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せせらぎのように美しく、一人ひとりが輝くまち

～住む人が誇りに思う町をめざして～ 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !

No. 515

玄武刀八毘沙門天三尊像：10本の手があり、うち左右に突き出た 8本が刀を持つ珍しい毘沙門
天像。江戸時代の作と伝えられ、東西南北の四方を守る四神の聖獣「玄武」の上に立ち、脇侍と
して吉祥天と善膩師童子を支配している。西明寺で、12月 12日まで公開されている。

きっ しょう てん　　　 ぜん　 に 　 し 　どう　じ　

げん　　ぶ　　とう　 はつ　　び　　しゃ　 もん　  てん　  さん　 ぞん　 ぞう

3 マクドナルド・トーナメント出場激励

若年健診のお知らせ

6 献血にご協力ください

11

17 女性の人権ホットライン

高齢者・障がい者 なんでも相談会

14 子育て世帯 生活支援特別給付金15
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秘仏 玄武刀八毘沙門天三尊像（西明寺）



甲良町スポーツ推進委員2名が県の協議会から表彰！

高円宮賜杯 第41回 全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント 出場激励

第66回　滋賀県消防大会

お詫びと訂正

　町のスポーツ推進委員である金澤 幸則さんと田中 順子さんが、県のスポーツ推進委員協議会から表彰
を受けました。金澤さんは20年勤続スポーツ推進委員表彰、田中さんは功労者表彰（通算10年以上に渡
る委員としての活動）を受賞されました。
　本来であれば、９月５日（日）に県のスポーツ推進委員研修会で表彰式が行われる予定でしたが、緊急
事態宣言の発令で研修会が中止となったため、松田教育長による表彰状の授与が行われました。
　お二人とも町のスポーツ推進委員を長く務められ、町のスポーツの振興に大変なご尽力をいただきまし
た。金澤さん、田中さん、誠におめでとうございます。

　高円宮賜杯　第41回 全日本学童軟式野球大会マクドナルド・
トーナメントに甲良西小学校４年生の筒井 遙大さんが出場されま
した。
　これからの一層のご活躍を祈念して、９月３日に教育長より激
励の言葉が贈られました。
　全国大会の出場、誠におめでとうございます。益々のご活躍を
心よりご期待申しあげます。

　10月２日に、第66回滋賀県消防大会が豊栄のさとで開催され、式典後に消防車両によるパレードが行
われました。
　災害の防御·火災予防·消火·救急·救助等、消防に与えられた任務は重く、甲良町消防団にとって地域の安
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。

　広報こうら10月号Ｐ３に掲載しました「子供たちの笑顔のために」の記事中、ボランティア活動実施
場所が下記のとおり記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

（誤）甲良西保育センター前　　⇒　　（正）甲良東保育センター前

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　総務課　☎38−3311

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

20年勤続スポーツ推進委員表彰を受賞した

金澤 幸則さん
功労者表彰を受賞した

田中 順子さん

甲良西小学校（筒井 遙大さん）

教育長就任にあたってのご挨拶

　野山の木々に秋の深まりを
感じる季節になりました。町
民の皆様におかれましては、
日々お元気にお過ごしのこと
と存じます。
　この度、甲良町にご縁をい
ただき、10月１日より「甲良

町教育委員会教育長」に就任させていただきまし
た。その重責に押しつぶされそうですが、教育長
として決意を新たに本町の教育の発展に尽力す
る所存です。
　私が取り組むべき教育は、「子育て支援・家庭
支援」です。若い保護者の皆さんが、子育てを行
う上で、いろいろな悩みを持たれていると思いま
すので教育長として保護者の皆さんに寄り添っ

た支援ができる体制を作りたいと考えています。
　特に、子どもの成長で最も大事な時期が就学前
の６歳までです。本町の両保育センターでの保育
活動が充実できるようにしていきます。
　また、小中学生を取り巻く社会は、急速に変化
しており、その変化に耐えうる強く・たくましい
子どもの育成に力を入れたいと思います。多感な
時期でもあり、いろいろなことで思い悩む時期で
もあり、成長段階で心身ともに大きく変化する時
期です。各学校では、一人ひとりの子どもに寄り
添った支援ができる体制づくりに尽力します。
　町民の皆様の願いに応えられるよう最善の努
力をする所存です。皆様方のご理解とご支援を賜
りますよう心からお願い申し上げまして、就任の
挨拶とさせていただきます。

