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甲良中学校運動会

インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

コミュニティ助成事業（宝くじ）の助成

甲良町中小企業等経営支援給付金についてお知らせ

ふるさと再発見

第103回秋季花壇コンクール



生徒会スローガン
Level up

　９月29日、甲良中学校の体育大会が
開催されました。今年は、コロナウイ
ルス感染症対策を徹底して、３蜜を
避ける競技を中心に行われました。

　10月６日、甲良養護学校高等部の生徒と
地元住民の皆さんのご協力で、稲刈り・脱穀
作業などでき、収穫の喜びを感じていました。
　刈り取ったお米は「もち米」で、もちに
して給食で味う予定です。

生徒代表のあいさつ

甲良養護学校稲刈り体験交流　楽しい！

甲良中学校体育大会
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甲良東小学校　運動会　９月26日
コロナに負けない最高の運動会

甲良西小学校　運動会  10月14日
全員で協力して達成感を感じる運動会！

東保育センター　10月13日
散歩・かけっこ・リズム運動

西保育センター　保護者参観日　９月28日
みんなで楽しく、元気に、笑顔を届けます！
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【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　総務課　☎38－3311

【問合先】　総務課　☎38－3311

　大阪ガス株式会社様より、企業ボランティア活動「小さな
灯運動」の一環として、楽器２台（シロフォン・ドラム）、
カラトリー３セット、絵本・おもちゃ７点を本町に寄贈いた
だきました。いただいた寄贈品は子育て支援センターで
活用させていただきます。ありがとうございました。

　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、横関区消防車の
可搬式ポンプ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消火活動が
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。

　10月３日にハーティセンター秦荘で行われた第65回
滋賀県消防大会の消防車両によるパレードの様子です。
　甲良町消防団は、災害の防御・火災予防・消化・救急・
救助等消防に与えられた任務は重く、地域の安全確保の
ため、課せられた使命の重要性を改めて認識する大会と
なりました。

2020年度全国統一防火標語

その火事を　防ぐあなたに　金メダル

大阪ガス株式会社様より寄附を頂きました

コミュニティ助成事業（宝くじ）の助成

第65回　滋賀県消防大会
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38－2744

【問合先】　産業課　☎38－5069

　道の駅せせらぎの里こうらの直売所を、甲良町が
提供した地元産の木材を使って滋賀県立大学の学生
による「多賀木匠塾（たがもくしょうじゅく）」が
作成した商品陳列什器により、10月３日（土）に
リニューアルオープンしました。

　多賀木匠塾は、滋賀県立大環境建築デザイン学科の
学生を中心に、木材資源の活用を目指して設立された
地域活動団体です。

　愛犬と一緒に気軽に立ち寄れる道の駅づくりの一環として、県内で初めてとなる道の駅ドッグランを
多目的芝広場の一画に10月３日（土）オープンしました。
　ドッグランは、約1,000㎡とゆったりした草地のスペースで、大型犬と小型犬のエリアが分かれており、
無料で利用できます。

生まれ変わる休憩・売り場スペースを製作する
多賀木匠塾の県立大生

観光案内所
屋外休憩所

幸楽食堂直売所

ピッツェリア
ウノ

乗用車

バス

トラック

多目的広場

せせらぎ

Crepes中大型犬
約720㎡

小型犬
約360㎡

国道3
07号
線

遊歩道

トイレ

「道の駅せせらぎの里こうら」直売所がリニューアルオープン
～滋賀県立大学の学生がデザイン・制作した直売所売場が誕生しました～

「道の駅せせらぎの里こうら」にドッグランがオープン！
～滋賀県内の道の駅で初めてのドッグラン、愛犬と一緒に楽しめる道の駅へ～
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【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　甲良町では、子どもたちの歯を守るために５歳児から小学６年生までフッ化物洗口を実施しています。

　５歳～15歳の間に実施することが大切で虫歯リスクの高い人や、成人の虫歯の予防にも効果があると

言われています。

　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：11月4日（水）　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。

＜洗口のやり方＞
①　５～10mlの洗口液で約30秒間ブクブクうがいをして、歯にまんべんなく行き渡らせます。
②　洗口後30分間は、うがいや飲食物をとらない。

注：３密を避け、洗口液を吐き出すときはできるだけ低い位置でゆっくりと自分のコップの中に吐き
出します。

　ただし、せっかくフッ化物洗口をしても、歯みがきがきちんとできていなかったり、甘い飲み物や
お菓子をダラダラ食べていては、効果がありません。大人も子どもも大切な歯を守り元気にすごし
ましょう。

