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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～

２

12

春季子ども会花壇

20 夏野菜をもっととりましょう

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ３ 甲良町文化協会のご紹介

４ 後期高齢者医療制度のお知らせ

９ 親子ふれあい教室がはじまりました

５月28日（金）甲良町で聖火リレーが行われ、甲良町民からは上野さん（写真左）、谷口さん（写真右）が参加されました。



【問合先】　教育委員会　☎38－3315

　半世紀以上にわたる甲良町子ども花壇の取り組みですが、
新型コロナウイルスの感染が長引き子どもたちの活動も制約
される中、保護者・地域の皆様には大変なご苦労をおかけして
いることと思います。そんな中、各字の子ども会では、それぞれ
工夫を凝らしながら個性的な花壇づくりに取り組んでいただき
ました。

努力賞

最優秀賞

優秀賞奨励賞

努力賞優秀賞

令和３年度　第104回春季子ども会花壇
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【問合先】　教育委員会　☎38－3315

　甲良町文化協会、各団体の活動をご紹介します。

新規会員を募集しています。
参加希望、活動時間などその他の詳しいお問合せは　甲良町教育委員会　TEL：38－3315
※新型コロナウイルス等の影響で活動を休止している団体もあり、活動内容は予定です。

団体名

甲良町
囲碁クラブ

下之郷詩吟クラブ

甲良町踊り友の会

金屋詩吟クラブ

甲良町
老人クラブ連合会
生活文化クラブ

甲良町
墨絵クラブ

甲良町
読書グループ

甲良町
朗読教室

コーラス
ジーバース

尼子老人クラブ
喜楽会家庭部

甲良町
レクレーション
ダンスクラブ

古文書学習クラブ

活動内容 練習・製作等の日程

毎月２回
第２金曜日
第４月曜日

毎月３回　月曜日

毎月第１・第２・第４
月曜日

15時より約１時間

毎週水曜日
（コロナのため不定期）

毎月20日前後
（年12回）

毎週火・金曜日
午後

毎月第１・第３火曜日

年３回（不定期）

年５回
（不定期に開催）

毎月１回開催
第２木曜日午後

不定期
（会員全員で話し合い
その都度決めている）

毎月２回
（第１・第３月曜日）

第１月曜は、陽だまりの会
主宰北村妙子先生に指導を
仰ぎます。
第３は自主練習日

　詩吟の練習を月に３回しています。その成果を地域行事（神社秋祭や老人
クラブ文化祭、甲良町文化祭）で発表しています。

　私たちは関西吟詩文化協会滋賀吟詠嘉峰会に所属して活動しております。
関西吟詩文化協会発行の指導教本を基に詩吟の練習をしています。
　多賀大社奉納吟詠大会（７月）や滋賀県伝統芸能フェスティバル（10月）
などで発表しています。又レクリエーションも兼ねた吟詠発表会や懇親会を
春・秋に各１回行っています。

 師範の指導により日本舞踊の稽古をしています。老人ホームへの慰問活動、
甲良町の夏祭りや文化祭で発表しています。

　主に甲良町内の江戸時代の文書の解読演習をしています。甲良町文化祭にて
成果の発表をしています。

第１回：簡単な料理と試食で顔合わせ健康教室（制作）
第２回：健康教室（制作）
第３回：めずらしいものづくり
第４回：あったか料理を作って食べよう
第５回：健康教室とおしまいの会
甲良町老人クラブ大会11月３日（水）に展示予定

　令和３年度から水墨画の教科書により練習。令和２年度までは参考スケッチ
画に基づく描き方を練習していました。作品は尼子駅コミュニティハウスにて
常時展示しています。

　年６回読書会（配本６冊）と年２回（春と秋）文学散歩をしています。
　甲良町文化祭と図書館祭りで活動内容をパネル展示しています。

・発声練習
・朗読、群読（本や詩を読んだり、掛け合ったりしている）
・その他（先生の用意したものや、気に入った作品を読む）
・甲良町文化祭（10月下旬）
・Gネット滋賀文化祭（11月下旬　近江八幡）
・ひだまりの会合同発表会（１月下旬　近江八幡）

　週２回の囲碁教室や普及活動を行っています（練習対局、研究会、つめ碁
など、また他流試合など他クラブとの対局もしている）呉竹センターで
「はばたき杯争奪戦」を開催する予定です。

　流行歌・童謡等を中心に練習（二部・三部合唱）を行っています。甲良町
文化祭（町公民館）、呉竹文化祭や６年生を送る会（呉竹センター）で合唱の
発表をしています。令和２年度はコロナのため活動を自粛。令和３年度も
コロナの状況を見ながらの活動になります。

