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※本紙掲載の行事等は、新型コロナウイルス感染症の対策のため中止・延期になる可能性があります。

広報あいしょう

み ん な で つくるまちの 情 報 紙

田んぼで

「どろんこ
に

なったよ  ̃
　」

写真：愛知川小学校　田植え体験



地域おこし協力隊とは
　地域おこし協力隊は、都市地域から人口減少や高齢
化などが進む地方へ移住者を呼び、地域ブランドや地
場産品の開発・販売等の地域おこし支援や、定住・定
着の支援をしながら地域の活性化に貢献してもらうと
いう仕組みです。

愛荘町地域おこし協力隊
　令和４年度から「地域おこし協力隊」の制度を活用
し、「起業家」の誘致を通して町の魅力を高め、住民
の皆様が愛荘町に「愛着と誇り」を感じていただける
ような、「ワクワク」したまちづくりを推進します。

愛荘町の目指すビジョン

☆地域おこし協力隊委嘱式☆
　４月５日、町の活性化に取り組む地域お
こし協力隊の委嘱式を、役場愛知川庁舎で
行いました。
　有村町長は「しっかり愛荘町に根を張
り、様々な視点から町の宝を改めて輝か
せ、そして新たな価値を付加していただき
たい」と期待の言葉を述べました。

これからの愛荘町の未来のために、協力隊員との活動が始まります!!

起業家の集う、「ワ
～愛荘町ローカルベンチャー

つながりを生む
マーケットを創る
小さくても魅力的な事業をはじめたり
地域に開かれた場所や機会をつくることで
人と人との新たなつながりの起点が生まれます。
地元の大切なものを残したり、新しいチャレンジを後押しすることで
人びとが暮らし働くための心地良い基盤となるまちを
自らの手でつくっていきましょう。
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（注１：ローカルベンチャーとは、地域の課題をビジネスを通して持続的に解決する、社会的な企業のことです。）

愛荘町の皆さんはじめまして、
私たち「地域おこし協力隊」です。

地域おこしを手伝ってくれる力強い人材が、愛荘町に移り住みました。
町に新しい風を吹かせてくれる「地域おこし協力隊」

これから、彼らと活動する地域の人たちも増えてくると思います。
協力隊はどんな人たちなのか、まずは自己紹介！

問 みらい創生課（愛知川庁舎）　☎0749－29－9046

成宮　毅
なるみや　つよし

神奈川県　→　愛荘町
（1963年生まれ）
大学では理工学部土木工学科専攻
大手企業内の企画業務に携わる

☆成宮さんから一言☆
　大阪出身、横浜に家族を残し愛荘町との二拠
点生活をスタートしました。これまでの仕事は
リモートワークをしながら、愛荘町のローカル
ベンチャープロジェクトに参加しました。愛荘
町に住むのは初めてでありながら心の故郷（本
籍地）との思いがいっぱいです。
　地域おこし協力隊では「何が出来るか」より
「何がしたいか」を皆さんと一緒に妄想して、
ワクワクを増やしたいと思っています。町でみ
かけたら“なるさん”と呼んでみてください。

綿谷　駒太郎
わたたに　こまたろう

大阪府　→　愛荘町
（1991年生まれ）
大学では社会教育を専攻
前職・小学校教員

☆綿谷さんから一言☆　

　妻と共に愛荘町へやってまいりました。まだ
新婚の綿谷駒太郎と申します。前職は小学校教
員をしており、子どもから“こまさん”と呼ば
れていました。愛荘町の皆さんにとって、家庭
や学校以外の「ほっ」とできる居場所をつくっ
ていくことが目標です。
　大阪出身でお笑いは見るだけでなく、舞台に
立つことも好きです。小さい頃から柔道をして
おり、体も大きいので、町内でも目立つと思い
ます。ぜひ見かけた際にはお声がけください。

URL：https://liff.line.me/1645278921-
　　　　　kWRPP32q/?accountId=308qogxz私たちの活動は

ここからも見られま
す。

クワク」する町へ
（注１）プロジェクト始動!!～
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基金の状況

～

令和３年度下半期の予算執行状況についてお知らせします
（令和４年３月31日現在）

７月は「企業内公正採用・人権啓発推進月間」
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☎

７月は「企業内公正採用・人権啓発推進月間」７月は「企業内公正採用・人権啓発推進月間」
スローガン 「いのち いきいき 輝く職場」

　滋賀県および愛荘町は、同和問題をはじめとする様々な人権課題についての研修の実施や、企業の公正な採用選
考システムの確立を促すため「企業内人権啓発事業」を進めています。
　７月は「企業内公正採用・人権啓発推進月間」です。差別のない明るい
職場づくりがより一層充実・強化されるよう「いのちいきいき輝く職場」
をスローガンに、町と商工会の職員で構成する事業所内公正採用選考・人
権啓発推進班員が町内事業所を訪問し啓発を行っています。
　また、７月初めには推進月間の一環として、JR稲枝駅で企業代表者と
県・町の職員が街頭啓発を行い、駅利用者等に啓発資材を手渡して就職差
別の早期解消を広く呼びかけます。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から部会活動の内容を変更する場合があります。

　企業・事業所が同和問題をはじめとする様々な人権問題についての正しい理解と認識のもとに、計画的、
継続的な研修を積極的に行うとともに、就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るために、従業員が10
人以上の企業・事業所に担当者（事業所内公正採用選考・人権啓発担当者）の設置をお願いしています。

担当者の主な役割は次の4点です。
① 公正な採用選考システムの確立
② 関係行政機関との連携と事業所内での人権研修推進
③ 就職困難者に係る必要な施策の樹立および推進
④ その他人権尊重の視点を基にした活動の推進

　新たに担当者を設置いただける事業所様は商工観光課までご連絡をお願いします。

問 商工観光課（秦荘庁舎）☎0749ー37ー8057

【企業・事業所部会の活動（予定）】
・６ 月 新任社員研修会
・７ 月  「企業内公正採用・人権啓発推進月間」に伴う啓発活動
・９ 月  「同和問題啓発強調月間」に伴う啓発活動
・10月  事業主および担当者研修会
※ その他、各事業所で講師派遣や研修DVD等による研修を開催

企業内公正採用・人権啓発窓口担当者の設置をお願いします
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令和3年度全国土地改良功労者表彰
　３月１日、山岡 勇市さん（苅間）が全国土地改良
事業団体連合会から全国土地改良功労者表彰個人表彰
の全土連会長表彰を受賞されました。
　山岡さんは、愛知川土地改良区において、理事、監
事、総括監事、副理事長を歴任され、長きにわたり土
地改良区運営に貢献されました。
　また、土地改良区施設の老朽化が進む中、適切な資産
管理と優良農地保全に努めた功績が認められました。
　東京都で行われる予定であった表彰式は、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため中止となり、4月8日に
有村町長から代読表彰されました。

寄附金をいただきました
　３月22日、愛荘町東円堂出身の
歌手、みずき舞さんから50万円の
寄附金をいただきました。
　これは、デビュー30周年を記念
する事業の一環として、町の振興
に寄与するため、申し出をいただいたものです。
　みずき舞さんは、「生まれ育った愛荘町は私の原
点。皆さんの気持ちのおかげで30周年を迎えられま
した」と感謝の気持ちを話されていました。
　寄附金は、町内２中学校の吹奏楽部の楽器購入に活
用させていただきます。

第51回全国中学校剣道大会滋賀県代表！
　令和3年7月に開催された「第74回滋賀県中学校夏季
総合体育大会兼滋賀県民総スポーツの祭典第74回滋賀
県民体育大会（中学生の部）」において、剣道男子個
人戦・剣道女子団体の部でそれぞれ優勝されました。
　また、滋賀県代表として、8月に神奈川県川崎市の
とどろきアリーナで開催された第51回全国中学校剣
道大会に出場され、3月9日に有村町長に報告を兼ね
表敬訪問されました。

