き継いでおり、掌の皺の描き方もまた、隋代の表現に合致しています。８世紀

初頭の法隆寺金堂壁画以下、同世紀の日本の遺例がいずれも初唐（618年～712年）以降の様式を採用して

いるのに比べて、本図の方が古い要素に満ちているのです。また、槍鉋仕上げによる凹凸著しい曲面を

ものともせず、線描を力強く引き切る筆力も、古代の画家の優れた力量を証明する要素の一つです。

　通説では、西明寺本堂は鎌倉初期（13世紀前半）に創建され、南北朝期（14世紀前半）に現在の形に

改築されたとなっていますが、実はその歴史を語る古文書は全く残っておりません。しかし、西明寺が

所在する犬上郡は、最後の遣隋使と最初の遣唐使を両方務めた有名な犬上御田鋤で知られる犬上氏の本拠地

であり、８世紀には画工司に名を連ねる渡来系の画家集団、簀秦氏（すのはたし）も早くからこの地に

居を構えていました。

　天武14年（685年）、『諸国に、家毎に、仏舎を作りて、乃ち仏像及び経を置きて、礼拝供養せよ』との

詔が発布されますが、その前年には「八色の姓」で豪族としては事実上最高位の「朝臣」を賜っていた

犬上氏もまた、氏寺を建立したことは想像に難くないでしょう。世界最古の木造建築と謳われる法隆寺

金堂は、天皇が天蓋を施入して仁王会を行った持統７年（693年）頃までの建立とされていますが、この度

新たに発見された柱絵は、西明寺本堂自体の建築年代が、これを遡る可能性をも示唆するものと思われます。

　以上ことから、今回の発見は美術史のみならず、建築史、文化史にも広く重要な意味を持つと考えられ

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広島大学大学院　安嶋紀昭教授の資料より引用）

　町民の皆さんにとって身近な存在である

地元のお寺から、世界に発信する歴史的な

発見がありました。ぜひ地元再発見の一つ

として西明寺に足を運んでみて下さい。

令和２年度秋季限定の特別御朱印を授与します。
期　間／９月１日（火）から12月６日(日）まで
冥加料／500円

　勝運をつかさどる
「刀八毘沙門天」を
イメージした御朱印。
「勝」を与える。

　戦国武将の上杉謙信や武田信玄が信仰した
必勝の毘沙門天。

西明寺国宝本堂

日本最古の木造建築
「法隆寺に匹敵」飛鳥時代の絵画菩薩絵!!
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【問合先】　産業課　☎38－5069

　中日新聞社主催、第79回中日農業賞に

おいて、新時代の卓越した農業を実践し

地域振興に貢献する若手農業者として、

澤　吉隆さんが「優秀賞」を受賞され、

去る8月11日に贈呈式が行われました。

おめでとうございます。

　甲良町商工会建設事業部は８月26日（土）、戦国大名藤堂高虎公生誕の地とされる甲良町在士地区の
「高虎公園」にてボランティア活動を実施されました。建設業者による重機を用いたダイナミックな作業と、
地域に根ざした熟練の建設事業主が協同で行う細やかな作業です。
　この活動は、地域の社会基盤を支える地元建設業者の親方さんたちが、地域の未来を担う子ども達の
健やかな成長を願い、公共施設や観光拠点を整備する事で地域発展に貢献するため、実施されています。
災害発生時の応急復旧や冬季の除雪など、地域に建設業者さんは欠かす事ができません。まちの発展の
ために、今後とも商工会建設事業部の活躍が期待されます。

第79回中日農業賞「優秀賞」を受賞

子どもたちの笑顔のために　～商工会建設事業部～
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【問合先】　甲良町商工会青年部　☎38－3530

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

　毎年８月21日に北落日吉神社で奉納されている「雨乞御礼踊り」。その昔「おはな」という女性と、
「小八」という男性の悲恋物語より由来しています。
　昭和53年国選択無形民俗文化財に指定されている伝統の踊りですが、今年は新型コロナウイルス感染症の
影響で中止となり神事のみおはな堂で行われました。