　毎年３回手芸教室（押し絵教室）を計画して活動しています。町や字の
文化祭に作品を出品したりしています。去年はコロナのため活動１回のみ、
10月に干支の押し絵を行いました。令和３年度の活動においてはコロナの
ため休会することが決定している。

　レクレーションダンスの練習により会員の健康維持及び親睦を深める
ことを目的としています。今年度の町文化祭にも出演予定です。

甲良町文化協会のご紹介
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「限度額適用・標準負担額減額認定証」、
「限度額適用認定証」を更新します

【問合先】　住民人権課　☎38－5063

　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和３年度の１年間の保険料の額や、
お支払いの方法についての通知書を、７月に郵便でお送りします。
●保険料の計算のもとになるのは
令和３年度の保険料は、令和２年中の所得にもとづいて計算されます。

●保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。

　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で発送します。
●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入して
おられる方全員の被保険者証が新しくなります。

●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　令和３年８月１日以降は、今お持ちの被保険者証は使えませんので
ご注意ください（有効期限をお確かめください）。

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」
とは
　入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の
窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」（現役並み
所得者の方は「限度額適用認定証」）」（以下、限度額証）を
提示すると、医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額
までとなり、非課税世帯の方は入院時食事代が減額されます。

●対象となる被保険者の方は
・住民税非課税世帯の方
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

●手続き方法は
　令和３年７月31日まで有効の限度額証をお持ちの方で、令和
３年８月以降も該当する方には、新しい被保険者証に同封して
郵送します（申請手続きは不要です）。

●対象となる方で限度額証をお持ちでない方は
　被保険者証をご持参のうえ、町役場の窓口で申請してくだ
さい。

◆保険料の均等割については、これまで
法令に基づく軽減（本則）に特例的に
上乗せして軽減を行ってきました。

◆令和元年度から段階的に見直しを行って
おり、令和３年度が見直しの最終年度
となります。

◆令和３年度は、令和２年度に軽減特例の
対象だった方（7.75割軽減該当）に
ついて、本則どおり７割軽減となり
ます。

　詳しい案内は、７月に医療保険料額
決定通知に同封して郵送するチラシを
ご覧ください。

令和３年度の 保険料の額を７月にお知らせします

８月１日から有効の
新しい被保険者証を７月にお送りします

見本

後期高齢者医療制度のお知らせ
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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】  彦根年金事務所　☎0749－23－1114
　　　　　  住民人権課　　　☎0749－38－5063

【問合先】　産業課　☎38－5069

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」がありますので、住民登録をしている市（区）役所・町村役場の
国民年金窓口、またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
　また、令和３年度分（令和３年７月分から令和４年６月分まで）の免除等の受付は令和３年７月１日から開始し、
申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって、申請することができます。

20法人（10法人×２部制）による就職説明会
　入場無料。５法人以上のブース訪問でクオカード特典あり
　日時：7/17(土) ビバシティ彦根２Ｆホール
　　　　Ⅰ部：10：30～13：00
　　　　Ⅱ部：14：00～16：30

　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きます。
　今回は、お惣菜のお店「まめふく商店」です。甲良町在士にあるお酒のバッカスアイム店内の一角に6/1
オープンしました。普段の食卓にプラス逸品で「彩りと幸福」をご家庭の食卓に！

　メニューも旬な商品を日替わりでご用意しており、お昼時には
お弁当もご用意しております。
　お弁当やオードブルの注文、お惣菜のお取り置きも可能です。
お気軽にお電話・お問合せください。

（お酒のバッカス内まめふく商店
　TEL：0749－38－2093）

営業時間：11：00～19：00　定休日なし

※次回紹介先：甲良町在士
　　　　　　　藤堂高虎ふるさと館「和の家」

国民年金保険料免除等の申請について

「カイゴとフクシ就職フェアinしが」彦根会場

コロナ禍でも頑張る飲食店を応援します！
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●令和３年１月～４月末までの犬上・彦根地区の犯罪発生状況

