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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。
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マイナンバーカードの申請はお早めに！

マイナポイント第2弾の 
 マイナポイントとは？  マイナポイントとは？ 
　マイナポイントは、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選
んだキャッシュレス決済サービス（※）でチャージやお買い物をすると、その
サービスで、ご利用金額の25％分のポイントがもらえる国の事業です。
　※QRコード決済（〇○Pay）や電子マネー（交通系のICカードなど）、クレジットカードなどのことです。 

マイナポイント第２弾では、
　キャンペーン２：健康保険証利用の申し込み（7,500円分）
　キャンペーン３：公金受取口座登録（7,500円分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が追加されました！

 申込には２つの手続が必要です  申込には２つの手続が必要です  マイナンバーカードの申請方法 

 他にもこんな場面でマイナンバーカードを使えます！ 

①マイナポイントの申し込み

「マイナポイント」
アプリなどで
登録できます。

マイナンバーカード
+利用者証明用パスワード（数字４ケタ）

決済サービスのカードやアプリ
(対象サービスはホームページ等をご覧ください。)
※健康保険証は申込みに必要ありません。

申込みに必要なもの 登録に必要なもの

②公金受取口座の登録

「マイナポータル」
アプリで
登録できます。

マイナンバーカード
+券面事項入力補助用パスワード
（数字４ケタ）

本人名義の預貯金口座
(暗証番号等は必要ありません。)

マイナポイント第１弾申込者も
手続きが必要です

① マイナンバーカードの
新規取得等による

5,0005,000円分円分

② 健康保険証としての
利用申し込みによる

7,5007,500円分円分

③ 公金受取口座の
登録による

7,5007,500円分円分
マイナポイント申込で
自動的に申込み可能

マ

スマートフォンによる申請

まちなかの証明写真機からの申請

パソコンによる申請

郵便による申請

2 aisho 2022.08



申込みが始まりました!
 マイナポイントとは？ 

 申込には２つの手続が必要です  マイナンバーカードの申請方法  マイナンバーカードの申請方法 

 他にもこんな場面でマイナンバーカードを使えます！  他にもこんな場面でマイナンバーカードを使えます！ 

5,000円分 7,500円分 7,500円分

① 本人確認書類として使用できる
② コンビニエンスストア等で住民票の写しなどの
　 公的な証明書が取得できる（※１）

③ オンラインで確定申告ができる（※２）

④ 健康保険証として利用できる
⑤ 証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える（※２）

　また、子育てや介護の手続きがスマートフォンで申請できたり、運転免許証と統合（2024年
度予定）することが予定されています。
※１： 市区町村によってサービスが異なります。愛荘町では、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートおよ

びフレンドマート秦荘店を含む平和堂のマルチコピー機設置店舗で利用できます。
※２： マイナンバーカード読み取りに対応するスマートフォンまたはICカードリーダー・パソコンが必要です。

マイナポイント第２弾は2022年９月末までに申請された方が付与対象です。

スマートフォンによる申請スマートフォンによる申請
❶  スマートフォンで顔写真を撮影する。
❷  交付申請書のQRコードを読み込み申請書
WEBサイトにアクセスする。

❸  画面にしたがって必要事項を入
力の上、顔写真を添付し送信す
る。

詳細は右のQRコードから⇒

まちなかの証明写真機からの申請まちなかの証明写真機からの申請
❶  タッチパネルから「個人番号カード申請」を
選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書
のQRコードをバーコードリーダーにかざす。

❷  画面の案内にしたがって、必要事項を入力
し、顔写真を撮影して送信する。

パソコンによる申請パソコンによる申請
❶  デジタルカメラなどで顔写真を撮影し、パソ
コンに保存する。

❷  交付申請用WEBサイトにアクセスする。
❸  画面にしたがって必要事項を入力
し、顔写真を添付して送信する。

詳細は右のQRコードから⇒

郵便による申請郵便による申請
❶  個人番号カード交付申請書に署名または記
名・押印し、顔写真を貼り付ける。

❷  交付申請書の内容に間違いないか
確認し、送付用封筒に入れて、郵
便ポストに投函する。

詳細は右のQRコードから⇒

問 【マイナンバーカードの申請・交付等】 住民課（愛知川庁舎） ☎0749ー42ー7692
 【マイナポイント事業全般】 経営戦略課（愛知川庁舎） ☎0749ー42ー7680
  国マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120ー95ー0178
 【マイナポイントの設定支援窓口】 住民課（愛知川庁舎） ☎0749ー42ー7692
  秦荘サービス室（秦荘庁舎） ☎0749ー37ー8050
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秦荘のやまいもプランター栽培体験
　5月10日、秦荘東小学校の4年生が「秦荘のやまい
もプランター栽培体験」を行いました。この体験は町
の伝統野菜「秦荘のやまいも」を地元の子どもたちに
身近に感じてもらおうと、秦荘やまいも振興会が中心
となり企画されました。児童は、3人1鉢で協力しな
がら、土を耕し、穴をあけてたねいもを植え、つるを
巻き付けるための支柱を立てました。
　体験した児童たちは、「穴を開けるのが難しかっ
た」「やまいもができるのが楽しみ」と感想を述べて
いました。
　秋には収穫が行われる予定です。

苺狩り体験
　5月23日・25日、あいしょうアグリで町内の幼稚
園児の苺狩り体験がありました。
　この体験は、あいしょうアグリの廣嶋 久平さん
（東円堂）が企画されました。
　園児たちは、たくさんの苺を前に、目を輝かせなが
ら苺狩りを体験し、「苺大好きっ！おいしい！」「こ
んなにたくさん食べたよ！」と楽しそうに感想を述べ
ていました。
　自分の手で収穫して味わう貴重な経験になりました。

寄付金をいただきました
　5月23日、スマイル エンジニア ジャパンから寄付
金をいただきました。
　スマイル エンジニア ジャパンは、東日本大震災の
東北復興支援のため、町内商工事業者が立ち上がり結
成されたボランティア活動グループです。
　今回は、昨年度イベント出店した際の収益金の一部
を、町内の子どもたちの教育やスポーツ振興に使って
ほしいという思いで、申し出をいただいたものです。
　寄付金は、町内の教育活動およびスポーツ活動に活
用させていただきます。

全国子ども会連合会表彰
　６月４日、藤野 喜久さん（長野）が全国子ども会
連合会表彰を受賞されました。
　藤野さんは、平成12年から字子ども会の指導者を
務め、愛荘町子ども会連合会初代会長、滋賀県子ども
会連合会副会長を歴任されました。
　札幌市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、滋賀県子ど
も会連合会総会で代読表彰されました。
　今後も子どもたちの健やかな育ちを求め、益々ご活
躍されることを期待しています。

