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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～

11月6日に開催の「せせらぎ歴史フェスタ」の舞台に設置された、
甲良中学校美術部の生徒が作成した３大偉人の絵画

４ 過疎に打ち克つための連携協定を結びました
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町長新年あいさつ長寿のお祝い

甲良養護学校から商工会へ葉牡丹が届けられました

　下之郷の松宮アイさんが、めでたく100歳のお誕生日を
11月５日に迎えられ、　11月11日に野瀬町長が訪問し、
長寿をお祝いしました。訪問の際には、笑顔で出迎えて、
楽しいお話もしてくださいました。これからもお元気で、
長生きしてください。

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

１．町民の皆さまといっしょ ( 協働 ) にまちづくり
（１）�令和３年度から 10箇年の「甲良町第四次総合計画」がスタートしました。�

五つの基本目標をはじめ分野ごとの施策を推進いたします。

（２）�総合計画と同時に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に即しての四つのプロジェクトを掲げ、
地方創生を推進します。

（３）�国の過疎特別措置法に基づき「甲良町持続可能な地域づくり計画」について議会議決を経た後、
人口減少対策につながるソフト・ハード事業を展開いたします。

本町の課題が一つひとつ解決するよう、町民の皆様と連携してまちづくりを進めます。

２．新型コロナウイルス感染症対策
　感染防御の手洗い、消毒、三密 ( 密閉・密集・密接 )、換気、適度な運動、体温測定など、一人ひ
とりのご協力を引き続いてよろしくお願いいたします。
　１・２回目のワクチン接種は町民皆様のご理解により 80％を超える接種率で、県内でも最上位に
位置しています。只今、三回目の接種の準備をいたしております。順次接種通知をさせていただきま
すのでよろしくお願いいたします。

３．主要事業
　「防災道の駅整備」「仮称：甲良町防災危機管理センター」「西ヶ岡山林の企業誘致」広域行政では「新
ごみ処理施設建設」「近江鉄道上下分離方式事業」「国道８号バイパス計画」など議会と協議しながら
進めてまいります。

４．継続事業
　前年度に引き続き「こどもの学力向上」「家庭支援の充実」「町民の健康づくり�こうら 33( さんさん )
プログラム」「地域福祉活動の支援」「集落コミュニティの振興」の事業が前進する取り組みを進めます。

　
　新しい年が皆さまにとりまして平穏で明るく良い一年となりますことを、心から祈念いたします。

令和 4年１月１日
甲良町長　野瀬喜久男

新年あけましておめでとうございます。

　町民の皆さまには、

令和４年の新しい年をお迎えになられましたことを

お慶び申し上げます。

　商工会女性部が、地域貢献活動として甲良養護学校と連携し、季節の花で
町を飾ろうという事業を実施しています。女性部員宅前やその周辺、地域の
方々の目を和ませる場所などに設置しました。また、「商工会の玄関にも」
と立派な鉢植えを届けて下さり、大野会長に手渡されました。

（女性部が設置の花）
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過疎に打ち克つための連携協定を結びました

甲良学「バサラ塾」を開催しました

甲良養護学校高等部　柚子狩り体験実習

■甲良養護学校■『葉
は

牡
ぼたん

丹』のプレゼント

　11月4日（木）、甲良町は『摂南大学』と『こうらウエルネスツーリズム実行委員会』と連携協定を結び
ました。今後３者は、甲良町が過疎に打ち克つために相互に連携・協力し、観光振興を通じた地域の活性
化を実践していきます。

　令和3年11月20日（土）、甲良町公民館で、甲良町のこれからのまちづくりを学ぶ甲良学「バサラ塾」
が開催されました。前半は、早稲田大学名誉教授の宮口侗廸氏による講演（演題「地球環境危機の時代に
おける過疎的な地域の価値と果たすべき役割」）が行われ、町議会議員・区長・むらづくり委員長等の方々
が出席されました。また後半は、甲良町の未来を考える有志の塾生が集まり、それぞれが甲良町に対する
思いを話し合いました。

　11月30日（火）、長寺柚子公園で、甲良養護学校高等部の生徒が柚子狩り体験実習を行いました。今年
の柚子は豊作で、生徒は狩り切れないほどの柚子に驚きながら、柚子狩りのお手伝いに汗を流しました。
　収穫した柚子はジャムやケーキに加工し、養護学校内で販売しました。

