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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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写真：健康元気もりもり教室「健康元気もりもり教室」がスポーツ庁の先進事例に選ばれました



～誰も取り残されない。みんなが 
　今年度から福祉課と社会福祉協議会がタッグを組み、高齢者の健
康居場所づくり事業を展開しています。平成29年から実施している
健康体操を中心とした「健康元気もりもり教室」に、買い物などの外
出支援や脳のトレーニング問題集などに取り組む「居場所事業」を
プラスし、「あなたの１日プロデュース事業」として、多くの方に参加
いただいています。今後は、地域での自主的な取組へシフトチェンジ
していきます。
　また、「健康元気もりもり教室」がスポーツ庁(長官:室伏 広治氏)の
「スポーツによるまちづくり」の先進事例30自治体の
１つに選ばれました。評価されたのは、全国的にも少
ない高齢者健康づくりの〝継続〟です。詳しくは、右記
のQRコードからスポーツ庁のホームページをご覧くだ
さい。（トップページから「愛荘町」で検索）

ヘルスツーリズムも兼ねて
金剛輪寺へお出かけ

シルバーの送迎は
いつも安全・親切・丁寧

地元の食材満載の弁当
豊富なメニューを掲載した
「愛荘町健康レシピ」

分かりやすい指導が好評!
スマホ基礎講座

地域資源①：福祉課＆社会福祉協議会

　「健康元気もりもり教室」の会場まで送
迎が必要な方へ、シルバー人材センターのド
ライバーによる送迎サービスを行っていま
す。高齢者の就労支援と生きがいづくりの
一役を担っています。

地域資源②：高齢者

地域資源③：民間(その１)

地域資源④：民間(その２)

　「あなたの１日プロデュース事業」では、滋賀県立大学や町健
康推進員協議会とコラボして開発した「愛荘町健康レシピ」の献
立を活用し、愛荘産の食材を使用した昼食の弁当を、町内事業
所が提供しています。１食500円のおいしい弁当で地産地消を学
び、マイ箸を使うことで環境保全にも取り組んでいます。
[協力事業所　香凛舎(愛知川)・中央旅行(市)・カレーダイニング
Asian(安孫子)・くよもん農園(東円堂)・有限会社 豆清(目加田)]

　「居場所事業」では民間事業所(企
業)の活力を生かし、民間の地域貢献
を推進しています。スマートフォン基
礎講座や、歩行支援用具を使った外
出による健康づくり講座など、様々な
分野の参画を検討しています。

■ 地域共生社会　地域住民同士が世代や分野を超えてつ
ながることで、住民一人ひとりの暮らしや生きがいを、地域
とともにつくる社会のこと。町では、第４期愛荘町地域福祉
計画でその実現について提唱しています。
■ 引きこもり　仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人と
交流をほとんどせず、６ヶ月以上自宅にとどまり続けてい
る状態のこと。
■ 8050問題　「80」代の親が、長年引きこもる「50」代の子
どもの生活を支えるという問題。
■ 老老介護　高齢者が高齢者を介護している状態。高齢化
が進む日本において、顕著となっている。
■ ダブルケア　子育てと親や親族の介護が同時期に発生
する状態のこと。
■ ヤングケアラー　本来、大人が担うと想定されている家
事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。
■ 農福連携　障がい者等が農業分野で活躍することで、自
信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組。
■ ヘルスツーリズム　健康回復や維持・増進につながる観光。

《ことばの解説》

地域共 

剛剛輪寺剛

高齢者 
障がい 

生活困窮 

詳細ホームページ

健康元気もりもり教室
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　少子高齢化により支え手が
減り、支援の必要な人

が増えていく中で、引きこもり
や8050問題、老老介

護、ダブルケア、ヤングケアラ
ーなど昔にはなかった

問題が発生し、福祉的な支援
体制の整備が地域(集

落)の課題となっています。

　町では、〝地域資源〟をどん
どん巻き込んだ、みん

なで支え・支えられる『地域共
生社会』の実現に向

け、福祉をまちづくりの視点で
考えることで、地域(集

落)の皆さんの自主的な取組を
推進しています。

　様々な取組が連携して、まる
ごとつながる循環型社

会をつくり、〝いつまでも住み続
けられるまち・住みた

いと思うまち〟愛荘町を発信し
ましょう！

　各分野から『地域共生社会』
の〝愛荘モデル〟がで

きつつあります。今回は様々な
〝地域資源〟の取組事

例を紹介します。

主役の社会へ。～

地域の仲間と自分の
ペースで健康づくり

小学生ふれあい合宿は
楽しい夏の思い出

地域資源⑤：集落(その１)

