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No. 516 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !12

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～

野瀬 七郎平氏：甲良が生んだ近江商人。綿花の輸入・販売に従事し、世界を舞台に活躍しました。
「江商株式会社（のちの兼松）」の社長に就任。綿業貿易事業に通算50年間従事しました。東甲良小学校講堂、
北落安楽寺本堂屋根瓦、彦根高商（のちの滋賀大経済学部）など、その他各地に寄付をされています。
「おのが身を、朝な夕なにかへりみて、正しきみちをすすみゆかなむ」（翁86歳の句）

４ 犯罪被害者支援

除雪作業にご理解とご協力をお願いします
５ くらしのかわら版

11

17 司法書士が説く空き家対策

検診のご案内

12 お家で簡単ストレッチ
８

野瀬  七郎平邸
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コミュニティ助成事業（宝くじ）の助成甲良西·東小学校運動会

令和３年度　コミュニティバスの収支等状況について
　同じく、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、呉竹区消
防車の可搬式ポンプを更新いたしました。これにより火災発生初期の消火に迅速な対応が図れることが期
待できます。

　これらの事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業を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。

　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、北落区の輪転機を
更新いたしました。これによって印刷がスピーディになり、自治会活動の様々な事務の軽減にもなること
が期待できます。

　10月16日（土）、快晴の中で甲良西·東の両小学校で運動会が行われました。
　コロナ対策がしっかり行われたなかで、子どもたちは走ったり踊ったりと、元気な姿を見せてくれま
した。

【令和2年10月１日～令和3年9月30日の甲良町内を走る湖国バスの収支状況です。】

おでかけに、通勤通学に、環境にやさしい公共交通を

No. 運　　行　　経　　路
経常収益 A

（円）
経常費用 B

（円）
経常損益 C＝(A-B)

（円）

1 甲良線 河瀬駅 金屋 富之尾 2,503,564 12,290,571 9,787,007

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

※ コミュニティバスとは、地域住民の日常生活に必要不可欠な地域を運行し、地域住民の福祉を確保するためのバスのことです。
　 甲良町では湖国バスのことを言います。

たまにはクルマをおいてお出かけすることによって
新たなまちの魅力を発見できるかも知れません。

バス停までは少し遠いけど、歩くことで健康に良く、
環境にやさしい湖国バスを利用しましょう！！
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【問合先】　湖東広域衛生管理組合　総務福祉課　☎0749−35−4058

【問合先】　滋賀県立大学　総務課（男女共同参画推進室）・工学部　　
　 　 担当者：工学部長控室　立林　☎ 0749−28−8351

犯罪被害者支援

令和４・５年度 入札参加資格審査申請の受付をします

女子中高生のための理系進路応援イベント
女子中高生のための「クリエイター体験」を12月18日（土）に開催します！

　わたしたちのそばに犯罪被害に遭われた方がいます。
　犯罪被害者等への理解と配慮が、誰もが安心して暮らせる社会へとつながります。
　警察では、下記の犯罪被害に遭われた方の相談窓口を設けています。

　被害者支援に関する相談窓口

【おうみ犯罪被害者支援センターの窓口】
◇犯罪被害者サポートテレホン

０７７－５２１－８
や さ し い

３４１（月～金曜　午前10時～午後４時）
◇滋賀県犯罪被害者総合窓口

０７７－５２５－８
ハ

１
イ

０
おう

３
み
（月～金曜　午前10時～午後４時）

【滋賀県警察の相談窓口】
◇警察総合相談電話【県民の声１１０番】
◎短縮ダイヤル＃９１１０（０７７－５２５－０１１０）
月～金曜　午前８時30分～午後５時15分

◇性犯罪被害者相談電話
◎短縮ダイヤル＃８１０３（０７７－５２２－１５５１）
（フリーダイヤル０１２０－１６７１１０）
24時間対応

【性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖「SATOKO（サトコ）」の窓口】
◇０９０－２５９９－３１０５
24時間対応

　令和４年２月１日（火）から令和４年２月15日（火）までの土日祝日を除く執務時間中（８時30分～
17時)に受付けます。詳しくは、湖東広域衛生管理組合総務福祉課まで。
　郵送の場合は、書留等確実な方法にて期限までに必着のこと。