全国大会で優秀な成績を収められました
　令和3年6月の「第26回全日本少年少女空手道選手
権大会グランドチャンピオン決定戦」で優勝され、他
3大会でも優秀な成績を収められた山﨑 創太さんが、
3月29日に有村町長へ成績報告をされました。
　山﨑さんは、「新型コロナウイルス感染症拡大で道
場での練習がない時も、自宅で練習してたくさん努力
しました」と話されていました。また、「今後も有村
町長に成績報告に来られるように今年も頑張ります」
と強く意気込んでおられました。
　今後も更なる活躍を期待しています。

▼山岡 勇市さん（写真左）

▼みずき舞さん（写真左）

▼全国大会に出場された皆さん

▼笑顔の山﨑 創太さん（写真右）

男子個人戦 ：三浦 凜太郎さん　
女子団体の部 ：阿藤 りおんさん、篠原 那月さん
 　廣瀬 咲穂さん、　田中 夢真さん

♪

♪

♪
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100歳の長寿者激励
　蚊野の外川 善藏 さん（大正11年4月18日生）が
100歳のお誕生日を迎えられました。
　善藏さんは、瓦職人をしておられ、その後は小学校
の用務員をされていました。また、川で流木を拾い、
加工するのを趣味にされていました。
　ご家族は「今まで苦労をしてきたので、天寿を全う
してほしい」と話されていました。
　町内に100歳以上の方は、4月21日時点で13人お
られます。皆様がいつまでもご健康でお過ごしくださ
いますようお祈りいたします。

滋賀県立愛知高等学校出前講座
　4月27日、ゆめまちテラスえちで、町と滋賀県麻織
物工業協同組合が滋賀県立愛知高等学校1年生を対象
に、出前講座を開催しました。
　愛荘町のまちづくりやアーチェリー競技、近江上布
の紹介について、講師より実演等を交えながら講義が
ありました。
　参加した生徒は「近江上布が国の伝統的工芸品だと
知りました。伝統的な味があり、心がこもっていてい
いなと思いました」と話していました。これを機に、
愛荘町の資源について考え、まちづくりへの理解を深
めていただくことを期待しています。

のれんアート
　「第14回中山道愛知川宿のれんアート」が中山道愛
知川宿で4月23日から5月8日まで開催されました。
　今回の創作テーマは『笑』です。思わず笑顔になる作
品が多く展示されていました。街道にはのれんとともに
愛知川保育園の園児たちが作成した風鈴も飾られていま
した。風鈴のきれいな音色とともに風に
揺れるのれんが、道行く人を和ませてい
ました。
　愛荘町のふるさと大使であるダイア
ンの作品もあり、愛知川宿は素敵な作
品で彩られていました。

小学５年生田植え体験
　５月に町内４小学校の５年生が田植え体験を行いま
した。この体験はお米や農業について学び、食の大切
さを知ってもらうことを目的に地元農家の方々の協力
のもと行われています。
　田んぼに入った児童は、初めての泥の感触に歓喜し
ながらも、農家の方々からアドバイスを受けながら、
１苗１苗しっかりと田に植えていました。
　また、田んぼの中の生き物を観察し、田んぼが育む
生態系についても触れました。
　田植え体験をした児童らは、「泥が冷たくて気持ちよ
かった」「お米ができるのが楽しみ」と話していました。

▼笑顔の善藏さん

▼近江上布を織る様子

▼風に揺れるのれん

▼愛知川小学校5年生の田植え体験（5月6日）
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子 育 て子 育 てててて
　子育て支援センターあいっ子の“あいらんど”は、町在住・在勤の方で０歳から就学前のお子さんとその家庭を対象
にした親子ひろばです。

子育て支援センターあいっ子　７月の予定表

毎日のイベント
11 時 40分から次の催しを行います。
　　（行事の都合で変更する場合あり）
火 曜…体操＆ちいさなおはなしかい
水 曜…体操＆絵本のじかん
木 曜…体操＆うた遊び
金 曜…体操＆親子ふれあい遊び

子育て支援センター事業の申込締切

7月12日（火）17時まで
●きらきらバースディ

子育て支援センター窓口または
電話（☎0749-37-8058）で受け付けます。

子育て支援センターあいっ子
☎0749－37－8058　FAX0749－37－8950

（満1歳の誕生日会をしましょう！）
　令和3年8月生まれのきらきらバースディは、
7月13日（水）に開催します。お手紙が届いたら、
出席か欠席の連絡をお願いします。ご参加お待ち
しています。

♪はっぴーメモリアル♪

園児のお友達は、
園の服を着替えてから、
利用していただきますよう

お願いします。

★1歳までの赤ちゃんとママで楽しく過ご
しましょう！親子遊びやフリートークを通
じて、ママと赤ちゃんの友だちづくりをし
ませんか？助産師、保健師、保育士に相談
もできます。ぜひ、ご参加ください！

日　時：7月15日（金）10時から11時
場　所：子育て支援センターあいっ子2階
持ち物：身体計測時に使用するフェイスタオル
※予約不要ですが、15組限定です。

日時：7月14日（木）11時20分から
　7月生まれの友だち集まれ！満2・3・4歳の友だ
ちをみんなでお祝いしましょう！（未就園児対象）
　誕生児さんは10時30分までに来てね。素敵な
誕生日カードをプレゼントします！

　赤ちゃん広場を卒業した1歳～2歳児（Ｒ2.4.2以
降に生まれた子で1歳の誕生月を迎えた子）とママ
で楽しく過ごしましょう。
　発達に応じた環境や遊び・情報を提供し、親子のふ
れあいを通して子育ての楽しさを感じ、他の親子とも
交流しながら子育ての仲間を作る機会を提供します。
日時：7月20日（水）10時から11時
　　　今月は、保健師が相談に応じます。
場所：子育て支援センターあいっ子2階
※予約不要ですが、15組限定です。気軽に参加してね。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２

休館日プチらんど
10：00～11：00

民生委員さんと遊ぼう
『七夕飾りを作ろう！』
場所：山川原地域総
合センター
定員：10組
申込開始６/21（火）～

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

休館日 休館日 あいあいクラブ
10：00～11：00

受講者のみ

折り紙遊び
11：20～

折り紙を折って遊び  
ましょう♪(予約不要）

土曜開館日

10 11 12 13 14 15 16

休館日 休館日 休館日きらきらバースディ
９：20～10：40

満１歳（Ｒ３年８月生
まれ）のお誕生日会
をしましょう。
（出席か欠席の連
絡をお願いします）

はっぴーメモリアル
11：20～

満２・３・４歳（７月生まれ）
のお友達をみんなでお
祝いしましょう♪（予約
不要）誕生児さんは、
10時30分までに来て
ね。（未就園児対象）

赤ちゃん広場
10：00～11：00

１歳までの赤ちゃん
とママで楽しく過ご
しましょう！身体計測
もできます。
（予約不要）

17 18 19 20 21 22 23

休館日 休館日 ぴよぴよ広場
10：00～11：00

１歳児２歳児（Ｒ2.4.2
以降生まれで１歳の
誕生月を迎えた子）と
ママで楽しく過ごしま
しょう。（予約不要）

土曜開館日

24 25 26 27 28 29 30

休館日 休館日 休館日のびのびタイム
11：30～

身長や体重を測るよ！
（１人で立てる子が
対象）

31
休館日

【あいらんど】は平日火～金と第
２･４土曜日の10時から16時30分
まで開いています。都合の良い時
間に遊びにきてください。お待ち
しています。
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問 申 子育て支援センターつくしひろば
☎0749ー42ー5051