　夏まつりに協賛いただいたスポンサーの方々のご好意を無駄にせず、かつ「コロナ禍においても、地域に
活力を！」と、商工会青年部が大抽選会を実施しました。
　商工会事務局の玄関に設置された抽選箱には猛暑の中を連日多くの人が投函に来られました。
　「あたりますように」と箱を前に祈る子供を見ていると、心が和みました。
　当日は、野瀬町長をはじめとして、商工会役員が厳正に抽選を行い、特賞から９等までの当選者が決定
いたしました。
　当選されたみなさま　おめでとうございました。
　協賛企業のみなさま、抽選会にご尽力いただいた皆様に心よりお礼申し上げます。

令和２年のおはな踊りについて

大抽選会を実施しました
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【問合先】　保健福祉課地域包括センター　☎38－5161

工房・心（こころ）をご存じですか？
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　工房・心はさまざまな理由によって体にハンデを持った方の為に色々な
生活をサポートする道具（自助具）を制作するボランティア団体です。

※自助具とは…

　日常生活動作のしずらさを手助けしてくれる道具です。

　毎日のこんな事に困っている。。。という方は、お気軽にご相談ください。

　みなさんのお役にたてるよう、工房「心」が応援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　　地域包括支援センター　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　38－5161（担当者　奥・宮本）

（ばね付き箸）
2本箸にバネをつけ、握力の

弱い方でも使いやすいお箸に

改良しています。バネの形状や

強さは人によって調節します。

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　薬は正しく使用することによって、効果を最大限に発揮することができます。薬に対する疑問や不安なことが
ある場合は、医師や薬剤師等に相談しましょう。
　薬局では、薬が重複していないか、薬同士の相互作用がないかの確認や、正しい服用方法・注意点等の情報提供
を受けることができます。また、のみまちがい・のみ忘れが心配な方は、１回にのむ薬を一つの袋にまとめる
「一包化」についても、医師もしくは薬剤師に相談することができます。
※「一包化」には費用がかかります。

　薬局に関する情報は「薬局機能情報提供制度」に基づき、「医療ネットしが」
（http://www.shiga.iryo-navi.jp/qqport/kenmintop/）で公開しています。

かかりつけの薬局を決めること
も大切です。薬のことについて
お気軽にご相談ください。

工房・心（こころ）をご存じですか？

10月17日から23日は「薬と健康の週間」です
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（スプーン・フォーク）
市販の柄では細くて握れない方でも使いやすくするために滑りにく

い素材でグリップ（握り）部分を作っています。

（ボタンエイド）
ボタンをつまんで止めることが困難な方が、ボタンをつかめ

なくても、ボタンを止めることができます。

（ソックスエイド）
足先まで手を伸ばすことが出来ない・前かがみの姿勢がとれ

ない方をサポートする道具です。



【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

＊日頃の感染対策にご協力いただき、ありがとうございます＊

感染予防の基本は正しい手洗いです！

～ 明日も家族と笑っていられる ～　一人ひとりの心がけで守れる「明日」があります。

新型コロナウイルス感染症情報
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【問合先】　彦根愛知犬上広域行政組合　☎35－0015
　　　住民課　☎38－5063

【問合先】　彦根年金事務所　☎23－1114

【問合先】　教育委員会事務局社会教育課　☎38－3315

　国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の

納め忘れが続くと老後に年金を受け取ることができなくなるばかりか、納付が

遅れることで障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。もしもの

時に後悔することのないよう保険料はきちんと納期内に納めましょう！ 

　家庭から出る燃えないごみ（埋立ごみ）を直接搬入により処分される場合

には、これまで中山投棄場に持ち込んでいただいていました。中山投棄場で

の受け入れは令和３年３月31日をもって終了し、令和３年４月１日からは

東近江市小八木町19番地（愛知郡清掃センター跡地）において受け入れを

行います。これにより、直接搬入される場合はそちらに持ち込んでいただく

ことになりますのでお知らせします。

　※詳細は、今後、追ってお知らせいたします。

　例年、10月末に開催しております「甲良町文化祭」ですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止および

