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2021年度 国民体育大会近畿ブロック大会
（バレーボール競技）出場激励

行政相談の中止について

　2021年度 国民体育大会近畿ブロック大会（バレーボール競技）に滋賀県立八日市高等学校３年生の若
林佑依さん（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、８月１６日に教育長より激励の言葉が贈られました。
　近畿大会の出場、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。

　令和3年10月9日（土）に開催予定の行政相談については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
総務省より中止の連絡がありましたので、中止とさせていただきます。
　ご利用を予定しておられました方々には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお
願い申し上げます。
　なお、次回は令和3年12月11日（土）を予定しております。

【問合先】　教育委員会　☎38－3315

【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
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滋賀県電気工事工業組合様より寄付を頂きました

子どもたちの笑顔のために　～商工会建設事業部～

　滋賀県電気工事工業組合様より、防災対策の一環として、ディスクボール（ライト）を本町に寄付いた
だきました。頂いた寄贈品は、震災時の照明などの防災対策に有効活用させていただきます。ありがとう
ございました。

　甲良町商工会建設事業部は８月28日(土)、甲良西保育センター前にてボランティア活動を実施されまし
た。建設業者による重機を用いたパワフルな作業と、草刈り機による繊細で細やかな作業です。
　この活動は、地域の社会基盤を支える地元建設業者のみなさまにより、地域の未来を担う子ども達の健
やかな成長を願い、公共施設や観光拠点を整備する事で地域発展に貢献するため、実施されています。災
害発生時の応急復旧や冬季の除雪など、地域の建設業者さんは欠かす事ができません。まちの発展のため
に、今後とも商工会建設事業部の活躍が期待されます。

【問合先】　総務課　☎38－3311

【問合先】　建設水道課　☎38－5068
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三日月知事への政策要望

首都圏で学ぶ学生の皆さんへ
令和４年度 湖国寮入寮生募集

　8月19日、滋賀県庁にて三日月知事と江島副知事に「過疎法に基づく過疎指定を見据えた支援について」
と「防災道の駅の施設整備に対する支援について」の2点について政策要望活動を行いました。知事、副
知事からは、「県と情報共有しながら、一緒に取り組んでいきたい」との発言があり、甲良町への支援のお
言葉を頂きました。

　首都圏で学ぶ滋賀県出身者の学生生活を支援する湖国協会では、令和４年度の入寮生を募集しています。
首都圏の大学等に進学を予定されている方は、下記までお問合せください。

場　　所　東京都武蔵野市西久保2-15-30　湖国寮
　　　　　※JR中央線三鷹駅から徒歩10分
対　　象　18歳以上の大学、専門学校へ進学の学生
寮　　費 　（１人部屋の場合）
　　　　　1日2食付（朝夕食）8.2万円／月 
　　　　　※その他……電気・水道代は実費負担
　　　　　　　　　　　年次途中の入寮可
申込方法　TEL・FAX（受付時間：平日9時～17時）
　　　　　または、下記ホームページまで
☎・FAX：0422ー55ー1135
HP：http://www.kokokuryo.com

【問合先】　企画監理課　☎38－5061

【問合先】　公益財団法人湖国協会 湖国寮　☎0422－55－1135

三日月知事 江島副知事
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建設業界で働く方へ。建退共制度を知っていますか？

　建退共制度（建設業退職金共済制度）は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増
進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界で働くことを辞めたときに、建退共から退職金が支払われるという、いわば業界全体での退
職金制度です。

加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
掛金：日額310円（令和3年10月から日額320円）

★特徴
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎ 掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな
ります。
◎掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。
◎事業主が代わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

∫建退共制度の特例措置のお知らせ∫
　建退共では、地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続の特例措置を実施し
ております。

☆建退共から事業主の皆様へのお願い
・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。
　電子申請方式の場合は、労働者の就労日数に応じて退職金ポイントを適正に充当してください。
・ 「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求
するよう指導してください。

　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Q＆Aなど建退共制度の知りたい情報が記載されています。

ぜひアクセスしてご覧ください。

※詳しいことは、下記へお問い合わせください。
　（建退共滋賀県支部） 大津市におの浜１-１-18 　☎077ー522ー3232

建 退 共 検索索索

【問合先】　企画監理課　☎38－5061
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『なごみ』って　どんなところ…？
　子ども成長支援教室「なごみ」は、何らかの理由で学校に行きにくい、小・中・高校生などを対象に、学習支援・