2021年度全国統一防火標語 　おうち時間　家族で点検　火の始末

甲良町教育委員会　教育長　青山　繁
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【問合先】　企画監理課　☎38−5061

こうらスマイルネット
～第105回秋季少年団花壇コンクール～

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

　第10５回を迎えた秋季少年団花壇コンクールの審査が、去る9月
28日に行われ、最優秀賞を始め6字が各賞に選ばれました。8月の
長雨や新型コロナの影響で、子ども達の活動も思うようにできない
状況が続きましたが、どの字も甲乙つけがたい出来栄えで、保護者
や地域の皆様のご協力をいただきそれぞれ個性あふれる花壇づくり
に取り組んでいただきました。

「令和３年度甲良町青少年育成大会」の中止について
　令和３年11月14日（日）に開催の予定でした「令和３年度甲良町青少年育成大会」は、新型コロナ感
染拡大防止のため本年度も中止します。また、共催予定であった第４回甲良町町民大学も中止とします。

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

最優秀賞

努力賞

努力賞

優秀賞

優秀賞

奨励賞
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献血にご協力ください！　　令和3年度　若年健診のお知らせ

11月8日はいい歯の日

＊ 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します。

日　　時：11月17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歳～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。
 ※新型コロナワクチン接種後、48時間以内の方はご協力いただけません。
 　　＜参考＞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。

＊ご存じですか？タバコはお口の健康にもよくない事

◆喫煙は歯周病のリスクを高めます。
タバコの煙の中に含まれる有害物質は200とも300とも言われています。
喫煙者は歯周病にかかりやすく、非喫煙者に比べて1日10本以上喫煙すると5.4倍、10年以上吸って
いると4.3倍に上昇し、重症化しやすくなります。さらに治療しても治りにくいことが解っています。

【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

　令和４年１月号『天使のほほえみ』への掲載希望（令和３年１月生のお子さ
ん）の方は、11月24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】 保健福祉課　☎38ー3314
 企画監理課　☎38−5061

もちろん！！
禁煙することで「歯周病にかかるリスク」は 4 割も減ります。
タバコは百害あって一利なし！
禁煙は本当にオススメです！！！！

禁煙って効果があるのかなぁ？？

みんなで
　来てね！

対象：18歳から39歳の住民

費用：無料

予約：健診の２週間前までにお申し込みください。
★ 問診票が届いていない方（国民健康保険以外の方）は、 

問診票を送りますので事前にご連絡ください。　 
保健福祉課　保健係　☎38−3314

＜健診項目＞生活習慣の早めの見直しに。ぜひ受けて健康づくりにいかしましょう！
身体測定（身長・体重・腹囲・BMI）、血圧、検尿（タンパク・糖・潜血）、脂質検査（中性脂肪、
LDL・HDLコレステロール）、血糖検査（血糖値・HbA1c）、肝機能（AST・ALT・γ-GT）、
貧血検査（ヘモグロビン、ヘマトクリット）、血清尿酸、血清クレアチニン、腎（じん）機能
eGFR、診察、心電図検査

日にち 時　間 予約 会場・持ち物

11月12日
（金）

15：00～18：00 不要
甲良町公民館
（役場東側）

持ち物：問診票

12月16日
（木）  8：30～11：30

（予約後に、感染防止のため多人数とならない
よう受付時間を設定させていただきます）

必要
12月17日

（金）

国民健康保険加入の方には、問診票（黄緑色）を送っています。

しがの健康づくりキャラクター
ハグ＆クミ
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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！

高齢者・障害者虐待を防ぐために

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

【問合先】彦根年金事務所　☎23−1116
　　　　　　 住民人権課　☎38−5063

甲良町 し尿収集カレンダー  【令和３年12月】

【問合先】　クリーンライフ湖東　☎ 35−5205

日（曜日） 午前/集落 午後/集落
１日（水） 呉竹① 呉竹①
２日（木） ― ―
３日（金） 小川原① 小川原①
４日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
５日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
６日（月） 小川原① 小川原①
７日（火） 尼子① 尼子①
８日（水） 正楽寺①・法養寺①③ 正楽寺①・法養寺①③
９日（木） ― ―

