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「SDGs日本モデル宣言」に賛同しました

　 2021年度（第59回）全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会および第76回国民体育大会近
畿ブロック大会に、滋賀学園高等学校２年生の後藤琉希さん（甲良町在住）が出場されました。
　これからの一層のご活躍を祈念して、７月７日に教育長より激励の言葉が贈られました。
　各大会の出場、誠におめでとうございます。益々のご活躍を期待しています。

　2021年6月、甲良町は「SDGs日本モデル宣言」に賛同しました。
　SDGs（エスディージーズ）とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、
2030年までに国連加盟193カ国が持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。「誰ひとり取り残さない」と
いう共通理念のもと、SDGsでは17の目標とそれを達成するための169のターゲット（より具体的な目標）を設
定しています。
　「SDGs日本モデル宣言」は、地方自治体が国や企業、団体、学校・研究機関、住民などと連携して、地方から
SDGsを推進し、地域の課題解決と地方創生を目指していくという考え・決意を示すものです。
　甲良町は今後、様々な*ステークホルダーとの連携を強め、行政運営に取り組んでいきたいと考えています。

　7月5日甲良町は、日産自動車・滋賀日産自動車と電気自動車を活用した災害協定を締結しました。甲良町で災
害を起因とする停電が発生した際、甲良町が指定する避難所等に、日産の販売会社の店舗に配備している電気自
動車（ＥＶ）「日産リーフ」を無償で貸与し、ＥＶからの給電により、災害時にも避難所等で継続して電力が供給
できる体制を整え、町民の生命及び身体の安全を守っていきます。これからも甲良町は、SDGsを推進したまち
づくりを行っていきます。

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

【問合先】　企画監理課　☎38−5061

日産と災害連携協定を締結しました

【問合先】　社会教育課　☎38−3315

人権なんでも相談日

予約なしで、どなたでも無料で相談できます。

９月６日（月）・10月４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

出場激励

2021年度（第59回）全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
＆

第76回国民体育大会近畿ブロック大会

2021年度（第59回）全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
＆

第76回国民体育大会近畿ブロック大会

*ステークホルダー：組織やその活動について何らかのかかわりや影響がある人や組織など
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福祉医療費受給券（小中学生）の交付について ～あなたの夢を全面サポート～
　　　　　　　「創業セミナー」開催!!

●申請手続きについて
　甲良町では子育てを応援する事業の一つとして、小学生・中学生の児童を対象とした医療費助成を実施し
ています。
　現在お持ちの福祉医療費受給券は有効期間が9月末までとなっていますので、下記の日程で受給券更新手
続きを行って下さい。

日 時　間 場　所 持参していただくもの

9月27日（月）
～9月30日（木）

9:00～17:15
甲良町役場
住民人権課

お子さまの健康保険証（写）
印鑑（シャチハタ以外）
申請書と同意書

※対象者世帯には、保護者様宛に受給券交付申請の案内文を9月上旬に郵送します。
※ 郵送でも受付を行いますので、上記期日にご都合の悪い方は申請書と同意書に必要事項をご記入の上、お
子さまの健康保険証の写しと一緒に同封の返信用封筒に切手を貼って郵送してください。また、郵送で申
請される場合は日中連絡がつく電話番号をご記入ください。

※今お持ちの受給券は、10月に入りましたらご自宅で破棄してください。

●今回の交付対象者
　・甲良町に住民票がある小中学生
　　※次のような場合は対象になりません。
　　　・健康保険に加入していない場合
　　　・生活保護を受けている場合
　　　・児童福祉施設などに入所している場合
　　　・ 現在、小中学生以外の福祉医療費受給

券を交付されている場合

●受給券の色　　藤色

●自己負担
　　医療費の自己負担はありません。

●助成対象外
　 　保険適用外の医療（選定療養費や検診・予

防接種、入院時の部屋代、食事代等）につい
ては医療費助成の対象外となります。

　※ 選定療養費とは、医療機関によって、紹介
状無しで医療機関を受診した際に追加で請
求される費用です。

●滋賀県以外の医療機関を受診したとき
　申請により、福祉医療で助成する額を返金します。
　申請に必要なもの
　・健康保険証 ・福祉医療費受給券
　・印鑑（シャチハタ以外） ・振込先のわかるもの
　・領収書（受診者名、保険点数の記載されたもの）