　このイベントは、県内女子中高生、保護者、教員の方を対象に、理系への興味や関心を高め理系進路選
択を促すもので、滋賀県立大学の研究室で、ものづくりを体験いただきます。楽しみながら理系への興味
関心をもっていただく体験イベントです。

 イベント内容 
日　時 令和３年12月18日（土）	 午前の部10時05分～12時25分	
	 	 午後の部13時05分～15時25分
会　場 滋賀県立大学
内　容	 ・液体からガラスを作ろう
(体験テーマ)	・３Ｄプリンターでアクセサリーや生活雑貨を作ろう
	 ・プログラムで光をあやつろう
	 ・野菜の色を取り出そう
	 ・ガリレオ温度計を作ろう
	 ・クリーンルームに入って半導体微細加工プロセスを体験しよう
	 （詳しくはＨＰもご覧ください）
対　象 県内の女子中高生および保護者、教員
定　員 各テーマ５名～15名程度

くらしのかわら版　～行政相談について～

■行政相談
　総務省の行政相談は、公平·中立の立場から、行政などへの苦情や意見·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。国の事務について困ったときは、お
気軽にご利用ください。ご利用は無料·予約不要·秘密厳守です。

【問合先】　甲良町　総務課　　　　　　　　　☎0749−38−3311
　　　　　滋賀県行政監視行政相談センター　☎077−523−1100

相談日：令和3年12月11日（土）
場　所：甲良町役場　第三会議室
時　間：10時～12時

―大学の研究室でワクワクものづくり体験してみませんか―

【問合先】　彦根警察署　☎0749−27−0110

湖東広域衛生管理組合　総務福祉課
犬上郡豊郷町八町500番地　☎0749ー35ー4058
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国民年金保険料一部免除の承認を受けられた方へ！
保険料の納付が必要です。

甲良町新しい生活・産業様式確立支援交付金について
お知らせ

　国民年金保険料の免除申請をされた方のうち、一部免除（１／４免除・半額免除・３／４免除）の場合、
減額後の保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額後の保険料を
納付してください。納め忘れがあると「万が一」のことがあっても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給
できない場合がありますので、ご注意ください。

一部免除 納めるべき保険料額（令和３年度）

３／４免除 （１／４納付）　　　月額　　　４,１５０円

半額免除 （半額納付）　　　　月額　　　８,３１０円

１／４免除 （３／４納付）　　　月額　　１２,４６０円

納付書がお手元にない方は、お近くの年金事務所までご連絡ください。

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

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314
　　　　　企画監理課　☎38−5061【問合先】　産業課　☎38−5069

　新型コロナウイルス感染症への対策として、甲良町内中小企業者等が、事業所内の
感染リスクを下げ、安心して事業が継続できる環境を整えるための物品の購入および
設備投資に対し補助を行い、甲良町内中小企業者等を支援するための交付金です。
　

（１）申請受付期間 
令和3年4月1日（木）　～　令和3年12月28日（火）17時　必着
※	郵送のみの受付となりますので、持参やメール、ＦＡＸ、その他の方法では受け付けておりません。	
（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から）
※郵送時、封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。		

（２）交付対象事業者 
甲良町内で事業を営む中小企業者または個人事業者で、町税を滞納していない方。
※交付対象事業者の詳細については、ホームページの募集要領をご確認ください。

（３）補助率および交付額 
補助率：交付対象経費の10/10
交付額：上限10万円（税抜）
※1法人または1個人事業者当たり1回の申請とします。

（４）交付対象経費 
マスク、消毒液、アクリル板、体温計、サーモカメラ、加湿器、キャッシュレス機器、
テイクアウト・デリバリー用品　など
※交付対象経費の詳細については、ホームページの対象経費一覧をご確認ください。

（５）申請に必要な書類 
申請書類等については、ホームページよりダウンロードの上、ご提出ください。

（６）その他 
①	本交付金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、甲良町の求めに従い
交付金の全額を即時返還していただきます。
②	交付対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額
等が確認できるもののみとします。	
③	当交付金は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策であり、通常の生産活動のための設備投資の費用
は交付対象となりません。