全血献血へのご協力のお願い

ご存じですか？
11/8は（いい歯の日）です!!!
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38－8003

歯の健康　～子どもの歯を守るために～
　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。９月の親子ふれあい
教室は、歯科衛生士さんから、むし歯をつくる要因や予防のポイントを教えていただきました。
　むし歯はむし歯菌、歯質、糖分、時間の4つの条件が重なったときになります。歯質は遺伝的な要素もあり、
変えることはできませんが、それ以外の要因は大人の配慮や正しい生活習慣を身につけることでクリアできます。
むし歯の要因や予防について理解を深め、大切な歯をむし歯から守りましょう。

むし歯予防のポイント
①家族もむし歯を早く治し、口の中を清潔に。口うつしをしない。
　（むし歯菌は１歳半までに、親など大人のだ液からうつります）
②食事やおやつの時間・回数を決めよう。
　（規則正しい生活習慣を身につける）
③飲み物の種類と与え方にも注意をする。
　（酸性飲料のダラダラのみに気をつけましょう。歯を溶かします）
④「食べたらみがく」の習慣をつける。

　新型コロナウィルスの感染防止に伴い、絵本の読み聞かせを休止していましたが、10月
から再開しています。お子さんと一緒にお母さんも読み聞かせをお楽しみください。
　ゆったりとした気分になれますよ。

毎週水曜日　　午前11時から

　参加自由です。ぜひお越しください。

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。

★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】　甲良町地域包括センター 　☎38－5161

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

　インフルエンザの重症化リスクの軽減と、インフルエンザの流行により多くの発熱患者さんが受診する
ことによる医療機関の負担軽減のため、インフルエンザ予防接種の費用を助成します。

実施方法
　指定医療機関での個別接種

助成対象期間
　令和２年10月１日～令和３年２月28日
　（希望される場合、できるだけ早めに接種をしてください）

助成対象者（対象のかたには９月末～10月初旬に個別通知しています。）
　①　65歳以上の高齢者（60歳以上65歳未満で身体障害者手帳を所持される一部のかた）
　②　妊婦
　③　平成17年４月２日から令和２年４月１日生まれのかた
　　　（生後６か月から中学３年生までのかた。接種日時点で生後６か月のかたも対象です。）

助成額
　①・②の対象者：無料
　③の対象者：接種１回あたりにつき2,000円まで

　予防接種を受けてから免疫がつくまでに２週間程度かかります。接種希望の方は、できるだけ早い接種を
お願いします。また、接種の可否や予約に関しては医療機関（または主治医）の指示に従ってください。

☆去る、9/19（土）～10/31（土）まで図書館で＜認知症啓発コーナー＞が設置されました。

　図書館では、推薦図書をメインにさまざまな認知症に関する書籍を紹介してもらえます。

　いつでも借りることができますので、興味のある方は是非、図書館に足を運んでください。

接種費用を補助します

インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

☆毎年９月は認知症アルツハイマー月間です☆

手洗いと体調管理で、新型コロナウイルスもインフルエンザも予防しましょう。
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【問合先】　住民課　☎38－5063

当日午前８時までに排出してください。　当日以外の排出は絶対にやめてください。
※なお、字によって、搬入時間など決められている場合にはその指示に従ってお出しください。

◎収集できるゴミ（一般の家庭から出るゴミ）
１．金属ゴミの種類

金属類（例：自転車・一輪車・鉄パイプ・トタン・フェンス・金属製衣装箱・金属製本棚・
空のドラム缶　など）※家電４品目は絶対に出さないで下さい（下記参照）

家電類（例：電話機・携帯電話・ラジオ・ＤＶＤレコーダー・パソコン・プリンター、炊飯
器・電子レンジ・扇風機・電気カーペット・電気毛布・ドライヤー、マッサー
ジチェア・ランニングマシン　など） 

２．非金属ゴミの種類
　　　　木質類（例：家具類・机・椅子・タンス・建具など、※ガラス等は取り外してください）
　　　　その他（例：プラスチック類・玩具・クッション・キャスター付カバン　など）
　　　　特殊混合物（例：ソファー・座椅子・スプリングありのマットレス・チャイルドシート）