●�補装具（コルセット・眼鏡など）を装着した
とき

　申請により、福祉医療で助成する額を返金します。
　申請に必要なもの
　・健康保険証 ・福祉医療費受給券
　・印鑑（シャチハタ以外） ・振込先のわかるもの
　・領収書　　　　・健康保険からの振込通知書

●こんな時には届け出を
　・加入されている健康保険に変更があったとき
　・住所に変更があったとき
　・医療費の返金を受けたとき
　届出先　甲良町役場�住民人権課
　　　　　☎�38−5063

　セミナーでは、講義だけでなく、演習を通じ、創業についてのノウハウを身につけていただきます。是非、ご
参加下さい。

●�開催日時：�セミナー 10月10日（日）・17日（日）・24日（日）・31日（日）・11月7日（日）

  各10：00～16：00
 個別相談会 11月28日（日）

●�受講対象者：�① 創業を目指す方　　 ② 創業に興味・関心があり、知識や手法を習得したい方

 ③ 創業間もなく、事業を軌道にのせたい方

●�定　　員：先着20名

●�参�加�費：3,000円

●�会　　場：稲枝商工会　彦根市稲部町607-1 

●�申�込�先： 稲枝商工会

 ☎ ０７４９－４３－２２０１
 FAX ０７４９－４３－６３３８
 WEB https://inaeskk.com/pages/3/
  　お問い合わせフォームから内容欄に創業セミナー受講希望とご記入の上、必要項目を入力し、送

信願います。

主　催：稲枝商工会・愛荘町商工会・豊郷町商工会・甲良町商工会・多賀町商工会
後　援：㈱日本政策金融公庫

【問合先】　甲良町商工会　☎38−3530

【問合先】　産業課　☎38−5069��【問合先】　住民人権課　☎38−5063

受講生募集
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令和３年度滋賀県消防防災講演会

　当講演会は、近年の大雨の傾向と滋賀県の気象特性を知り、どのようなことに注意をし
なければならないかを学ぶ内容です。
　自然災害は決して他人ごとではありません。気象情報をうまく活かして行動することで、

「あなた」と「あなたの大切な人」の命を守りましょう。

■テーマ
　気象災害から命を守るために
　～防災気象情報を活かす～
■日　時　令和３年11月27日（土）10時開演
■会　場　多賀町中央公民館「多賀結いの森」
■参加費　無料
■講　師　彦根地方気象台　地域防災官
■主　催　滋賀県消防協会

■申し込み方法
　 氏名（ふりがな）、住所、電話番号を明記の上、下記

の方法でお申し込みください。
　申込期限：令和3年9月30日（木）
　FAX：0749-38-3119
　電話：0749-38-3130（消防署犬上分署）
　メール：hikonefd.inukami@ma.city.hikone.shiga.jp
■お問合せ
　彦根市消防署犬上分署　☎0749-38-3130

【問合先】　総務課　☎38−3311

田
た な か

中 悠
ゆ づ き

月ちゃん
９月９日生（長寺）

辻
つじ

 恋
こう

ちゃん
９月 19 日生（下之郷）

谷
たに

 京
きょうすけ

将ちゃん
９月 28 日生（長寺）

　令和３年11月号『天使のほほえみ』への掲載希望（令和２年11月生のお子
さん）の方は、9月29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

コロナ禍でも頑張る飲食店を応援します！

【問合先】　産業課　☎38−5069

　産業課では、コロナ禍でも頑張る町内のお店を紹介しています。
　今回は、甲良町長寺の「ゆずのだいどこ」です。日当たりの
良い丘にゆずを植えて数十年。栽培に工夫を重ねてゆずを収穫
しました。この収穫したゆずを調味料として活用し、地元産の
野菜などと共にレストランで味わっていただけます。また、加
工品の販売も行っており、道の駅や百貨店などで人気を博して
います。町外の方への地元土産としても最適です。
　地産地消、郷土の味を皆さんも堪能されてはいかがでしょ
うか！