※犯罪合計　　　186件（前年比  －54件）

・自転車盗　　　032件（うち19件　約59.4％施錠なし）

・車上ねらい　　014件（うち09件　約64.3％施錠なし）

・部品ねらい　　003件

・侵入盗　　　　014件

・万引き　　　　032件

・器物損壊等　　023件

・特殊詐欺　　　003件

・その他　　　　065件

●女性が被害に遭わないために

　女性の被害が増加しています。被害にあう可能性は誰にでも同じように

ありますので、普段から被害防止を心がけてください。

【外出時（通勤通学等）の防犯】

・近道であっても暗くて危険な道は通らない。

・防犯ブザー等のグッズの使用。「警戒中のアピール」「万が一の時に

大きな音が出せる」というメリットがあります。

【外出時（家の中）の防犯】

・戸締りを確実に。（侵入者は、二階の窓からも容易に侵入します）

・女性の一人暮らしだとわからないよう、「家に入る前にただいまと

声を掛ける」「男性用品を目につくところに置く」等の工夫。

・屋外の洗濯物はこまめに取り入れ、下着は室内で干す。

【電車内等での防犯】

・何かあれば勇気を持って声を出し、周囲の人に助けを求める。

・犯人の衣類や腕時計などの特徴を確認し、触っている手をつかんで

助けを求め、駅に着いたらすぐに警察や駅員に届け出る。

地域安全ニュース夏号①
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【問合先】　大津市打出浜１番10号　滋賀県警察本部北棟内
公益社団法人滋賀県防犯協会内　滋賀県風俗環境浄化協会

☎077－525－6529

●風俗環境浄化相談所開設のお知らせ
　滋賀県防犯協会では、滋賀県公安委員会から委託された滋賀県風俗環境浄化協会の活動として風俗
環境浄化相談所を開設しています。
【相談内容】風俗環境浄化の為の情報提供や相談の受付、青少年育成に係る相談・アドバイス
【日　　時】令和３年８月２日（月）　13：00～15：00
【場　　所】アル・プラザ彦根６階　大学サテライト・プラザ彦根教室Ａ 
 　　　　　（大東町２－２８）
【問合せ先】大津市打出浜１番10号　滋賀県警察本部北棟内
　　　　　　公益社団法人滋賀県防犯協会内　滋賀県風俗環境浄化協会
　　　　　　ＴＥＬ　077－525－6529
【そ の 他】相談料は無料、相談者の個人情報は守ります。

 

 

 

 

 (   

地域安全ニュース夏号②

　　　　　令和３年度自衛官等採用案内
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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】　教育委員会　☎38－3315

　平成25年から夏休み初日に実施しています「町一斉ふれあいラジオ体操」ですが、新型コロナウイルスの感染が
続いているため、本年度も中止します。

◇主な講座内容◇
・健康な体づくり
　（コロナにかかりにくい体づくりとは…）
・認知症予防体験講座
　（コグニサイズを体験しよう）

　高齢期の健康をテーマに専門職の講師による講座を行います。
　（※講師の日程調整が必要な場合がありますので、ご了承ください）

・出前講座とは…各字に講師を派遣し高齢者の健康管理をテーマとした講座を
開催します。

＜希望される場合は、地域包括支援センターまでご連絡ください＞

・食べて元気にフレイル予防
・100年健口を実現するために
　（口腔ケア講座）
・かかりつけ薬剤師を持っていますか？

【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 ７月の町税
・国民健康保険税 ・・・ ２期
納期限：令和３年８月２日

町税は納期限内に必ず納付しましょう！

令和３年度「甲良町一斉ふれあいラジオ体操」の中止について
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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
ご相談下さい。

　今年度の親子ふれあい教室ひよこ教室（１歳児）・ぺんぎん教室（２，３歳児）が始まりました。初めての

教室に少しドキドキのお母さんと子ども達でしたが、自己紹介をしたり親子でふれあい遊びを楽しんでいただき、

たくさんの笑顔が見られました(*^-^*)

　また、教室で使用するファイルの手作りをして、とてもかわいい自分だけのファイルができあがりました。

　親子ふれあい教室ではハンドマッサージや散歩、クリスマス会等の活動を予定しています。一年間親子で楽しく

過ごしましょう♪

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期又は中止する場合がありますので、ご了承ください。

ほっと館へようこそ！
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【問合先】　図書館　☎38－8088　FAX38－8089

8

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

 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

7      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

『写真家と行く　世界の絶景』
　　　　　　谷角靖／著《青菁社》
　世界各地の美しい風景を多数掲載。それぞれの地域への移動手段や、
その土地の気候にあった服装の他、写真家である著者による撮影の
アドバイスも載っているため、旅行気分を味わうのにおすすめです。

『おひるねアート』
　　　　　　青木水里／著《宝島社》
　赤ちゃんの寝姿に背景や小物を飾った「おひるねアート」を集めた
写真集です。お祭りやサンタクロース等の季節ものの他、絵本の
１ページを再現した１枚や山登りの再現も掲載。
　見ているだけで癒される一冊です。

『かいのどうぶつえん』
　　　　　　角田元／著《グラフィック社》
　「割らない、塗らない、削らない」をモットーに天然の貝殻で作られた可愛らしい
動物の写真を多数掲載。写真だけでなく、その作り方や貝殻の取れる海岸マップ、
集めた貝の扱い方まで詳しく紹介されています。家族みんなでいろんな動物を作って、
動物園にするのもいいかも。