問 申 愛荘町社会福祉協議会内
　　　　☎0749ー42ー7170

7 月
　つくしひろばは町内に在住または在勤の方で0歳から就
学前のお子さんとその保護者を対象にした親子ひろばです。
親子で気軽に訪れ、楽しい時間を過ごしてくださいね。

★7月5日(火)に、『ベビーヨガ』をおこないます。
（ 第1部 10：00～10：30　４組　　第2部 10：40～11：10　４組）
　参加費は100円で予約が必要です。つくしひろば窓口または電話で申し込んでください。
　申込受付：6月21日（火）9時から
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止する場合があります。
★毎月１回「おりがみ遊び」、月末の月、火に「のびのびタイム」(発育測定)をしています。（予約不要）
★第2第4金曜日は「月のくまさん」によるお話し会があります。
★月・火・金曜日と第1・第3土曜日の9時30分から16時まで開館しています。
◎子どもの見守りや遊びのお手伝いをしていただけるボランティアさんを随時募集しています。

イベント情報

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
上記イベントが中止または延期になる可能性が
ございますので、ご了承ください。
最新の情報については愛荘町社会福祉協議会
のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、
利用を15組とさせていただきますのでご了承ください。

お誕生日会
助産師相談

★７日（木）午前中…七夕を楽しもう♪
　詳細についてはホームページをご確認ください。

　お誕生月のお子さんの数を把握させていただきたいので、
お誕生月の方で参加していただける場合は、愛荘町社会福祉
協議会（☎0749ー42ー7170）までご連絡ください♪

★２１日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

☆ 最近のひとこま ☆

★7月5日(火)に、『ベビーヨガ』をおこないます。

参加費は100円で予約が必要です。つくしひろば窓口または電話で申し込んでください。
申込受付：6月21日（火）9時から

天気の良い日はつくし保育園の園庭を使わせても
らえます。小さな遊具もあってみんな楽しそうに
遊んでいます。
＊11：00以降遊べます。（保育園の都合により予告な
く変更される場合があります。ご了承ください。）

　　　月 　　　火 　　　金 　　　土
  １ ２   開館日
４ ５  ベビーヨガ ８   お話し会 ９   お休み
11  折り紙遊び 12 15 16  開館日
18  海の日 19 22  お話し会 23  お休み
25  のびのび 26  のびのび 29 30  お休み

月

い日はつくし保育園の園庭を使

つくしひろばのようす

おやすみ

月のくまさん

七夕イベント

栄養士相談

わんぱくひろばでは随時ボランティアを募集しています!!
ご興味のある方は、ご連絡ください

つくしひろば ７月の予定

＊毎日11:30～体操もしています。遊びに来てね。

（※要予約）
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愛
知
川
幼
稚
園
　
ひ
ま
わ
り
ぐ
み
（
5
歳
児
ク
ラ
ス
）

　元気いっぱい、笑顔いっぱいのひまわり組23名です。
　山川原の鼓童館へ太鼓の見学に行きました。運動会に向けて、太鼓遊びを楽しんでいます。
　みんなで暑い夏を乗り越えて楽しい思い出いっぱい作ろうね。

ひまわり組担任　　矢守　大智　森野　穂乃花　安村　美空

つ
く
し
保
育
園
　
ひ
ま
わ
り
ぐ
み
（
５
歳
児
ク
ラ
ス
）

　戸外遊びが大好きな、元気いっぱい26名のひまわり組です！
　遊びの中で、「こうしてみよう！」と友達とアイデアを出し合いながら遊んでいます。
　最後の園生活、楽しい思い出をたくさんつくろうね♪

ひまわり組担任　前田　紗代子　一岡　佳乃　大塚　陽子
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　いよいよ夏も本番ですね。ゆっくり涼みながら過ごすおうち
時間に、推理小説はいかがでしょうか。
今回はお気に入りの一冊に出会うための本を紹介します。

ミステリの名書き出し100選

　推理小説の冒頭の一節を読んで物語
の世界に引き込まれ、ページをめくる手
が止まらず、最後まで一気に読んでし
まった。そんな経験はありませんか。本
書では、そのような魅力的な推理小説
の書き出しが100冊分も紹介されてい
ます。後に続く物語を読んでみたいと思
う一節を見つけることができたら、そ
の本を手に取ってみてください。

早川書房

有栖川有栖の鉄道ミステリー旅

　「鉄道とミステリーの相性がいい」
と、ミステリー作家の有栖川有栖さん
は述べています。確かに鉄道を舞台に
した推理小説はたくさんありますよね。
「列車に乗って旅するのが好きだ」と
いう有栖川さんが、自身の鉄道旅行の
様子や、推理小説の舞台となった鉄
道、鉄道ミステリーの面白さについて
語っています。

有栖川　有栖　著　山と渓谷社

私が愛した名探偵

　推理小説には名探偵の存在が欠かせ
ません。総勢87名もの筆者がそれぞれ
愛する名探偵に関して、なぜ好きに
なったのか、魅力はどこにあるのか、な
どについて語っています。小説だけでな
く、漫画やアニメ、ドラマに登場する名
探偵も紹介されています。お気に入り
の名探偵を探してみてはいかがでしょ
うか。

朝日新聞社

シークレット 綾辻行人ミステリ対談集in京都

　ミステリー作家の執筆時のこだわり、
裏話、作品への想いなど、彼らの創作の
「秘密」について知りたいと思ったこと
はありませんか？10名の作家のそうした
「秘密」が、ミステリー作家の綾辻行人
さんとの対談形式で明らかにされてい
きます。「秘密」を知れば、小説を読むの
が今までよりもさらに面白いと感じられ
るようになるのではないでしょうか。

綾辻　行人 ほか　著　光文社

　休止中の各種行事は予告なく再開することがあり
ます。最新情報は図書館ホームページや電話等でご
確認のうえ、ご参加いただきますようお願いします。

日　時　7月８日（金）　14：00～15：00
　　　　7月17日（日）　10：30～11：30
場　所　愛知川図書館
対　象　どなたでも参加いただけます

古文書をよむ会

日　時　７月10日（日） 1回目 11：00～11：15
　　　　　　　　　　  2回目 11：30～11：45
場　所　愛知川図書館
対　象　３歳くらいまでのお子さんとご家族
（町内在住または図書館貸出カードをお持ちの方のご家族）

おひざでだっこのおはなし会

※申し込みが必要です（各回先着３組）。
　申し込みは愛知川図書館までお願いします。

日　時　７月19日（火） １回目 10：30～11：15
　　　　　　　　　　  ２回目 13：30～14：15
場　所　秦荘図書館
対　象　町内にお住まいの方、
　　　　もしくは図書館の貸出カードをお持ちの方

あたまいきいき音読教室

※申込みが必要です。申込みは秦荘図書館までお願いします。

場　所　秦荘図書館
お子さんに合わせたおはなしのプログラムを用意します。
開催日時と詳細は、秦荘図書館へお問い合わせください。

オーダーメイドおはなしかい

愛荘町は読書のまち 「まちじゅう読書の宣言」

12 aisho 2022.07



毛入堂遺跡とは

　毛入堂遺跡は蚊野の小字毛入堂に所在する、古
墳時代後半から中世まで存続していた集落跡です。
宇曽川の左岸に位置し、宇曽川によって形成され
た扇状地と、斧磨・岩倉から続く扇状地の交叉点
付近にあたる湧水地帯に立地します。遺跡の規模
は、直径約 300m の約 70000㎡の円形だと推定さ
れています。南西には軽野塔ノ塚廃寺、狩野遺跡
があり、北には東出南遺跡、南には軽野正境遺跡
が存在します。
　この一帯は、愛知郡蚊野郷であり、東大寺の所
領となっています。
　また、蚊野付近は愛知郡を本拠地とした愛智秦
氏と肩をならべる蚊野氏の本拠地と考えられてい
ます。