▼たねいもを植えるために穴あけ機で穴をあける児童

▼苺狩りに夢中な園児たち

▼スマイル エンジニア ジャパンの皆さん

▼藤野 喜久さん（写真左）

☆レスリング国際大会 U
-17アジア選手権

　　　　出場おめでとう
ございます☆

結果
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☆レスリング国際大会 U
-17アジア選手権

☆レスリング国際大会 U
-17アジア選手権

　　　　出場おめでとう
ございます☆

　　　　出場おめでとう
ございます☆

坪
つ ぼ

田
た

 諭
ゆ う

依
い

 さん（滋賀県立八幡工業高等学校レスリング部３年）

　坪田さんは、令和４年４月23日から24日に横浜武道館（神奈川県横浜市）で開催された全日本ジュ
ニア選手権大会のＵ-17グレコローマンスタイル48kg級で準優勝され、６月19日から６月22日まで、
中央アジアにあるキルギス共和国ビシュケクで開催された2022年U-17アジア選手権に、男子グレコ
ローマン48kg級日本代表として出場されました。
　坪田さんは、初めての国際大会に臆

おく

することなく健闘されましたが、残念ながらメダル獲得とはなり
ませんでした。随行した指導者は、「国際大会という不慣れな部分も多かったが、技術的な大差はな
かった」と話されていました。
　坪田さんは、小学校１年生で柔道を始め、愛知中学校でも柔道部に所属され初段の腕前をお持ちで、 
好きな格闘家の影響もあり、滋賀県立八幡工業高等学校に入学されてからレスリングを始められました。
　柔道で培った得意の投げ技を活かしながら、自身が全国優勝経験のある倉本監督の指導のもと、昨年
の県大会で優勝、全国高校選抜選手権ではベスト16へと頭角を現しました。
　全日本ジュニア選手権大会出場にあたり食事制限などの減量に苦しみながら、周囲の方々のサポート
により、滋賀県立八幡工業高等学校始まって以来の国際大会出場にこぎつけました。
　坪田さんは、国際大会に参加される前のインターハイ予選大会出場など、多忙な合間の６月８日に、
有村町長を表敬訪問され、「初めての国際大会で誰と戦えるのか楽しみにしている。日本代表選手とし
て日の丸を背負い、最後まで持ち前のパワーで悔いのない試合をやり切り、表彰台の一番上に立ち金メ
ダルを持ち帰りたい」と熱い思いを語られました。有村町長は「坪田さんの国際大会での活躍を町とし
て応援したい。これからも国際舞台で活躍する先人として、人を勇気づける存在となってもらいたい。
自らの強い意志で道を切り拓いていってください」と激励しました。
　また、同席された倉本監督は、「高校生で国際大会出場はすごいこと。多くの経験や学びをこれから
に活かしてほしい」と話され、母聖子さんは、「周囲の方々のサポートのおかげで結果を残せた」と感
謝の言葉を述べられました。
　今後も益々ご活躍されることを期待しています。

結果結果 インターハイ予選　団体戦県１位（6月）
Ｕ－17アジア選手権6位（6月19日～22日）

インターハイ出場　高知県（8月1日～4日）

表敬訪問にて熱い思いを語る坪田 諭依さん 倉本監督（写真左）坪田 諭依さん（写真中央）

今後の予定 …
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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　８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

8月30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9月生まれのきらきらバースディを
開催します。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達づくりをしま
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：8月26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：8月23日（火）11時20分から
　8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：8月24日（水）10時から11時
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。

★★ のびのびタイム ★★
 30日(火)にあいっ子で身長や体重を測ります。
ぜひ測りに来てください。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６

休館日 休館日折り紙遊び
11：20～

折り紙を折って遊
びましょう！
(予約不要）

７ ８ ９ 10 11 12 13

休館日 休館日 (休館日)
山の日 臨時休館日

14 15 16 17 18 19 20

休館日 休館日
臨時休館日

休館日

21 22 23 24 25 26 27

休館日 休館日 はっぴーメモリアル
11：20～

満２・３・４歳（８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）対象児さんは10
時30分までに来てね。
（未就園児対象）

ぴよぴよ広場
10：00～11：00
１歳児・２歳児（R2. 
4.2以降生まれ～ 
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）

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）

土曜開館日

28 29 30 31

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）

きらきらバースディ
９：20～10：40

満１歳（R３年９月生ま
れ）のお誕生会をし
ましょう♪ （要予約）
出席か欠席のご連
絡をお願いします。

【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。

6 aisho 2022.08



1

8

15

22

29

月

3

10

17

24

31

水

4

11

18

25

木

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

8 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。

イベント情報

お誕生日会
助産師相談

　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♪

★18日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

★２５日（木）午前中…
　　　　保健師さんによるミニ講座・個別相談

　6月7日（火）に『子育て・ホッとおはなしタ
イム』を開催しました。
　町の保健師さんを囲んでママの体ケアの話を聞
いたり、子育ての相談をしたりして、ホッとする
時間を過ごしました。

　　　月 　　　火 　　　金 　　　土
１ ２ ５ ６   開館日
８   折り紙遊び ９ 12  臨時休館 13  お休み
15  臨時休館 16  臨時休館　 19 20  開館日
22 23 26   27  お休み

29  のびのび 30  のびのび  

おやすみ

おやすみ

保健師相談

わんぱくひろばよりお知らせ

つくしひろば ８月の予定

お話し会
＊保育園見学会

★８月26日(金)に、『つくし保育園の園内見学会』を行います。（10:00～10:30頃まで）
　【内容】保育園廊下からの保育室見学、質疑応答。　　　【定員】５組。
　 参加費は無料で予約が必要です。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：８月５日（金）9時～
※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。ご了承ください。
★毎日11:30～体操、その後親子遊び、歌遊び等を日替わりで行っています。また、毎月１回「折り紙
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）ぜひ遊びに来てね。
★8月26日（金）は読み聞かせボランティア「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。

（火）に『子育て ホ とお

つくしひろばのようす

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、上記のイベ
ントが変更になる可能性もございます。ご了承ください。

開催場所の変更に伴い、組数制限を
10組に変更させていただきますので、ご了承ください。

　福祉センター愛の郷の空調設備改修工事の実施にあたり、工事期間中は開催場所を
【川久保地域総合センター（住所：愛荘町川久保164番地1）】に変更します。
皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いします。
最新の情報は随時ホームページまたはわんぱくひろば内で
周知させていただきますので、ご確認をお願いします。
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八
木
荘
保
育
園

　き
り
ん
ぐ
み
（
４
歳
児
ク
ラ
ス
）

　戸外であそぶのが大好き！元気いっぱいのうめ組のお友だち。草花や小動物に興味津々で、近
くで観察したり、図鑑で名前を調べたりしています。
　これからも友だちと仲良く、笑顔いっぱいのうめ組さんでいてね。