地域資源⑥：集落(その２)

地域資源⑦：集落(その３)

地域資源⑧：家族・福祉関係機関・行政

　目加田地区では、「ふれあい広場」を開
設し、区民交流事業として、おしゃべり
会、小学生ふれあい合宿、芋煮会、よもぎ
餅つくりなどを実施し、生活支援事業と
して、買い物支援に取り組んでおられま
す。事業を支えておられるのは、区三役、
福祉推進委員、民生委員児童委員、支え
活動支援グループ、各自主活動グループな
ど、有志の皆さんです。

　市地区では、高齢者のふれあいサロンを開催されています。マジ
シャンによる本格的なマジックショーやプロ顔負けのアマチュア落
語など、楽しい企画を役員の皆さんで考えておられます。高齢者のサ
ロンについては、新型コロナウイルス感染予防に苦慮しながらも、多
くの集落が取り組んでおられます。

　養護学校児童の保護者や先生、福祉サービス事業所など
の有志の皆さんが集まり、「愛荘町障害児者親の会」を設立
されました。月１回のペースで勉強会を開き、福祉施設の視
察や意見交換を行い、「愛荘町でともに暮らし、ともに学び、
ともに働き、ともに活動することの実現」を目指し、地域性
を活かした、これからの町の障がい福祉を考えておられま
す。
　家族＋福祉関係
機関＋行政の三位
一体の取組で障が
いのある方が安心
して暮らせるまちづ
くりを進めていき
ましょう！

あいとうふくしモール等視察・勉強会

見守り訪問で配布の
地域包括支援センター
手作りの脳トレ問題集

生の落語に皆さん大笑い

生社会
子ども
児・者
者 など　

　東円堂地区では、「一般社団法
人ふれあいハウスとよくに」を立ち
上げ、空き家を活用した居場所を
今年４月に開設されました。高齢者
の健康体操や子ども食堂、防災
キャンプなど様々なことに取り組ん
でおられます。今後はキクラゲの栽
培による農福連携も計画中です。
　視察大歓迎ですので、ぜひお越
しください。

問 福祉課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7691

※問題集は役場福祉課と
　図書館でも配布しています。
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学ぶ力向上の取組
～毎日こつこつ、しっかり継続、大きな力に！～

ワンステップ フォワード（一歩前へ）ワンステップ フォワード（一歩前へ）

秦荘
東小学校

秦荘
西小学校

秦荘
中学校

他の学年と
ノート交流

タブレットを
使って

　読み優先の漢字教育の取組を通
し、ともに学び合う学習集団の育
成をめざしています。

　全ての教科で、ICT機器を活用し、調べ
学習や発表など、生徒の主体的な学習につ
ながる授業づくりを進めています。

　３年生以上が学期末テストに向
けて取り組み、それぞれのがんば
りを表彰しています。

　各学年、家庭学習の定着を図
るため、様々な取組を行ってい
ます。これは、昨年の1年生の自
主学習ノートグランプリです。

　朝の始まりは「秦西タイム」から！
　15分間の朝の学習タイムです。音読、漢字、
計算等の学習に継続して取り組んでいます。

　学期末が近づく頃に、
「自主学習チャレンジ
ウィーク」に取り組んでい
ます。自分の苦手分野の見
直しや、学習したことを自
分なりに工夫してノートに
まとめています。
　また友達とのノート交流
や、2学期にはノート展を
開催しています。

　算数科の中で自分の考えを表現
し、算数の良さを実感できる授業
づくりに努めています。

　伸ばしたい力を明確にし、
授業公開や交流を通して、
全職員でより良い授業を目指
し、取り組んでいます。

立腰（りつよう）タイム
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ワンステップ フォワード（一歩前へ）