生活支援・心の支援を行っています。

めざしていること

1.子どもや保護者の思いに寄り添い、安心できる居場所である
2.自分を見つめ、自分で考え、自分で決める経験を通して、自信をつける
3.社会と関わり、自立していくための「生きる力」を身につける

学校に行きたくても行けない…
集団の中にいるのが苦手…

なかなか周りの人に理解してもらえない…
そんな、あなたのための『なごみ』

※体験や見学もできます。まずは、お電話をください。

　令和３年12月号『天使のほほえみ』への掲載希望（令和２年12月生のお子
さん）の方は、10月27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

甲良町子ども成長支援教室　なごみ
（子育て支援センター内）

【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。
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令和４年度（2022年度）
保育園・幼稚園の申込み　受付開始

＜＜＜　受　付　期　間　＞＞＞
10月 １日（金）～10月15日（金）　９：00～17：00（土・日・祝日を除く）

＜＜＜　申込受付場所　＞＞＞
　　　　教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター

 ＜＜＜　申込書配付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西保育センター／子育て支援センター
甲良町ホームページhttp://www.kouratown.jp/からも様式をダウンロードできます。

【問合先】　教育委員会　☎38－3315

注意事項
① 令和３年度～令和４年度中に育児休暇を終えて、職場復帰する方、または年度途中入園を希望される方なども、
必ずこの期間にお申込みください。
② 第１希望園が定員を超え利用できないときには第２希望園での再入園審査となりますが、第２希望園が未記載
の場合、再審査ができなくなりますので第２希望園も必ず記入するようにしてください。
③ 受付後、園ごとの入園希望者数が定員を超える場合、待機児童となることがあります。
④ 受付期間終了後の申込者の決定は、期間内申込者の入園調整・決定後になります。
⑤ 通園バス利用は３歳児以上とし、呉竹・小川原・長寺東・法養寺・横関区を除きます。

∇入園対象児
　おもに家族が家庭内で保育できない生後満６ヶ月～５歳
児の乳幼児
  例） 乳幼児の保護者が昼間、家庭外で仕事をしているため、

保育ができない。
０歳児 　　満６ヶ月から
１歳児 Ｒ 2 .4.2～Ｒ 3 .4.1生
２歳児 Ｈ31.4.2～Ｒ 2 .4.1生
３歳児 Ｈ30.4.2～Ｈ31.4.1生
４歳児 Ｈ29.4.2～Ｈ30.4.1生
５歳児 Ｈ28.4.2～Ｈ29.4.1生

∇保育時間
平日８時～16時
①早朝保育　平日　  ７時30分～
②延長保育　平日　18時30分まで
③土曜保育　平日と同じ（早朝・延長保育あり）

∇保育料
　両親の令和３年度市町村民税および入園希望児の年齢（年
齢は４月１日現在の満年齢）等によって保育料が決まります。
　満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３
年間は保育料無償化の期間となります。
　給食費は保護者の負担となり、保育料とは別途での負担
となります。
　通園バス利用者は別途1,300円。

希
望
者
の
み

∇入園対象児
町内在住の満３、４、５歳児
３歳児 Ｈ30.4.2～Ｈ31.4.1生
４歳児 Ｈ29.4.2～Ｈ30.4.1生
５歳児 Ｈ28.4.2～Ｈ29.4.1生

∇保育時間
平日　８時～13時30分

∇幼稚園料
無償
満３歳になった後の４月１日から小学校入
学前までの３年間は使用料無償化の期間と
なります。
給食費は保護者の負担となります。
通園バス利用者は別途1,300円。

保　育　園 幼　稚　園

7
広報 こうら 2021 October 10



【問合先】　企画監理課　☎38－5061

8
広報 こうら 2021 October 10



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。

10月4日（月）・11月1日（月）

13：30～15：30

保健福祉センター２階　相談室

県内に緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が発令されている場合は、相談を中止し
ます。
中止期間中の対応：大津地方法務局彦根支局における電話対応　☎0749ー22－0291

【問合先】　住民人権課　☎38－5063

甲良町文化祭開催中止のお知らせ

　例年、10月末に開催しております「甲良町文化祭」ですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び
来場者の皆様の安全と活動成果を発表するための十分な練習や準備期間が得られないことなど総合的に判

断し、本年度の開催を中止とさせていただくこととなりました。
　文化祭当日の出演及び展示作品の出品をご検討いただいていた皆様には、ご迷惑をおかけすることとな
り大変申し訳ございません。何とぞご理解を賜り、今後とも当町の文化協会の活動にご協力くださいます
ようお願い申し上げます。