うめ組担任　上原　清美　國吉　紗希

秦
川
愛
児
園

　う
め
ぐ
み
（
4
歳
児
ク
ラ
ス
）

　暑さにも負けず元気いっぱいのきりん組14人の子どもたちです。
　育てているトマト、きゅうり、あさがお、ひまわりに毎日欠かさず水やりしてくれています。
「葉っぱが大きくなってる！」「花が咲いたー」「きゅうりできてるで」と気づいたことを伝え
合い、実ができること、花が咲くことを楽しみに皆で育てています。まだまだ暑さも続くけれ
ど、大好きな水あそびも楽しみながらみんな仲良く過ごしていこうね。

きりん組担任　篠原　高子　大西　瑠美
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　うそとは、事実でないことを相手が信じるように
伝えることです。うそをつくことで、都合の悪いこ
とから逃れようとしたり、利益を得ようとしたりす
る目的のあるものを言い、うそをつくことは、基本
的に良くないこととされています。
　また、大人のうそと子どものうそとは区別するべ
きであるといわれています。大人のうそは意識的で
あることが多く、詐欺のように金銭などを目的に行
われるものもあります。これは、うそをついている
ことを本人は重々分かっている場合をいいます。
　ところが、子どもの場合は、現実と空想の区別が
つきにくいこと、言語表現や思考の未熟さから、事
実と違ったことを言ってしまうこともあります。
　そのため、子どもにとっては、空想と現実の区別
がつきにくい遊びの中での 1つのできごとかもしれ
ません。3歳ぐらいから自我が芽生えはじめ、子ど
もは自分の都合の悪いことにうそを言ったり、ごま
かしたりするようになることがあります。ある意味
で、これは知能の発達を意味し、意識的にうそをつ

けるほど知的に発達したともいえます。
　また、児童期においては、意識的にうそが増える
こともありますが、それは都合の悪い現実をさけ、
叱
しっせき

責されることから身を守っているとも言えます。
かまいすぎる、あるいは信用できない大人から自分
の領域を守りたい子どものあがきであることもあり
ます。うそは人間関係がうまくいっていないことか
ら起こることが多いです。問い詰めて子どもを叱

しか

る
よりも、大人は子どもに本当のことを言ったほうが
得だ、正直に話せば分かってもらえる、という気持
ちになれるように関わりましょう。うそを意識的に
つく場合、うそをつかなければならない理由が子ど
もの心の中にあると考えてください。子どもの願望・
自分を守りたい気持ちを満たしてあげることが望ま
れます。
（参考：『子どものこころ百科』東山紘久　創元社）

問 健康推進課（愛知川庁舎）
　 子育て世代包括支援センター
　 ☎ 0749ー 42ー 7661

◆子どもの気になる様子「うそ」　
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　夏といえば、「旅行はどこへ？」「暑い夏をどう過ごす？」
「宿題は？」と、悩むことがいっぱいです。そんな時は、図書
館の利用で上手に乗り切りましょう。

手作りしたいみんなの浴衣と甚平

　夏の思い出作りに一役買う浴衣や甚
平は、反物でなくても服地屋さんのか
わいいコットン地で親子おそろいで作
ることもできます。浴衣の上半分の上着
とマキシ丈のワンピースの２way浴衣
は旅先でも楽しめます。仕立ては、ほと
んど直線縫いなので案外簡単です。着
付けや小物のアクセサリーの作り方も
載っています。
ご参考に！『フライパンひとつで絶品！キャンプごはん』

　ソトレシピ　著　学研プラス

ブティック社

農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理

　野菜のおいしさは、収穫のタイミン
グや保存の仕方で大きく左右されま
す。太陽の日をたっぷり浴びて育った
夏野菜は、暑い夏を乗り切る元気を与
えてくれます。菜園の片隅に植えられて
いるハーブは、香りや風味で食欲が増
します。それぞれの季節にあった収穫
のコツと保存、たっぷり食べるためのレ
シピが紹介されています。
ご参考に！『干し野菜百科』　濱田　美里　著　河出書房新社

池上　正子　著　永岡書店

算数アイデア自由研究小学生

　サッカーボールはどんな形がいくつ
集まっていますか？正五角形と正六角
形パーツを作って組み合わせると、サッ
カーボールが出来上がります。その他に
も「何が出るかな？サイコロの目」や「ト
リックアートビー玉がのぼる山」など、
楽しみながら工作ができます。
ご参考に！『スイスイ！ラクラク！読書感
想文　小学１～６年生』　成美堂出版
『牛乳パック工作大集合』　吉田　未希子　著　いかだ社

数研出版編集部　編　数研出版

今日もかき氷　進化版

　一年中、かき氷のことばかり考えてい
る著者は、美味しいかき氷を求めて、日本
だけでなくハワイや台湾にも出かけまし
た。スイーツの１ジャンルとしての位置を
確立してきたかき氷は、ふんわりと削ら
れた氷が主流となって、シロップのバリ
エーションも豊富になり、進化し続けてい
ます。かき氷だけでなく、お店の風景を見
ているだけでも暑さが癒されます。
ご参考に！『季節の不調が必ずラク～になる本』

瀬戸　佳子　著　文化学園文化出版局

蒼井　優　著　マガジンハウス

　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　8月12日（金）　14：00～15：00
　　　　8月21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　8月20日（土）　13：30～13：45
　　　　参加者多数の場合は2回目を14:00～14:45で行います。
場　所　愛知川図書館　おはなしの部屋
対　象　3～5歳くらいのお子さんとその保護者
　　　　先着３組

愛知川図書館おはなし会

日　時　８月23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。

愛荘町は読書のまち 「まちじゅう読書の宣言」
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問 湖東三山館あいしょう　☎0749ー 37ー 2333

問 るーぶる愛知川　☎0749ー 42ー 8444

ぶんか

愛知川びんてまりの館　☎0749ー 42ー 4114

　滋賀県在住で日本画家として活躍中の増田 未沙子さん。令和３年度に、滋賀県
美術展覧会　平面の部　特選(読売新聞社賞)受賞。植物を描いた日本画を展示し
ていただきます。画面から伝わってくる緑の生命力を感じに、ぜひお越し下さい。
　来月8月は葛本 康彰さんの個展を予定。ご来館お待ちしています。

　毎月、第4日曜日に「あいしょう朝市」を開催しています。
丹精込めて作られた安心・安全な採れたて野菜を地元農家
さんが直接販売します。手芸・木工・手作りアクセサリーな
ども出店予定です。来月は8月28日（日）に開催を予定して
います。

▼るーぶる愛知川ギャラリー

▲あいしょう朝市のようす

【愛知川駅ギャラリー作品展 第310回】

7月31日(日)まで 8時～17時(最終日は正午まで)

【湖東三山館あいしょう】

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、中止や内容が変更になる場合があります。

増田未沙子展　開催中！

あいしょう朝市開催！
7月24日(日)　9時～正午まで

★出店者も随時募集中

毎月第4日曜日
“あいしょう朝市”