二
ふ た や

矢 望
み う

羽ちゃん
12 月 27 日生（法養寺）

　令和４年２月号
『天使のほほえみ』
への掲載希望（令
和３年２月生のお
子さん）の方は、
12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。

締め切り
間近！

申請はコチラ
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除雪作業に ご理解とご協力をお願いします！

【問合先】　建設水道課　☎38−5068

　甲良町では、おおよそ10～15㎝程度の積雪を目安に主要な町道の除雪作業を行います。
　除雪作業は主に早朝の通勤、通学時までに終了するように努めていますが、大雪や明け方に降った際に
は間に合わない場合もありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
　また、除雪作業をスムーズに実施するために、次の点についてご協力をお願いします。

１．路上駐車はしないでください。
　除雪作業の障害は、路上駐車です。路上駐車があると、除雪作業を大幅に遅らせるだけでなく、除雪
車が先に進めず作業ができなくなる場合があります。路上駐車はしないでください。
　また、看板やプランター等も路上に置かないようにしてください。

２．玄関先の雪は各自で除雪してください。
　除雪車が通った後は、玄関先に雪が残る場合があります。除雪作業では、短時間で広範囲を一斉に除
雪する必要があり、玄関先まで対応が追いつかないため、各自で除雪をお願いします。

３．道路に雪を出さないでください。
　道路上の雪はスリップ等の原因になりますので、除雪した雪は、路肩や通行の支障とならない所に積
むなどしてください。

４．夜間・早朝の除雪にご理解をお願いします。
　朝の通勤・通学のため、夜間・早朝の除雪が必要になる場合があります。除雪車の音や振動があると
思われますが、ご理解をお願いします。

５．除雪車には近よらないでください。
　除雪作業中は大変危険です。除雪車が近くに来たら、近よらないでください。

　水道管の凍結が起こりやすい季節になりました。
　気温が氷点下になると水道管が凍り、破裂することがありますので、凍結には十分注意をしましょう。
　次のような場所は、水道管が凍りやすいので早めに凍結防止の準備・対策をお願いします。

　○「むき出し」になっている水道管
　○ 家の北側などで、日が当たらない場所
　○ 風当たりの強い場所
　○ 屋外で、普段の使用が少ない蛇口

◆　防寒材について・・・
　「むき出し」になっている水道管や蛇口に保温
材を取付け、ビニールテープや紐などで、すき
間なく巻付けて凍結防止をしてください。
※毛布や厚手の布でも保温材の代わりになります。

◆　もし水道管が凍ったら・・・
①	凍結している部分の水道管や蛇口にタオルなどの布を巻付けます。
②	蛇口を開けます。
③	ぬるま湯を用意し、タオルなどに染み込ませるようにゆっくりかけ
て溶かします。

※ 水道管や蛇口に直接、熱湯をかけると割れる場合がありますので、
絶対にお止めください。

◆　もし水道管が破裂してしまったら・・・
①	メーターボックス内のメーターバルブを閉めて、水を止めてください。
②	破裂した部分に、布かテープをしっかり巻き付けて、応急処置をしてから、すぐに
甲良町指定給水装置工事事業者（工事店）に連絡し、修理をしましょう。 町民の皆様一人ひとりのご協力により、

大きな排雪効果が得られますので協力お願いします。

【問合先】　建設水道課　☎38−5068

水道管の凍結にはご注意を ！　　　
　　　　　冬季の凍結防止対策をお願いします。

水道管の凍結防止のまめ知識
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12月1日は「世界エイズデー」です！

年末年始の歯科救急診療のお知らせ

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

 ＜医療機関検診について＞
　甲良町では子宮頸がん·乳がん・胃がん（胃内視鏡検査）の医療機関検診に対する検診料の助成
を行っています。

 【子宮頸がん検診·乳がん検診】

 ◆対象者 	 ＜子宮頸がん＞　20歳以上の女性（平成14年4月1日以前に生まれた方）
	 ＜乳がん＞　　　40歳以上の女性（昭和57年4月1日以前に生まれた方）
	 ※2年毎に1度の受診が対象となります