　令和３年11月26日（金）に滋賀県立甲良養護学校高等部から
甲良町教育委員会に葉牡丹をいただきました。これは、同校が日
頃お世話になっている地域への感謝を表そうと毎年各所に寄贈さ
れており、同校の生徒らが丹精込めて育てたものです。今年度も
コロナ禍の影響で生徒の訪問ができませんでしたが、生徒らの
メッセージカードが付いた葉牡丹のプレゼントとなり、受け取っ
た青山教育長がお礼の言葉を述べられました。
　冬に彩りを添える大輪の葉牡丹。公民館前で生徒らのまごころ
を表すように温かみのある色合いで、冷たい風の中、静かにゆれ
ています。

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

お詫びと訂正
　広報こうら12月号P4に掲載しました「警察総合相談電話【県民の声110番】」につきまして、受付時間
に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

（誤）月～金曜 午前８時30分～午後５時15分　⇒　（正）月～金曜 午前８時30分～午後４時30分
【問合先】　彦根警察署　☎0749−27−0110
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甲良町健康推進員～野菜食べ隊出動!!～
★減塩習慣を身につけよう★

『あなたの今日が、だれかの明日に。ハタチの献血』

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

　11月14日（日）、「第2回　こうらウエルネスフェスタ」㏌道の駅こうら�が開催されました！
　今回のテーマは…　　～　地元野菜が豊富な具だくさん味噌汁を食べて元気になろう　～
　当日は、甲良町健康推進員の「野菜食べ隊」のメンバーによる「減塩」についての啓発が行われました。

「せせらぎ歴史フェスタ」が開催されました

特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ

　令和３年11月６日（土）、道の駅せせらぎの里こうらで「せせらぎ歴史フェスタ」が開催されました。
舞台では甲良中学吹奏楽部の演奏、津高虎太鼓による和太鼓の演奏などが行われ、広場にはたくさんのキッ
チンカーが出ました。当日は晴天に恵まれ、多くの方々で賑わいました。

【特定(産業別)最低賃金】　令和３年12月30日発効

【地域別最低賃金】　令和３年10月１日発効

時間額
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業（窯業・
土石製品製造業） 942円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
（一般機械器具製造業） 953円

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
（精密・電気機械器具製造業）

939円

自動車・同附属品製造業 957円

滋賀県最低賃金 896円

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　滋賀労働局　☎077−522−6654

※ 最低賃金についてのお問い合わせ先
　�滋賀労働局　賃金室� ☎（077）522－6654
　�大津労働基準監督署(方面)　�☎（077）522－6616

　�　彦根労働基準監督署� ☎（0749）22－0654
　�　東近江労働基準監督署� ☎（0748）22－0394

本掲載例、滋賀県最低賃金に関する情報については、以下 HP からダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin.html

☆来場された方の感想は・・・
　●�ちくわやごぼう天等の練り製品や加工食品（ハム・ウインナー）の塩分量が多いことにびっくりした
　●�おでんには練り製品を当たり前に使っていたが、これなら具を変えてもおいしく食べられて減塩できそう
だと思った

　●�カリウムの多い野菜を摂取すると減塩と同じ効果があることがわかった（制限されている方は要注意）
　●�こんなにたくさんの種類の減塩商品がある事を知らなかったので、使ってみたい
等々、熱心に聞いてくださった皆さまからは「大変参考になりました…」との感想をいただきました。

今回は、寒い季節の定番料理「おでん」の塩分量を減らすコツ!!についてお伝えしました。
一般の調味料で味付けしたおでん１食分の塩分量は7.3gで、おおよそ１日分の塩分量を摂ってしまいます…

※１日の塩分摂取の目標量：男性7.5ｇ未満・女性6.5ｇ未満

【コツその 1】…おでんの具を変える
　ちくわ　　　⇒　厚揚げ� 　　さつま揚げ　⇒　がんもどき
　ごぼう天　　⇒　牛すじ� 　　に変えると、-3.8g 減塩できる !!

【コツその 2】…減塩調味料を使う
　さらに減塩調味料を使って味付けすると・・・
　7.3gあった塩分量が�⇒�1.4gに減塩できる!!（※おでんの汁は除きます）

甲良町では、高血圧により脳卒中や心筋梗塞、認知症、慢性腎臓病等にかかる
人の割合が高く、健康寿命を延ばすためには、高血圧を改善する必要があります !!