遺構について

　1980 年に行われた発掘調査では、複数の掘立柱
建物跡が検出されました。一部は古墳時代後期の
倉庫的建物の可能性が指摘されています。そのほ
か、南北に流れていたとみられる河川跡が見つかっ
ています。この河川は鎌倉時代頃にはある程度の
流れを持っていたと考えられています。その川跡
の西域から古墳時代後期から奈良時代の集落遺構
群、東域から鎌倉時代以降の集落を想わせる遺構
群が見つかっています。
　1984 年の発掘調査でも川跡が見つかっていま
す。飛鳥時代頃の遺物が出土しています。この川
はほ場整備以前の旧地形図にその痕跡が認められ
ており、規模が小規模になりながらも近年まで存
在していたことがわかります。

出土品について

　出土遺物は須恵器、土師器、瓦片、用途不明木
製品などがあります。そのほとんどが遺構から出
土したものではありません。瓦片は奈良時代頃の
遺構から出土しており、近くの軽野遺跡・軽野塔
ノ塚廃寺との関係を指摘する材料となっています。
　毛入堂遺跡出土の遺物の中には石仏があります。
倒立状態で包含層か
ら出土したため、年
代は定かではありま
せん。この石仏は花
崗岩製の板碑で、頭
部の髪形及び手先の
印相が上品上生印に
見えることから、阿
弥陀仏だと考えられ
ています。

◇

　毛入堂遺跡は河川
跡や石仏といった特
徴的な遺構や遺物が
出土していますが、
その性格は謎が多く
残る遺跡です。今後
も様々な調査が期待
される遺跡といえま
す。

 歴史文化博物館 学芸員　　　
 山本　剛史

　愛荘町には数多くの集落遺跡が存在します。金属加工場や住居跡などの遺跡の性格は、遺構や遺
物によって判明することがあります。しかし、出土した遺構や遺物がかみ合わずどのような遺跡なのか
分かりづらい集落遺跡も存在します。そのような遺跡である毛入堂遺跡について紹介します。

毛入堂遺跡
―謎多き集落遺跡―壷中雑記（19）― 歴史文化博物館から ―

▲出土土器

▲石仏

13aisho 2022.07



　愛荘町は鈴鹿山系の豊かな清水と自然に恵まれた地域で、古代から現代まで農業が盛んに営まれています。
今でも昔ながらの田園風景が広がる愛荘町は、土地面積の約30％が耕地として利用されています。
　現在、トラクタやコンバインなどの機械で農作業を行いますが、かつての農業は手作業で行われ今とは比べ物
にならないほど重労働でした。このため人々は様々な工夫を施した農具を開発し、生産効率を向上させてきまし
た。その様子が見える資料が愛荘町には数多く伝えられています。
　本展覧会では明治期に記された農家の日誌を展示し、今とは異なる昔の農作業を紹介します。また様々な農具
とともに、明治期に製作されていた「目加田唐箕」や、愛荘町にゆかりある人物が開発した「坂東式大鋤」などを展
示し、農具に見える地域の特色や農業の負担を軽減するための工夫を紹介します。他にも、農作業の様子を描いた
「四季耕作図屏風」を展示し、農業の変化を分かりやすく解説します。

▲ジャグルマ（踏車）／当館蔵

◆開館時間・会場・入館料は上記と同じです
◆休 館 日 ： 月・火曜日（祝日は開館）・8月12日（金）
◆展示解説 ： ８月７日（日）・９月４日（日）両日11：00～・14：00～
※7月20日（水）から24日（日）は展示替えのため休館

開館時間 ： 10：00～17：00（入館は16：30まで）
会　　場 ： 歴史文化博物館　企画展示室
入 館 料 ： 町内の方は無料です。
休 館 日 ： 月・火曜日（祝日は開館）
特別協力： マルタ工業株式会社
後　　援 ： 朝日新聞大津総局　京都新聞　産経新聞社
　　　　　 滋賀報知新聞社　中日新聞社
　　　　　 毎日新聞大津支局　読売新聞大津支局
　　　　　 ＮＨＫ大津放送局　

7月18日（月・祝）まで

7月27日（水）～9月9日（金）

令和4年

め　か　た とう み ばんどうしき おおすき

▲赤玉神教丸看板／有川薬局

愛荘と旧中山道の看板巡り
令和４年度夏季特別展

ぶんか
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☎ － －

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急遽公演を延期・中止することがございます。

【利用時間】
9：00～17：00　※月曜日は休館　
2週間前から予約できます。空いていれば当日申し込みもOK。

【利用金額】
一般　200円(税込)／時間
学生　100円(税込)／時間

会 期

場 所
入場料

7月30日（土）から8月7日（日）
各日10：00 ～16：00  ※月曜日は休館
※最終日は15：30まで
ハーティーセンター秦荘 中ホール
無料

日 時
場 所
出 演
入場料

7月30日(土)14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
劇団トマト座
全席指定 一般：1,500円（税込）
    高校生以下：1,000円（税込）
　　　　　　　　　＊当日　200円増

好評販売中

　第7回グランプリ受賞作品
「権現谷」　大鹿伸子

終演後に
バックステージツアーも

開催！

※3才以下のお子さまは無料。ただしお席が必要な場合は有料。

第8回 近江の歴史文化遺産・
景観を描くあいしょう絵画展

★Wi-Fi完備
★コンセントあり
★飲食OK
★エアコン完備
★おしゃべり禁止

サテライト
オフィス

あらわる！

15aisho 2022.07



ぶんか

141

成年年齢引下げ！消費者トラブルに要注意 !！

日　時

対　象
場　所
内　容
定　員
講　師
受講料
締　切
申込み

7月27日（水）、28日（木）、29日（金）、8月 3日（水）、4日（木）、5日（金）の全６回　
午前の部 10：15～ 12：15、 午後の部 13：15～ 15：15
町内在住の小学５年生から中学３年生まで
愛知川びんてまりの館　創作交流室（和室）
びんの直径9センチの小さいびん細工手まり１個作成
午前の部、午後の部　各12名（申込多数の場合は抽選）
愛知川びん細工手まり保存会
800円
7月3日（日）　
愛知川図書館カウンターまたは（☎0749-42-4114）にて
お申込みください。

会　期
会　場
主　催
共　催

7月6日（水）～ 7月24日（日）
企画展示ギャラリー
愛荘町図書館ボランティアグループ　ほんてつ　
愛荘町立図書館・愛知川びんてまりの館・愛荘町立図書館協議会

夏休みびんてまり教室受講生募集！！

ほんてつ『据え置き型ビブリオバトル2022』開催!!