（注）粗大ゴミとして収集できないゴミ
家電４品目（テレビ・冷蔵庫・エアコン・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）   
自動車・バイク・タイヤ・タイヤホイール・ガスボンベ等危険物・消火器・畳・ふとん・じゅうたん・
育苗箱・あぜ波・農機具（トラクター・コンバインなど）・液体ペンキ等やそれに準じるもの
※建設業や製造業など事業活動によるゴミは産業廃棄物となり回収できません。
　非金属ゴミ収集の際は収集場所が木質類、その他（プラスチック類等）、特殊混合物に分かれています。
　金属ゴミ収集の際は金属類と家電類に分かれていますので、分別して排出して下さい。分別がされて
いない場合は回収できない事があります。

◎日　時

◎収集場所

西　　学　　区

集　積　場　所字名

令和2年11月28日（土）
令和2年12月 5日（土）

非 金 属
金 　 属

東　　学　　区
令和2年11月28日（土）
令和2年12月 5日（土）

金 　 属
非 金 属

在　士
下之郷
尼　子
呉　竹
小川原
北　落
金　屋

在士草の根ハウス前
下之郷スポーツ公園前駐車場
甲良西小学校西側駐車場
呉竹センター第１駐車場
ファミリーステーション甲良駐車場
北落農機具格納庫前
金屋農業組合倉庫前

集　積　場　所字名
正楽寺
池 寺
長寺東
長寺西
法養寺
横　関

正楽寺草の根ハウス前
池寺農業組合格納庫前
長寺東農機具格納庫前
老人憩いの家東側駐車場
法養寺農業倉庫格納庫前
横関農業組合倉庫前

粗大ゴミ収集のお知らせ

まちをきれいにまちをきれいに
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【問合先】　産業課　☎38－5069

　甲良町は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少した事業者を対象に、甲良町中小企業等
経営支援給付金の独自支援が決定しました。
　該当する事業者は、申請様式を甲良町ホームページよりダウンロードし、記入・押印、証拠書類等の
添付の上、下記あて簡易書留で郵送してください。（感染症拡大防止のため、窓口への提出はご遠慮くだ
さい。）

（１）受付期間
　　令和２年９月14日（月）から令和３年１月15日（金）まで

（２）対象者
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少した中小企業・個人事業主の皆様が対象となり
ます。

　《対象要件》
１．申請日時点において、町内に主たる事業所を有し、中小法人《中小企業基本法第2条に規定する
中小企業、および農事組合法人・社会福祉法人等で中小企業に準する法人》、個人事業主である
こと。

２．2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続すること。
３．2020年１月以降、新型コロナウイルス感染症による影響等により、前年同月比で事業収入が
５％以上20％未満減少した月が存在する中小企業・個人事業主。

４．国の持続化給付金の給付を受けていないこと。今後も受けないこと。
５．甲良町持続化給付金の給付を受けていないこと。今後も受けないこと。
　なお、前年同月比で事業収入が20％以上50％未満減少した月が存在する事業者は、甲良町
持続可給付金を申請してください。

６．交付要綱に定める不交付要件に該当していないこと。

（３）交付額
　　中小企業・個人事業主とも一律10万

（４）交付回数
　　１事業者につき１回

（５）提出書類
　　提出書類等については、甲良町ホームページよりご確認ください。
　　＜町の組織→産業課→商工労働係→甲良町中小企業等経営支援給付金について＞

（６）留意事項
　　・申請から交付まで２週間程度必要です。
　　・すでに国の持続化給付金又は甲良町持続化給付金を受給された方は、対象外となります。

甲良町中小企業等経営支援給付金についてお知らせ
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

　令和３年１月号『天使のほほえみ』への掲載希望（R２年１月生のお子さん）の
方は、11月25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

　８月29日（土）、図書館で「絵本読み聞かせ講座」が開催されました。
　この講座は、すべての子どもがいつでもどこでも楽しい読書ができる環境づくりの一環でひらかれました。
　神戸市を中心に大学で講師をされている中西美季先生をお招きし、「子どもに届く絵本って？」「やってみたい！
わらべうた、手遊び」という２つのテーマで絵本の読み聞かせのコツ、手遊びなどについて教えていただきました。
　年齢別に合った絵本なども紹介いただき、お家での読み聞かせや今後のボランティア活動に役立つ講座になり
ました。