血圧を下げるには、減塩と
野菜・果物のカリウム摂取
や、減量等に取り組まなけ
れば効果がありません

☆「はたちの献血」キャンペーン☆
キャンペーン期間：令和4年１月１日～2月28日

献血とは・・・�病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救
うために、健康な人が自ら血液を無償で提供するボランティアです。

　　　　　　　�16歳～69歳までの健康な方ができます。
　　　　　　　�（65歳以上の方は、60～64歳の間に献血経験がある方に限ります。）

長い人生、今がボランティアのスタートです!!
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【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。

たのしいクリスマス ♪リトミック♬　　

　12月の親子ふれあい教室はひよこ教室・ぺんぎん教室合同でリトミックを行いました。音楽に合わせて
体を動かしたり、鈴やタンバリンの音色を楽しみました。
　突然のサンタクロースの登場に子ども達もビックリ！！優しいサンタクロースさんからプレゼントをも
らい、最後はみんなニッコリ笑顔になりました。

令和４年度　甲良町放課後児童クラブの入所申請について

　令和４年度の甲良町放課後児童クラブ（学童）の入所受付が始まります。詳しいご案内は、学校・
保育センターを通して１月初旬に配布しますので、入所を希望される場合は、内容をご確認のうえ、
申請手続きをお願いします。申請に必要な書類は、子育て支援センター・東児童クラブ・西児童クラ
ブでお渡ししますので、必ず受付期日までにお申込みください。　　　
※春休みのみの利用申請も同時に行います。

　・対象児童� �甲良町の小学校に在籍している児童（新1年生含む）で、保護者が就労などにより、
昼間の家庭保育ができない児童。

　・実施場所� �東児童クラブ（甲良東小学校敷地内）　甲良町横関157-1�
西児童クラブ（甲良西小学校校舎内）　甲良町在士625

　・申込受付場所� �子育て支援センター・東児童クラブ・西児童クラブ

受付期限　１月31日（月）　期限厳守

※�東西児童クラブの運営については、より充実したサービスの提供および支援員の確保を図るため、
令和３年４月からシダックス大新東ヒューマンサービス㈱に委託しています。
　なお、入所決定および利用料の徴収等につきましては、従来どおり甲良町が行います。

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

大切なお知らせ

１. 支給対象者

２. 支給額

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。

■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「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」窓口まで
お問い合わせください

☎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、収入が急変した方、特に高校生世代のみを養育している方は対象とな
る可能性がありますので、下記コールセンターまでご連絡ください。）

▶�申請書は甲良町のホームページまたは役場窓口で配布しています。
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永年勤続民生委員児童委員表彰を受けられました

◇新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について◇

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

人権なんでも相談日
１月11日（火）・２月７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【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

1月の町税
・国民健康保険税・・８期
・町県民税・・・・・４期
納期限：令和４年１月31日

町税は納期限内に
必ず納付しましょう！

　新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせは、保健福祉課（電話番号：0749-38-5151）までお願
いします。
　また、3回目の接種については確定次第お知らせいたします。

【問合先】　住民人権課　☎38−5063

　甲良町民生委員児童委員として、長年ご尽力いた
だいている森田正道氏と小林日登美氏のお二人のか
たが、10月26日付で令和３年度全国民生委員児童
委員連合会会長の表彰を受けられました。お二人は、
平成22年12月１日から10年にわたり、民生委員・
児童委員として広く地域住民のみなさまのために活
動をされてこられました。
　これからもご活躍を期待します。

ご意見を募集します 
～彦根愛知犬上地域一般廃棄物処理基本計画（素案）～

　彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町からなる彦根愛知犬上地域では、広域ごみ処理施
設が令和11年度から供用開始（予定）となることを踏まえ、圏域におけるごみの処理と減量等の方
向性を明確にするとともに、各市町の廃棄物の処理方法等の統一化を図るため、平成18年度に策定
した「湖東地域一般廃棄物処理基本計画」を更新して、新たに「彦根愛知犬上地域一般廃棄物処理
基本計画」を策定し、下記のとおり皆様からご意見等を募集します。