『昭和ドールハウス』
戸塚恵子／著《河出書房新社》

　昔懐かし昭和の商店街や台所を再現した
ドールハウスの本です。粘土で作る小物
や、ミニチュアの建物の作り方を紹介。見
ているだけでも楽しいですが、せっかくの
おうち時間、懐かしいあの日をご自宅で再
現してみませんか？

『旅するパティシエの世界のおやつ』
鈴木文／著《ワニ・プラス》

　世界中のお菓子に出会ったパティシエが、
世界各地のお菓子を紹介。巻末には、著者
がアレンジ＆創作した世界のおやつレシピ
付き！おうち時間の増えた今、ご自宅で海
外のお菓子を堪能してみませんか？

※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。

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」

16日（金）11：00～

10日（土）11：00～

おはなし会

７月25日（日）13：30～開催！
定員：15名（保護者含む）
講師：コロンブスの卵　藤澤徹さん
※詳しくはチラシをご覧ください。

夏休みこども科学教室
～ペリスコープとビークルを作ろう～
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【問合先】　ふるさとプロジェクト（図書館）　☎38－8088　FAX38－8089

溜池

△池寺８つの溜池

△池寺新溜（平成５年頃） △現在の正楽寺西蓮溜

△メンドの構造（イラスト：山本忍氏）

　犬上川本流から離れた池寺、正楽寺は、町内の南東山側に引いてくる
には困難を極めました。
　そこで池寺では、山に降った雨が谷川に流れ落ちるのを止めて溜池が
造られ、水不足を補ってきました。現在も二十俵門、新右衛門、船、
新、若宮、長、湯屋、柿ノ内の８つの溜が残っています。古い溜池は
弘法大師が開いたとの伝説があります。
　正楽寺の水源は、八ツ尾山から流れ出る大谷川と西蓮、海東、山池の
３つのため池によっていました。その他にも町内には運動公園付近に
豊郷町雨降野所有の福溜も残っています。　　　　　　　　　　
　先人は西明寺山や正楽寺山に降った雨を、一滴も無駄にしない仕組みを
造っていたのです。

　池の水は、ため池の一番深いところに建てられたメンドという
装置によって必要なとき、必要なだけ流して、それぞれの田へ
配水されました。
　池の水の初抜きの日は、水利係の役員２人と水抜き係の
３人でまず、お神酒を供え豊作と安全を祈願します。水抜き係は
裸になってため池に入り、泳いでメンドの水抜き棒に取り付き、
ぬるぬる滑る笠木に足を踏ん張り、棒を引き上げました。そして、
棒に添えてある竹を差し込み水量の加減をしました。このような
作業が年間数回繰り返されたそうです。
　メンドの構造は、水抜き棒（桧）以外は全部樹齢100年以上の
松の木で作られました。底樋（そこひ：ため池から水を堤の
外へ流すための管）は壊れにくく水漏れしないように工夫され、
釘は一本も使われていません。　

　「池寺物語」には明治14年に新溜の大改造の様子が紹介
されています。青年は、トロッコに土を満載して両側の山から
一気にかけおりる、大変危険な仕事でした。また堤防、溜底
には、「岩ぐさり」（石灰岩の風化したもの）を敷き、子ども
たちや女の人も地搗石（じつきいし）をひいて補強しました。
子どもも含め村中一丸となって工事が進められたとのこと
です。

　メンドはなくなり
ましたが、溜池は今、
逆水により犬上川の
水を貯え、そのおかげで
渇水時には助かっている
とのことです。

参考資料：池寺物語、池寺文化伝統部会、甲良町史

ため いけ

↑
笠木

現在地現在地
柿ノ内溜

若宮溜

新溜

船溜

長溜

湯屋溜

二十俵門溜

新右衛門溜

抜棒→

←底樋←底樋

溜底

土堤土堤

No.

22
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【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

＊コロナワクチン接種の目的＊
　新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、死亡者や重症者をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症の
まん延を防止する目的で実施します。

　基礎疾患のある方への新型コロナワクチン接種を行います。日程に関しては個別に郵送で案内をお送り
しますので、ご確認ください。

・基礎疾患のある方とは以下のいずれかに該当される方です。

 １）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

①慢性の呼吸器の病気
②慢性の心臓病（高血圧を含む）
③慢性の腎臓病
④慢性の肝臓病（脂肪肝・慢性肝炎を除く）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
　又は他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態
　（呼吸障害等）

 ２）基準（BMI　30以上）を満たす肥満の方

BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
・BMI　30の目安：身長170cmで体重87kg／身長160cmで体重77kg