子どもと本の架け橋に!!
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【問合先】　教育委員会　☎38－3315

　第103回目を迎えた少年団秋季花壇コンクールの審査が、
去る9月23日に行われ最優秀賞を始め6字が各賞に選ばれました。
　今年は、かつて経験したことのないコロナ禍の中で子ども達の
活動が制限され、保護者の皆様には大変なご苦労をおかけしま
した。しかし、そんな中でも各字それぞれ個性的な花壇づくりに
取り組んでいただきました。

横関少年団

法養寺少年団　努力賞長寺西少年団長寺東少年団

池寺少年団正楽寺少年団金屋少年団　優秀賞

北落少年団　奨励賞小川原少年団呉竹少年団　努力賞

尼子少年団　最優秀賞下之郷少年団在士少年団　優秀賞

尼子少年団が最優秀賞を受賞！
～第103回秋季花壇コンクール～
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【問合先】　大津地方法務局人権擁護課　☎077－522－4673

【問合先】　子育て支援センター　☎38－8003

　2020年４月の児童福祉法等の改正法で、体罰が法律で禁じられています。

「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） 】

▼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。

●期　　　間　11月12日（木）～11月18日（水）
●時　　　間　午前８時30分～午後７時（土・日は午前10時～午後５時）
●相 談 内 容　夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめ，セクシュアル・ハラスメント、ストーカー

など、女性の人権に関する問題
●相談担当者 法務局職員及び人権擁護委員
※ 相談無料（通話料は除く）で、秘密は厳守します。

11月は児童虐待防止推進月間です

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

13
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

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

12
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『トイレで読む、トイレのためのトイレ小説』
　雹月　あさみ／著，ヨシタケ　シンスケ／イラスト

《KADOKAWA》
　恋愛、ホラー、ＳＦ、青春、殺人事件、腹下し…。１分
程度で読める小さいお話と５分程度で読める大きいお話が
詰まった誰もが使うトイレをメインとした作品集。ふた巻きめも
あり！

『トイレ　排泄の空間から見る日本の文化と歴史』
屎尿・下水研究会／編著《ミネルヴァ書房》

　世界最古のトイレ、下水道の建設と水洗トイレの普及、江戸
近郊における下肥の流通と肥船…。トイレについての歴史や
トイレの構造、時代時代に見られる興味深いウンチク話などを
紹介する。

『国際協力トイレ修行学』
神馬　征峰／監修，崎坂　香屋子・花田　恭・小村　浩二／編《文芸社》

　紙もない。水もない。そもそもトイレがない！JICAや青年海外協力隊で活動した著者たちが、
途上国のトイレで経験した「驚いた」「困った」「病気になった」を、現地の人々の交流とともに描く。

『ウチの犬（コテツ）は、これでトイレ上手になりました。』
中西　典子／監修《ナツメ社》

　なぜウチの犬はトイレを失敗するの!?「ほめてしつける」がトイレ上手への近道！基本のトレーニング
から、マーキングまで、犬のトイレのしつけ法を楽しく紹介します。

『トイレットペーパーおりがみ』
東大折紙サークル「Orist」／著《講談社》

　ハート、四つ葉のクローバー、ソフトクリーム、富士山、かざぐるま、宇宙人…。トイレット
ペーパーを使ったおりがみの折り方をイラストで紹介。ぜひ、職場やご家庭で試してください。

『トイレが近い人の読む本』
本間　之夫／著《メディカルレビュー社》

　尿が漏れる、尿が出にくいなどの他に、トイレが近くて困って
いる人が多く、そのかげにはいろいろな病気がかくれている
ことがあるのです。正しく理解・治療するための一冊。

14
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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！

20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」

14日（土）11：00～

おはなし会

　展示作品は「不思議の国のアリスと仲間たち！」平成28年に甲良西小学校で開催された６年生向きの
ブックトーク「深いあな」で藤井さんが紹介した一冊がきっかけとなって作成されました。ご存じ、
アリスはチョッキを着たウサギの後を追いかけ深い穴に落ちて不思議な国へという物語…。お話の
ストーリーを思い浮かべながら楽しんでください。その他にも作品を展示します。お楽しみに。