１素案の公開場所
　甲良町住民人権課、甲良町ホームページ

２素案の公開と意見の提出期間
　令和４年１月17日（月）～令和４年２月15日（火）※必着

３意見等の提出方法
　・直接持込の場合　　　甲良町住民人権課窓口
　・郵送の場合　　　　　〒522-0244　甲良町在士353番地1
　　　　　　　　　　　　�甲良町住民人権課
　　　　　　　　　　　　�彦根愛知犬上地域一般廃棄物処理基本計画（素案）担当宛
　・ファックスの場合　　0749-38-5072
　・電子メールの場合　　jyumin@town.koura.lg.jp

４提出・問合せ先
　甲良町住民人権課
　　☎　�0749-38-5063
　　FAX�0749-38-5072
　　E-mail�jyumin@town.koura.lg.jp

５その他
　いただいたご意見等は、意見に対する町の考え方とともに整理した上で、甲良町ホームページ等で公表
します。お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

【問合先】　彦根年金事務所　☎23−1114
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民人権課　　　☎38−5063

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151

新成人の皆さんおめでとうございます！
20歳がスタート！国民年金

❖ 介護保険制度による 
障害者控除対象者認定書の交付について

高齢者インフルエンザ予防接種の期間延長について

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

奥川 陽
ひゅうが
友芽ちゃん

１月 29 日生（横関）

　令和４年３月号
『天使のほほえみ』
への掲載希望（令
和３年３月生のお
子さん）の方は、
１月26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。

　国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。日本国内に住んでいる20歳～60歳までの人は公
的年金に加入することが法律で義務付けられています。将来訪れる長い老後や生活の安定を損なうような
“万が一”の事態に備え、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20歳になったら
忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

■国民年金（基礎年金）３つのメリットがあります。
・老齢基礎年金　65歳から生涯受けられます。
・障害基礎年金　病気やケガで障害の状態になった時に受けられます。
・遺族基礎年金　死亡した方に生計維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受けられます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
　収入などがなく保険料の支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」（学生のみ）、「納付猶予制度」（50
歳未満）などの保険料納付猶予制度があります。

※「学生納付特例制度」
　　�　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される制度です。

　　�　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校、各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

※「納付猶予制度」
　　�　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者（別世帯の配偶者を含む）それぞれの所得が一定額以
下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

　障害者手帳の交付を受けていない場合でも、「満65歳以上の要介護認定または要支援認定」を受けてお
られる方で、町に身体障害者等に準ずると認定された方は、所得税や住民税の控除（障害者控除）の対象
となります。
　次のすべての要件を満たす方に対し、申請により障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」
を交付します。確定申告時にこの認定書を添付することで、本人またはその扶養者が、障害者控除または
特別障害者控除を受けることができます。

 【認定の対象者要件】
　１．認定基準日現在で満65歳以上、かつ要介護または要支援認定を受けている方
　２．認知症または身体の障害により日常生活に支障がある方
　３．�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆症認定証のいずれ

も所持していない方
※認定基準日は、令和３年12月31日(死亡の場合は死亡日)現在の状況となります。

【申請場所】　　・甲良町保健福祉センター　保健福祉課
【問い合わせ先】・保健福祉課　☎0749－38－5151

　高齢者インフルエンザの予防接種は、毎年10月1日から12月28日を接種実施期間としていますが、ワ
クチンの供給が例年より遅くなっていることから接種期間を下記のとおり延長します。

　　　　　対象者：令和３年10月に通知が届いている方
　　　　　接種実施期間：令和４年２月28日（月）まで
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甲良町 し尿収集カレンダー  【令和４年２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（火） 呉竹① 呉竹①
２日（水） 小川原① 小川原①
３日（木） 小川原① 小川原①
４日（金） ― ―
５日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
６日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
７日（月） 尼子① 尼子①
８日（火） 正楽寺①・法養寺① 不　　定　　期
９日（水） 長寺① 長寺①
10日（木） ― ―
11日（金） 定　　休　　日 定　　休　　日
12日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
13日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
14日（月） 下之郷①②③・北落① 下之郷①②③・北落①
15日（火） ― ―
16日（水） 金屋①② 不　　定　　期
17日（木） 小川原② 小川原②
18日（金） 呉竹②③ 呉竹②③
19日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
20日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
21日（月） 尼子②③ 尼子②③
22日（火） ― ―
23日（水） 定　　休　　日 定　　休　　日
24日（木） ― ―
25日（金） 池寺①②・長寺②③ 不　　定　　期
26日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
27日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
28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。