来場者の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。

　文化祭当日の出演および展示作品の出品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。何とぞご理解を賜りたく思います。今後とも当町の文化協会の活動に

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

国民年金保険料は遅れずにきちんと納めましょう！

燃えないごみ（埋立ごみ）の持ち込みに関するお知らせ

甲良町文化祭開催中止のお知らせ
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

●国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。

●コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限りオンライン回答（インター
ネット回答）または、郵送提出にてご回答ください。

●回答期間

・９月14日（月）～10月７日（水）

●報告義務

・国勢調査は、統計法に基づき、報告義務のある調査として実施されます。

●個人情報保護と調査票の管理

・調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格

な守秘義務が課せられています。

●かたり調査にご注意を！

・国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード

番号などをお聞きすることもありません。

  お礼　 先行して、インターネットで回答いただいた皆さま、ありがとうございました。

【国勢調査コールセンター】

　　調査の内容、記入の仕方などがわからない場合、お問い合わせください。

　　　　ナビダイヤル：0570－07－2020

　　　　I　P　電　話：03－6636－9607 （午前８時から午後９時まで　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日・日曜日・祝日も利用可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置期間／令和２年10月31日（土）まで

開始から100年！令和最初の国勢調査がはじまります！
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【問合先】　教育総務課　☎38－5070

＜＜＜　受　付　期　間　＞＞＞
10月１日（木）～10月16日（金）　９：00～17：00（土・日・祝日を除く）

＜＜＜　申込受付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター

＜＜＜　申込書配付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター／子育て支援センター
甲良町ホームページhttp://www.kouratown.jp/からも様式をダウンロードできます。

注意事項
①令和２年度～令和３年度中に育児休暇を終えて、職場復帰する方、または年度途中入園を希望され
る方なども、必ずこの期間にお申込みください。
②第１希望園が定員を超え利用できないときには第２希望園での再入園審査となりますが、第２希望
園が未記載の場合、再入園ができなくなりますので第２希望園も必ず記入するようにしてください。
③受付後、園ごとの入園希望者数が定員を超える場合、待機児童となることがあります。
④受付期間終了後の申込者の決定は、期間内申込者の入園調整・決定後になります。
⑤通園バス利用は３歳児以上とし、呉竹・小川原・長寺東・法養寺・横関区を除きます。

∇入園対象児
　おもに家族が家庭内で保育できない生後満６ヶ月～
５歳児の乳幼児
例）乳幼児の保護者が昼間、家庭外で仕事をしている
ため、保育ができない。
０歳児　満６ヶ月から
１歳児　Ｈ31.４.２～Ｒ02.４.１生
２歳児　Ｈ30.４.２～Ｈ31.４.１生
３歳児　Ｈ29.４.２～Ｈ30.４.１生
４歳児　Ｈ28.４.２～Ｈ29.４.１生
５歳児　Ｈ27.４.２～Ｈ28.４.１生

∇保育時間　　平日８時～１６時
希望者のみ　①早朝保育　平日　17時30分～

②延長保育　平日　18時30分まで
③土曜保育　平日と同じ（早朝・延長
保育あり）

∇保育料
両親の令和２年度市町村民税および入園希望児の
年齢（年齢は４月１日現在の満年齢）等によって
保育料が決まります。
満３歳になった後の４月１日から小学校入学前まで
の３年間は保育料無償化の期間となります。
給食費は保護者の負担となり、保育料とは別途での
負担となります。
通園バス利用者は別途1,300円。

∇入園対象児
町内在住の満３、４、５歳児
３歳児　Ｈ29.４.２～Ｈ30.４.１生
４歳児　Ｈ28.４.２～Ｈ29.４.１生
５歳児　Ｈ27.４.２～Ｈ28.４.１生