開催

鑑賞
無料

会 　 期
会館時間
休 館 日
会 　 場
主 　 催

2022年8月6日（土）－8月28日（日）
午前10時～午後6時
月・火曜日
愛荘町立愛知川びんてまりの館
愛荘町立図書館・愛知川びんてまりの館

西村 敏雄 絵本原画展
　西村 敏雄さんの絵本より、『もりのおふろ』（福音館書店）、
『みんなのくまくまパン』（あかね書房）、『バルバルさん きょうは
こどもデー』（文・乾栄里子、福音館書店）の原画約50点を展示
します。

愛荘町まちじゅう読書の宣言・子ども読書推進
愛荘町立図書館・愛知川びんてまりの館企画展

▲『みんなの　くまくまパン』（あかね書房より）
　ⒸToshio Nishimura

11aisho 2022.08



　私たちは日頃からチラシ・看板・ポスターなどの広告物から、商品や店の存在、流行などの情報を得ています。
中でも看板の歴史は古く、日本では、奈良時代の養老令の条文から登場します。この当時は、「簡板」や「招牌」な
どと表記されていました。
　現代の装飾性の高い看板や看板自体の普及は、江戸時代からといわれています。時代が進むにつれて、看板
の素材も木や鉄、プラスチックと多様化していきます。
　展覧会では、愛荘町内や旧中山道沿いの老舗のほか、かつて存在した店などの看板とホーロー看板を展示し、
それらが持つ情報と魅力を紹介します。

会　　期 ： 7月27日(水) ～ 9月9日(金)
会　　場 ： 歴史文化博物館　企画展示室
開館時間 ： 10：00～ 17：00（入館は16：30まで）
休 館 日 ： 月・火曜日（祝日は開館）
　　　　　8月12日（金）
入 館 料 ： 町内在住の方は無料
展示解説 ： 8月7日(日)・9月4日(日)
　　　　　11：00～・14：00～
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

しょうはい

▲たばこホーロー看板

愛荘と旧中山道の看板巡り
令和４年度夏季特別展

▲回春目薬看板

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。

愛荘町文化協会の会員が、日頃の練習の成果を発表します。

入場は無料で、どなたでもご覧いただけますので、みな
さんお越しください！

　ハーティー講談会で講談ファンが急増中！リクエストにお応えして、今年も開催します。人
気講談師 旭堂南左衛門と若手講談師が、合戦物・仇討ち物・世話物など多様な歴史話を、 
臨場感あふれる語りで物語に引き込みます。筑前琵琶の特別出演もあります!お楽しみに！

《作品発表》
水墨画・書道・びん手まり・手芸・陶芸・ひょうたん など
9月10日(土) 10時～ 16時
　　11日(日) 10時～ 15時
《舞台発表》
舞踊・詩吟・大正琴・民謡・三味線・和太鼓 など
9月11日(日) 10時～ 15時
場所は両日とも
ハーティーセンター秦荘で開催！

一般社団法人愛荘町文化協会

第１７回総合発表会

第４回
ハーティー講談会

8/27（土）発売開始

日 時
場 所
出演者

入場料

11月19日（土）14時から
ハーティーセンター秦荘 中ホール
旭堂南左衛門・旭堂南山・
旭堂南京・門井旭蓮
全席自由：1,000円（税込）

日 時
場 所
入場料

令和5年3月5日（日）10時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
全席自由　無料

※当日各200円増

11日のみ軽食を準備しています。
ご希望の方は、事前にハーティーセンター秦荘または
愛知川公民館でお弁当券（200円）をご購入ください。
お弁当券販売締切　8月28日(日)まで

募集バンド　10バンド程度
参　加　料　1名あたり1,000円
応 募 締 切　11月30日(水)　
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「無関心でいられても無関係でいられない人権・部落問題」
講師：公益財団法人反差別・人権研究所みえ　事務局長　松村　元樹さん

　６月14日、ハーティーセンター秦荘で、「令和４年度人権問題研修講座（第1回）」を開催しました。開会にあたり、愛
荘町人権教育推進協議会の小杉 善範 会長の挨拶で、愛荘町人権教育推進協議会の活動スローガン「学び・気づき・そし
て実践へ」の必要性を再確認され、「学び・気づき」も日々大切ですが、これからは、「実践に繋げる」ことの重要性を印
象深く語られました。
　講師には、公益財団法人反差別・人権研究所みえ　事務局長　松村　元樹さんをお招きし、『無関心でいられても無関
係でいられない人権・部落問題』を演題に、「今日の混沌とした社会不安の多い日々では、人権課題が増加の傾向にある」
「ネット社会の悪影響の現実」など、具体的な社会の現実を踏まえ、分かりやすくお話しいただきました。先生のお話か
ら一部紹介します。

　「今日のネット社会等で一人の心無い誹謗中傷や差別言動が配信されると、一気に拡散増大する社会的構造」から、
被差別部落が写真入りでネット配信される厳しい差別の現実や、ネット投稿の特徴として、①利権・優遇・逆差別な
どの現代的レイシズム（レイシズムとは、人種間に根本的な優劣の差異があり、優等人種が劣等人種を支配するの
は当然であるという思想）、②善意と悪意が混同する寝た子を起こすな論、③差別をネタに金儲け論、④差別が無くな
ると困る人たち論、⑤当事者責任論、⑥部落分散論、⑦不当な一般化論、⑧あからさまな差別意識と偏見、⑨肯定的・反
差別投稿などが挙げられます。多数派優位の中で創られたネット社会の構造は、扱い方も含め、マイノリティ（社
会的に少数派と位置付けられる人々）にとっては、ネットで負の課題の方が多く、投稿後のネット内容の削除も難
しいのが現状です。
　また、障がい者雇用、女性登用、外国人労働者雇用、LGBTQの支援等は、障がい者の問題、女性の問題、外国人
労働者の問題、LGBTQの人々の問題でなく、その人たちを取り巻く周りの人々の問題であることを間違ってはなり
ません。法律を創る・決める人々や企業や地域での対応、家族の意識の問題は勿論ですが、無関心・無関係ではい
られない一番身近な自分を問われる問題です。

・普段何の気なしに考えていることが、偏見や差別に繋がっていることはよ
く理解出来ました。「偏見や差別心は誰もが持っている」という講師の言
葉は自分の心に突き刺さりました。日々の自分を見つめることの大切さを
学びました。

・法律が出来たから、誰かが声を上げたから解決する問題ではなく、国民一
人ひとりの意識が、地域の風土となり、解決の糸口が見つかるのではと感
じました。

・今日のコロナ問題を考えると、「社会不安が人々のストレスを生み、差別的
社会構造が生まれる」という言葉がとても強く印象に残りました。

・同和問題や障がい者問題、女性問題等、生まれる所や条件は自分で選ぶ
ことはできないし、生まれたときからそのスタートラインが違うこと、私た
ちは優位な出発をしているという講師の言葉に深く考えさせられました。