お問合せ：☎0749ー38ー2118
営業時間：11：00～15：00　
営 業 日： 金曜日·土曜日（詳しくはゆずの

だいどこSNSをご覧ください）

※次回紹介先：甲良町　金屋 
「おだいどこ　野幸」

instagram

ゆず加工品（百貨店にて）

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

科学の不思議発見！

　７月25日（日）、図書館で夏休みこども科学教室が開催されました。
　コロンブスの卵・藤澤徹先生をお招きし、鏡を使った不思議な工作「ペリスコープ」とペットボトルを使って
飛ばして遊ぶ「ビークル」を作りました。
　ペリスコープは潜水艦などについている「潜望鏡」のことで、鏡の反射を利用し、前を見ながら後ろや横が見
える工作です。ビークルは、輪切りしたペットボトルにおもりをつけ、回転をかけて投げて遊びます。子どもた
ちは真剣に取り組み、工作を通して科学への興味を深めていました。
　図書館には楽しい科学の本もたくさんそろえています。どうぞご利用ください。
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交通実態調査（パーソントリップ調査）に
ご協力をお願いします。

【問合先】　建設水道課　☎38−5068

【問合先】　建設水道課　☎38−5068

問い合わせ先
甲良町役場建設水道課
℡：0749ー38ー5068

【屋外広告物とは?】
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に
表示されるものであって、看板、立看板、はり
紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物そ
の他の工作物等に掲出され、又は表示された
物並びにこれらに類するものをいう。」

　屋外広告物を掲出するには、許可
が必要な場合があります。
　エリアによって、掲出できる広告
物の大きさや高さに基準を設けて、
規制しています。
　必要な許可を得ていない場合は
条例違反となります。
　詳しくは下記へ問い合わせください。

　近畿2府4県にお住まいのみなさまを対象に、１日の動きをお聞きする＜交通実態調査＞を9～10月に実施しま
す。交通実態調査は、交通計画、防災計画、環境改善など、安全で快適なまちづくりに活かされます。
　調査の手法は、調査票による集計としています。調査票がお手元に届きましたら、調査にご協力頂きますよう
よろしくお願いします。

　【調査対象】　　　調査地域内にお住まいの世帯の中から無作為に抽出
　【調査方法】　　　回答は、WEBもしくは調査票にご記入いただきます。
　【調査内容】　　　平日・休日のある１日の、「滞在場所や活動・目的、移動手段」など
　【調査主体】　　　国土交通省・滋賀県
　【問い合わせ先】　〒520-8577　滋賀県大津市京町4丁目1番1号
　　　　　　　　　滋賀県都市計画課都市計画係
　　　　　　　　　☎077ー528ー4182
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図書館に行こう♪

お米をたべよう！
実りの季節がやってきました。 稲作にたずさわる方、

今年もありがとうございます。

今回は、 お米をますます楽しむレシピ本や小説などを

紹介します。

…休館日

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

10
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

9
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
31

27 28 29 30

『おこめができた！』
中川孝俊／監修　岩間史朗／写真　�
ひさかたチャイルド
　甲良町で身近な稲作ですが、お米ができるまでに何
が行われているか知っていますか？「もみ」を選別し
て苗を育てるところから、精米して白米になるまでを
やさしく紹介する子ども向けの本です。

『旅するしあわせおむすび』
ごはんさん／著　昭文社
　ごはんものの定番、おむすびを47都道府県風に大胆アレンジ！
　具のたくさん入ったおむすびは見栄えも楽しいです。おむす
びに合うスープのレシピも掲載。

『�漬けておくだけで、おいしい一品　漬けものレシピ』
重信初江／監修　朝日新聞出版　
　ご飯のおともといえばお漬物。定番の浅漬けやぬか漬けの他
にも、しょうゆ漬けやおかずになる「お肉のみそ漬け」など、
漬けるレシピがたくさん紹介されています。

『みそ汁はおかずです』
瀬尾幸子／著　学研プラス
　白いご飯とみそ汁は相性抜群。この本で紹介されているのは、
お腹いっぱいになる具だくさんのみそ汁です。具のバリエー
ションも豊富なので、お気に入りを見つけたくなります。
　みそ汁が残ったら、おじやにするのも良いそうですよ。

『生きるぼくら』
原田マハ／著　徳間書店
　ひきこもり生活を送っていた麻生人生。母が家を出ていった
ことをきっかけに、人生は祖母のいる長野へ向かいます。そこで
出会ったのは祖母の孫を名乗る見知らぬ少女と、認知症になっ
た祖母でした。不器用な３人の交流を経て、人生と少女は祖母の
宝物「自然の田んぼ」での米作りを手伝う決心をします。