∇保育時間　　平日　８時～13時30分

∇幼稚園料
無償
満３歳になった後の４月１日から小学校入学前まで
の３年間は使用料無償化の期間となります。
給食費は保護者の負担となります。
通園バス利用者は別途1,300円。

令和３年度（2021年度）
保育園・幼稚園の申込み　受付開始　
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

　子どもへの体罰や虐待をした保護者のほとんどが、「しつけ」のためにやったと言いますが、すべての子ども
たちは、健やかに成長・発達する権利が保障されています。
　2020年４月の児童福祉法等の改正法では、体罰が法律で禁じられました。

《こんなことをしていませんか？》
▼何度も注意したけど言うことをきかないので、頬を叩いた
▼いたずらをしたので長時間正座をさせた
▼宿題をしなかったので夕食を与えなかった・・・など
　　　　　　　　　　　　　　　これらは全て「体罰」です。

《なぜ、体罰等はいけないの？》
♦体罰は、根本的な解決にはなりません。むしろ、子どもに暴力的な言動のモデルを示すことになります。
♦叩かれたり怒鳴られたりすると、恐怖心から一時的に言うことを聞くかもしれませんが、どうしたらいいのかを
自分で考えたり、学ぶことにはつながりません。

♦体罰等が繰り返されると、脳に大きなストレスを与えます。これにより、学習意欲の低下や精神疾患を引き
起こし、引きこもりになったり、子どもの成長や発達に悪影響が生じる可能性があります。

《子どもとの関わり方を工夫してみましょう。》
★子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう！
　　【⇒⇒受け止めてもらえたという体験】
★「言うことを聞かない」のは理由があるかも？
　　【⇒⇒保護者の気をひきたい、体調が悪いなど】
★良いこと・できたことを具体的にほめる、スキンシップなど

　イライラして怒りそうになった時は、深呼吸をしたり、風にあたって気分転換するなど自分なりのストレス
解消法を見つけましょう。子育てで困ったとき、悩んだときは、まず誰かに聞いてもらいましょう！

「しつけ」　子どもの人格や才能等を伸ばし、社会のルールや正しい生活習慣を身につけさせること。
「体　罰」　親がしつけのためと思っていても、子どもの心身に苦痛を与え、不快感をもたらす行為。

（体罰が常習化するとエスカレートしやすく、虐待へと繋がってしまいます。）
「虐　待」　大人が自分の感情に任せた言動で子どもを支配・コントロールすること。【身体的虐待（殴る

蹴るなどの暴力）・性的虐待・ネグレクト（育児放棄）・心理的虐待（暴言、無視など）】

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１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！
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　令和２年12月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R１年12月生のお子さん）
の方は、10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

おすすめポイント
・にんじんのクセをとりのぞいた
おやつで苦手な子どもも食べ
やすい。

・子どもと一緒に作れば、野菜が好きになるきっかけにも！

つくり方
①にんじんは皮をむいて薄切りにし、やわらかく茹でて水切りしておく。
②鍋に水（200ml）を入れ粉寒天をふり入れ、砂糖を加えてゆっくり煮溶かし、沸騰したら１～２分弱火で煮る。
③①のにんじん・②の寒天液・レモン果汁を一緒にミキサーにかける。
④③にオレンジジュースを手早く混ぜ合わせ、型に流し入れて冷やし固める。（冷蔵庫で約１時間）
⑤人数分に切り分け、器に盛り付けて完成です。

　滋賀県では経験豊かな高齢者世代から集めた献立を紹介しています。
　野菜や昔ながらの地域の食材を使ったもので子どもたちと一緒に作ったり
食べたりして、ぜひ味わってください。

材料（12人分）
・にんじん…240グラム　　 ・粉寒天…４グラム　・水…200ml 
・オレンジジュース（100％）…300ml
・砂糖………40グラム　　　・レモン果汁……大さじ１