・私は普段、差別的な言葉に気を付けてきたつもりであるが、まだまだ、何
の気なしに使用する言葉に差別性が多々あることに気づかされました。

・講師の家庭・地域・職場の「当たり前（常識）を見直す」という言葉で、
差別が見えてくることがあることを自覚しました。前向きに考えてみます。

　令和４年６月22日(水)19時15分から ハーティーセンター秦荘 大ホールで「第２回 人権問題研修講座」を
開催しました。
演題：「周りにいる大切な人を守るために」　
講師：一般社団法人　全国自死遺族連絡会　代表理事　田中　幸子　さん
内容：周りにいる大切な人を守るため、差別や偏見などから自死につながらないための考え方や予防策等について。

【参加者の感想より】

こんとん

詳細は次号で紹介します。

☎

人権問題
研修講座
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　皆さん、「社会教育委員」をご存じですか？
　まず、「社会教育」とは、教育のうち、学校または家庭において行われる教育を除き、広く社会において行われる
教育のことです。
　社会教育委員は、住民の声を社会教育行政に反映させるため、教育委員会が委嘱しています。県および19市町
すべての自治体に設置されており、任期は２年と定められています。
　また、公民館における各種事業の企画実施を調査協議する、公民館運営協議会の委員も兼務しています。
　この社会教育委員について、４月１日付で10名を教育委員会が委嘱しました。
　本町のこれからの生涯学習のあり方や、「学校教育」「家庭教育」「社会教育」の連携の構築など、本町の教育の向上
に尽力いただきます。
【任　　期】令和４年４月１日～令和６年３月31日（２年間）
【職務内容】※社会教育法第17条に規定
　・社会教育の諸計画を立案すること
　・教育委員会の諮問に対して、会議を開き意見を述べること
　・職務を行うために必要な研究調査を行うこと

「社会教育委員」

社会教育委員名
八木佐登留

〇 大辻登代子
◎ 北川知栄子
北村　司朗
北村由合美
坂本美智子
西川　裕治
灰谷　温子
森　嘉津夫
国本すみえ

校園長会代表（学校教育の関係者）
主任児童委員（家庭教育の向上に資する活動を行う者）
識見を有する者（学識経験を有する者）
識見を有する者（学識経験を有する者）
ボランティア読み聞かせサークル（家庭教育の向上に資する活動を行う者）
識見を有する者（学識経験を有する者）
識見を有する者（学識経験を有する者）
識見を有する者（学識経験を有する者）
スポーツ団体代表（社会教育の関係者）
教育国際指導員（学識経験を有する者）

所　　　属　　　等

※◎は代表、〇は副代表の意 （敬称略・順不動）

▲昨年度の「あいしょう学びの広場」の様子。
　これからの社会教育のあり方について
　協議していきます

▲社会教育委員会議の様子
　年間４～５回会議を開催し、協議検討
　しています

問 生涯学習課（秦荘庁舎）　☎0749ー 37ー 8055

を委嘱しました

野焼き（野外焼却）の禁止
　廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは「廃棄物の処
理および清掃に関する法律」や「やすらぎをおぼえる
愛荘町の環境保全条例」において、一部の例外を除き
禁止されています。法律に違反すると５年以下の懲役
若しくは１千万円以下の罰金（またはその両方）が処
せられるとともに、法人の場合は３億円以下の罰金に
処せられることが定められています。　
　また、焼却炉を使用した廃棄物（ごみ）の焼却であっ
ても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用
できません。

野焼き（屋外焼却）禁止の例外
　野焼き禁止の例外として次のものがあります。
・ 国または地方自治体がその施設の管理を行うため必
要な廃棄物の焼却
・ 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応
急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・ 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な
廃棄物の焼却
・ 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないも
のとして行われる廃棄物の焼却
・焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

※ ただし、例外に該当する場合でもむやみに焼却してよいものではなく、周辺住民などからの苦情が生じる場合は
例外とならない場合があります。

　 軽微な焼却だと思っていても、煙、すす、悪臭などにより周辺住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン
類などの有害物質を発生させ、人体の健康や生活環境に支障をきたすことがあります。また、火災の原因にもな
りますので、ごみは定められた方法で適正に処理しましょう。

問 くらし安全環境課（愛知川庁舎）☎ 0749ー 42ー 7699

野外焼却はやめましょう！
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※乳がん検診・子宮頸がん検診は予約制となります。
＜予約開始日＞
　９月６日（火）8時30分～ 平日8時30分～17時15分までの間に、電話でお申し込みください！

●個別検診
　乳がん検診と子宮頸がん検診は滋賀県内の医療機関での検診も可能です。
　受診できる医療機関等、詳しくは健康カレンダーをご覧ください。

＜持ち物＞
　・自己負担金1.000円　　　　・健康保険証などの本人確認ができる物

＜注意事項＞
○乳がん検診

　・ 現在授乳中の方、現在乳腺外来を定期的に通院中の方、ペースメーカー手
術や乳房形成手術を受けた方は検診対象外になります。

○子宮頸がん検診
　・正確な検査結果を得るためにも生理中は避けた方がよいでしょう。
　・ 性交渉未経験の方は子宮頸がんの原因となるHPVの感染リスクが極めて
低く、また検診により処女膜を傷つける可能性があるため、検診は推奨さ
れていません。

＊ 住民税非課税世帯の方は、負担金が無料となります。事前の申請が必要ですので、該当する場合は受診日１週間
前までに朱肉を使用する印鑑を持参の上、健康推進課窓口へお越しください。

問 健康推進課（愛知川庁舎）☎0749－42－4887　℻   0749ー42ー5887

乳がん検診・子宮頸がん検診を実施します！
＜対象者＞

●集団検診
＜日程＞※大腸がん検診も同日に受診できます！　詳しくは健康カレンダーをご覧ください。

検診名 対象者 自己負担金（集団・個別）

乳がん検診
40歳以上の女性（昭和58年4月1日以前に生まれた方）で令和
３年４月１日～令和４年３月31日の間に乳がん検診を受診して
いない方

1,000円

子宮頸がん検診
20歳以上の女性（平成15年4月1日以前に生まれた方）で令和
３年４月１日～令和４年３月31日の間に子宮頸がん検診を受診
していない方

1,000円

実施日 実施場所 検診受付時間
 ９月27日（火）

愛知川保健センター

13時30分～16時00分
（子宮頸がんは15時50分まで）

 ９月28日（水）
 ９月29日（木）
 ９月30日（金）
10月 ６日（木）
10月 ７日（金）
10月13日（木）

秦荘保健センター
10月17日（月）
10月18日（火）
10月19日（水）
10月20日（木）

愛荘町　健康カレンダー 検索

16 aisho 2022.08



問

介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設（老健）、介護療養型医療施設（療養病床等）、介護医療院や
ショートステイを利用している方の食費・居住費（滞在費）の限度額を定める負担限度額認定について、更新申
請を受付しています。
　また、新規申請も随時受付していますので、施設利用の際には福祉課までご相談ください。
■負担限度額【１日につき】
以下の表の（A）（B）両方に該当していると認められた場合、特定入所者介護（予防）サービス費が支給さ