～ 絵本から広がる世界　藤井スミ苑板絵展 ～
11月４日（水）～11月29日（日）

≪　展示のお知らせ　≫

　９月６日（日）図書館２階で絵本作家はっとりひろきさんのワークショップがひらかれました。この
催しは図書館と絵本ボランティア「ぶっくパレット」の共催事業で親子30人の参加がありました。入場前
検温、換気、机の間隔をあけるなどコロナ感染予防を徹底しての開催でしたが、親子の楽しいひと時と
なりました。
　まず、はっとりさんの絵本作品から「トイレロケット」「いっぺんやってみたかってん」のご本人による
読み聞かせ。子どもたちは、お話の世界に声をあげて大喜びでした。
　続いては、「うちゅうフォトフレームづくり」。絵筆や歯ブラシ、割りばしにアクリル絵の具をつけ小さな
星や惑星を描き、それぞれ個性あふれる宇宙の世界をつくりあげました。
　一緒に参加されたお母さんからは、「コロナで自粛以来、久しぶりに子どものキラキラした笑顔に
出会えてよかった」との声をいただきました。

私だけの「うちゅうフォトフレーム」完成

15
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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
　今月号は、尼子駅、近江鉄道の今を見ていきます。

△旧尼子駅舎（平成５年頃）　　　　　　　　△改修された尼子駅舎（平成15年建設）

　旧尼子駅の公衆電話のボックス、自動販売機等、少しなつかしい気がします。今はなくなりましたが、駅周辺には、
自転車預かりのお店が二軒ありました。
　現在の尼子駅は、平成14年11月に島式ホーム（ホームの
両側に線路がある）が新設され、全線を通じて、数少ない特徴の
ある駅に生まれ変わりました。翌年には地域住民と来訪者の
交流の場として尼子駅コミュニティハウスが建設されました。
　尼子駅の年間利用者数（令和元年度）は88,940人、近江
鉄道の全33駅の中で13番目の利用となっています。駅近くの
古河AS（株）への通勤、高校への通学が大きなウエートを
占めているようです。
　いまマイカー利用の増加、人口減少により全国の地方鉄道
（ローカル鉄道）は利用者が減り苦境に立っています。近江
鉄道も例外ではなく経営が厳しく赤字が続いています。その
ため、近江鉄道では電車に自転車が持ち込める「サイクル
トレイン」、鉄道むすめの「豊郷あかね」ラッピング電車や
「ビア電」等のイベント列車運行、グッズの販売など様々な企業努力がされてきました。
　しかし、近江鉄道単独で鉄道事業を続けることが困難となってきたため、滋賀県と沿線５市５町（甲良町含）で

構成する「近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会」が設立され、
令和２年３月に全線を存続させることが決まりました。しかし
慢性的な赤字が解決したわけではありません。これから運営形態や
運行計画、財政負担などをまとめた「地域公共交通計画」が策定
されます。
　11月３日まで、利用促進のための社会実験として「近江鉄道
全線乗車キャンペーン」が実施されています。近江鉄道を利用して
尼子駅から沿線観光されてはいかがでしょうか。近江鉄道は通勤や
通学、観光だけでなく、車に頼れない人にとって大切な公共交通
機関です。
　今こそ、私たち沿線住民が鉄道をどう守るのか、自分たちに何が
できるのか考える必要があります。

　資料提供：近江鉄道（株）　参考資料：必佐地域資料「近江鉄道物語」

△尼子駅島式ホーム（平成14年）

No.
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【問合先】　甲良町地域包括支援センター　☎0779－38－5161

　悪徳商法や財産管理、相続、福祉の制度、法律のことがわからない・・・etc
　現在、生活するうえで困っていることや将来に不安のある高齢の方や障がい
のある方、また、そのご家族や親せきの方など、どなたからでも相談をお受け
します。
　どうぞ、お気軽にお越しください。

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、今年度開催分の当日受付は致しません。また、緊急事態宣言や局地的に
新型コロナウィルス感染症が増大した場合は相談会自体を中止することがありますので予めご了承下さい。

【問い合わせ先（事務局）】彦根市社会福祉協議会　TEL：0749-22-2821　FAX：0749-22-2841
【問 い 合 わ せ 先】愛荘町社会福祉協議会　TEL：0749-42-7170　FAX：0749-42-7178
　　　　　　　　　　　　　豊郷町社会福祉協議会　TEL：0749-35-8060　FAX：0749-35-5234
　　　　　　　　　　　　　甲良町社会福祉協議会　TEL：0749-38-4667　FAX：0749-38-4668
　　　　　　　　　　　　　多賀町社会福祉協議会　TEL：0749-48-8127　FAX：0749-48-8140
共催：彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・彦根市社会福祉協議会・愛荘町社会福祉協議会
　　　豊郷町社会福祉協議会・甲良町社会福祉協議会・多賀町社会福祉協議会