10日（金） 長寺① 長寺①
11日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
12日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
13日（月） ― ―
14日（火） 下之郷①②③ 不　　定　　期
15日（水） 北落①③・在士③ 北落①③・在士③
16日（木） ― ―
17日（金） 金屋①②③ 金屋①②③
18日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
19日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
20日（月） 小川原② 小川原②
21日（火） 呉竹②③ 呉竹②③
22日（水） 尼子② 尼子②
23日（木） ― ―
24日（金） 池寺①②③　 池寺①②③　
25日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
26日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
27日（月） ― ―
28日（火） 長寺②③ 不　　定　　期
29日（水） 定　　休　　日 定　　休　　日
30日（木） 定　　休　　日 定　　休　　日
31日（金） 定　　休　　日 定　　休　　日

※「―」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。

　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３年１月から令和３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３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３年１月１日から令和３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３年10月１日から令和３年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。）

高齢者・障害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・障害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
　高齢者や障害者を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。

高齢者虐待に関するご相談・お問い合わせは　　甲良町地域包括支援センター　☎ 0749 − 38 − 5161
障害者虐待に関するご相談・お問い合わせは　　甲良町保健福祉課　　　　　　☎ 0749 − 38 − 5151
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【問合先】　滋賀県社会福祉協議会 湖北介護·福祉人材センター　☎0749−64−5125

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

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）

「カイゴとフクシ就職フェアinしが」米原会場
16法人（8法人×２部制）による就職説明会

【問合先】　フィット展事務局　☎080−3841−0301

　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方、また、そのご
家族や親せきの方、福祉関係者の方など、どなたからでも相談をお受けします。
　どうぞ、お気軽にお申し込みください。

①
令和3年 12月14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731

②
令和4年 2月23日（水・祝） 
 13:30～16:00

彦根市障害者福祉センター
彦根市平田町594

※ 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言や局地的に感染者が増大した場合は、相談会 
自体を中止することがありますので予めご了承ください。

 事前予約
開催日の1ヶ月前から各会場事前予約を受け付けます。彦根市社会福祉協議会までお申し込
みください。予約枠には限りがありますのでご了承ください。

当日受付
相談日当日に先着順で受け付けさせていただきます。当日受付は15時までです。なお、当
日の受付には限りがありますのでご了承ください。

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

【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

日時：11/20（土）  

場所：米原市役所　市民交流エリア
　　　コンベンションホール（米原市米原1016）

Ⅰ部：10：00～12：30　Ⅱ部：13：30～16:00

問合：滋賀県社会福祉協議会　湖北介護·福祉人材センター
　　　　　TEL：0749-64-5125　　https://fair.fukushi.shiga.jp/

入場無料

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！
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池寺勧請の大
お お

注
し

連
め

縄
な わ

　注連縄とは結界の意味で、聖域を区切るためのシルシであり、
魔除けの意味を持っています。池寺の円如寺裏手の御旅所には、
勧請の大注連縄といわれる大きな綱が吊られています。
　これは明治以前、池寺はお旅所より東にあったので、西の方
からわざわいが入らないようにと村の入口に吊り下げられたと
いうことです。

　池寺の大注連縄は、もともとは西明寺より出た神事で、山王大宮神社が西明寺の守り神様として勧請
されたことに因みます。文政６年（1823）までは、西明寺の僧が神事一切を行い、平安時代より大晦
日から正月15日まで毎日神前で仁王護国経という国を守り、村民の安全を祈るお経を西明寺の僧が読
み、拝殿においては法華経八講という問答が行われたといわれています。
　文政６年に池寺の氏神「谷宮神社」が合祀された時、一切を村人に移すことになり、池寺では正月
１０日に神事を行う十日講という講をつくり引き継いできました。

　当日朝早く人の顔が見える
か見えない時刻、本社の前で
弓引きが行われ天魔外道をは
らい、悪魔を降伏させます。
　弓

ゆ み

射
う ち

式
し き

が終わって、勧請の
大注連縄が宮世話の手で御旅
所のところに下げられます。
　この縄は回り30センチ、長
さ15メートルの大綱で、村中
から集めたうち藁を老人会が
綯