れ、居住費等、食費が負担限度額まで軽減されます。

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　　）内の金額です。
※世帯や夫婦には世帯分離している配偶者や事実上の婚姻関係にある場合も含みます。 
※ 第2号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）の預貯金等の額は、上記にかかわらず単身1,000万円、夫婦
2,000万円以下の場合となります。　　　　　　　    　問 福祉課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7691

利用者
負担段階

（A）課税状況等 （B）預貯金等
居住費等 食　費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室

多床室
施設
サービス

短期入所
サービス

第１段階
・ 本人および世帯全員が住民税非課税
で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者

単身1,000万円
夫婦2,000万円　以下

   820円    490円
   490円
   （320円）

    0円   300円   300円

第２段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税
年金収入額が80万円以下の人

単身　650万円
夫婦1,650万円　以下

   820円    490円
   490円
   （420円）

370円   390円   600円

第３段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税
年金収入額が80万円超120万円以下の人

単身　550万円
夫婦1,550万円　以下

1,310円 1,310円
1,310円
   （820円）

370円   650円 1,000円

第３段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税
年金収入額が120万円超の人

単身　500万円
夫婦1,500万円　以下

1,310円 1,310円
1,310円
   （820円）

370円 1,360円 1,300円

介護保険負担限度額認定について

　町では、豊かで活力あふれるまちづくりを進めるため、さまざまな分野において住民の皆さんが、自発的・主
体的に取り組まれるまちづくり活動の支援を行っています。
　今年度の補助金交付を希望される団体は、応募書類に必要事項を記入いただき、期限までに提出してくださ
い。みなさまの積極的なご応募をお待ちしています。

■募集内容 愛荘町内において、活動団体が自由なテーマを
　　 設定し提案・実施することで、町内に広く効果があり、
魅力あるまちづくりに繋がる活動。

■応募資格 町内に活動拠点があり、ボランティア活動など
　　の非営利の活動をしている5人以上の団体で、その半数以
上が町内に在住、在勤または在学している活動団体とし
ます。町内で行う事業で、住民の誰もが自由に参加でき
る活動であれば、活動の規模やテーマは問いませんが、
宗教・政治に関するものは除きます。

《対象とならない活動》
・ 国、県、町および公益法人が実施する他の財政的支援を受
けている事業、または受ける予定の事業

・まちづくり活動の主たる効果が町外で生じる事業
・ 活動の構成員に制限がある事業　例：ある区・自治会の構成
員の人のみで活動しておられ、他の区・自治会の人が入れな
いような活動については、この補助金の対象となりません。

■補助金額 一団体当たり10万円を限度とし、
　　 予算の範囲内とします(２団体を予定)。補助

金の額に1,000円未満の端数があるときは、
その端数の金額を切り捨てます。

■応募方法 令和４年８月19日（金）までにみら
　　い創生課へ応募書類を提出してください。
　　 応募書類は、みらい創生課（愛知川庁舎２階）にお

越しいただくか、下記URLからダウンロードしてい
ただけます。

　▶ URL： https://www.town.aisho.shiga.jp/
soshiki/machizukuri/2/1/4507.html

■審査方法　申請書により、愛荘町まちづくり
　　活動支援事業補助金審査会が書類審査し、そ
の審査結果に基づき町長が交付決定します。

問 申 みらい創生課（愛知川庁舎）
　　  ☎0749ー29ー9046

魅力あるまちづくり活動を応援します
・・・「愛荘町まちづくり活動支援事業補助金」・・・

再募集
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　特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上
の障がいのある20歳未満の児童を監護している父も
しくは母（所得の多い方）、または父母にかわってそ
の児童を養育している方に対して支給されます。
　なお、児童、父または母、養育者が日本に住んで
いないときや、児童が障がいを支給事由とする公的
年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に
入所している場合は受給できません。

◆手当額（月額）　※児童1人あたり
　1級（重度）…月額52,400円
　2級（中度）…月額34,900円
※対象児童の人数と等級に応じて支給されます。
※ 請求者（本人）および配偶者・扶養義務者（同居
親族）の前年度所得に応じ、その年度（8月から
翌年7月）の手当の全部が停止になる場合があり
ます。

　特別児童扶養手当が支給されているか、停止され
ているかを問わず、すべての受給者は、毎年１回必
要な書類を添付し、所得状況届を役場窓口へ提出い
ただくことになっています。
　この届で、８月１日現在における受給資格、生計
維持関係、所得確認などを行い、８月分以降の手当
の支給を決定します。
この届の提出がないと、８月分以降の手当は支給さ

れません。また２年間届出をされない場合は、手当を
受給する資格がなくなりますのでご注意ください。

　県内にお住まいの満18歳以上の方の中から無作為に選ばせていただいた3,000人の方を対象に「滋賀
県政世論調査」を行っています。
　この調査は、今後の県政を進めていく上での大切な基礎資料とするため、毎年行うもので、県の施策
について、皆様のご意見をお聞きしています。
　お手元に「滋賀県政世論調査」の調査票が届いている方は、インターネットまたは同封の返信用封筒
で令和4年８月１日（月）までにご回答をお願いします。
　これからの滋賀をつくるため、ぜひ調査へのご協力をお願いします。

問 滋賀県広報課県民の声係　☎077ー528ー3046　℻  077ー528ー4804
URL：ab0001@pref.shiga.lg.jp

①試 験 日 ：令和４年11月15日(火)
　　　　　　　【受付】13時～　　【試験】14時～16時
　　　　　　　※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、延期や中止となる場合

があります
②試験会場：ピアザ淡海(滋賀県立県民交流センター)大会議室
　　　　　（大津市におの浜　1ー1ー20）
問 建設・下水道課（秦荘庁舎）　　　　　　☎0749ー37ー8052
　 公益財団法人滋賀県建設技術センター　　☎077ー565ー0216
　 URL：http://www.sct.or.jp/

令和４年度下水道排水設備工事責任技術者試験について

第55回滋賀県政世論調査にご協力お願いします

特別児童扶養手当制度を
ご存じですか？

「所得状況届」の提出を
お願いします！

■所得状況届提出期間
　令和４年８月12日(金)～９月12日(月)
　平日８時30分から17時15分まで
■提出先
　問  福祉課 (愛知川庁舎)
　　 ☎0749ー42ー7691
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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