◆にんじんゼリー◆　エネルギー31kcal　塩分0グラム（１人分）

子どもたちに伝えたい滋賀の味
健康推進員のレシピ紹介
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【問合先】　湖東健康福祉事務所（彦根保健所）　☎22－1770

【問合先】　大津地方法務局彦根支局　☎22－0242

  「法務局で自筆証書遺言書の保管ができます」
　７月10日から法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まりました。これまで
自宅等で自筆証書遺言書を保管していた場合、遺言者の死後、相続人に発見
されなかったり、改ざんされるおそれがありましたが、本制度により、法務局
で長期間適正に遺言書を保管することができるようになりました。さらに、
法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認が不要
となります。
 詳しくは【大津地方法務局彦根支局0749－22－0291】までお問合せく
ださい。

　下記により標記の健康診断を実施しますので、受診を希望される方は、最寄りの保健所まで、お問い合せ
下さい。
　なお、希望者が多数の場合は、受診を御遠慮願う場合もあります。

１　対象者
被爆者健康手帳を所有する父または母（死没者を含む）の実子であり、かつ父または母の被爆以後に
出生した方で、被爆者健康手帳を有しない方
２　実施期間（予定）
　令和３年１月４日（月）から令和３年３月31日（水）まで（※ただし、原則として平日）
３　申込み期間
　令和２年11月２日（月）から令和２年11月30日（月）まで
４　検査要項
（ア）視診、問診、聴診、打診および触診による検査
（イ）CRP定量検査　（ウ）赤血球数計算　（エ）血色素検査　（オ）尿検査
（カ）血圧測定　（キ）肝臓機能検査　（ク）ヘモグロビンA1c検査
（ケ）血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査
５　費用
健康診断に要する費用は無料です。ただし、精密検査費用および交通費は必要です。
６　健康診断を受診できる医療機関（予定）
彦根市立病院　　　　彦根市八坂町1882
長浜赤十字病院　　　長浜市宮前町14-7
７　備考
この健康診断を受診しても被爆者健康手帳が交付されることはありません。

自筆証書遺言書保管制度

原子爆弾被弾者二世の健康診断の実施について
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【問合先】　自衛隊彦根地域事務所　☎26－0587

【問合先】　彦根愛知犬上広域行政組合　☎35－0015

　彦根愛知犬上広域行政組合では、彦根市清崎町（西清崎）を建設候補地として彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、
多賀町の1市4町における広域での新ごみ処理施設の整備に向けて取り組んでおります。
　令和11年度からの稼働開始を目指し、当圏域にお住いの皆様の暮らしに欠かすことのできないごみ処理施設の
建設を実現するため、環境影響評価（環境アセスメント）を通じ、周辺環境への影響をできる限り回避または低減
させる環境保全措置を講じていくため、皆様のご理解とご協力を賜りながら事業を進めていきたいと考えております。
　つきましては、今後実施する環境アセスメントの方法等に関して説明し、皆様のご意見を頂戴するため、下記の
とおり住民説明会を開催いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては、開催を中止または延期する場合がございます。また、
発熱や咳等の風邪症状がみられる方は、ご参加を控えてくださいますようお願い申し上げます。

記
【日時・場所】
　日　時：令和2年（2020年）10月18日（日）10：00～（1時間30分程度）
　場　所：グリーンピアひこね　多目的ホール（彦根市清崎町1118）
　　　　　※必ずマスク着用でご参加ください。

【環境影響評価方法書とは】
環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法
で調査・予測・評価をしていくのかという計画を示したものです。

＜問い合わせ先＞
　彦根愛知犬上広域行政組合　建設推進室
　TEL：0749-35-0015　　FAX：0749-35-4711

☆自衛官候補生（陸海空）
・応募資格：18歳以上33歳未満の男女
・受付期間：年間を通じて受付けています。
・試　験　日：受付時にお知らせします。
・処　遇　等：特別職国家公務員