【問合先】　教育委員会事務局社会教育課　☎38－3315

9
広報 こうら 2021 October 10



【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

滋賀県広域ワクチン接種センターによる集団接種の御案内

＊滋賀県では下記の条件に当てはまる方を対象に広域集団接種を行っています。

〈接種条件〉
１、 滋賀県内在住で県内市町が発行したワクチン接種券をお持ちの方、
または滋賀県内に通勤・通学されている方

２、今回が１回目のワクチン接種である方
３、16歳以上の方

《接種会場ご案内》
　 会場
　◎南部会場　Oh！Me大津テラス（大津市打出浜14－30）
　　時間： ９：00～17：00（土・日・祝日を含む、毎日実施）
　　　　　18：00～20：00（対象：16歳～29歳・毎週金曜日）
　◎北部会場　滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）
　　時間： ９：00～17：00（土・日・祝日を含む、毎日実施）

　 備考
　● 「滋賀県広域ワクチン接種センター」が11月27日で終了予定のため、１回目ワクチン接種を

10月末日までに受ける必要があります。
　●予約はWEB予約のみとなっております。
　●金曜日の夜間接種実施は南部会場（Oh！Me大津テラス）のみとなっております。

　 注意  終了日や時間等は変更されることがあります。

予約システムの操作および予約の変更・キャンセル等に関することは下記にお問い合わせください。

　名　　称：滋賀県広域ワクチン接種予約コールセンター
　受付時間：毎日　午前９時から午後５時まで（土日·祝日含む）
　電話番号：050－3612－4542

https://jump.mrso.jp/shiga/

ご予約はこちらからお願いします。
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新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免制度

甲良町新型コロナウイルス感染症の
自費検査費用助成について

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主（主たる生計維持者）の収入が減少した第一号被
保険者（65歳以上）の方は、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。

【対象者】
１） 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤

な疾病を負った第一号被保険者
２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、

不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」という）の減少が見込まれ以下の
要件に該当する第一号被保険者

　要件
その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等
により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であ
り、かつその属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込ま
れる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【申請締切】　令和４年３月31日
※申請を希望される方は、事前に電話又は窓口でお問い合わせください。

　無症状の方で自ら希望して全額自費で受けるPCR検査費用および証明書発行費用を助成します。
◆助成回数　１人につき、１年度に１回限り
◆ 限 度 額　上限25,000円〈実費〉
　※今年度より、なかつか内科医院での検査費用の負担は必要ありません（必ず予約が必要です）
　※医療機関が行っている、郵送での検査（検査キット）も対象となります。
　　自費検査医療機関（無症状の方の検査機関）
　　　　＊滋賀県内　　　10医院
　　　　＊湖東管内　　　なかつか内科医院（彦根市川瀬馬場町）TEL：0749-29-0981

　詳しくは、町ホームページをご確認いただくか保健福祉課までお問い合わせください。
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心のケアしてますか？

国民年金の任意加入制度

　うつ病などの精神疾患はすべての方に起こりうる身近な問題です。
　早期に気づき適切な治療につなげていくことが重要とされており、
精神疾患等に対する正しい知識と理解を持つことが大切です。今回
は心の健康に不安を持つ本人や家族を対象とした相談場所をご紹介
します。
　あなたのこころのために、一人で悩まずに相談してみましょう。

〈開催場所〉　滋賀県湖東健康福祉事務所（彦根保健所：彦根市和田町41）
〈開 催 日〉　月１回、定例日は原則として毎月第３金曜日
〈時　　間〉　14：00～16：00　（予約制）

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
日 15 19 17 21 18 18

　　　　　　　※日程は、変更する場合がありますので事前にお問い合わせください。
〈内　　容〉　医師・保健師による精神保健相談
〈予約方法〉　事前に滋賀県保健健康福祉事務所（彦根保健所）にお電話でご予約ください。
〈申 込 先〉　TEL：0749－21－0283（地域保健福祉係まで）