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

集まれ！未来で輝くクリエイター系女子in滋賀
参加型謎解きイベント

「迷宮大学と消えたひこにゃん３」開催

※1 「課税所得145万円以上で、医療
費の窓口負担割合が３割の方。

※2 「課税所得」とは、住民税納税
通知書の「課税標準」の額で
す。「課税標準」の額は、前年
の収入から、給与所得控除や公
的年金等控除等、所得控除（基
礎控除や社会保険料控除等）等
を差し引いた後の金額です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障
害年金は含みません。

※4 「その他の合計所得金額」とは、
事業収入や給与収入等から、必要
経費や給与所得控除等を差し引い
た後の金額のことです。

～有効期限にご注意ください～
◆新しい保険証は令和４年9月30日まで使えます。
・ 令和４年度は、10月から始まる後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しの影響により、令和４年８
月１日から令和４年９月30日まで使える保険証を交付します。７月中に簡易書留郵便でお届けします。
　・ 令和４年９月30日まで使える保険証の色は、うぐいす色（薄緑色）です。
◆令和４年10月１日からの新しい保険証（クリーム色）は ９月中に送付します。
　・ 令和４年10月１日から、一定以上の所得のある方（75歳以上の方等）は、現役並み所得者（窓口負

担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。
　・ 新しい保険証（クリーム色）は令和４年10月１日から令和５年7月31日まで使えます。９月中に簡易
書留郵便でお届けします。

　・ 令和３年中の所得をもとに、令和４年９月頃から、10月以降の負担割合の判定が可能になります。
10月からの負担割合は、９月中に届く保険証券面でご確認ください。

　・住民税非課税世帯の方は、変わらず１割負担となります。

問 住民課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7692
　 滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077ー522ー3013
　 制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は厚生労働省コールセンター　☎0120ー002ー719

日時： 令和4年8月19日（金）①9:00～12:30、②13:00～16:30
　　 （①と②は同一の内容です）
場所：滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）
対象：県内の女子中高生、保護者、教員
内容： キャンパス内に散りばめられた数々の謎を解き明かし、

ゴールを目指します。当日はひこにゃんも登場します。ま
た、参加者同士の交流もあります。

定　　員：各60名（先着順）費用：無料
申込締切：8月16日（火）
　　　　　　HP申込フォームから

問 滋賀県立大学　☎0749ー28ー8351

◎後期高齢者医療の保険証が新しくなります。

◀ https://rikejo.
　usp.ac.jp/

+

19aisho 2022.08



滋賀県シルバー人材センター連合会
シニア対象『講習会』(８・９月開催分)

　令和4年度内に満60歳以上の県内在住者を対象に、就業機会拡大のための講習会受講者を募集しています。
※新型コロナ感染症対策を講じた上で開催を予定していますが、感染状況の推移および借用会場の都合等によ
り急遽開催を延期または中止させていただくことがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

 ②ガーデニング体験講習　【草津開催】
日時：8月30日(火)10:30～15:30　
場所： 草津商工会議所会議室 （キラリエ草津1階） 

(草津市)
内容： 寄せ植えを体験しながら園芸の基礎知識を学ぶ講習
対象： 令和４年度内に満60歳以上の県内在住者
　　　定員20名
費用：無料 (交通費、昼食代は自己負担)
締切： 8月 8日(月)必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面談：8月18日(木)※各自マスク着用

 ④遺跡発掘技能講習　【9月開催】　
日時：9月6日(火)・9日(金)・13日(火)・16日(金)　　
　　　・27日(火)13:00～16:00（全5日間）
場所：滋賀県埋蔵文化財センター (大津市)　他
内容： 遺跡発掘に必要な知識と技能を学びます
　　　　(実際の発掘体験あり)
対象： 令和４年度内に満60歳以上の県内在住者　
　　　定員10名
費用：無料 (交通費、昼食代は自己負担)
締切： 8月10日(水) 必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面談：8月22日(月) ※各自マスク着用

 ①介護送迎運転者講習　　
日時：8月23日(火)･24日(水)・25日(木)
　　　10:00～16:00
場所：プエルタ大津会議室 (大津市) 
内容： 介護送迎業務に従事するため必要な知識を学び

資格取得をめざします ※身体介助演習あり
対象： 普通自動車運転免許をお持ちの令和4年度内に

満60歳以上の県内在住者　定員16名
費用：無料 (交通費、昼食代は自己負担)
締切：８月２日(火)必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面談：8月９日(火)※各自マスク着用

 ③はじめてのパソコン講習　【9月開催】
日時：9月2日(金)　　13:00～16:00　
場所：シルバー連合会事務所 (大津市)
内容： マウス操作・入力方法・インターネット検索な

ど、パソコンの体験が出来る、主に初心者対象
の講習

対象：令和４年度内に満60歳以上の県内在住者 定員11名
費用：無料 (交通費は自己負担)
締切：８月９日(火)必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面談：8月19日(金) ※各自マスク着用

問・申 公益社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
　〒520ー0054　大津市逢坂1丁目１番１号ホテルテトラ大津３階
　☎ 077ー525ー4128　℻  077ー527ー9490　　URL　https://www.sjc.ne.jp/shigapref/
　 お申込みについては、まずはお気軽に滋賀県シルバー人材センター連合会までお電話ください。
(※ハローワーク、シルバー人材センターにある申込用紙に必要事項を記入し、郵送かFAXでお申込みください。申込書はホーム
ページからダウンロードもできます。)
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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/

Facebookに
登録されている皆さんへ
ページ名 ： 愛荘町（あしょうさん紀行）

☎＝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 土 西村 敏雄絵本原画展（８/６～８/28） 10：00～18：00 愛知川びんてまりの館

７ 日

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） ※最終日 10：00～16：00 ハーティーセンター秦荘

令和４年度夏季特別展
愛荘と旧中山道の看板巡り（展示解説）
本企画展示（７/27～９/９）

11：00～　　　　
歴史文化博物館

14：00～　　　　

12 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

20 土 愛知川図書館おはなし会 13：30～13：45 愛知川図書館

21 日
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

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

23 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

28 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

8
月
の
行
事
予
定

●期　　　間：８月26日（金）～９月１日（木）
　　　　　　　※土日も電話相談を受け付けています。
●時　　　間：午前８時30分～午後７時（土・日は午前10時～午後５時）
●相談内容：いじめ、体罰、虐待、不登校など子どもの人権に関する
　　　　　　　 問題全般
●相談担当者：法務局職員，人権擁護委員

問 大津地方法務局人権擁護課　☎077ー522ー4673

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

相談電話番号

0
フ リ ー ダ イ ヤ ル

120-0
ぜろ

0
ぜろ

7
なな

-1
ひゃくとおばん

10

相談無料・秘密厳守
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おお 知知 らら せせ
水分補給をこまめにして
熱中症を予防してね！

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎0749－42－48878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