 【住民票がある場所（住所地）以外での接種について】

▼入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける場合⇒医療機関や施設にご相談ください。

▼お住まいが住民登録されている住所と異なる方⇒実際にお住まいの地域で接種を受けられる場合があります
ので、市町村へご相談ください。

❖ワクチンによる発症予防効果は100％ではありません❖
・ワクチン接種後も、基本的な感染症予防対策の継続をお願いします。
（基本的な感染予防対策）
・マスクの着用　・三密の回避　・手洗いや消毒

　副反応（発熱・痛みがひどい等）に関する問い合わせは下記の相談窓口にお願いします。

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口（副反応に関することのみのお問い合わせ）
　TEL：077－528－3588（9：00～18：00）
　TEL：077－528－3621（18：00～9：00）
　FAX：077－528－4867

⑪染色体異常
⑫重症心身障害
　（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが
重複した状態）

⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭重い精神疾患（治療のため入院している、
精神障害者保健福祉手帳を所持している、
又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度
かつ継続」に該当する場合）、知的障害
（療育手帳を所持している場合）

基礎疾患をお持ちの方の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
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【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

　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）

※医療機関が行なっている、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　　　12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。

  ◇熱中症は予防が大切です◇

（１）暑さをさけましょう！
＊エアコンでこまめな温度調節を行いましょう
＊涼しい服装を心がけ外出の際は日傘や帽子を活用しましょう

（２）高温・多湿時のマスク着用に気をつけましょう！
＊気温・湿度の高い中でのマスクの着用は熱中症リスクを高めます
＊マスクを着用時の運動や負担のかかる作業は避けましょう

（３）こまめな水分補給をしましょう！
＊のどの渇きを感じる前に、こまめに水分補給しましょう
＊たくさん汗をかいたときは、スポーツドリンクなどで塩分補給もしましょう

　熱中症は毎年７月から８月に多く発生しています。
　特に梅雨明けは蒸し暑く、急に暑くなる７月には体が暑さに慣れていない
ため例年熱中症による救急搬送者数や死亡者数が急増しています。

注意：小さい子どもや高齢者は屋内での熱中症にも気をつけましょう！

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

　  熱中症にご注意ください

13
こうら 



【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38－2744

　地元農産物を使った具だくさんの味噌汁を、町民の皆様のご家庭、または町内飲食店で食べることを通じて
健康になることを目的とした、具だくさん味噌汁コンテストを開催します！
　優秀なレシピは甲良町内の学校給食で提供したり、道の駅に掲示したりします。魅力たっぷりな地元野菜を
たくさん使ったオリジナルな味噌汁を考えてみませんか？たくさんのご応募おまちしております。

～具だくさん味噌汁コンテスト　概要～

応募期間：７月22日（木）～８月31日（火）
応募部門：小学生部門、一般部門
主 催 者：こうらウェルネスツーリズム実行委員会
　　　　　（事務局 道の駅せせらぎの里こうら）

詳しくは応募要領をご確認ください。

※応募要領、応募用紙は道の駅のホームページから
ダウンロード、直売所店頭で入手できます。

７月の定休日は第２月曜の12日なります（営業時間　９：00～17：00）

具だくさん味噌汁コンテストの開催

　令和３年９月号『天使のほほえみ』への掲載希望（令和２年９月生のお子さん）の
方は、７月28日（水）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】　企画監理課　☎38－5061　保健福祉課　☎38－3314

道の駅せせらぎの里こうらです！
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【問合先】　クリーンライフ湖東（有限責任事業組合）　☎ 35－5205　FAX 35－5206

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

※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。

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

法養寺①・正楽寺①

長寺①

下之郷①②③

北落①・金屋①②

小川原②

呉竹①②③

尼子②

尼子③

池寺①②

長寺②③

呉竹①

小川原①

小川原①

尼子①

不　　定　　期

長寺①

不　　定　　期

北落①・金屋①②

小川原②

呉竹①②③

尼子②

尼子③

不　　定　　期

長寺②③

２日（月）

３日（火）

４日（水）

６日（金）

10日（火）

11日（水）

18日（水）

19日（木）

20日（金）

23日（月）

24日（火）

25日（水）

27日（金）

31日（火）

甲良町 し尿収集カレンダー【令和３年８月】
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【問合先】　産業課　☎38－5069

　滋賀県では、７月を「なくそう就職差別　企業内公正採用・人権啓発推進月間」と定め、さまざまな
啓発活動を実施しています。

◆　事業所のみなさまへ

①　就職の機会均等を保障するため、差別のない公正な採用選考を行ってください。
　　基本的人権の尊重に十分配慮し、本人の適正と能力に基づいた公正な採用選考を行ってください。
　　採用面接にあたっては、次のような不適切な質問はやめましょう。