問 滋賀県消費生活センター 　　   ☎0749ー 23ー 0999
　 くらし安全環境課（愛知川庁舎） ☎0749ー 42ー 7699

　５名の方々が選んだ本とその紹介文をパネル展示。その中から、来場者のみなさんに「一番読みたくなっ
た本」を選んで投票いただきます。投票数１位の「チャンプ本」を最終日に決定し、翌週以降展示します。

《同時開催》動画上映：愛荘町立図書館利用者のみなさんによる「おすすめ本」の紹介
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高齢者お元気予報明日も
良い日! （第８回）

■誰が加入するの？
　日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方に国
民年金への加入が法律で義務づけられています。

■保険料はいくら？
　令和４年度（令和４年４月～令和５年３月まで）
は月額16,590円です。国民年金の保険料は、毎年
度見直しが行われます。

■厚生年金に加入しているから、国民年金は関係な  
　いのでは？
　厚生年金に加入している方も、国民年金の「第２

号被保険者」といい、同時に国民年金にも加入して
いることになります。国民年金は、すべての公的年
金に共通する制度です。

■保険料を納められないときはどうすればいいの？
　経済的な事情で保険料が納められないときのため
に「保険料申請免除制度」があります。申請し、一
定の基準を満たしていれば保険料が免除されます。
学生には、「学生納付特例制度」があり、申請により
保険料の納付が猶予されます。

「明るく・楽しく 介護予防」地域包括支援センターだより
夏本番！ポールウォーキングのすすめ
　最近、スキーのポールのような２本の杖でウォーキング(散歩)している人をよく見かけますよね。「ポール
ウォーキング」といって、運動不足解消やダイエットのために若者から高齢者まで気軽に楽しめる健康づく
りとして人気があります。コロナ禍でも感染リスクが少ないところも安心です。
　自分の身長に合わせてポールの長さを調整し、両手に持つだけですぐに取り掛かれます。いろんなメーカー
から発売されており、カッコイイもの、カワイイもの様々なデザインがありますのでお気に入りを見つけて、
この夏は楽しいウォーキングライフを始めてみませんか？
　効果はたくさんあります！

　健康づくりには興味があるけど、「グラウンドゴルフなどの競技は苦手」
「あまり費用をかけたくない」「一人で黙々と続けたい」と思われている高齢
者のみなさん、是非、取り組んでみてください。
※運動中は水分を十分摂取して、熱中症にご注意ください。また、疲れた
　り体調不良を感じた場合は無理をせず休憩するなど、自分のペースで取
　り組みましょう。

 地域包括支援センター（愛知川庁舎）　☎0749 ー 42ー 4690

①　ポールを握ることで上半身を動かす全身運動になります。
②　自然に背筋が伸びて姿勢がきれいになります。
③　転倒しにくく、安全に取り組め、足腰が鍛えられます。　　
④　何より外へ出たくなる。(これが一番重要です！ )　などなど

　問 彦根年金事務所　　　☎0749ー 23ー 1116
　住民課（愛知川庁舎）　☎0749ー 42ー 7692

つえ

17aisho 2022.07



　愛荘町では、がん患者の皆さまの社会参加を応援し、療養生活の質がよりよいものになるよう、ウィッグ（かつ
ら）や帽子の購入経費の一部を助成する事業を行っています。

　助成の対象となる方は、次の項目すべてに該当する方です。
〇購入日および申請日時点で、愛荘町に住民票がある方
〇抗がん剤治療等の副作用による脱毛症状に対処するために、ウィッグや帽子を購入した方で、現にがん治療
　を受けている方または過去にがん治療を受けていた方

問 健康推進課（愛知川庁舎）　☎0749ー 42ー 4887

がん患者のアピアランスケア支援事業助成金のご案内

　日本で非血縁者間の骨髄移植等を必要としている患者さんは、毎年少なくても2,000人を超えます。
　日本のドナー登録者は50万人を超えていますが、ドナー候補者として選ばれても、入通院に対する精神的・身体的
な負担や、仕事を休むことへの抵抗感や経済的不安などがあり、移植に至らないことが多くなっています。
　愛荘町では、骨髄等ドナー登録をしている（非血縁者の）方が、実際に骨髄等を提供するための通院または入院費
用の一部を助成する事業を行っています。また、ドナーの方が勤務している事業所等に対する助成金の交付も行って
います。

愛荘町骨髄移植等ドナー支援事業について

助成を受けることができる方

　助成の対象となるのは、購入日から１年以内に
申請した、以下の品目購入費用です。
○ウィッグ（かつら）
○ウィッグ装着のためのネット
○帽子　　＊手作りの材料費は対象外

助成対象用具
　申請書に必要事項を記入して、領収書等のコピー、
治療を証明する書類のコピーを添えて、申請してくだ
さい。

申請期限：助成対象用具の購入日の翌日より１年以内

申請方法

10,000円
（購入額が１万円に満たない場合は、実際に購
入した金額。千円未満切捨）
　申請は助成対象者１人につき、１回限りです。

助成金額

＜申請に必要な書類＞
●愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金
　交付申請書（ホームページからダウンロード可）
●ウィッグ等を購入したことがわかる領収書等のコピー
●治療を証明する書類のコピー（診療証明書、入院診療
　計画書、お薬手帳等）
＊抗がん剤名称が記載されているなど、がん治療を受け
　ていることが確認できるもの。

＜ドナー対象者＞
〇骨髄等の提供を行った日に、愛荘町に住民票が
ある方
〇公益財団法人日本骨髄バンク（以下「バンク」と
いう。）が実施する骨髄バンク事業において、骨
髄等の提供が完了し、これを証明する書類の交
付を受けた方
＜事業所対象＞
〇助成対象ドナーが就業する国内の事業所

助成対象者
＜ドナー対象者＞
〇骨髄等の提供のための入院通院および面談日数
１日２万円（１回の骨髄等の提供につき１４万円
まで）
＜事業所対象＞
〇助成対象ドナーが骨髄等の提供のため通院等を
した日数のうち骨髄ドナー休暇を付与した日
数１日１万円（１人につき通算７日（７万円）まで）

助成金額

申請期限：骨髄等の提供が完了してから90日以内
申請方法やご不明な点は健康推進課までお問い合わせください。
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　今回は民生委員の役割や活動を紹介します。

　「民生委員」は、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談に応じ、必要な
援助を行う仕事をしています。また、全ての民生委員は「児童委員」も兼ねており、地域の子どもたちが元気に安心
して暮らせるよう、見守り等の活動を行っています。
　子育てや介護の悩みを抱える人、障がいのある人や高齢者などが孤立したり、必要
な支援が受けられないといったことがないよう、民生委員・児童委員が地域住民の身
近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政、社会福祉協議会や各専門機関を
つなぐパイプ役を務めています。

　町では現在56人の民生委員・児童委員と、4名（各小学校区）の主任児童委員が活
動しており、地域で皆さんからの相談を随時お受けするほか、愛の郷、いきいきセン
ターを会場に「心配ごと相談」を実施しています。日ごろの生活で不安なこと、悩みご
となどがありましたら、気軽に相談ください。

　その他、毎月10日、25日に小学生の通学路等であい
さつ運動や各地域での高齢者世帯等の見守り訪問活動
なども行っています。
　また、民生委員・児童委員で組織する民生委員児童委
員協議会は、毎月第2木曜日に定例会を開催し、全体で
の会議、意見交換や研修会の他、各部会（児童、高齢者、
障がい者）に分かれて活動等を行っています。

　誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」についてぜひ知って
いただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。

　現在の民生委員・児童委員および主任児童委員の任期は、令和4年11
月30日までとなっています。
　これに伴いまして、令和4年度には民生委員の一斉改選が行われます。
各地域から候補者を推薦いただき、新たな民生委員・児童委員が委嘱さ
れます。
　12月以降の新しい民生委員・児童委員については、委嘱後に改めてお
知らせします。

☎0749
第13号

■地域の身近な相談相手『民生委員・児童委員』をご存じですか?