【問合先】　産業課　☎38−5069

甲良町事業者支援給付金　募集要項

　滋賀県事業継続支援金（第１期、第２期、第３期）（以下「県支援金」という。）のいずれかの給付の決
定通知を受けた町内事業者に対し、町が上乗せして支援金の給付を行い、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響を受ける事業者の事業継続を支援します。

申請期間 令和３年12月１日（水）から令和４年２月28日（月）まで

補助対象者
支給要件

県支援金の給付決定通知を受けた事業者で、次の①および②を満
たしていること（事業者とは中小企業その他の法人等、又は個人事業
者）。

①町内に主たる事業所または事務所を有していること
②町税等に滞納がないこと
※�県支援金の上乗せに関する給付金を他の市町から受けていないことを
条件

補助金額
一律10万円（中小企業等、個人事業者）
※�県支援金は第１期、第２期、第３期の重複受給が可能ですが、町支援
金は１事業者につき１回の申請となります。

提出書類

●甲良町事業者支援給付金申請書兼請求書（様式第１号）
〔添付書類〕
①県支援金の金額の決定通知書（写）
②�営業活動を証する書類の写し、町内の事業所または事務所の所在が確
認できる資料（写）
③通帳の写し（表紙の見開き）
④誓約書（様式第２号）

申請方法 郵送（申請書を町のホームページからダウンロードして印刷し、必要事
項を記入のうえ、提出してください）

申請先
問い合わせ先

甲良町役場　産業課
〒522－0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地１（☎0749－38－5069）
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神
か ぐ ら

楽廻
ま わ

し
　家族で年神様をお迎えする正月行事の一つに神楽廻し
があります。
　神楽は正式には伊勢大神楽といい、カグラマワシ、シ
シマイ、ダイカグラ、オカグラ、カグラなどと親しみをもっ
て言われています。町内では１月から２月の間に神楽の
巡回がありますが、正月だけでなく一年中、日本全国を
それぞれの社中が巡回しています。
　大神楽は代神楽とも言われ、江戸時代、伊勢参りが大流行しますが、なかなか参詣できない人たちの
ために、大神楽の一行が地方へ出向き、天照大神のご神徳を届けたのが始まりです。伊勢大神楽は檀那
場（お神楽を受け持つ地域）を持ち、各家庭の「かまど祓い」や家内安全、無病息災、厄払いの獅子舞
を行い伊勢神宮のお札を配りました。
　笛や太鼓の音に合わせて「チャカチャカ」という賑やかな銅拍子が聞こえ始めると、子ども心に神楽
がもうすぐ家に来るとワクワクした方も多いのではないでしょうか。
　朝の７時頃からかまど回りは始まります。２組のシシガシラの１組が、首か
ら提げた籠からお札を家人に渡し、お初穂のお米やお金包みを受け取るとすぐ
に開封し、紙を吊るすなどで合図をもう一組に知らせます。お初穂が多いと獅
子が２頭になり、神楽の舞の曲が増えていきます。
　紋付羽織袴を着たシシガシラ役が大きな獅子頭をかぶり、右手に鈴、左手に
白弊を持ち、美しくしっとりと舞ったり、白刃を抜いて笛の音にあわせて玄関
口で舞います。頭を獅子頭に噛んでもらうと頭痛も治り、一年間無病息災でい
られると言われています。

　そして、行く先々の神社境内等で、「総廻し」といってさま
ざまな獅子の舞と放

ほう

下
か

と呼ばれる曲芸を披露しました。曲芸に
は、道化とのかけ合いのもと、番傘に毬

まり

を乗せクルクル回した
り、15個の茶碗を巧みに積み上げた曲芸等々。曲芸のクライマッ
クスは、女

お や ま

形の道中。正式には「魁
らん

曲
ぎょく

」といい、担ぎ手の男性
の肩にのった獅子が花

おい

魁
らん

に化け日傘を広げて花魁道中をします。
「伊勢音頭」が歌われ、ラストに獅子が舞絹に顔を隠したかと思
うと、オカメに早替わり
して観衆を驚かせます。
　このように神楽廻しは
信仰と結びつくとともに、

地方の庶民のまたとない娯楽でもありました。
　昭和56年に伊勢大神楽は国指定重要無形民俗文化財に指定され
ています。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