な

われます。
　大注連縄にはその中間に、

西明寺の本尊薬師如来、脇侍の日光、月光両菩薩を形どったもの（直径１ｍのシキミの輪３個）を取り
付け、７尋３本、５尋30本（１尋を1.5ｍ）を垂らします。注連縄にはサカキではなくシキミが使用さ
れます。付近の地上には長い竹に山王大宮の祈祷札を
付け、弓、矢が立てかけられています。
　この注連縄が早く腐って落ちるとその年は、米は不
作で、９月10日まである年は豊作といわれています。

　本年の勧請の注連縄は、コロナ禍で人が寄り、綱を
綯うことができず、簡易な縄が吊られました。

　近年、転作や藁打ちをしなくなったことによる藁不
足、作り方技術の伝承が難しくなる中、伝統を守りな
がらも形を変えた勧請の大注連縄が考えられています。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

26

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

図書館に行こう♪

だんだんと寒くなってきました。

ホッと一息つける、 あたたかいものが恋しくなりますね。

そんな季節にぴったりの本をご紹介します。

…休館日

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

12
月

日 月 火 水 木 金 土

11
月

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 31

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

『本当にすごい冷えとり百科』
オレンジページ
　冷え性にとって、寒い冬は大敵。この本では、運動、
マッサージ、ごはん、ファッション、睡眠など、幅広
い冷えとり方法を紹介します。どうやっても冷えて辛
いあなたも、この本を読めば冷えを回避できるかも？
ぜひ、お試しください。

『暖かいのにおしゃれになれる』
山本　あきこ／著　ダイヤモンド社
　冬はなんでも着込みたくなるけど、ど
うせならおしゃれに着こなしたいですよ
ね。
　パーソナルスタイリストが、秋冬に
持っておくと便利なアイテムと、その
コーディネート例を紹介します。今年こ
そ、あたたかくおしゃれに冬のコーディ
ネートを楽しみましょう！

『手元あったかハンドウォーマー・
ミトン・てぶくろ』
工藤　詩織／著　日本ヴォーグ社
　筒に編んで親指を出すための穴を作
るだけのハンドウォーマー、丸い形が
かわいいミトン、５本指のてぶくろ。
手をあたたかく包んでくれるニットア
イテムのあみ方を紹介します。
　かわいい編み物で冬支度を始めま
せんか？

『ちいさなキャンドルクラフト』
福間　乃梨子／著　誠文堂新光社
　キャンドルといえば、定番の形だけ
だと思っていませんか？
　この本では、フィギュアみたいに可
愛らしいキャンドルの作り方を紹介し
ます。
　動物にきのこやお花…色んな形の
キャンドルで、心も体もあたたまるこ
と間違いなし！

『３Ｄラテアート！！』
山本　員揮／著　集英社
　真っ白な泡を珈琲に浮かべて作るラテ
アート。この本では、著者が考えたオリ
ジナルのラテアートを紹介します。巻末
には難易度を星で表したレシピ付き。
　あたたかな珈琲で可愛いラテアートを
お楽しみください。

「地籍調査パネル展」
日時：11月10日（水）～11月17日（水）まで

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

参考資料： 甲良町史、池寺物語、「甲良の民族文化（四）池寺山王大宮に関する由緒」、 
別冊太陽「陰陽の世界」、「勧請縄−個性豊かな村境の魔よけ−」　写真協力：池寺山王大宮

11月の催し物

11月13日（土）11：00～ 11月19日（金）11：00～

おはなし会 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」

※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。

▲勧請の大注連縄

▲平成16年に作られた大注連縄

▲昭和49年頃の弓射式と旧道地蔵堂付近に吊られる大注連縄
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今回の給付金（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分）を受取済みでない方へ

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）のご案内

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

大切なお知らせ

子育て世帯の支援のため､ 新たな給付金の支給を実施します！

１. 支給対象者

２. 支給額

３. 給付金の支給手続き

❶❷の両方に当てはまる方
(※既にひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分の給付金を受け取った方を除く)