■令和4年度は委員の一斉改選が行われます
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　彦根愛知犬上広域行政組合では、彦根市清崎町（西清崎）を建設候補地として彦根市、愛荘町、豊郷
町、甲良町、多賀町の１市４町における広域での新ごみ処理施設の整備に向けて取り組んでおります。
　令和11年度からの稼働開始を目指し、当圏域にお住まいの皆様の暮らしに欠かすことのできないごみ処
理施設の建設を実現するため、環境影響評価（環境アセスメント）を通じ、周辺環境への影響をできる限
り回避または低減させる環境保全措置を講じていくため、皆様のご理解とご協力を賜りながら事業を進め
ていきたいと考えております。
　つきましては、環境影響評価の調査・予測・評価の結果を整理し、環境の保全に関する考え方を取りま
とめた準備書素案の内容を説明し、皆様からのご意見を頂戴するため、下記のとおり住民説明会を開催い
たしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
　なお、今後の新型コロナウイルスの感染の状況によっては、開催を中止または延期する場合がございま
す。また、発熱や咳等の風邪症状がみられる方は、ご参加を控えてくださいますようお願い申し上げます。

■日　時：令和４年（2022年）７月３日（日）
　　　　　［午前の部］午前10時から午前11時30分
　　　　　［午後の部］午後２時から午後３時30分
　　　　　※午前の部と午後の部は、同じ内容です。

■場　所：彦根市南地区公民館　大会議室
　　　　　（彦根市甘呂町1321-1）
　　　　　※必ずマスク着用でご参加ください。

問 彦根愛知犬上広域行政組合建設推進室
　 ☎ 0749ー35ー0015
　 ℻   0749ー35ー4711

7月は令和4年度全国安全週間です
～すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ～

彦根愛知犬上地域
新ごみ処理施設整備事業に係る

環境影響評価準備書素案に関する住民説明会

会場マップ

　厚生労働省では、今年度も事業場における安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため「全国安全週間」
を実施します。
　「全国安全週間」は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動の向上に取り
組む週間です。今年度は7月1日から7月7日までを「全国安全週間」としており、『安全は　急がず焦らず
怠らず』のスローガンを掲げております。
　労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それ
らを遵守・実行するための業務体制を構築することが重要です。
　この機会に職場における労働災害防止活動の大切さを再確認し、積極的に安全活動に取り組みましょう。

問  滋賀県労働局労働基準部健康安全課　☎077ー522ー6650
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☎＝電話番号 ℻＝ファックス番号 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

　県内で福祉事業を展開する法人が集う県内最大級の就職フェア！
　介護や福祉の職場で働きたいとお考えの方のための就職フェアを開催します。
　20法人（10法人×２部制）による就職説明会です。
■日　時　令和４年７月２日(土) Ⅰ部10：30～13：00　Ⅱ部14：00～16：30
■会　場　ビバシティ彦根（彦根市竹ヶ鼻町43-1）
※他会場でも実施！申込・詳細はコチラ　　https://fair.fukushi.shiga.jp/
問  滋賀県社会福祉協議会 湖北介護・福祉人材センター　☎0749ー64ー5125

■趣　　旨： 先の大戦において犠牲となられた方々を追悼し、戦争の悲惨さや平和の大切さを次の世代に
伝えていくため、「愛荘町平和のつどい」を開催します。

■主　　催：社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会
■主　　管：愛荘町平和のつどい実行委員会
■日　　時：令和４年７月30日（土）9:30～11:00
■場　　所：愛荘町立福祉センターラポール秦荘
　　　　 　　いきいきセンター
■内　　容：  9：00　受付開始
　　　　　  　9：30　式典
　　　　　    11：00　閉会 
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止による規模縮小のため、一般参加を希望される場合は、事前申込が必要となります
ので愛荘町社会福祉協議会までご連絡ください。

問  愛荘町社会福祉協議会　☎0749ー42ー7170

　“社会を明るくする運動”は、犯罪や非行の防止と、あやまちを犯した人の立ち直りについて理解を深
め、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。愛荘町では、保護司会、
更生保護女性会、青少年育成町民会議、少年補導員、PTA連絡協議会、区長・総代会、人権擁護推進委
員、民生委員・児童委員協議会、商工会、東近江少年センター愛荘分室、町内校園長会、社会福祉協議会
により愛荘町推進委員会が構成され、取り組みを行っています。
　犯罪や非行のない安全で安心な暮らしのために、今、何が求められ、自分には何ができるのか、今一度
考えてみませんか。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

問  “社会を明るくする運動”愛荘町推進委員会（福祉課）　☎0749ー42ー7691

令和４年度 愛荘町平和のつどい 開催

詳細はこちらから
ご確認ください。

「カイゴとフクシ就職フェアinしが」
入場無料

第72回“社会を明るくする運動”
の強調月間です

7月は
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　地域の飼い主のいない野良猫に不妊手術を施すことで繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な
生活環境を保ち、適切に管理する活動を支援するために、さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）を令
和4年４月１日から開始しました。

●事業の概要
　飼い主のいない野良猫の繁殖を抑制する活動に対して、不妊手術のチケットを使用することで手術費
用が無料になります。手術済みの目印としてＶ字にカットされた耳先がさくらの形に見えることから、
さくらねこと呼ばれています。チケットの交付は公益財団法人どうぶつ基金が行っており、申請者は本
町を介して手続き等を行っていただきます。

●申請者
町内在住で、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができる方。

●対象となる猫
　所有者がいないことが明らかな猫。
※下記に該当する場合は交付対象となりません。
・希望者に譲渡する予定の猫
・飼い猫にする予定の猫
・その他チケットの使用が適当と認められない猫

●利用の流れ
①申請書をくらし安全環境課に提出
②申請者へチケットを送付（申請月の翌月以降）
③公益財団法人どうぶつ基金指定の登録病院で施術
④実績報告書をくらし安全環境課に提出

問  くらし安全環境課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7699　℻   0749ー42ー7377

猫を飼っている（これから飼う人）人へ
　責任と愛情をもって最後まで飼いましょう。
　動物はモノではなく、命ある生き物です。
猫を飼い始めたらその一生を終えるまで、責任を持ってしっかり面倒を見ましょう。

　 やむを得ない事情で猫を手放さなければならないときは、里親を募集するなど可能な
限りの手を尽くし、引き取り手を探してください。猫を捨てたりする行為は『動物の
愛護に関する法律』で禁じられており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科
せられます。

　 飼い猫が野良猫になり、大きなトラブルを引き起こす可能性もあるため、絶対にして
はいけません。

さくらねこ
無料不妊手術事業
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☎＝電話番号 ℻＝ファックス番号 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

問  自衛隊滋賀地方協力本部近江八幡地域事務所
　 ☎0748ー33ー2103

令和４年度防衛省自衛官等採用試験のご案内

防災行政無線とは？
　防災行政無線は、災害発生が予想される場合に、気象の予警報、地震発生時にはその震度情報などを住民の
皆様にお伝えします。
　また、避難情報などは町ホームページやNHKデータ放送と併せて防災行政無線でもお伝えします。
　平常時には、町のお知らせを放送しており、各自治会のお知らせや連絡などにも活用いただいています。

戸別受信機とは？
　ご家庭に１台ずつ設置していただく屋内受信機です。
　台風などの豪雨の中、屋外スピーカーからの放送だけでは、放送内容を聞き
取れないことが予想されます。
　命に関わる重要な情報を、正確に受け取っていただくために、無償で貸出し
ています。
受取りがまだの方は、下記の申込窓口までお越しください
※旧戸別受信機は、くらし安全環境課へご返却ください。

貸出対象：愛荘町に住民登録をされている世帯主に１台
　　　　　愛荘町に住所を有する事業所に１台
※ ２台目貸出に関しまして、町防災行政無線施設条例および防災行政無線施設管理運営規則に基づき有償
で、戸別受信機を貸出可能になりました。

問・申 くらし安全環境課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7699

愛荘町防災行政無線システム
～戸別受信機を無料で貸し出しています～

大切なお知らせです

コ
ー
ス

自衛官候補生（陸海空） 一般曹候補生
（陸海空） 航空学生 防衛大学校

（一般）

応
募
資
格

18歳以上33歳未満の男女

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予
定月の末日現在、33歳
に達していない者）

【海上】
18歳以上23歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高
専３年次修了者（見込含）
【航空】
18歳以上21歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高
専３年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
で高卒者（見込含）又は
高専３年次修了者（見込
含）