ア　本人に責任のない事項の把握
　「お住まいは○○町のどの辺ですか？」
　「お父さんの職業を教えてください」など

イ　思想、信条など、本来個人の自由であるべき事項の把握
　「信仰はありますか？」
　「尊敬する人物、愛読書を教えてください」など

ウ　その他の不適切な質問
　「結婚、出産しても働き続けられますか？」
　「持病はありますか？」など

②　差別のない明るい職場づくりのため、企業内の人権研修を積極的に実施して下さい。
　すべての従業員を対象に、計画的かつ継続的な研修会を実施し、同和問題をはじめとする人権問題の
正しい理解と、働きやすい明るい職場づくりに努めてください。

③　事業所内公正採用選考・人権啓発担当者の設置にご協力ください。
　滋賀県では、常時使用する従業員が20人以上の事業所を対象に、事業所内公正採用選考・人権啓発
担当者（以下「啓発担当者」といいます。）の設置をお願いしています。
　啓発担当者の設置は甲良町役場産業課で届出することができますので、未設置の事業所は届出を
お願いします。
　毎年の取組として啓発担当者の設置事業所には、推進班員（町職員）が訪問し、事業主や啓発
担当者の方に、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する企業内の取組状況を聞かせて
いただいております。

７月は
「なくそう就職差別　企業内公正採用・人権啓発推進月間」です
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【問合先】　産業課　☎38－5069

　「身体」「心」の「癒し」と「食」の視点から、新たな甲良町の観光振興を推進するため「こうら

ウェルネスツーリズム実行委員会」を５月20日に立ち上げました。

　立ち上げには株式会社一休庵、湖東三山西明寺、おだいどこ野幸、道の駅せせらぎの里こうら等の町内

事業所・団体が参加し、会長には一休庵の社長　上川悟史氏が就任されました。

　このウェルネスツーリズム実行委員会では、地域が抱える課題を洗い出し、解決策の糸口になるような

取り組みを「身心安楽（しんじんあんらく）」をキーワードに「身体」と「心」を癒し、健康的な時間を

過ごしてもらえるような新しい形のツーリズムを構築していきます。また、町内を回遊してもらい甲良町の

魅力を知ってもらえるような取り組みを行っていきます。特にコロナ禍において外食産業や観光産業は

大変苦境に陥っており、回復を目指すためにも「身体」と

「心」から取り込む健康をキーワードにウェルネスツーリズムの

１アイテムとして飲食業界の盛り上げに貢献していきたいと

考えています。

　７月23日（祝・木）には、こうらウェルネスフェスタと

題して、道の駅にて具材がたくさん入ったみそ汁を地元飲食店が

販売し、ウェルネスツーリズムの第１歩となるイベントを実施

する予定です。

ウェルネスツーリズム実行委員会会長　株式会社一休庵　上川悟史氏コメント

　「甲良町の魅力を結集させ、地域の方々はもちろん各地からお越しになる方々にも、心身ともに笑顔、

元気になっていただけるように、『身体に良くて、楽しくて、面白い』取り組みを実施してまいります。」

【ウェルネスツーリズム実行委員会】

会　長：株式会社　一休庵

副会長：宗教法人　西明寺

監　事：農業組合法人　ファームかなや（野幸）

会　計：事務局長　道の駅せせらぎの里こうら

アドバイザー：甲良町、甲良町観光協会

［ウェルネスツーリズム実行委員会　総会の様子］

新たな観光振興推進組織
こうらウェルネスツーリズム実行委員会発足

17
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一休庵提供　冷製具沢山みそ汁



【問合先】　住民人権課　☎38－5063

　システムの保守作業に伴い、下記の通り、コンビニ交付システムを一時停止させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　停止日：令和３年７月21日（水）終日

　国民健康保険にご加入中の方には令和３年７月中に新しい保険証を送付します。

　なお、令和３年８月２日～令和４年７月31日までの間に70歳を迎えられる方については、有効期限が誕生月の

月末（１日生まれの方は誕生月の前月末）になっており、70歳以降は新たに保険証兼高齢受給者証が交付されます

（別途案内が届きます）のでご注意下さい。

※保険証のビニールカバーについては、世帯に１枚の封入となっておりますので、追加で必要な方は住民人権課に

お申し出ください。

　あきビンの引取り業者から、これ以上不純物が混入する状態が続くとビンを引取れないという連絡を
いただいております。ビンを引取っていただけないと町内の回収ができなくなります。ビンを出すときは、
絶対にあきビン以外のものを混ぜないでください。

○空きビン…ドリンク、 ウイスキー、調味料、食料品ビン
※割れたビン、結晶ガラス、耐熱ガラス、陶磁器、ガラス食器（クリスタルガラス、農薬ビン）
ほうけい酸ガラス（電球・蛍光管等）、化粧ビンは回収できません。（燃えないゴミ）