高齢者虐待を防ぐために
高齢者虐待とはどんなこと

身体的虐待
　身体に傷を負わせる、または傷を負う恐れのある暴力を加えること
経済的虐待
　金銭を渡さない、年金や財産を本人の意に反して使うなど
心理的虐待
　怒鳴る、無視する、恥をかかせるなど精神的に傷をつけること
性的虐待
　意に反した性行為を行う、裸のまま放置するなど
介護・世話の放棄・放任
　食事や排せつなどの世話をしない、介護サービスを利用させないなど

虐待を防ぐために地域でできること
　高齢者や介護している家族が孤立しないように地域全体で見守り、お互いに助け合う関係作りができて
いれば、誰もが安心して暮らせます。まずは、声かけや見守りなどできることから始めていきましょう。

高齢者・障がい者なんでも相談会 in 湖東地域
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 相談無料

弁護士・司法書士・社会

福祉士等が内容に応じて

相談をお受けします！

17
こうら 

令和2年　12月１日（火）　13：30～16：00

令和3年　２月23日（火）　13：30～16：00

愛 荘 町 立 福 祉 セ ン タ ー 愛 の 郷
愛 知 郡 愛 荘 町 市 7 3 1

彦 根 市 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー
彦 根 市 平 田 町 5 9 4

①

②

完全予約制



【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　総務課　☎38－3311

【問合先】　滋賀県保育士・保育所支援センター（一社）滋賀県保育協議会　☎077－525－5203

問

　保育士資格者の県内保育所・認定こども園への就職を促進するため、保育士養成校を卒業予定の学生や、
すでに保育士資格を持つ一般求職者等を対象に、「2020年　滋賀の保育所・認定こども園等就職フェア
～秋～」を開催します。各園の保育内容、特色、採用情報や働く保育士の声を直接聞くことができます。

●日時・会場
　　日時：令和２年11月３日（火・祝）
　　一部：10時30分～12時30分
　　二部：14時～16時
　　　　　※午前・午後の二部で、出展園総入れ替え制となります。
　　会場：イオンモール草津　２階　イオンホール（草津市新浜町300）
○対象者：保育の職場に就労を希望する学生および一般求職者
○申込み：事前申込不要、参加費無料、履歴書不要、服装・入退出自由、託児有り（事前申込要）

　　滋賀県保育士・保育所支援センター　（一社）滋賀県保育協議会
　　TEL：077－525－5203　　FAX：077-521-2117
　　H P：http://shiga-hoiku.jp

　労働保険（労災保険と雇用保険）は、職場の皆さんが安心して働いていただくため、政府が管理・運営
している保険制度です。
　労働者（パート及びアルバイトを含む）を１人でも雇用する事業主は、業種や規模の大小にかかわらず、
すべて労働保険に加入することとなっております（農林水産の一部の事業は除きます）。
　まだ労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、速やかに加入手続をとっていただく必要が
あります。詳しいことは滋賀労働局、労働基準監督署、ハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。

お問い合わせ先：滋賀労働局労働保険徴収室（077－522－6520）
　　　　　　　　　　　　　　　　彦 根 労 働 基 準 監 督 署（0749－22－0654）
　　　　　　　　　　　　　　　　ハ ロ ー ワ ー ク 彦 根（0749－22－2500）

◆防災無線の故障等について
　ご自宅にある防災無線の音が聞こえにくい・放送が入らなくなった等、調子が悪い状態が長く続く場合
には、修理の手続きをとらせていただきますので役場総務課（☎38－3311）まで連絡して下さい。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

2020年　滋賀の保育所・認定こども園等
就職フェア～秋～　の開催

くらしのかわら版
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HPのQRコードはコチラ
↓

【問合先】　彦根年金事務所　☎23－1114

【問合先】　自衛隊彦根地域事務所　☎0749－26－0587

【問合先】　長寺地域総合センター　☎38－3148

☆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（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
　　一般：11月１日～１月６日
　・試　験　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。