【問合先】　保健福祉課　☎38－3314

【問合先】　彦根年金事務所　☎0749－23－1116
　　　　　住民人権課　　　☎38－5063

　老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めな
ければ、満額の年金を受け取ることができません。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納
付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険
料を納めることにより、満額に近づけることができます。
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。
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 甲良町 し尿収集カレンダー  【令和３年11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（月） 呉竹① 呉竹①
2日（火） 小川原① 小川原①
3日（水） 定　　休　　日 定　　休　　日
4日（木） 小川原① 小川原①
5日（金） ― ―
6日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
7日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
8日（月） 尼子① 尼子①
9日（火） 正楽寺①・法養寺①② 正楽寺①・法養寺①②
10日（水） 長寺① 長寺①
11日（木） ― ―
12日（金） 下之郷①③ 不　　定　　期
13日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
14日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
15日（月） ― ―
16日（火） 北落①②・在士② 北落①②・在士②
17日（水） 小川原②・呉竹③ 小川原②・呉竹③
18日（木） 長寺② 長寺②
19日（金） 長寺②・金屋①② 長寺②・金屋①②
20日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
21日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
22日（月） 尼子③ 尼子③
23日（火） 定　　休　　日 定　　休　　日
24日（水） ― ―
25日（木） ― ―
26日（金） 池寺①② 池寺①②
27日（土） 定　　休　　日 定　　休　　日
28日（日） 定　　休　　日 定　　休　　日
29日（月） ― ―
30日（火） 長寺②③ 不　　定　　期
※「―」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。
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…休館日

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

11
月

日 月 火 水 木 金 土

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

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

『子どもと作る！かんたんクッキング』
いただきますごちそうさま編集部／編　メイト
　手作り豆腐を子どもと一緒に作ってみませんか？子どもの
クッキングに取り入れやすいレシピ28点も紹介。包丁レッ
スン、食卓のマナーなども収録。丸い大豆はどうやって四角
い豆腐になるのかな。

『まいにち豆腐レシピ』
工藤　詩織／著　池田書店
　健康的で経済的、豆腐の魅力はそれだけではないんです！時
代や国境を越えて愛されてきた豆腐の世界をのぞいてみましょ
う。豆腐の製法・歴史・文化などさまざまな側面から豆腐の魅
力を伝えます。

『いつでもおいしい豆腐おかず』
牛尾　理恵／監修・料理　成美堂出版
　キャベツと豆腐のメンチカツ、さんま
と豆腐のピリ辛煮など、春夏秋冬のそれ
ぞれの季節に食べたい豆腐のレシピ214
点を紹介。豆腐を使ったスイーツもあり
ます。

『ちっぽけな恋　珈琲屋の人々』
池永　陽／著　双葉社
　下町商店街にある珈琲屋。主人の行介
はかつて、あることで人を殺していた…。
心に傷を負った人たちが、珈琲屋で語る
人間ドラマ。「崩れた豆腐」を含む短編集。

『豆腐屋の四季　ある青春の記録』
松下　竜一／著　リブリオ出版
　松下竜一は九州の小都市で豆腐屋をい
となむ青年。豆腐を作り、作歌に励む日々
を綴った青春の記録。大きな活字で読み
やすい本です。春夏秋冬のエッセイ集。

『京都四条月岡サヨの小鍋茶屋』
柏井　壽／著　講談社
　京都四条にある「小鍋茶屋」は、近江
草津出身の月岡サヨがひとりで切り盛り
する料理屋。縁あって訪れる客とサヨが
料理をとおして心を通わせる。「豆腐鍋」
他５話。風情漂う京の街で、今夜も美味
しい料理を求めて幕末人が集う。

≪ 展示のお知らせ ≫
全日本写真連盟・彦根支部第3回 写真展 in 甲良

10月２日（土）～10月31日（日）

【問合先】　図書館　☎38ー8088　FAX38ー8089

10月の行事はすべて中止します。
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野
の

神
が み

さん
　町内には水田や村の入り口、村はずれの水辺などに、こんもりとした森があります。その中には、地
域の人々から「野神さん」と親しみをもって呼ばれ、祈りとともに守られてきた場所があります。
　野神さんは、水田耕作の安全、豊穣を司り、耕地を守る神のことです。

写真でたどる 　　ふるさと再発見 ふるさと再発見 
No.