☆高等工科学校生徒（推薦・一般）
・応募資格：中等学校卒業（卒業見込みを含む。）の
17歳未満の男子
・受付期間　推薦：11月1日～30日
　　　　　　一般：11月1日～1月6日
・試　験　日　推薦：1月10日・11日
　　　　　　一般：1次：1月23日、2次：2月初旬頃
・処　遇　等　特別職国家公務員（生徒）

※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

防衛省自衛隊採用試験のご案内

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る
環境影響評価方法書素案に関する住民説明会
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【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
　駅や鉄道には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があります。
　近江鉄道に関するエピソードを図書館所蔵の本や文集から紹介します。

　「楽しい思い出に旅行や遠足があります。４年生になると
初めて汽車にのせてもらって八日市の太郎坊さんか彦根の城山へ、
５年生は敦賀か大津、６年生になると、一晩泊まりで伊勢神宮
へいきました。」

「東小百年のあゆみ（大正11年卒業生）」より

◁多賀駅乗り入れ（昭和初年）（写真提供：近江鉄道）
　国鉄の客車９両を引いて多賀駅に乗り入れた勇姿

　「６年生の修学旅行で伊勢へ行った時です。朝早く学校へ集合して、尼子駅まで歩いていきました。今は電車が
走っていますが、その時は蒸気機関車の後ろに、汽車の客車がついていて、犬上郡がまとまって臨時の専用列車に
のり、貴生川駅まで行って、そこから草津線に移って、伊勢に向かって走っていきました。時代の移り変わりと
共に、汽車から電車になり、後にはバスで行くようになりました。」

長寺東和楽会「思い出の文集」より

◁犬上川鉄橋（昭和３年）（写真提供：近江鉄道）
　多賀駅を経由し犬上川を渡る伊勢神宮参拝団体列車

　近江鉄道は宇治川電気（現関西電力）の傘下にはいり昭和３年
彦根駅―貴生川駅間の全線電化を完了しました。

　「満80歳の私にも17、８の年頃がありました。ガタンゴトン
と近江鉄道にゆられて、重いカバンに赤い鼻緒の日より下駄と
いういで立ち、これが当時の憧れの女学生の姿です。学校へは
彦根口駅から土手を大勢の友達らと歩いて通学しました。」

「下之郷の歴史Ⅱ」より

　「昭和20年７月25日午前６時尼子駅を発車した二両連結の
電車が高宮駅を出た辺りで空襲警報がだされた。同時に停電
になったようで電車は惰性で走っている状態になった。今の
国道八号線と近江鉄道が交差するあたりでアメリカ軍の艦載機
（グラマン）１機が銃撃をかけてきた。この機銃掃射により
３，４名がなくなった。」その中の一人は女子挺身隊員とし
て近江航空（彦根外町）に出勤途中の町内の娘さんでした。

「記憶の湖」第三巻戦争の中の青春より

車両クハ24　高宮駅にて（昭和24年）▷
　（高橋弘氏撮影）　

参考：写真アルバム彦根、犬上、愛知の昭和

No.
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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

11

16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会」

10日（土）11：00～

おはなし会
　図書館で活動されている拡大写本ボランティア
さんの作品を展示します。図書館の紙芝居をもと
にして、大きく拡大して描き学校や福祉施設、
地域で読み聞かせをされています。
　細かな部分まで見事に再現された素晴らしい
作品です。

 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

10      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

『“ええほん　滋賀の方言手控え帖』
中山　敬一／著《サンライズ出版株式会社》

　ええほん、きゃんす、たい、言うてらる…独自の味わいをもつ
滋賀の方言約230の意味と使用例を収録。

『かんさい絵ことば辞典』
ニシワキ　タダシ／著《ピエ・ブックス》

　日常的に使う言葉から、昔使われていた言葉、関西以外ではなか
なか聞かないであろう言葉まで、いろいろな関西弁を、ゆるくて
クスッと笑えるイラストとともに解説するほんわかおもろい絵ことば
辞典。