受
付

期
間

第４回： 7月20日～ 8月22日
第５回： 9月13日～10月14日
第６回：10月24日～11月18日

第２回：
７月１日～９月５日 ７月１日～９月８日 ７月１日～10月26日

試
験

期
日 受付時にお知らせします ９月17日,18日※

※いずれか１日 ９月19日 11月５日・11月６日

処
遇
等

所要の教育を経て３か月後に２
等陸・海・空士に任用され、
陸上は１年９ヶ月、海空は２年
９ヶ月を１任期として任用

入隊後２年９か月経過
後選考により３等陸・
海・空曹

入隊後６年で３等海・空尉
修学年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

※他にも受験できる種目がありますので、気軽にお問い合わせください。

▲自衛隊HP
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　令和４年７月19日（火）
は県立文化産業交流会館の休
館日のため、米原出張窓口は
お休みです。申請には平日の
火・水・木曜日にお越しくだ
さい。なお、大津の窓口（ピ
アザ淡海１階、大津市におの浜一丁目１-20）
は、月曜日～金曜日（祝日、年末年始（12月29
日～１月３日）を除く。）に申請受付業務を行っ
ています。

問  滋賀県パスポートセンター（愛知川庁舎）
　 ☎077ー527ー3323

農業振興地域内の農用地（青地）をやむを得ない
理由により除外を希望される場合の申請は、下記の
期間で受付を行います。法律による要件を審査する
必要がありますので、申請を予定される方は事前に
農林振興課までご相談ください。

受付期間：令和４年６月20日（月）～７月８日（金）
受付窓口：愛荘町役場秦荘庁舎１階　農林振興課

　 問  農林振興課（秦荘庁舎）
　　  ☎0749ー37ー8051　℻   0749ー37ー4444

農業振興地域整備計画における
農用地利用計画変更（農用地除外）

の受付について

パスポートセンター
「米原出張窓口」からのお知らせ

　「2
は た ち

0歳のつどい」
実行委員を募集します！

　生涯学習課では、令和５年１月８日
（日）13時からハーティーセンター
秦荘 大ホールで開催予定の「2

は た ち

0歳の
つどい」の企画・運営をおこなってい
ただく、実行委員を募集しています。
　ぜひ、あなたも一緒に、一生に一度
の「2

は た ち

0歳のつどい」
を盛り上げてみませ
んか？
　応募ならびに詳細
は、生涯学習課までお
問い合わせください。

●募集対象　 平成14年４月２日から
平成15年４月１日生ま
れの方で、つどい当日ま
でに数回行われる実行委
員会やリハーサル、つど
い当日に出席できる方

●募集人員　15人程度

●内　　容　 つどいの企画・運営
　　　　　 （事前に数回会議を行います。）

●募集締切 令和４年８月31日（水）

問・  愛荘町教育委員会事務局　生涯学習課（秦荘庁舎）
　 ☎0749ー37ー8055　℻   0749ー37ー4192
　  syogaku@town.aisho.lg.jp

令和５年「2
は た ち

0歳のつどい」について
日　　時 令和５年１月８日（日）
　　　　　12時30分～　受付、13時00分～　式典開始
会　　場　ハーティーセンター秦荘　大ホール
対 象 者　平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれの人
申込方法
■出欠ハガキ
　令和４年11月１日現在で町内に住民登録をされている方
は、11月下旬に出欠ハガキを送付しますので返送ください。
■参加申込書
　進学や就職等で他市町に住民登録を移されている方で出席を
希望される方がおられましたら、参加申込書（親族の方の代理
申込可能）をFAX・メール送信（受信確認のための電話をお願
いします）もしくは生涯学習課窓口に提出していただくことに
より出席可能です。なお、申込用紙は生涯学習課窓口、または
町ホームページからダウンロードできます。

※ 令和４年４月から成人年齢が引き下げられたことに伴い、愛荘町で
は令和５年より「新成人のつどい」から「2

は た ち

0歳のつどい」に名称を
変更いたします。
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広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

☎＝電話番号 ℻＝ファックス番号 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

6 水 ほんてつ「 据え置き型ビブリオバトル2022」
（7/6～7/24） 10：00～18：00 びんてまりの館

8 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

10 日 おひざでだっこのおはなしかい
11：00～11：15

愛知川図書館
11：30～11：45

17 日
古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

愛知川ふれあい本陣　フリーマーケット 10：00～16：00 愛知川ふれあい本陣

18 月 愛荘の稲作と発明品（6/8～7/18）※最終日 10：00～17：00 歴史文化博物館

19 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15

秦荘図書館
13：30～14：15

24 日 湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市   9：00～12：00 湖東三山館あいしょう

27 水 愛荘と旧中山道の看板巡り（7/27～9/9） 10：00～17：00 歴史文化博物館

30 土
音楽劇「冒険西遊記」～愛と勇気の物語～ 14：00～　　　　

ハーティーセンター秦荘第8回近江の歴史文化遺産・
景観を描くあいしょう絵画展（7/30～8/7） 10：00～16：00

7
月
の
行
事
予
定

市地区の民生委員児童委員を
紹介します！

　このほど、厚生労働大臣からの委嘱状が交付され、市地区
の民生委員児童委員として青木 久数（あおき ひさかず）さ
んが就任されました。
　民生委員児童委員とは、地域の中での相談や支援を行うボ
ランティアです。委員には守秘義務があり、個人の秘密は堅
く守られますのでお気軽にご相談ください。

問  福祉課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7691
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おお 知知 らら せせ

～７月は「愛の血液助け合い運動」月間です～
献血は、輸血を必要とする患者さんの命をつなぐための大切な事業です。

　不要不急の外出にはあたりません。
　皆様の献血へのご協力をお願いします。

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎0749－42－4887

☆献血
●「滋賀県愛の血液助け合い運動」として献血を行います。
　【予約不要】　皆様のご協力をお待ちしています！
実施日 時　　間 場　　所

23日（土） 10：00～15：30 平和堂愛知川店駐車場

7月の保健センター事業

☆女性のための健康相談
●助産師による妊娠・更年期等についての相談
　（予約制）

実施日 受付時間
随時 個別に調整

☆健康相談
●保健師による「健康・こころ・子育て全般」に
　関する相談（予約制）

実施日 受付時間
4日（月）

9：00～16：3011日（月）
25日（月）

☆歯科相談
●歯科衛生士による「歯・口」に関する個別相談
　（予約制）

実施日 受付時間
4日（月）

9：00～11：00
11日（月）
25日（月） 13：30～１6：00

☆栄養相談・もぐもぐ相談
● 管理栄養士による「食事（離乳食）・栄養」に関
する個別相談（予約制）

実施日 受付時間
11日(月）

9：00～11：30
25日(月）

☆おっぱい相談
●助産師による母乳育児等についての相談
　(予約制）

実施日 受付時間
4日（月） 13：00～16：00

☆子育て相談
● 臨床心理士による子どもの成長発達に関する個
別相談（予約制）

実施日 受付時間
随時 個別に調整

☆乳幼児健康診査（会場：愛知川保健センター）
健診・相談名 実施日 受付時間 対　　象 備　　　考

4か月児健診 13日(水）

※ 受 付 時 間
は、個別に通
知 し て い ま
す。ご確認く
ださい。

令和4年 3月生

7か月児相談 8日(金） 令和3年12月生

10か月児健診 8日(金） 令和3年 9月生

１歳６か月児健診 6日(水） 令和2年12月生 保護者の方の歯科診察もあります。

２歳６か月児相談 6日(水） 令和元年12月生

３歳６か月児健診 5日(火） 平成30年12月生
・早朝尿をご持参ください。
・保護者の方の歯科診察もあります。
・スムーズに視力検査ができるようにご家庭で練習してきてください。