25

【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： 「神の木　日・韓・台の巨木・老樹信仰」、こうらの民話、
池寺物語

北落「火まわしの杜
もり

」
　北落の野神さんは、集落の北東部に位置し村
や農作業を守護すると言われてきました。
　年番神主が、毎月１日と15日の夜が明けぬ
うちにお参りされています。７月の第一日曜日
には、米、塩、水、野菜、するめ、御神酒、果物、
花などをお供えし、「火回し」の行事がこの杜
で行われています。日吉神社から火を運び、麦
わらの束に火をつけてぐるぐる回します。これ
は「虫送り」の意味合いもあるとも言われてい
ます。

正楽寺「鈴虫の森」
　正楽寺の野神さんは、３月11日、巫

み

女
こ

さん
による湯上げ神事がされています。農耕に大切
な牛に感謝して、かつては旧暦５月５日の端午
の節句に野神さんの前で粽

ちまき

を食べさせました。
　この野神さんには以前から鈴虫が多く生息
していたので、親水公園が併設され、「鈴虫の
森」と名付けられました。

池寺「柊（ヒイラギ）の杜」
　池寺の野神さんは長寺との境にあります。滋賀の樹木百選にも選ばれ
ている県下一の柊の巨木があり、「柊の杜」とも呼ばれています。「歯痛
の治る霊験あらたかな神木」として有名です。池寺「野神講」の人々は、
毎月花を供えたり、草刈りをしたりして大切に守っておられます。

池寺「若宮の天狗杉」
　池寺の若宮溜の土手に幹回り7.4ｍの大きな杉の木があります。しめ
縄が張られた杉は御神木として何百年にもわたって池の水と村を見守っ
てきました。９月には大杉の前に祭壇が組まれ巫女さん、宮司さんを迎
え若宮祭りの神事が行われています。
　紹介した野神さんはいずれも祠

ほこら

があり、巨木や杜は美しい農村景観の
ポイントとなっています。
　この他に今は残っていませんが、下之郷に野神の小字名があり、小川
原では「木の前の野神さん」の記録があります。
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【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

滋賀県立盲学校 職業課程オープンスクール のご案内

　滋賀県立盲学校職業課程は、『あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師』の国家資格取得を目指し、職業的・
経済的自立を支援するための課程です。
　目の病気や低視力などで、進路や職業選択にお悩みをお持ちの方やそのご家族、福祉関係者を対象に下記のと
おりオープンスクール（授業見学・体験等）を行います。

記

対象： 県内の目の病気や低視力で、進路や職業選択にお悩みをお持ちの方やそのご家族、福祉関係者。
年齢不問、障害者手帳の有無不問

日時：令和３年（2021年）11月10日（水）　９：35～12：35
　　　※新型コロナウイルス感染症の状況、気象警報により、日時変更・中止の場合あり

開催場所：滋賀県立盲学校（滋賀県彦根市西今町800番地）

申込問合：電話　0749－22－2321（職業課程教育相談担当：各務、中尾）
　　　　　　　　土・日・祝を除く平日　９：00～17：00

申込締切：令和３年11月５日（金）　17：00まで

定員制限：なし

参加費用：無料

交通アクセス：滋賀県立盲学校（滋賀県彦根市西今町８００番地）
　　　　　　　 JR南彦根西口より徒歩約15分、又はバス「県立大学線」で「県立盲学校」下車後、

徒歩１分

 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

10月の定休日は第2月曜の11日なります（営業時間　9:00～17:00） 
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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

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 お風呂・プール

○ 甲良町温水プール・香良の湯の営業について
　新型コロナウイルスの感染状況により甲良町の決定に伴い営業時間が変更となります。
　営業時間等、ご不明な点がございましたらホームページまたは直接施設までお問い合わせください。
　（0749-38-5155）

○ 当施設ではコロナウイルス対策を強化し、皆様の安全・安心の確保に努めています。
【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。

【10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プール利用登録キャンペーン実施!!
　　 　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、10月、11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！

　②ポイント2倍デイ
　　18：00以降入館の方（全営業日）

　③日曜日ファミリーデイ
　　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

　◇香良の湯
　  ポイント２倍デイ
　　10月は０の付く日（10日、20日、30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　13：00～21:50
 （日曜日は20：00まで）
※終了時間にご注意ください。
・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

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。

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
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No. 514

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう !

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
R３.９.１現在

総人口 ０～15歳未満 15歳以上
～65歳未満 65歳以上

男 3,257 ＜ー　４＞ 386 1,902 969

女 3,463 ＜　　３＞ 355 1,811 1,297

合　計 6,720 ＜－　１＞ 741 3,713 2,266

世帯数 2,617 ＜ー　２＞

2021年（令和３年）10月号
通巻第514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。

33.72%

滋賀県受診・相談センター滋賀県受診・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

10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）

すこやか相談 18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

１歳６か月健診 19日（火） 13：00～13：30 令和2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 21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

乳児健診４ヶ月 27日（水） 13：30～13：40 令和３年6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 27日（水） 13：00～13：10 令和２年12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)

11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）

すこやか相談 １５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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