『方言クイズ』
井上　史雄／総監修《講談社》

　地域アピールのキャッチフレーズにもなっている魅力たっぷりの
方言。実際に日常で使われている「現役方言」を基本とする難問・
珍問集。

『誤解されやすい方言小辞典』
篠崎　晃一／著《三省堂》

　「おかしい」が「はずかしい」、「ぐれる」が「捻挫する」…。共通
語と同じ語形だが、じつは地域独特の意味がある、誤解されやすい
「方言」を紹介。 ☆10月27日～11月9日は

　読書週間です。
　今年の標語は「ラスト
ページまで駆け抜けて」
です。
　暮らしのスタイルに、
人生設計のなかに、新しい
感覚での「本とのつきあ
い方」をとりいれていき
ませんか。

拡大紙芝居展
10月1日（木）～ 　
　10月25日（土）

17
こうら 



【問合先】　総務課　☎38－3311

【問合先】　総務課　☎38－3311

　総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦言や意見・要望を受け付け、
その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。国の事務（国道、
一級河川、登記など）について困ったときは、お気軽に行政相談をご利用ください。ご相談は無料・予約
不要・秘密厳守です。
※コロナウイルスの影響により急遽中止させて頂く場合がありますので、予めご了承下さい。

【相談日時】　10月10日（土）
【場　　所】　甲良町役場　2階　第２会議室
【問  合  せ】　甲良町役場　総務課　　　　　　TEL：0749－38－3311
　　　　　　　滋賀行政監視行政相談センター　TEL：077－523－1100

　標記の件について、町有地において、この度甲良町
では土地整備の計画を予定しており、町有地所在の
小屋等の撤去について、所有者の方は下記まで連絡を
お願いします。

場　  所：甲良町大字小川原字東川原808番地66
撤 去 物：小屋等工作物

問 …問い合わせ 申 …申し込み先

◆行政書士による無料相談会の開催について
相談内容
相続手続き全般（遺言書の書き方・遺産分割協議書の作成等・
その他相続相談）
※事前に相談内容をお知らせ頂ければ、より的確なご返答が行え
ます。

相談会日時
令和２年
　10月16日（金）13：00～15：00

　　12月18日（金）　　　   〃
　令和３年
　　12月19日（金）　　　   〃
相談会場
　甲良町役場
連絡先
　滋賀県庁行政書士会彦根支部
　支部長　岸田　090－9547－1441
※コロナウイルスの影響により急遽中止させて頂く場合があり
ますので、予めご了承下さい。

◆令和２年度砂利採取業務主任者試験の実施について
試験日時
　令和２年11月13日（金）午前10時～
試験実施場所
　滋賀県庁新館７階　大会議室
願書の配布
滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課および各合同庁舎・
県ホームページ
願書の受付期間
　令和２年10月１日（木）から令和２年10月30日（金）まで。
　消印有効。
　　滋賀県商工観光労働部
　　モノづくり振興課
　　☎077－528－3793（直通）

問

10月19日（月）～25日（日）は行政相談週間です

町有地所持の小屋等工作物の撤去について

くらしのかわら版
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【問合先】　彦根労働基準監督署　事務局　☎22－0654

【問合先】　国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局企画運送・監査部門　☎077－585－7253

滋賀県最低賃金（地域別最低賃金）
時間額　868  円

（発効日令和２年10月１日）

　「地域別最低賃金は」、産業や職種、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者
に適用されます。
　最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は
含まれません。

※産業によって、特定（産業別）最低賃金が定められているものがあります。
　詳しくは、滋賀労働局のホームページhttp://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/
　で、ご確認下さい。

「忘れていませんか？「自賠責保険・自賠責共済」」
　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和元年の事故発生件数は約38万件、死傷者数は
約46万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保
することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識
することがとても大切です。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行
することは法令違反ですのでご注意下さい！
　四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない250cc以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動車）
は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容は、http://www.jibai.jpでご覧になれます。

滋賀県最低賃金改正のお知らせ

自賠責保険・自賠責共済のご案内
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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