 ◆受診期間 	 令和4年3月31日（木）まで

 ◆受診手順 	 ①	甲良町保健福祉課へ申し込む（書類を受け取る）
	 ②	①の後、実施医療機関へ予約し、受診する

 ◆費用 	 無料

＊検査結果は、受診した医療機関からハガキで届きます

 【胃内視鏡検査】

 ◆対象者 	 年度末年齢50歳以上の偶数年齢の方（令和4年3月31日時点）

 ◆予約受付期間 	 令和4年2月28日（月）まで

 ◆受診期間 	 令和4年3月31日（木）まで

 ◆受診手順 	 ①	甲良町保健福祉課へ申し込む（書類を受け取る）
	 ②	①の後、実施医療機関へ予約し、受診する

 ◆費用 	 70歳以上の方…無料
	 69歳以下の方…自己負担3.500円
	 ※非課税世帯·生活保護受給世帯の方は無料　

＊今年度、町の集団検診で胃がん検診（胃部エックス線検査）を受けられた方は対象になりません

【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

令和3年度 子宮頸がん·乳がん検診·胃内視鏡検診のご案内

「ＡＩＤＳ（エイズ）」とは「ＨＩＶ」というウイルスに感染して
免疫力が低下し、様々な疾患を発症した状態をいいます。

❖少しでも心配な方はＨＩＶ検査を受けましょう❖

※診療時間：午前9時から午後3時30分まで

· 滋賀県はエイズ発症率ワースト 1位！
· ＨＩＶは感染しても自覚症状が現れません！

《 ＨＩＶ検査（匿名・要予約） 》
日　　時：毎月	第１火曜日　・午前９時20分～午前10時20分
　　　　　毎月	第３火曜日　・午後１時40分～午後	３時00分
場　　所：滋賀県彦根保健所	（彦根市和田町41）
費　　用：無料
検査項目：ＨＩＶ・梅毒・肝炎ウイルス（Ｂ型・Ｃ型）

問い合わせ先：彦根保健所　☎0749-21-0281　ＦＡＸ 0749-26-7540

※検査結果は
即日お伝え
しています

令和３年 12月29日（水） エムデンタルオフィス 彦根市松原町1435-111
☎0749-21-5212

12月30日（木） 川 尻 歯 科 医 院 彦根市京町2丁目3-35
☎0749-24-4700

12月31日（金） 朝 比 奈 歯 科 医 院 彦根市後三条町41
☎0749-23-6480

令和４年 １月 １日（土） 中 川 歯 科 医 院 彦根市京町２丁目8-20
☎0749-27-3188

　１月 ２日（日） 堀 口 歯 科 医 院 彦根市日夏町2680-47
☎0749-28-4182

　１月 ３日（月） たなか歯科クリニック 彦根市西今町1131-15
☎0749-27-3355
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【問合先】　甲良町地域包括支援センター　☎38−5161【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。

★	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。

お家で簡単ストレッチ親子でハンドマッサージ

冬は寒くて、からだも縮こまってしまいがち！
でも、外にでて運動するのはなかなか難しいですよね。。。

そんな時は、暖かい部屋でテレビを見ながらでもできる簡単ストレッチは
いかがでしょうか？

３セット
自分のペースで
頑張ってください

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！

　10月のひよこ教室は、橋本貴美子先生に来て
いただいて、「親子でハンドマッサージ」を楽し
みました。特別なオイルを使って、お母さんにマッ
サージをしてもらって	どの子もうっとり。親子
でリラックスして温かい時間を過ごせました。

～ 年末年始のお知らせ ～
12月28日（火）に玩具の消毒や大掃除を行い、年末年始に入りますので、
12月28日（火）～ １月３日（月）まで閉館いたします。
１月４日（火）から開館しますので、また元気な顔を見せに来てくださいね。
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小川原神社お管
く だ