❶

❷

令和３年３月31日時点で
18歳未満の児童 (障害児の場合､ 20歳未満)
を養育する父母等
(※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

■令和３年度 住民税（均等割）が非課税 の方
または

■新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
　 令和３年１月１日以降の収入が急変し、
　 住民税非課税相当 の収入となった方

児童1人当たり 一律 ５万円
■支給にあたっては､ 申請が必要となります。
　必ず裏面の支給手続きをご確認ください。
　＊お問い合わせは、下記までお電話ください。

■厚生労働省 コールセンター

0120-811-166（受付時間:平日9:00～18:00）

詳細については、甲良町保健福祉課までお問い合わせください

電話：0749-38-5151（受付時間：平日8:30～17:15）

Ⅰ. 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で
住民税非課税の方

※ 令和３年度（令和２年分所得）の税申告をされていない方は、
申告をして住民税非課税であれば対象となります。

Ⅱ. 上記以外の方（例.令和３年４月から令和４年２月末までに
生まれた新生児を養育している方、高校生世代を養育して
いる方、収入が急変した方）

▶ 給付金を受け取るには､ 申請が必要 です。

▶  申請書は甲良町のホームページまたは保健福祉センター窓口で配布
しています。

▶  申請書に振込先口座などを記入して､ 必要書類とともにお住まいの
保健福祉センター窓口に直接､ または郵送でご提出くだ
さい。

▶  給付金の支給要件に該当する方に対して､ 申請内容を確認 
して指定口座に振り込みます。

▶ 申請期間は令和４年２月28日までです。

給付金
対象の方 甲良町

①給付金の申請手続き

②指定口座へ振込み

甲良町保健福祉課の窓口に直接
または郵送でご提出ください。
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【問合先】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38−8003

【問合先】　住民人権課　☎38−5063

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。

★ 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内容は守秘され
ますので、安心してご相談ください。

人権なんでも相談日

11月1日（月）・12月 6日（月）

13：30～15：30

保健福祉センター２階　相談室

【問合先】　住民人権課　☎38−5063

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

●期　　間 
　11月12日（金）～11月18日（木）

●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、 

セクシャル・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。

＜問合せ先＞ 
　大津地方法務局人権擁護課（☎077−522−4673）

女性の人権ホットライン

０５７０－０
ゼロナナゼロ

７０―
の

８
ハートライン

１０

【問合先】　税務課　☎38－5064

◇町税の納付には便利な「口座振替」をご利用ください。
お手続きは、預金口座の届け出印をご持参のうえ、役場
税務課までご来庁ください。

◇役場会計室、コンビニエンスストア、銀行、郵便局、
「Pay B」アプリからも納付できます。

令和３年度 11月の町税
・国民健康保険税・・６期
・町県民税・・・・・３期
納期限：令和３年11月30日

町税は納期限内に
必ず納付しましょう！
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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。

11 月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
教室日 4 5

教室日
6

教室日

7 8 9 10
教室日 11 12

教室日
13
教室日

14 15 16 17
教室日 18 19

教室日
20
教室日

21 22 23 24
教室日 25 26

教室日
27
教室日

28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1

教室日 2 3
教室日

4
教室日

5 6 7 8
教室日 9 10

教室日
11
教室日

12 13 14 15
教室日 16 17

教室日
18
教室日

19 20 21 22
教室日 23 24

教室日
25
教室日

26 27 28 29 30 31

・12/29（水）〜１/3（月）は年末年始休館

12 月 お風呂・プール

○ 甲良町温水プール・香良の湯の利用について
　【ご利用の際は下記内容等、コロナウイルス対策の徹底をお願いいたします】
　【重要】マスク未着用の方の利用はお断りさせていただきます。

　※ 風邪の症状がある方、体調不良、発熱や咳などの症状、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）等がある場合、
施設利用はご遠慮ください。