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会
保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、令和２年１月から令和２年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や
追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき
国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。なお、令和２年中に納付した
国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など
保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため、令和２年１月１日から令和２年９月
30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が送られますので、税の申告をされる際には必ずこの証明書または領収証書を添付して
ください。（令和２年10月１日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、
翌年の２月上旬に送られます。）

【募集対象】：大学生の方（中学生に向けて、勉強を教えることに興味のある方、大募集！）
【報　　酬】：（時給）２,０００円（交通費込み）
【日　　時】：11月～３月　毎週 月・水曜日（18：30～20：00）（１時間半）

＊全ての曜日で入っていただかなくてもかまいません。大学の授業など日程の相談調整を受け付け
ます。興味のある方はぜひご連絡ください！

【業務内容】：この学習塾では、子どもたちの基礎基本の定着や学習習慣の確立を目指して、取り組んでいます。
子どもたちに寄り添いながら、一緒に勉強を教えてあげてください。

【応募方法】：長寺地域総合センター（TEL：0749－38－3148）教育担当までご連絡ください。

防衛省自衛隊採用試験のご案内

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の
対象です！

中学生対象長寺（あい・Ｉ）塾
大学生講師さん募集
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彦根地域事務所への
メールＱＲコード

↓

あい



【問合先】　甲良町観光協会　☎0749－38－2035

日　　　　　時：令和２年11月28日（土）8：45集合
集　合　場　所：近江鉄道尼子駅（犬上郡甲良町尼子1712－2）
　　　　　　　　※駐車場は台数に限りがありますので乗合及び公共交通機関をご利用ください
行程と所要時間：９時～13時終了予定

尼子駅（9：00）出発

甲良神社（9：10）

住泉寺（9：30）

土塁公園（10：00）

八幡神社（10：15）

和の家　　　　　　　

高虎公園（10：30）

神明の滝（10：55）

桂城の滝(11：25）   

平成の尼子館（12：00）着

紙芝居（約10分）⇒　昼食

尼子駅（13：00）解散

第8回　歴史散策ウォーキング

【近江の武将藤堂高虎公・尼子高久公ゆかりの地を巡る】

20
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参　加　費：700円（お弁当代・保険代込）
持　ち　物：雨具、飲み物
　　　　　※新型コロナウィルス感染拡大防止の為マスク着用・アルコール消毒・朝の検温等
　　　　　　ご協力をお願い致します
申込方法：甲良町観光協会まで電話またはメール（seseragikankou@yahoo.co.jp）にてお願い

致します（住所・氏名・電話番号）
申込期日：令和２年11月20日（金）
注意事項：新型コロナウイルス感染拡大等、やむを得ない事情により中止する場合がございます
　　　　　ご理解の程宜しくお願い致します 　※小雨決行
　　　　　中止の場合、甲良町観光協会ホームページにて掲載いたします
甲良町観光協会　TEL：0749－38－2035　FAX：0749－38－2045

QRコードを読み取ると
甲良町観光協会ホームページに

アクセスできます。甲良町観光協会

【問合先】　ハーティーセンター秦荘　☎0749－37－4110

　姿勢を意識した様々なウォーキング、ストレッチと簡単な筋トレで
体のバランスや姿勢を整えます。
　体のお悩み改善と脂肪燃焼にも効果的です。

【お試しワンコイン教室】
日　時　　11月11日（水）　13：30～14：30
　　　　　11月25日（水）　13：30～14：30
参加費　　1回500円

第一期【姿勢ウォーキング＆ストレッチ教室】
日　時　　12月　　　2・9・16日　
　　　　　 1月　　13・20・27日　
　　　　　 2月3・10・17・24日　13：30～14：30
参加費　　一　　　般：4,500円（10回分）
　　　　　文化協会員：4,000円（10回分）

場　　所　　ハーティーセンター秦荘 中ホール
持　ち　物　　運動のできる服装、飲み物、ヨガマット（バスタオル可）
　　　　　　タオル　※運動靴を履いてきてください
募集期間　　11月1日から募集開始（定員に達し次第締め切ります）
申込方法　　ご来館または、お電話にて申込ください。
定　　員　　20名

講師：竹井 英美 先生

ハーティー講座　～姿勢ウォーキング＆ストレッチ教室～
コロナでなまった体をハーティーセンターで動かしませんか？

新型コロナウイルス拡大防止のため、来場時のマスク着用をお願いします。
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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