割
わ

り
　「おそれながら、おそれながら　南無牛

ご

頭
ず

天
てん

王
のう

様」
　小川原神社では、毎年９月23日（秋分の日）にお管割りという
粥占いの神事があります。これは、主祭神の牛頭天王様に翌年の
水稲や野菜等の作物ごとの出来高の良し悪しをお伺いするおこな
いです。往古から作物の豊穣は、人々の切実な願いであり神仏に
祈り、生きてきました。このお管割りの結果をみて、翌年度の種
もみを決定することで氏子は勿論、近郷の農家の間でも極めて関
心の深いものであったそうです。
　前日に、小豆粥（ウルチ米５合、小豆１合５勺の割合）が用意
されます。そして、長さ20㎝の管

くだ

（節を抜き両端を斜めに切り
そろえた葦）38本を麻

あさ

紐
ひも

で簾
すだれ

状に編んだものをつくり、径40セ
ンチほどの手付きの大なべで炊いた小豆粥の中に約２時間いれま
す。小豆粥が煮えたってくると粥は管の中へ入っていきます。こ
うして出来たお管を23日早朝に神前にお供えした後、区役員、年
寄衆、宮世話で農作物一種ごとの出来高をみていきます。

　お伺いする農作物38種（管の一本一本が品種と対応）は、１月８日の「お
こない」で決定されます。品種は、お米はコシヒカリ、キヌヒカリ、日本晴、
みずかがみ等と銘柄ごとにあげ、続いて菊、小麦、大豆から野菜類へと38
品種におよびます。
　三宝におさめられた38管は「粥まみれ」でヌルリとしています。これを
宮世話が、38管を繋いだ麻紐を切り、次に管の中の粥の分量を見るために、
一本ずつ慎重に上部を削いでいきます。管のなかに粥や小豆がぎっしりと

詰まっていれば豊作、一本一本のお管の中に入っているお粥の分量
が農作物一種ごとの豊凶をお示しになられています。
　目分量で相対的な比較の仕方ですが、コシヒカリ９分作、みずか
がみ６分作…はくさい７分作という見方でお伺いします。
　この作業は神性さを失わないよう厳粛な雰囲気の中で行われます。
　すべてのお伺いが終わると、粥占いの結果表が神社内に置かれ、
区内全戸配布、村中に掲示がさ

れます。お管割りの結果、令和４年はコシヒカリ、大豆、すいか、
かぶら、ごぼうが豊作とのことでした。
　粥占いには二つの型があり、葦やカヤ、竹などの管状のものに
粥を入れて占う「お管

くだ

」と、「粥
かゆ

杖
づえ

」といって神が好む木を粥の中
へ挿しその木に着いた粥の状態で占うものがあるそうです。また、
小川原神社のように秋の時期の粥占いは全国でも非常に珍しいそ
うです。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

27

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

参考資料：甲良町史、別冊太陽「陰陽の世界」、小川原歳時記（村づくり映像制作実行委員会）　
取材協力：小川原神社

小豆粥が入ったお管

図書館に行こう♪

　12月6日は「音の日」です。1877年12月6日に、エジソンが自ら発
明した蓄音機で音を録音·再生することに成功したことが由来となってい
るそうです。
　この「音の日」にちなんで今回は楽器など、音にまつわる本をご紹介
します。

…休館日

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

１
月

日 月 火 水 木 金 土

12
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
30 31

26 27 28 29

  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

『古くて素敵なクラシック·レコードたち』
村上　春樹／著　　文藝春秋
　60年近くレコード屋に通い続けた村上春樹が、これまでに集
めたクラシック・レコードの中から、好きなレコード、面白い
レコード486枚を紹介。

『楽器の歴史』
佐伯　茂樹／著　　河出書房新社
　オーケストラで使われているものを中心にした楽器の図鑑。
楽器の進化の過程、昔の楽器と現代の楽器の違い、内部構造と
音色の仕組み…。楽器の多彩な魅力を、カラー写真·図版ととも
に解説する。

『楽器の音色がすぐ聴ける
 世界の民族楽器図鑑』
民音音楽博物館／監修
河出書房新社
　世界の民族楽器約100種類を形状やサイ
ズ、使われているエリア、仕組み、演奏方
法、歴史と使われ方などを紹介する。