甲良町のキャラクター
ココラちゃん

広報に広告をのせませんか？
１コマ　１０，０００円／月

詳しくは企画監理課☎38－5061へ

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。

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①②

長寺①

長寺①

下之郷①③・北落①②・在士②

金屋①②

小川原②

長寺②

呉竹①③

尼子③

池寺①②③

長寺③

呉竹①・小川原①

小川原①

不　　定　　期

尼子①

正楽寺①・法養寺①②

不　　定　　期

長寺①

下之郷①③・北落①②・在士②

金屋①②

不　　定　　期

長寺②

呉竹①③

尼子③

池寺①②③

―

２日（月）

４日（水）

５日（木）

９日（月）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

17日（火）

18日（水）

19日（木）

20日（金）

24日（火）

25日（水）

27日（金）

30日（月）

甲良町 し尿収集カレンダー【令和２年11月】
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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。

11月 お風呂・プール
日 土月 火 水 木

5

12

19

26

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

金
４

11

18

25

3

10

17

24

6

13

20

27

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

休館日

休館日

休館日

休館日

7

14

21

28

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

〇11月1日（日）に水上アスレチック「アクアジム」イベントを開催します。
　子どもから大人まで楽しめる水上アスレチックです。家族みんなで、是非ご参加ください！

【参加申込方法】　10月７日（水）午後１時30分より甲良町温水プールにて受付開始。（先着順）
　　　　　　　　　電話申込は午後３時からとさせていただきます。（0749-38-5155）
※ イベント終了後にプールをご利用いただくことはできません。
※ 安全管理上、保護者１名につき小学３年生以下のお子様は２名までとさせていただきます。
※ イベントに参加される方は水着・水泳キャップを必ず着用ください。Ｔシャツ着用不可。ラッシュガード可。

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！！

　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。

休館日

休館日

休館日

休館日

スイミングスクール　タイムスケジュール
水

時間

第１部　午前９時00分～午前10時00分

第２部　午前10時15分～午前11時15分

第３部　午前11時30分～午後12時30分

40名

40名

40名

定員 対象 参加費

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

年少～成人
（小学３年生以下
のお子様は保護者
同伴）

　　小学生まで：0,500円
　　中学生以上：1,000円
　　親子　　　：1,300円
※大人１人につき子ども１人の
セットです。
２人目以降は通常料金です。

◇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
10月５日（月）・11月２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

3,306

3,515

6,821

2,613

408

366

774

1,928

1,858

3,786

970

1,291

2,261

＜－　6＞

＜－　2＞

＜－　8＞

＜　　5＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.15%
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 .９ . 1現在

問合先　保健福祉課　☎38－3314

10月後半分（会場：保健福祉センター）

11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

1歳６ヶ月健診

乳児健診４か月

乳児健診10か月

こころの健康相談

20日（火）

21日（水）

21日（水）

22日（木）

13：00～13：30

13：30～13：40

13：00～13：10

H31年２月・３月生まれの児
前回うけられていない児

Ｒ２年６月生まれの児
前回受けられていない児

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。

10：00～11：30
（予約制）

13：30～15：00
（予約制）

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
すこやか親子アンケート

Ｒ１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
 写真

(広報への掲載希望者)

特になし

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。

症状がある方、予防面や症状はないが心配な方などは、下記へご連絡ください。

TEL：077－528－3621　FAX：077－528－4865
E-mail：s-support@office.email.ne.jp

※携帯メールでの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。
※連絡先は、予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

滋賀県新型コロナウイルス感染症相談窓口
（24時間／毎日受付）

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。

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

すこやか相談

２歳６ヶ月健診

こころの健康相談

９日（月）

12日（木）

13日（金）

予約制

９：30～10：00

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。

H30年３月・４月生まれの児
前回うけられていない児

母子健康手帳

母子健康手帳・質問票

特になし

対　象　の　方　（児）

22
広報 こうら 2020 October 10

Ｎ
ｏ．５

０
２

広報こうらは再生紙を使用しています。

2020年（令和２年）10月号
通巻第502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