28

【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：�「伊勢大神楽　渋谷章監修」「別冊太陽日本のこころ115お神楽」「神と旅する太夫さん」�
「ヤッサの里金屋誌」「近畿地方の民族芸能１三重・滋賀　伊勢太神楽の巡回と近江の獅子舞」

図書館に行こう♪

「わたし、集めてます！」
趣味に仕事に、“収集”がテーマの本を紹介します。

…休館日

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

２
月

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土１
月

 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

     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
「風景印ミュージアム　直径36ミリの中の日本」
古沢保／著　G.B.
　風景印とは、各地の郵便局で押してもらうことができるハ
ンコのこと。この本では風景印のデザインや、集め方の工夫
などが紹介されています。その土地の名物や歴史がデザイン
されていることが多い風景印。旅の思い出に集めるのも楽し
そうですね。

「 文房具図鑑 
その文具のいい所から悪い所まで最強解説」

　山本健太郎／著　いろは出版
　小学生の著者が約一年かけてコツコツとつづった自由研究
の成果が本になりました。手書きの文字やイラスト、消しカ
スのサンプル比較など、小学生らしい工夫でお気に入り文房
具の数々を紹介しています。でも侮るなかれ。文房具の構造
や歴史、リアルなレビューは、各文房具メーカーの社員も感
心するほどの内容です。

「 世にも奇妙な博物館　 
未知と出会う55スポット」

丹治俊樹／著　みらいパブリッシング
　博物館といえば、テーマに沿った物品
を収集し、研究や展示を行う所。この本
で紹介されているのは“一風変わった”
テーマの博物館です。
　「学校給食歴史館」「世界の貯金箱博物
館」など身近なモノでも、ずらっと並ん
でいると壮観。そして時代による移り変
わりが見えるのも、収集の面白いところ。
収集は、文化や歴史の記録にもつながり
ます。

「 ごみ清掃芸人は見た！ 
リアルでゆかいなごみ事典」

滝沢秀一／著　大和書房
　芸人を続けながらごみ収集に携わる著者
が、仕事の中で出会ったごみとそれにまつ
わるエピソードを面白おかしく紹介するエッ
セイです。プリクラ、かつら、アイドルのうち
わ・・・著者曰く「ごみにはストーリーがある」。
　著者は他にも、この本がごみと向き合う
きっかけになればうれしいと書いています。
ゴミの出し方だけではなく、ごみをできるだ
け出さないことにも意識を向けてみたいで
すね。

「甲良風景スケッチ展」
2022年１月８日（土）～１月30日（日）

湖国の風景を描いて50年。小田柿寿郎さんの作品の中から、
新聞にも連載された甲良町の風景スケッチを展示します。

会場：甲良町立図書館　廊下
自由に見ていただくことができます。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

１月８日（土）11：00～

おはなし会

１月21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

１月の催し物 ※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。
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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
教室日 3 4

教室日
5

教室日

6 7 8 9
教室日 10 11

教室日
12
教室日

13 14 15 16
教室日 17 18

教室日
19
教室日

20 21 22 23 24
教室日

25
教室日

26
教室日

27 28

２月 お風呂・プール
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

【1月のイベント】
ポイント2倍キャンペーン
温水プール　�毎週木曜日はポイント2倍！�日曜日利用のファミリーにはお風呂無料券プレゼント！
香良の湯　　毎週水曜日はポイント2倍！�65歳以上の町民はお風呂無料！(毎週金曜日）

新年あけましておめでとうございます。
　昨年中は、甲良町温水プールおよび香良の湯をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。
　本年も町民の皆様に、安心して、施設を楽しんでいただけるようなイベント、教室、サービス
をお届けできる様、スタッフ一同努めてまいります。
　本年も変わらぬご愛顧頂きますよう、お願い申し上げます。

○ 甲良町温水プールでは一緒に施設で働いてくれる仲間を募集しています！
・職種：プール監視員、水泳指導員　※指導は+手当有(100～500円）　
・募集人数：２名程度　　・時給：�900円～　　・対象：18歳以上（高校生は勤務時期相談）
・時間：�13：00～21：30　1日3H以上　週2回～　日数・時間等は応相談。
☆�フリーター、主婦、学生、大歓迎（Wワーク可）！　研修があるので未経験者でも大丈夫！�☆
☆�安心の公共施設でのお仕事です。地域の為に働きませんか？☆
・興味のある方は、お気軽にお電話ください。38−5155（担当：松井）13：00～21：00（火曜以外）