『みんなで連弾ハッピー★クリスマス』
轟　千尋／編曲　　全音楽譜出版社
　クリスマスにかならず耳にする名曲を、
やさしいピアノ連弾用にアレンジ。
　「赤鼻のトナカイ」「サンタが町にやって
くる」「もみの木」「きよしこの夜」など
全20曲を収録。

『音と振動の科学』
山田　伸志／著　　日刊工業新聞社
　音楽や心地よい振動は私たちの生活を楽
しく豊かにするのに対して、騒音とそこか
ら発生する振動は逆に私たちを苦しめる。
音と振動発生のしくみをはじめ、音と振動
にまつわる身近な現象や話題を取り上げ、
科学的に解説する。

『蜜蜂と遠雷』
恩田　陸／著　　幻冬舎
　養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅
にピアノを持たない少年、かつての天才少
女、サラリーマン…。ピアノコンクールを
舞台に、人間の才能と運命、音楽を描いた
青春群像小説。

ＣＤ・ＤＶＤの貸出期間が２週間に
なりました！

ＣＤとＤＶＤの貸出期間が1週間から
2週間になりました。図書と同じ期間借りられます。

どうぞご利用ください。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

12月の催し物
12月11日（土）11：00～

おはなし会

12月17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

※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。

平成22年のお管割りの様子
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【問合先】　企画監理課　☎38−5061

甲良町 し尿収集カレンダー  【令和４年１月】

年末のし尿汲取りについてお知らせ

【問合先】　クリーンライフ湖東　☎ 35−5205　ＦＡＸ 35−5206

【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（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
２日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
３日（月） 定　　休　　日 定　　休　　日
４日（火） 呉竹① 呉竹①
５日（水） 小川原① 小川原①
６日（木） 小川原① 不　　定　　期
７日（金） ― ―
８日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
９日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
10日（月） 定　　休　　日 定　　休　　日
11日（火） 尼子① 尼子①
12日（水） 正楽寺①・法養寺①② 正楽寺①・法養寺①②
13日（木） ― ―
14日（金） 長寺①・下之郷① 長寺①・下之郷①
15日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
16日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
17日（月） ― ―
18日（火） 北落①②③・在士② 北落①②③・在士②
19日（水） 金屋①②③ 金屋①②③
20日（木） 小川原②・呉竹① 不　　定　　期
21日（金） 長寺② 長寺②
22日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
23日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
24日（月） ― ―
25日（火） 小川原③ 小川原③
26日（水） 池寺①② 池寺①②
27日（木） ― ―
28日（金） 長寺③ 不　　定　　期
29日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
30日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
31日（月） ― ―
※「―」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。

　12月の汲取りについても、定期収集により行いますのでご協力をお願いします。
　不定期収集でのお申し込みは、12月10日（金）までにお願いします。
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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。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5
教室日 6 7

教室日
8

教室日

9 10 11 12
教室日 13 14

教室日
15
教室日

16 17 18 19
教室日 20 21

教室日
22
教室日

23 24 25 26
教室テスト日 27 28

教室テスト日
29

教室テスト日

30 31 ・12/29（水）〜１/3（月）は年末年始休館です。

１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 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）は年末年始休館です。

12 月 お風呂・プール

○ 甲良町民限定！スクール入会月半額キャンペーン！（12月、1月）

※　初めて教室に参加される町民が対象となります。

　【対象スクール】（1カ月/4回開催）
・ジュニア水泳教室（4,100円）、成人水泳教室（4,500円）
・ヨガ教室（各4,500円）、健康体操教室（各2,100円）　
・カルチャー教室スケジュール

教室名 曜日 時間 対象 定員
健康体操 水曜日

10：30～11：30 18歳以上
10名

ヨガ（初級） 金曜日 ８名

・プールスケジュール
水 金 土

14：00 成人水泳（初級）
15：00 成人水泳（中級） 幼児
16：00 小学1～3年 幼児 小学1～3年
17：00 幼児 小学1～3年 小学3～6年
18：00 小学3～6年 小学3～6年 小学４～中学生