☆保育園・幼稚園巡回訪問相談
● 臨床心理士、心理判定員、保健師による園児の
観察と保育相談
※ご希望の方は各園にご相談ください。
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ごみは決められた方法で出しましょう
黒字：秦荘地区　赤字：愛知川地区

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

月日 火 水 木 金 土

7月のゴミカレンダー7月のゴミカレンダー

掲 載 料　月額1枠6,300円、2枠10,500円
掲載規格　縦50ｍｍ×横57ｍｍ（1枠）
※1掲載号につき2枠限りで、3回まで掲載できます。
　町ホームページへの広告も1枠7,300円（税込）で募集中です。
　　 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046

　 広 告 募 集 中！　 広 告 募 集 中！

4

11

18

25

3

10

17

24

31

色つきびん

金属

無色透明びん

6

13

20

27

2

9

16

23

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

7月の各種相談日

秦荘地区愛知川地区日（曜日） 

※「―」の日時は、他町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、申し込みいただいた収集回数を表しています。
①は１か月に１回、②は２か月に１回、③は３か月に１回での申し込みを表し、「長野①」
とある場合は１か月に１回で申し込みいただいた長野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。
※月に２回で申し込みの場合は、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。

※不明な点は、湖東広域衛生管理組合（☎0749-35-4058）またはクリーンライフ
湖東（☎0749-35-5205）にお問い合わせください。

※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。

7月のし尿収集カレンダー7月のし尿収集カレンダー

5

12

19

26

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃えないごみ

ペットボトル

燃やすごみ

ペットボトル

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

白色トレイ

ペットボトル

燃えないごみ

びん

上蚊野①・松尾寺①②

斧磨①②

―

―

岩倉①・常安寺①

安孫子①・西出①・東出①

深草①・目加田①

―

―

蚊野②③・蚊野外①・軽野②

島川①

―

下八木②・宮後②

元持②③・沖①②

―

―

長塚①③

　　　　　　―

―

長野①

愛知川①

―

沓掛①③

―

中宿①

川原①・山川原①②③

東円堂①

―

市①②③・長野②

東円堂②・刈間①②

―

豊満①②③・畑田①・平居①②③

石橋②・愛知川②

長野③

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

（火）

（水）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

１日

４日

５日

６日

７日

８日

１１日

１２日

１３日

１５日

１９日

２０日

２２日

２５日

２６日

２７日

２９日

白色トレイ

海の日

金属

申
問
＝申し込み先
＝問い合わせ先

☎＝電話番号
  ＝ファックス番号
＝電子メール

■弁護士による町民無料法律相談
※要予約。7/1（金）締切。定員各6人（1人30分）。
◎ハーティーセンター秦荘
　7/6（水）13：30～16：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

■心の教育相談
　（東近江少年センターあすくる事業）

※要予約。臨床心理士が相談に応じます。
　中学生から20歳までを対象。
◎秦荘庁舎（相談室１）
　7/25（月）10：00～15：00
問 東近江少年センター　  　☎050ー8034ー6519

■就労相談
転職や失業の相談に就労指導員が応じます。
◎山川原地域総合センター 
◎川久保地域総合センター 
◎長塚地域総合センター　 
相談時間　毎週火・水・木曜日9：00～16：00
※ 曜日、時間は変更になることがありますのでご了
承ください。

問 山川原地域総合センター　☎0749ー42ー2478
問 川久保地域総合センター　☎0749ー42ー2003
問 長塚地域総合センター　　☎0749ー37ー3279

■心配ごと相談
介護・福祉相談も随時受付。電話相談、匿名相談可。
◎福祉センター愛の郷
　7/6（水）・7/20（水）　　  　13：30～15：30
◎福祉センターラポール秦荘いきいきセンター
　7/13（水）・7/27（水）　　　13：30～15：30
問 社会福祉協議会愛知川事務所　☎0749ー42ー5843
問 社会福祉協議会秦荘事務所　　☎0749ー37ー8063

■特設人権なんでも相談所
◎福祉センター愛の郷 7/27（水）13：30～15：30
※ 大津法務局彦根支局にて常設相談所も開設してい
ます。（9時30分～16時30分　土・日・祝日除く）

問 人権政策課（愛知川庁舎）  ☎0749ー42ー7696

■行政相談
◎福祉センター愛の郷  7/7   （木）13：30～15：30
◎長塚会館（相談室）   7/28（木） 13：30～15：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）  ☎0749ー42ー7680
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広報あいしょうは古紙パルプを配合しています。

令和４年７月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,401人 （－24人）
　　　男 10,765人 （－24人）
　　　女 10,636人 （± 0人）
世 帯 数 8,432世帯 （＋ 6世帯）

（令和４年５月31日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　7日（木）・14日（木）・21日（木）・28日（木）　開設時間  19 時まで
取扱業務　戸籍、住民票、印鑑の届出・証明、国民健康保険、国民年金、福祉医療、後期高齢者医療に関する事務

問 住民課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7692

開設窓口 愛知川庁舎1階住民課窓口

令和４年４月　火災・救急情報
【火災発生状況】 町内２件
【救急出動状況】 町内48件（火災1、交通事故2、労働災害2、一般負傷11、
 急病32）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

愛知川小学校
「５年生 田植え体験」

わたしの学校

　５月６日、５年生は毎年恒例の田植えを体験し
ました。当日は天候にも恵まれ、子どもたちは素足
で田に入り、慣れない手つきではありましたが、懸
命に苗を植えました。９月には稲刈りをする予定
です。この田植えの実施に際し、お世話になった地
域の皆様、本当にありがとうございました。

川田陽太 ちゃん
かわ   だ　  ひなた

（令和 3 年 7 月 24 日生）
　どんどん出来る事が増えて
きて、日々成長する陽太君の
姿に家族みんなが幸せを感じ
ています　 生まれてきてく
れて本当にありがとう♡これ
からも元気にすくすく大きく
なぁれ！
（保護者　沓掛

川田　竜一さん　千晴さん）

筒井悠陽 ちゃん
つつ   い　 ゆう   ひ

（令和 3 年 7 月 6 日生）
　毎日元気いっぱい、やん
ちゃさんの悠陽くんお誕生日
おめでとう♡パパとママの元
に来てくれてありがとう♡毎
日の成長がとても楽しみで
す！元気いっぱい悠陽くんが
大好きだよ♡
（保護者　沓掛

筒井　千央さん　美結さん）

春田結芽菜 ちゃん
はる   た　 ゆ め な

（令和 3 年 7 月 24 日生）
　「出会いを大切に、自分らし
く未来を切り開き、豊かで明
るい子になってほしい」可愛
い食いしん坊のゆめちゃん♪
これからも元気に育ってね♡
生まれてきてくれてありがと
う。
（保護者　沓掛

春田　慎也さん　菜月さん）

わが家の天使わが家の天使わが家の天使

※他の市区町村、関係機関への照会を必要とする届出については、当日受付できない場合があります。
　身分証明書や添付書類など必要な場合もあります。

納期限および口座振替日は、8月1日（月）です。
固定資産税（2期分） ／ 国民健康保険税（2期分）
問 税務課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7690

愛荘町LINE公式アカウント
「友だち」追加してね♪

愛荘町新型コロナウイルス
感染症関連情報

令和４年７月の徴収税金

愛荘町公式Facebook
「愛荘町 あしょうさん紀行」

1 歳のお誕生日
おめでとう!

※「わが家の天使」は、毎月10か月児健診を受診の皆さん
の中から健診会場で抽選を行い、掲載者を決定してい
ます。掲載を希望する方は、10か月児健診の会場で行
われる抽選にご参加ください。
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