愛知
川東小

学校

愛知
川小学校

愛知
中学校

川

　自主学習に力を入れています。自主学習ノー
トの内容を交流したり、６年生が４年生に自主
学習の進め方を教えに行ったりしています。

　学期末テストに向け、３年生以上が自主
勉強に取り組みます。素晴らしいノートは
廊下に掲示し、表彰を行っています。

　子どもたちの発想やつながり
を大切にしています。「愛知小
まつり」では各学級が考えた遊
びを全校児童が楽しみます。

　教員同士が互いに授業を見
合ったり、授業のアイデアを出
し合ったりして、より良い授業
づくりに努めています。

　「真似ぶことは学ぶこと」を合言葉
に、自主学習ノートや観察の記録など
を廊下に掲示しています。

　 町内の学校では、子どもたちの「学ぶ力向上」のために、
様々な取組を行っています。今回は、各学校での取組の一例
を紹介します。

立腰（りつよう）タイム立腰（りつよう）タイム 愛知中学校職員で次のことについて研修しています
・分かりやすい授業にするための取組
　（板書の仕方、ノートづくりの方法）
・家庭学習（自主勉強の進め方）
・学力補充（授業以外の学習会の方法）

立腰のおもな効果
・やる気がおこる・持続力がつく・集中力がつく　

　愛知中学校では、落ち着いた雰囲気で１日を過ご
せるよう、「立腰タイム」の取組を行っています。
　8時25分に生徒代表が放送をし、１日がスタート
します。
立腰とは…腰骨を立てていつも曲げないようにする
ことにより、自己の主体性の確立など様々なメリッ
トが得られる実践的な方法。哲学者・教育学者でも
ある森信三先生が提唱している。

問 教育振興課（秦荘庁舎）☎0749－37―8056
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日本電産で食事バランスの啓発
　愛荘町健康推進員協議会が、日本電産滋賀技術開発
センターの社員食堂に、フェルトを使った手作りの
食事バランスガイドと「噛

か む

むC
カ ム

OME＋
プラス

1
テ ン

0 １口プラス
10回噛もう」ののぼり旗を展示しました。
　日本電産は約 900 人の社員が働いておられ、多く
の社員が昼食や夕食に社員食堂を利用されます。健康
推進員の皆さんは、「今回の展
示を通して、若い働き世代から
食生活を見直すきっかけづくり
にしていただきたい」と話され
ました。

災害時の仮設トイレに係る救援協定書を締結
　町は、イーサービス愛知川有限会社と「災害時にお
ける仮設トイレの保管、設置および応急給水に係る救
援協定書」を締結しました。
　本協定により、災害時には、避難所への仮設トイレ
の設置や応急給水などの支援をしていただきます。
　中村代表取締役は「各地で起こる災害を見て、万が
一に備える必要があり、地元企業として何ができるか
を考え、仮設トイレを用意しました。今後も愛荘町を
支援し、地域社会に貢献できる会社として、活動して
いきます」と話されました。

大阪ガス「小さな灯運動」贈呈式
　7月4日、大阪ガスより「小さな灯運動」で集めた収
益金から飛沫防止パネル7枚とフェイスシールド2個を
町に寄贈いただきました。
　「小さな灯運動」は社内のボランティア活動で、昭和
56 年から社員が自主的にチャリティ活動を企画し実施
されています。この活動で集まった資金は県内各市町へ
の寄贈品の購入費などに充てられています。
　寄贈いただいた飛沫防止パネルとフェイスシールド
は、認知症の方や家族らが手芸やゲームを楽しむカフェ
「ふらり」や高齢者向けの介護予防教室などで活用させ
ていただきます。

教育功労者表彰
　7月 4日、八島 琢磨さん（常安寺）が令和 4年度
全国市町村教育委員会連合会教育功労者表彰ならびに
滋賀県町村教育委員会連絡協議会教育功労者表彰を受
賞されました。
　八島さんは、平成 26年 3月 29日から令和 4年 3
月 28日までの 8年間の長きにわたり、教育委員とし
て愛荘町の教育振興・発展に貢献いただきました。こ
れまでのご尽力に対し、深く感謝申し上げるとともに、
今後もますますのご活躍をお祈りいたします。
　なお、新たな教育委員として黒川 泰守さん（安孫子）
が就任されました。今後の教育行政に対し、新たな風
を吹き込んでいただけるものと期待しています。

▼健康推進員が職域連携

▼八島 琢磨さん（写真左）

▼災害時に設置していただく仮設トイレ

▼目録を手渡す大阪ガス 津田支配人（写真左）
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起業家の集う、「ワクワク」する町へ
～愛荘町ローカルベンチャー（注）プロジェクト!!～
（注：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）