※資源になる「ビン類」は飲食用のものに限ります。

ビン類（月１回収集）

コンビニ交付システムの一時停止について

国民健康保険証の更新について（年次更新）

あきビン以外のものを混ぜないで！
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R3/4/1 R3/5/24 R4/1/14 1/31 2/18 3/31

安心電気代削減

お問い合わせ先

補助事業の流れ

補助対象設備

令和２年度からの主な変更点

▷公益財団法人淡海環境保全財団（滋賀県地球温暖化防止活動推進センター）
〒525－0066　滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地　TEL：077－569－5301
補助制度の詳細、申請様式は淡海環境保全財団HPに掲載しています。
【 https://www.ohmi.or.jp/ondanka/r03smart-eco/ 】

【スマート・エコ製品】

　 太陽光発電、高効率給湯設備（エネファーム、エコキュート等）、
　 太陽熱温水器、蓄電池、V2H、窓断熱設備
※各設備ごとに設備要件・補助要件があります。
※太陽光発電を補助対象とする場合は、その他のスマート・エコ製品またはHEMSを併せて設置・購入する
　ことが必要です。(裏面確認図参照）

・過去に補助金を受けていても、別区分であれば補助金交付可（例：以前、太陽光で補助を受けたが、今回蓄電池で申請）
・太陽光発電システムを単独で設置する場合、HEMSの購入が必須

　滋賀県では、家庭においてエネルギーを
「減らす」「創る」「賢く使う」取組を総合
的に広めるため、個人の既築住宅において、
スマート・エコ製品を設置する場合、経費の
一部を補助しています。

令和３年度
スマート・エコハウス
普及促進事業補助金

エネルギー
消費量削減CO2削減

太陽光発電　エネファーム　蓄電池など
スマート・エコ製品の設置に補助金交付!!
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【問合先】　保健福祉課　☎38－5151

　１日に必要な野菜は350g！
＊なぜ、野菜が大事なの？
　野菜に多く含まれるビタミン・ミネラル・食物繊維にはこんな働きがあります。

・ビタミン・・・栄養素が体内に吸収されるのを助ける働き
・ミネラル・・・新陳代謝を助ける働き
・食物繊維・・・血糖値の上昇や脂肪の吸収を抑える働き

・野菜はほかにもいいことがいっぱい！
　体の酸化を防いで免疫力を高めてくれます。
　低カロリーでダイエットにも効果的！！

　おいしい夏野菜レシピ～オクラ編～　　※オクラに含まれるβカロテンはレタスの２倍！！

【オクラの肉巻き】

材料（2人分）
オクラ・・・10本　　豚バラスライス・・・10枚　　塩コショウ・・・少々　　片栗粉・・・適量
〔＜A＞しょうゆ・・・大さじ2　　みりん・・大さじ1　　砂糖・・・大さじ1　　酒・・・大さじ1〕

１）オクラは洗ってへたをとり、豚肉は塩コショウをふっておく。
２）オクラを豚肉でクルクル巻き、片栗粉をふっておく。
３）熱したフライパンに油をひき、２）を焼き
　　＜A＞の調味料を合わせておく。
４）豚肉に火が通ったらキッチンペーパーで油をすいとり、
　　＜A＞の調味料を入れてからめたら出来上がり！

【オクラとトマトのさっぱりスパゲティ】

材料（2人分）
スパゲティ・・・200g　　オクラ・・・８本　　トマト・・・１個　　大葉・・・4枚
〔＜A＞しょうゆ・・・大さじ2　 砂糖・・・小さじ２　 酢・・・小さじ２　 ごま油・・・大さじ２〕

１）オクラは小口切りにし、耐熱容器にいれラップをしたら
　　レンジ（500ｗ）で２分加熱。
２）トマトは１cm角に切り、大葉は刻む。
３）スパゲティは袋の標記通り茹で、流水で手早く洗い水気を切って
　　器に盛りつける。
４）オクラとトマトをボウルに入れ＜A＞を加えて混ぜ合わせる。
５）器に盛り付けておいたスパゲティに混ぜ合わせ
　　＜A＞をかけて大葉をのせたら完成！

夏野菜をもっととりましょう
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【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38－5155

【問合先】　住民人権課　☎38－5063

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

【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）
※６月～９月の土日祝は受付/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）

《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。

〇サマータイムのお知らせ！　
①６月～９月の土曜日・日曜日・祝日のプールは11時から開館しています！
②７月、８月は毎日開館！（火曜日も臨時開館!）
③夏休み期間（７月20日～８月31日までの平日）は午前10時から開館！
　①③は温水プールのみ　　②は温水プール・香良の湯で実施