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。

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日を依頼して下さい。

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①③

長寺①

長寺①

下之郷①②③

北落①③・在士③

金屋①②③

小川原②

呉竹①②③

尼子②

池寺①②③・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①③

不　　定　　期

長寺①

下之郷①②③

北落①③・在士③

不　　定　　期

小川原②

呉竹①②③

尼子②

池寺①②③・長寺②③

１日（火）

２日（水）

３日（木）

７日（月）

８日（火）

９日（水）

10日（木）

14日（月）

15日（火）

17日（木）

21日（月）

22日（火）

23日（水）

25日（金）

甲良町 し尿収集カレンダー【令和２年12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

12月 お風呂・プール

12/30（火）～1/3（日）の教室はお休みとなります。

日 土月 火 水 木

6

13

20

27

7

14

21

28

金
2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

４

11

18

25

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

3

10

17

24

31
休館日

5

12

19

26

★甲良町温水プール/香良の湯　11月特別企画！
　①スタンプポイント２倍キャンペーン!!
　　毎週金曜日の香良の湯はスタンプ２倍！　金曜日は甲良町内在住の65歳以上の方の利用は無料です!! 
　②ファミリー利用（３名以上）の方へお菓子プレゼント！
　　日曜日にプールを３名以上の家族でご利用いただいたお子様（中学生以下）にお菓子をプレゼント！

〇冬の短期水泳教室を開催します！12/24・25・26の３日間
　今年はコロナウイルス対策も兼ね、１クラス３名以下の少人数で実施します！
　少人数でしっかり習えるので、上手になりたい方には絶好のチャンスです！
　【参加申込方法】11月21日（土）13時から甲良町温水プールにて直接受付開始（先着順）。
　　　　　　　　　電話申込は14時からとさせていただきます。

〇スポーツの秋！ワンコイン（500円）体験（成人教室）参加者大募集!!
　※ ヨガのみ1回1,000円　 （体験ご希望の方は、前日までに予約をお取りください。）
　成人水泳/ヨガ4,500円　水中ウォーキング/健康体操2,100円　・ジュニア水泳4,100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。

休館日

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

幼児教室　　　午後１時～午後２時
ジュニア教室　午後２時～午後３時

8名
12名

定員
４歳～未就学児

小学生
3,630円
（税込）12月24日（木）・25日（金）・26日（土）

日程対象 参加費

健康体操
ヨガ（初級）
成人水泳【中級】
成人水泳【初級/上級】
水中ウォーキング

10名
8名
10名
各10名
10名

定員

18歳以上

中学生以上

500円
1,000円

500円

11/11.18.25
11/13.20.27
11/11.18.25
11/14.21.28
11/13.20.27

10：30～11：30

15：00～16：00

19：00～20：00

水曜日
金曜日
水曜日
土曜日
金曜日

体験開催日時間曜日教室名 対象 体験料

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
11月２日（月）・12月７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

3,304

3,514

6,818

2,615

408

364

772

1,923

1,859

3,782

973

1,291

2,264

＜－　2＞

＜－　1＞

＜－　3＞

＜　　2＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.21%
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 .10 . 1現在

11月後半分（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！

滋賀県新型コロナウイルス感染症一般電話相談窓口
（毎日８：30～17：15）

問合先　保健福祉課　☎38－3314

12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

３歳６ヶ月健診

こころの健康相談

すこやか相談

１歳６か月健診

２日（水）

３日（木）

14日（月）

15日（火）

13：15～13：45

予約制

13：00～13：30

Ｈ29年４月・５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
保健師が対応いたします。

Ｈ31年４月・Ｒ１年５月生まれの児
前回受けられていない児

10：00～11：30
（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

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

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
 写真

(広報への掲載希望者)

特になし

母子健康手帳

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。

10：00～11：30
（予約制）

Ｒ２年１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

乳児健診４か月

乳児健診10か月

こころの健康相談

25日（水）

25日（水）

27日（金）

13：30～13：40

13：00～13：10

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。

Ｒ２年７月生まれの児
前回受けられていない児

特になし

対　象　の　方　（児）
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2020年（令和２年）11月号
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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

症状はないが心配な方は、下記へご連絡ください。

TEL：077－528－3637　FAX：077－528－4865
E-mail：corona-soudan@office.email.ne.jp

●症状があり、相談・受診できる医療機関がわからない方は、受診・相談センターに
お問い合わせください。（TEL：077－528－3621　24時間/毎日受付）

※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。