【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

 道の駅から年始のお知らせ

【年始営業のお知らせ】年始の営業は、1月5日（水）13時～

○ 甲良町民限定！スクール入会月半額キャンペーン！（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

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）

＋ ＋

【新年の営業開始について】
　年始の営業時間は次の通りになります

■直売所 １月４日（火）　 9:00～
■ピザ店 １月６日（木）10:30～
■クレープ店 １月５日（水） 10:00～

 １月の定休日は11日（火）なります（営業時間　9:00～17:00）
※１月第２週の月曜日は「成人の日」の祝日となりますので翌日が定休日

　あけましておめでとうございます。
　昨年中は道の駅せせらぎの里こうらをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
　本年も町民の皆様に喜んでもらえる道の駅になるよう、スタッフ一同精進致しますので、引き続きご愛顧いた
だきますようお願い致します。

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38−2744

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

 道の駅から年始のお知らせ

令和4年度
甲良町競争入札参加資格審査申請受付のお知らせ

 １月の定休日は11日（火）なります（営業時間　9:00～17:00）
※１月第２週の月曜日は「成人の日」の祝日となりますので翌日が定休日

　あけましておめでとうございます。
　昨年中は道の駅せせらぎの里こうらをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
　本年も町民の皆様に喜んでもらえる道の駅になるよう、スタッフ一同精進致しますので、引き続きご愛顧いた
だきますようお願い致します。

　本町の入札等に参加いただくには甲良町競争入札参加資格審査申請を２年毎に行い、名簿登録される必要があ
ります。（現在の名簿登録期間は令和３・４年度です。）
　令和３年度は中間年となりますので、現在、未登録の方の申請受付をします。

重要：登録期間は令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの１年間）

【未登録の事業者の方で、参加を希望される場合は…】
受付日：１月28日（金）、１月31日（月）から２月３日（木）まで
建設業者／コンサル業者／物品・役務業者の方（共通。受付方法は郵送のみ。）
　ただし、町内業者及び準町内業者の方のみ持参受付をします。受付場所は役場別館　第３会議室にて２月２日

（水）、２月３日（木）。なお、受付時間は午前の部９時〜11時30分、午後の部13時30分〜16時00分です。
　また、申請取扱要領は、１月５日（水）から甲良町ホームページでダウンロードできます。
URL　http://www.kouratown.jp/jigyosyamukejyoho/

【新年の営業開始について】
　年始の営業時間は次の通りになります

■直売所 １月４日（火）　 9:00～
■ピザ店 １月６日（木）10:30～
■クレープ店 １月５日（水） 10:00～

18
広報 こうら 2022 January １

1819
広報 こうら 2022 January １広報 こうら 2022 January １



2022

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 517 健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !１

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～

11月6日に開催の「せせらぎ歴史フェスタ」の舞台に設置された、
甲良中学校美術部の生徒が作成した３大偉人の絵画

４ 過疎に打ち克つための連携協定を結びました

子育て世帯生活支援特別給付金
6 せせらぎ歴史フェスタ

11

14 事業者支援給付金

ご意見を募集します

12 高齢者インフルエンザ予防接種
9

謹賀新年
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広報こうらは再生紙を使用しています。

2022年（令和４年）１月号
通巻第517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

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

１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

すこやか相談 17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

乳児健診４か月 26日（水） 13：30～13：40 令和３年９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 26日（水） 13：00～13：10 令和３年３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 27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

２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 ２日(水) 13：15～13：45 平成３０年６月・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
歯ブラシ・コップ

こころの健康相談 ４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

１歳６か月健診 ８日(火) 13：00～13：30 令和２年６月・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
歯ブラシ・コップ

すこやか相談 14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

ひとのうごき ＜��＞内は前月との比較
R３.12.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,242 ＜ー　３＞ 389 1,885 968

女 3,449 ＜ー　４＞ 351 1,805 1,293

合　計 6,691 ＜－　７＞ 740 3,690 2,261

世帯数 2,613 ＜ー　１＞

ⒶⒷ

Ⓐ÷Ⓑ＝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%
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