９月の催し物

人権パネル展
〜障害者差別解消法を考える〜
9月2日（木）～9月18日（土）

世界アルツハイマー�
月間展

9月1日（水）～9月30日（木）
甲良町保健福祉課と連携し、 

認知症に関する資料を展示します。

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089【問合先】　産業課　☎38−5069

第72回�全国植樹祭
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　犬上川の一ノ井（金屋）には午後４時頃に到着、北落の村人が出迎えました。雨乞い人は、一ノ井で
体を洗い、村人たちの作った握飯を食べ、神主の持つ御幣を先頭に北落へ帰ります。日吉神社に着きま

すが、雨乞人は家に帰らず、神社拝殿にて山で出たくじの日数
だけ塩断ち、魚肉断ちをし参

さん

籠
ろう

、満願を迎えたのです。
　オクリ（神送り）は、おはな堂に御幣を移し、ホロをつけず
太鼓だけでオクリ踊りを舞った後、御幣を川原に移しお礼踊り
を踊りました。（雨が降らない時もやはりオクリを行い、村中相
談の上、再度雨乞いが行われました。）雨乞人はオクリをすませ、
その足でお礼参りにおはな池へ向かいました。
　現在のおはな踊りは大正13年の干ばつの際に行われた雨乞い
お礼踊りと言

われています。雨乞いの結果、神からの神聖なおくり
ものとして、いただいた雨は、村を上げての喜びとな
り、村中一人残らずお礼踊りに参加したということで
す。
　昭和21年（1946）の犬上ダムの完成とともに、
雨乞いも行われなくなりましたが、昭和34年におは
な踊りが復活され、昭和40年おはな踊り保存会の発
足により今に伝わっています｡
　また、雨乞い行事や「おはな」の伝説などで縁の深
い大君ヶ畑と北落は、平成元年（1989）兄弟村の盟
約を結び、現在も交流が続いています。

おはな踊り　その２
「雨
あま

乞
ご

い行事」
　　雨乞い行事には、死にもの狂いで神に祈り雨を乞うた当時の人々の姿がそこにありました。
　　大正13年、昭和４、８、14年の雨乞いの体験者によって北落に語り継がれた行事を紹介します。
 
　雨乞いは、年番神主と有
志が参加しました。
　昼食の後、北落おはな堂
の前で、お湯をあげてから
出発しました。
　順路（往路）は、北落日
吉神社から犬上川を渡り多
賀町守野、富之尾をぬけ佐
目、大君ヶ畑と進みました。
　夕方に大君ヶ畑に到着し、
区長を訪ね案内人を依頼、
大君ケ畑の御池堂、白山神
社に参拝し献灯、献酒を行
いました。
　鈴ヶ岳のおはな池をめざ
し、日暮れに大君ヶ畑を出
発し、夜中（10時～11時頃）小鈴ヶ峠に着く
と、そこで夜を明かして大君ヶ畑の案内人を待
ちました。夜明けとともに到着した案内人を先
頭に出発。朝（午前７時頃）鈴又谷着、朝食を
済ませ身を洗って浄め、おはな池（お花ヶ池）
には午前８時頃にようやく到着しました。
　雨乞いは、まず年番神主が御

ご

幣
へい

を立てます。
次に、竹筒に入れて持参したお神酒を池に２、
３滴落として供え、御みくじをあげます。（御
みくじで、例えば１が出れば一日一夜(一昼夜)、
７が出れば七日七夜お籠

こ

もりをすることになり
ます。）そして、おはな踊りとお池踊りの二種類を唄
いながら太鼓を打ち、踊り、雨が降ることを必死に
祈りました。
　
　踊りが終わると下山となります。御幣を先頭に山
を下ります。途中マンペラという場所に着くと、そ
こでノロシを上げて無事お池参りを済ませたことを
北落の村人に知らせました。（午前10時頃）大君ヶ
畑で案内人と別れ、区長に無事雨乞いをすませたこ
とを報告し、御池堂・白山神社に参拝の後、往路と
同じ道を帰りました。

写真でたどる 　ふるさと再発見 
No.