☆ぷれママ教室
●助産師、保健師等による妊婦教室

実施日 時　間 会場

3日 （水） 10：00～11：30 福祉センター愛の郷
「わんぱくひろば」

内容：育児のお話
　①妊娠中の体と心の変化について
　②赤ちゃんの抱き方や沐浴方法
　③育児情報提供　など 

☆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
8日（月）

9：00～16：3022日（月）
29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
8日（月）

9：00～11：00
22日（月）
29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
8日(月）

9：00～11：30
22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
8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 3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 4月生

7か月児相談 5日(金） 令和４年 1月生

10か月児健診 5日(金） 令和3年10月生

１歳６か月児健診 10日(水） 令和３年 1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 10日(水） 令和2年 1月生

３歳６か月児健診 2日(火） 平成31年 1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。

8月分の休日急病診療（歯科）担当医療機関のお知らせ
　＊診療受付時間は、午前９時から午後４時です。　＊担当医療機関変更の場合は、防災行政無線でお知らせします。

月　日 病院・診療所名 住　所 電話番号
８月 13日（土） いだはいしゃ 東近江市八日市浜野町 503・505-1 0748-22-3636
８月 14日（日） 川南歯科医院 東近江市川南町 1090 0748-42-0419
８月 15日（月） 金谷歯科医院 蒲生郡竜王町山之上 4599 0748-57-8287

問 健康推進課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー4887

都合により変更となる場合がございます。対象者には別途通知でご案内いたします。
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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　青字：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

月日 火 水 木 金 土

8月のゴミカレンダー8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

8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。

8月のし尿収集カレンダー8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

燃やすごみ

燃やすごみ

ペットボトル

燃えないごみ

ペットボトル

ガレキ

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

燃えないごみ

白色トレイ

ガレキ

燃やすごみ

ペットボトル びん

上蚊野①・松尾寺①・斧磨③

　　　　　　―

　　　　　　―

岩倉①・常安寺①・竹原②

安孫子①②・西出①・東出①②

　　　　　　―

　　　　　　―

深草①・目加田①②

　　　　　　―

蚊野外①

島川①②

香之庄②

　　　　　　―

　　　　　　―

沖①③

長塚①

　　　　　　―

　　　　　　―

長野①

愛知川①

沓掛①②

　　　　　　―

愛知川②・中宿①②

川原①・山川原①②

　　　　　　―

東円堂①

　　　　　　―

市①②

　　　　　　―

長野②

苅間①・東円堂②・豊満①畑田①・平居①

石橋③・川久保③

　　　　　　―

愛知川③

（月）

（火）

（水）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

（月）

（水）

１日

２日

３日

５日

８日

９日

１０日

１２日

１７日

１８日

１９日

２２日

２３日

２４日

２６日

２９日

３１日

白色トレイ

山の日

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。7/29（金）締切　定員各６人（1人30分）
◎愛知川庁舎3階相談室
　8/3（水）13：30～16：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

■女性の悩みカウンセリング
※要予約。8/16（火）締切　定員２名（１人１時間）
　女性の臨床心理士が相談に応じます。町内在住・
　在勤の女性対象。
　◎福祉センター愛の郷
　8/19（金）13：00～15：00
問 みらい創生課（愛知川庁舎）☎0749ー29ー9046

■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）
　8/22（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
　8/3（水）・8/17（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
　8/10（水）・8/24（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
◎秦荘庁舎　　　　　 8/3（水）13：30～15：30
◎福祉センター愛の郷　8/24（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　8/4（木）13：30～15：30
◎秦荘庁舎 相談室1　8/25（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8月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,388人 （－13人）
　　　男 10,750人 （－15人）
　　　女 10,638人 （＋ 2人）
世 帯 数 8,427世帯 （－ 5世帯）

（令和４年６月30日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　4日（木）・18日（木）・25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５月　火災・救急情報
【火災発生状況】 町内0件
【救急出動状況】 町内54件（交通事故6、労働災害1、一般負傷6、急病40、
 転院搬送1）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

愛知中学校
「第76回愛知中学校体育大会」

わたしの学校

　６月10日に第76回愛知中学校体育大会を実
施しました。校舎増改築とコロナ禍の中、規模縮
小と変形トラック（ひょうたん形）での大会とな
りましたが、生徒会スローガン「一意奮闘～愛知
の絆に自粛なし～」のもと全校生徒が全力で取
り組みました。　

※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31日（水）です。
町県民税（2期分） ／ 国民健康保険税（3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８月の徴収税金

愛荘町公式Facebook
「愛荘町 あしょうさん紀行」

わが家の天使わが家の天使わが家の天使 1 歳のお誕生日おめでとう!

小笹葵晴  ちゃん
 お   ざさ　 あおは

（令和 3 年 8 月 2 日生）
　いつも元気でやんちゃなあ
おちゃん。可愛い笑顔にみん
な癒されてるよ。元気に遊ん
でいっぱい食べて、大きく
なってね。これからいっぱい
お出かけしようね。

（保護者　野々目
小笹　弘樹さん　彩さん）

望月心 湊  ちゃん
もち づき　  みなと

（令和 3 年 8 月 3 日生）
　心湊ちゃん、お誕生日おめ
でとう！
　少しずつ歩けるようになっ
てきて、お姉ちゃんと手をつ
ないでお散歩するのが今から
楽しみだね。一緒に色んなも
のを見にいこうね。
（保護者　愛知川

望月　誠剛さん　恵さん）

荻田愛菜  ちゃん
おぎ   た　 ま    な

（令和 3 年 8 月 10 日生）
　いつもニコニコがとっても
かわいい。わが家の天使。お父
さん、お母さん、お婆ちゃんみ
んな大好きだよ。

（保護者　市　荻田　良明さん
ティーラオ　ジンタラ―さん）

𠮷井　聖  ちゃん
よし   い　      ひじり

（令和 3 年 8 月 10 日生）
　いつもニコニコ笑顔で家族
を癒してくれてありがとう。
これからも、ねえねと元気に
すくすく育ってね。パパとマ
マとねえねのところに来てく
れてありがとう。だいすき

（保護者　沓掛
𠮷井　正光さん　希幸さん）

増田桜音  ちゃん
ます   だ　  お   と

（令和 3 年 8 月 22 日生）
　いつも元気いっぱいなお
と。毎日色々なことができる
ようになり、その姿を見るこ
とが家族みんなの楽しみです
♪これからも笑顔いっぱい、
すくすく大きくなってね！

（保護者　島川
増田　翔太さん　真穂さん）

山本泰雅  ちゃん
やま  もと　たい  が

（令和 3 年 7 月 18 日生）
　たいちゃん♡１歳のお誕生日
おめでとう　たいちゃんのニコ
ニコ笑顔が皆の元気の源♡
パパとママの所へ生まれてき
てくれて本当にありがとう。こ
れからもずっと大好きだよ♡

（保護者　下八木
山本　勝馬さん　有香さん）
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