〇甲良町民の皆様は、甲良町温水プールをお得にご利用いただけます！
・甲良町在住の65歳の方は施設をお得にご利用いただけます！

①プールの利用料金が一般（大人）の半額、1回、250円(一般500円）でご利用いただけます。
②毎週金曜日、65歳以上の方は香良の湯を無料でご利用いただけます。

・プール無料レッスン開催！（16歳以上対象）※施設利用料は必要となります。
①らくらくウォーキング　水曜　13：15～13：35
　泳げない方にも安心！水中ウォーキングで足腰の筋力アップと脂肪燃焼を図ります！
②かんたん水泳　　　　　金曜　13：15～13：35
　クロールを初めて習う方や苦手な方、きれいに泳ぎたい方にもわかりやすく丁寧に指導します。

【11月スタンプカードイベント】　※ 状況により内容が変更となる場合がございます。

　◇温水プール
　①ポイント2倍デイ
　　19：00以降入館の方（全営業日）

　②日曜日・祝日（11/3）ファミリーデイ
　　日曜日に２名以上のファミリー（大人＋こども）でご利用の方にお菓子をプレゼント 
　　11月の日曜・祝日も浮き輪が使えますよ！

　◇香良の湯
　  ポイント２倍デイ
　　11月は５の付く日（５日、15日、25日）と26日（風呂の日）

【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）

 【問合先】 温水プール・香良の湯　☎ 38−5155

【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38−2744

【問合先】　甲良町商工会　☎38−3530

11月は無休で営業いたします（営業時間　9:00～17:00） 

※ 現ハッピーカードポイントは12月まで発行します。※

距離の確保 マスクの着用 入館時の消毒 手洗いの実施 会話は控える

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
（縦45ミリ×横88ミリ）

詳しくは企画監理課☎38－5061へ

第２回こうらウエルネスフェスタ開催

　第２回こうらウエルネスフェスタを11月14日（日）道
の駅せせらぎの里こうらにて開催します。
　この夏に募集した「具だくさん味噌汁コンテスト」の最
優秀レシピの紹介、町内事業者の自慢の具だくさん味噌汁
の販売、明治安田生命による健活イベント（ベジチェック
等）を行います。
　食を通じた健康促進イベントです。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

商工会からのお知らせ

　11月より、新たに「こうらカード」のポイント発
行が始まります。
　まちの花　藤のカードです。満点で500円のお買
い物券となります。おたのしみイベントの参加券にも
なります。
　取扱店も順次増えてまいりますので是非お持ちくだ
さい。
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2021

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

11
せせらぎのように美しく、一人ひとりが輝くまち

～住む人が誇りに思う町をめざして～ 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !

No. 515

玄武刀八毘沙門天三尊像：10本の手があり、うち左右に突き出た 8本が刀を持つ珍しい毘沙門
天像。江戸時代の作と伝えられ、東西南北の四方を守る四神の聖獣「玄武」の上に立ち、脇侍と
して吉祥天と善膩師童子を支配している。西明寺で、12月 12日まで公開されている。

きっ しょう てん　　　 ぜん　 に 　 し 　どう　じ　

げん　　ぶ　　とう　 はつ　　び　　しゃ　 もん　  てん　  さん　 ぞん　 ぞう

3 マクドナルド・トーナメント出場激励

若年健診のお知らせ

6 献血にご協力ください

11

17 女性の人権ホットライン

高齢者・障がい者 なんでも相談会

14 子育て世帯 生活支援特別給付金15

7

秘仏 玄武刀八毘沙門天三尊像（西明寺）

広報こうらは再生紙を使用しています。

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R３.10.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,251 ＜ー　６＞ 387 1,895 969

女 3,460 ＜ー　３＞ 356 1,806 1,298

合　計 6,711 ＜−　９＞ 743 3,701 2,267

世帯数 2,615 ＜ー　２＞

2021年（令和３年）11月号
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〒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

ⒶⒷ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率
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。

33.78%

滋賀県受診・相談センター
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

11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 24日（水） 13：30～13：40 令和３年7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 24日（水） 13：00～13：10 令和３年1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）

こころの健康相談 25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

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 対　象　の　方　（児） 持　ち　物

3歳6か月健診 １日（水） 13：15～13：45 平成30年4月・5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

歯ブラシ・コップ

こころの健康相談 ３日（金） 13：30～15：00 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

すこやか相談 13日（月） 予約制 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

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、咳などの症状のある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。

問合先　保健福祉課　☎38ー3314
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