24

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

△お礼参り（大正13年８月22日）

△北落日吉神社

△おはな踊り保存会作成のおはな池（お花ヶ池）の地図

△昭和14年雨乞いの記録（雨がかなわず７月30日から３回も実施された）

△おはな踊り復活祭（昭和34年） △東甲良村運動会仮装行列（昭和25年）

△北落おはな堂△大君ヶ畑御池堂

△大君ヶ畑白山神社

参考資料：国選択無形民俗文化財調査報告書「おはな踊り」、甲良町史、多賀町大君ケ畑かんこ踊り 
協力：北落おはな踊り保存会
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�甲良町 し尿収集カレンダー��【令和３年10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（金） 呉竹① 呉竹①
２日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
３日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
４日（月） 尼子① 尼子①
５日（火） 小川原① 小川原①
６日（水） 小川原① 小川原①
７日（木） ― ―
８日（金） 法養寺①・正楽寺① 法養寺①・正楽寺①
９日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日

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

国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、
納め忘れもなくとても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより月々50円割引される早割制
度や、現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前納もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関、
年金事務所または役場住民人権課へお申し出ください。

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

町税は納期限内に必ず納付しましょう！

◇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。

【問合先】　税務課　☎38−5064

令和３年度�９月の町税
・国民健康保険税�……４期
・町県民税�……………２期

納期限：令和３年９月30日

1415
広報 こうら 2021 September 9広報 こうら 2021 September 9



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。

10 月 お風呂・プール
日 月 火 水 木 金 土

1
教室日

2
教室日

3 4 5 6
教室日 7 8

教室日
9

教室日

10 11 12 13
教室日 14 15

教室日
16
教室日

17 18 19 20
教室日 21 22

教室日
23

教室日

24 25 26 27
教室日 28 29 30

31

・10月29・30日の教室はお休みとなります。
・10月から土日祝日の営業時間は13時〜

９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
教室テスト 23 24

教室テスト
25

教室テスト

26 27 28 29 30

・９月29日の教室はお休みとなります。
・９月からは火曜日が休館日となります。

〇今月の甲良町温水プール・香良の湯イベント
　◇�敬老の日（9月20日）町内在住の65歳以上の方の施設利用
無料！（プール/香良の湯）

　※免許証等、住所・年齢の証明できる公的証明書を持参ください。

◇プール土・日・祝日開館時間延長（11時～）
　※10月～5月の期間は１3時～
　9月も日曜日＆祝日（9/20，9/23）は浮き輪で遊べます！
◇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！！
◇プール利用登録キャンペーン（スタンプカード2倍！）
　 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、9月、

10月の利用は毎回スタンプ2倍になる特別キャンペーンを実施します！

○�甲良町温水プール�各種スクール�ワンコイン（500円）
体験実施！
9月1日（水）～18日（土）
参加ご希望の方は前日までにご予約下さい。☎38-5155
※ 1クラス2名まで。定員に達している場合は他の日で体験をお願いします。
・ ジュニア4,100円　成人水泳4,500円　水中ウォーキング/健康体操

2,100円　各スクール月4回開催

【営業時間のご案内】�火曜日休館
・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　13：00〜20:50
　　　　　　（日曜日は20：00まで）
※6月〜9月の土・日・祝日は、
　受付/遊泳11：00〜
・香良の湯
 受付時間　12：45〜20：00
 入浴時間　13：00〜
　　　　　　（閉場時間20：30）
新型コロナウイルスの感染状況により
営業時間が変更の場合がございます

�【問合先】�温水プール・香良の湯　☎�38−5155

がん検診のご案内

※甲良町では10月·11月にがん検診を行います。
・予約受付期間 9/13（月）～9/16（木）
・対象日 10/20（水）・10/23（土）・11/10（水）・11/12（金）・11/13（土）

・予約電話番号 ☎38-3314（12:00～18:00）
 

★7月広報にてお届けした黄色い案内用紙をご確認のうえ、ご予約ください。

【問合先】　保健福祉課　保健係　☎38−3314

�栄養POPとおすすめレシピが出来ました

　道の駅せせらぎの里こうらでは滋賀県立大学生活栄養学部奥村研究室の監修のもと、地元野菜の栄養POP
とレシピカードを作成しました。
　おすすめレシピは直売所店内に設置していますので、ご自由にご利用ください。また、道の駅のホームペー
ジでも紹介していますので、ぜひご利用ください。道の駅HP　⇒　https://m-koura.jp/ 

【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38−2744

ひろばでプール遊び

　７月14日、ひろばでプールあそびをしました。
　感染症対策で、密にならないように気を付けながらも楽しいひと時を過ごせました。
　昨年は中止したプールあそびでしたが、来られていた方からも笑顔がこぼれ、子どもたちの元気に遊ぶ様子が
うかがえました。