19：00 成人水泳
（初級/上級）水中

ウォーキング
20：00

〇プールの採暖室が使えるようになりました！
寒くなる季節、温まりたいというご希望に応え、プールの採暖室の使用を再開しております。
（コロナウイルス対策として定期的な換気・ソーシャルディスタンスの確保はお願いします。）

【12月の施設イベント】
〇12月6日（月）露天風呂でゆず湯を実施します。

当日は、露天風呂にゆずを浮かべます。今年は甲良町産のゆずを使用します！
ゆず湯に入ると1年中風邪をひかないといういわれがあります。
※効果には個人差がありますので、体調の悪い方などはご遠慮ください。

〇クリスマスウィーク　クリスマスプレゼント実施！
12月22日（水）～27日（月）の間にプールをご利用の中学生以下の方にクリスマスプレゼント（お菓子）をお配りします。
スイミングスクールに参加しているお友達ももらえるよ！

〇1２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 12月は５の付く日（５日、15日、25日）と27日（本年営業最終日）
◇香良の湯
　ポイント２倍デイ 6日（ゆず湯の日）、26日（風呂の日）、27日（本年営業最終日）

【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

人権なんでも相談日
12月６日（月）・１月11	日（火）

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

 道の駅からのお知らせ

【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。

ペイビー

令和３年度 12月の町税
・国民健康保険税・・７期
・固定資産税・・・・３期
納期限：令和４年１月４日

町税は納期限内に
必ず納付しましょう！

【年末年始休館】12月29日（水）～1月3日（月）　※ 12/28（火）、1/4（火）は通常休館日

入会金
無料

年会費
無料

入会月会費 半額
（月の途中から参加の場合、日割り計算）

＋ ＋

【年末年始の営業時間について】
　年末年始の営業時間は次の通りになります。ご理解、ご協力よろしくお願いします。今年の最終営業日は各
店舗とも12月30日（直売所は16時まで。飲食店舗は15時まで）

■直売所 12月31日～１月３日までお休み
■ピザ店 12月31日～１月５日までお休み
■クレープ店 12月31日～１月４日までお休み

12月の定休日は第2月曜の13日になります（営業時間　9:00～17:00） 

　こうらウエルネスツーリズム実行委員会（一休庵、おだいどこ野幸、
ゆずだいどこ、西明寺、道の駅せせらぎ里こうら）では、LINE公式アカ
ウントを開設しました。各店舗で掲載しているポスターから友達登録が
出来ます。登録すると「回遊ポイント」を貯める事が出来ます。ぜひご
参加ください。
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2021

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 516 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !12

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～

野瀬 七郎平氏：甲良が生んだ近江商人。綿花の輸入・販売に従事し、世界を舞台に活躍しました。
「江商株式会社（のちの兼松）」の社長に就任。綿業貿易事業に通算50年間従事しました。東甲良小学校講堂、
北落安楽寺本堂屋根瓦、彦根高商（のちの滋賀大経済学部）など、その他各地に寄付をされています。
「おのが身を、朝な夕なにかへりみて、正しきみちをすすみゆかなむ」（翁86歳の句）

４ 犯罪被害者支援

除雪作業にご理解とご協力をお願いします
５ くらしのかわら版

11

17 司法書士が説く空き家対策

検診のご案内

12 お家で簡単ストレッチ
８

野瀬  七郎平邸
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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
R３.11.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,245	 ＜ー　６＞ 387 1,891	 967

女 3,453	 ＜ー　７＞ 351 1,806	 1,296	

合　計 6,698	 ＜ー　13＞ 738 3,697	 2,263	

世帯数 2,614	 ＜ー　１＞

2021年（令和３年）12月号
通巻第516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

ⒶⒷ

Ⓐ÷Ⓑ＝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。

33.79%

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

12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

１歳６か月健診 14日(火) 13：00～13：30 令和２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 16日(木) 13：30～15：30 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

中期離乳食教室 21日(火) 9：30～10：00 令和３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

乳児健診４ヶ月 22日（水） 13：30～13：40 令和３年８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ヶ月 22日（水） 13：00～13：10 令和３年２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）

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

20
広報 こうら 2021 December 12