〇夏の営業に伴い、短期アルバイトスタッフ（７月～８月）を大募集！
学校の都合で、普段はアルバイトできない方や夏にしっかり働きたい方など大募集！
もちろん、通年で働きたい方は９月以降もお仕事を続けることもできますよ！
職種：監視員、受付　　時給：900円～　　興味のある方は38－5155までお電話ください。

〇七夕に短冊を飾ろう！
プールの受付前にある笹に願いを込めて書いた短冊を飾っちゃおう！
短冊を飾るときに受付に見せてくれたらプレゼントがもらえるよ！
実施期間：2021年７月１日（木）～７月７日（水）

〇夏の短期水泳教室参加者募集中（先着順）！！
甲良町温水プールで夏の短期水泳教室を開催します。３日間の練習で泳力向上を目指しましょう。
少人数の募集なので、初めてのお子様や「密」が心配な保護者の方も安心してご参加いただけますよ！
クラス別指導で初心者クラスがあるので、初めてのお子様やプールが苦手なお子様も安心です！
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教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日
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21
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８/13（金）、14（土）の教室はお休みです。
８月の休館日はありません。

日 土月 火 水 木

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

金
４

11

18

25

3

10

17

24

31

教室日

教室日

教室日

教室日

5

12

19

26

８月 お風呂・プール

2

9

16

23

30

教室日

教室日

教室日

教室テスト

教室日

教室日

教室日

教室日

教室テスト

教室日

3

10

17

24

31

７/30（金）、31（土）は８月分教室となります。
７月の休館日はありません。

日 土月 火 水 木

４

11

18

25

5

12

19

26

金

7

14

21

28

6

13

20

27

教室日

教室日

教室日

教室テスト

1

8

15

22

29

７月 お風呂・プール

水 金 土
10：30
11：30

健康体操
（陸上教室）

10：30
11：30

第１期

第２期

短期水泳教室幼児クラス１
短期水泳教室ジュニアクラス１
短期水泳教室幼児クラス２
短期水泳教室ジュニアクラス２

午前10時～午前11時
午前11時～午後０時
午前10時～午前11時
午前11時～午後０時

４歳～未就学児
小学生

４歳～未就学児
小学生

12名
16名
12名
16名

７月27日（火）～７月29日（木）

８月３日（火）～８月５日（木）

3,630円
（税込）

クラス・時間 定員対象 日程 参加費

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

成人水泳（中級）

小学１～３年

幼児

小学３～６年

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

成人水泳（初級）

幼児

小学１～３年

小学３～６年

水中ウォーキング

幼児

小学１～３年

小学３～６年

小学４～中学生

成人水泳（初級/上級）

教室スケジュール〇好評につき、無料体験延長＆拡大！
７月７日（水）～７月24日（土）　各回　限定２名　
参加ご希望の方は前日までにご予約下さい。38－5155
※定員に達している場合は他の日で体験をお願いします。

〇７月のイベントのお知らせ
スタンプ２倍デイ　　
　プール　　毎週 火曜日／19時以降プールご利用の方
　お風呂　　毎週 火曜日　26日（風呂の日）

人権なんでも相談日
７月５日（月）・８月２日（月）
　 13：30 ～ 15：30
　 保健福祉センター２階 相談室
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15歳以上
　 ～ 65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

398

353

751

1,896

1,820

3,716

972

1,297

2,269

世帯数

男

女

合　計

3,266

3,470

6,736

2,623

＜－  ６＞

＜－  ４＞

＜－１０＞

＜－  ３＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　 33.68%
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。

ひとのうごき ＜  ＞内は前月との比較
R３ .６ . 1現在

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

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

滋賀県受診・相談センター

問合先　保健福祉課　☎38－3314

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。

７月後半分（会場：保健福祉センター）

８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 持ち物

こころの健康相談

すこやか相談

事業の内容

こころの健康相談

乳児健診４ヶ月

乳児健診10ヶ月

６日（金）

10日（火） 予約制

こころの健康状態に不安をお持ちの方
保健師が対応いたします。

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。

特になし

母子健康手帳

対　象　の　方　（児）

13：30～15：00
（予約制）

10：00～11：30
（予約制）

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

Ｒ３年３月生まれの児
前回受けられていない児

Ｒ２年９月生まれの児
前回受けられていない児

こころの健康状態に不安をお持ちの方
保健師が対応いたします。

実施日 受　付　時　間 持ち物

20日（火）

28日（水）

28日（水）

13：30～13：40

13：00～13：10

３歳６か月健診 Ｈ29年12月・Ｈ30年1月生まれの児
前回受けられていない児４日（水） 13：15～13：45

特になし

対　象　の　方　（児）

母子健康手帳・質問票
 写真

(広報への掲載希望者)

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
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