【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の内容は守
秘されますので安心してご相談
ください。

9月の定休日は第2月曜の13日なります（営業時間　9:00～17:00）�

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。

◇�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。

教室スケジュール
水 金 土

10：30 
11：30

健康体操
（陸上教室）

14：00 成人水泳（中級）
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 水中
ウォーキング

成人水泳
（初級/上級）

20：00

！検診は完全予約制です！

※窓口での予約は
　できません
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「救急の日」をご存じですか？ながら脳活で認知症予防に取り組もう！

◇応急手当や対応方法について◇
　すぐ受診するか迷うときは、最寄りの診療所（医療機関）に相談しましょう。
　夜間や休日で医療機関の情報を知りたい場合は、下記の情報サイトや電話案内をご利用ください。
　（※携帯電話からもご利用できます。通信料·通話料がかかる場合があります）

「滋賀県救急医療情報ネット」で検索または☎0749ー2
にいさん

3ー3
みなきゅうきゅう

799（自動音声案内）

＜やけど（火傷）＞
　広範囲に及ぶやけど、熱気(熱風)を浴びたやけどの場合は、救急受診が必要です。
　すぐ冷やしできるだけ早く皮膚（ひふ）から熱を取り除くため、やけどの部分を水道水等で15分以上冷やし続
けます。衣服を脱げない場合は衣服の上からでも冷やしましょう。
　判断に迷う場合はできるだけ早く医療機関に相談しましょう。

＜誤
ご

飲
いん

（あやまってたばこや医薬品等を飲み込んでしまったとき）＞
　意識がない、けいれんを起こしている場合は、すぐに救急車を要請してください。
　無理に吐かせるとひどくなるものがあります。迷う場合は下記相談電話をご利用ください。
　中毒110番　一般専用電話　大阪072-727-2499（24時間365日対応）

判断に迷うときは、必ず医療機関や専門相談窓口に相談・受診しましょう。

【問合先】　保健福祉課　☎38−5151【�お申込み·問合先】　甲良町地域包括支援センター　☎38−5161

毎年9月9日は「救急の日」です。
9月9日を含む一週間を「救急医療週間」としています。

大きなケガや事故のときは、近くにいる人に応援を求める、速やかに
救急要請する等、落ち着いて対応することが重要です。

　「昼間は混むから」「平日は忙しいから」等の理由で、緊急性がないにもか
かわらず、救急病院等を受診するのはやめましょう。
　本当に必要としている方のために、医療機関の適正受診にご協力ください。

119番

大事なポイント

※ながら脳活とは···２つの事を同時に行なう脳トレーニングです。

例えば「散歩をしながらしりとりをする」など、日常生活の中でも手軽に取り組むことができます。

しかし、なかなか一人では続かないという人に コグニサイズ教室�をお勧めします。

「コグニサイズ」とは．．．�認知機能を高める課題に取り組みながら効果的なエクササイズ（運動）
を行う教室で参加された方々から「仲間と一緒に楽しくできる！」と
高評価を受けている予防教室です。

脳と体の機能を効果的に向上させることをねらいとしています。
楽しく体を動かしながら脳の老化を予防する
「脳活」に取り組んでみませんか？

令和3年度　後期コグニサイズ教室のご案内

日　時： 10月13日（水）〜３月23日（水） 
毎週水曜日　全20回 
午後　　1時30分〜午後3時30分

場　所： 甲良町ライフサポートセンター　ほっと館 
（ほのぼの・ふれあいルーム）

参加費：1回　　200円

定　員： 15名 
（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）
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2021

甲良町ホームページ  http://www.kouratown.jp/

No. 513

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !9

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～

北落 野神社の火まわし

4 「創業セミナー」開催

消防防災講演会

5 福祉医療費受給券の交付について

12

19 ながら脳活で認知症予防に取り組もう

がん検診のご案内

13 ふるさと再発見

17

7

問合先　保健福祉課　☎38ー3314

広報こうらは再生紙を使用しています。

9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 29日（水） 13：30～13：40
令和３年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

乳児健診10か月 29日（水） 13：00～13：10
令和２年11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）

10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 ６日（水） 13：15～13：45
平成30年2月・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
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 ８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

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。

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R３.８.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,261 ＜ー　５＞ 389 1,900 972

女 3,460 ＜ー　１＞ 351 1,812 1,297

合　計 6,721 ＜－　６＞ 740 3,712 2,269

世帯数 2,619 ＜ー　５＞
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ⒶⒷ

Ⓐ÷Ⓑ＝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。

33.76%

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
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