黄瀬　尚大
きせ　なおひろ

福岡県　→　愛荘町
（1993年生まれ）

大学では国際共生を専攻
前職：チャイの専門店勤務

特技：けん玉（30本持ってます!）

　大学卒業後、福岡県で6年間を過ごし、今回Uターン
という形で滋賀県に帰ってまいりました。この度、愛荘
町に来ることができて大変嬉しく思います。
　地域おこし協力隊ではコーディネーターという役割と
ともに、今まで自分が培ってきたものをフルに活かして、
地域の方と一緒にヒト・コト・モノが集まり、生まれる
場所を作っていきたいと思っています。けん玉が好きで
いつも持ち歩いています。町中で見かけた際は、ぜひ気
軽にお声がけください。

　８月１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「改めて町の魅力を発見してい
くことで、地域に関心のある人を増やしていっ
てください」と期待の言葉を述べました。
　左から４月に着任した綿谷さんと成宮さん、
今回委嘱した黄瀬さんの３人で、これからの
愛荘町の未来のために、チームで活動してい
きます！

　８月はじめ、NCL愛荘
（地域おこし協力隊）が主
催となり、町のプロジェクト
に関心のある方と、３人の
コーディネーターが繋いだ
方々を対象に、町歩きと町内
の方との交流会（ディスカッ
ション）を企画しました。会
場は町内の空き家を貸し切
り、ランチタイムには、コロ
ナ感染症対策を行いなが
ら、地元農家さんのお野菜
を使ったＢＢＱスタイルで開
催しました。
　地域を知りながら意見を
交わし、一人でも多くの人に
愛荘町を面白い町と思って
もらえるような前向きな活
動を始めています。

町の目指
す

VISION 　町は、起業家を誘致し、
町の資源を活用した魅力あ

る事業を起こすことで、起点となるよ
うな新たなマーケットを創ります。そしてマー
ケットから、さらに人々の繋がりを広げること
で、住民の創造性を誘発し、自らやりたいこと
にチャレンジする人が増えるような、好循環が
生まれることを目指しています。

～５つのプロジェクトを立ち上げました～
①生姜の国　
②まちをつくるＣＡＦＥ＆ＢＯＯＫＳ
③【現代版】諸国産物廻し
④テクノロジーを軸とした次世代学習
⑤自由提案

　プロジェクトに興味がある、応援できる専門スキル
や知見がある、活用できそうな場所や素材を紹介でき
るという方はぜひチェックしてください！

３人の活動はFacebook、
LINEからも見られます！

問 みらい創生課（愛知川庁舎）　☎0749－29－9046

★３人の活動紹介★
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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　10月の予定表

毎日のイベント
11 時 20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

10月26日（水）17時まで

10月18日（火）17時まで

11月1日（火）　17時まで

●季節の遊び講座『ハロウィンを楽しもう！』

●きらきらバースディ

●すくすくタイム『親子ヨガ』

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。

・新型コロナウイルス感染症予防のため、予約不要の事業や
あいらんどの利用人数を15組までとさせていただきます。
ご了承ください。

・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、予定してい
た事業が変更となることがあります。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。

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

あいあいクラブああいいああいいクラブラブあいあいクラブ
日　時　10月27日（木）10時から
場　所　子育て支援センターあいっ子
定　員　15組
☆申込開始：10/13（木）9時～　※要予約
写真コーナーやゲームコーナーがあるよ♪

日　時　11月2日（水）10時から
場　所　子育て支援センターあいっ子2階
定　員　10組
対　象　1歳以上の親子
☆申込開始：10/19（水）9時から(要予約)

　♪10月19日（水）
　　　きらきらバースディ♪
　今月の対象は、令和3年11月生まれ
のお子さんです。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。

ブックスタートサポータースキルアップ講座
日　時　10月12日 (水) 10時30分から12時
場　所　秦荘図書館AVホール
☆希望の方は、支援センターあいっ子にお問い合わせく
ださい。

★11月より開講する子育てサロンの受講者を募集します。
　同年齢児と一緒に、季節の行事・ゲーム・手遊び・体
遊び等を行う中で親子が触れ合い、交流する教室です。

対象児　愛荘町内在住の子どもとその保護者
　　　　　Ｈ31.4.2～R2.4.1生まれ　⇒　先着10組

開催日　11/9・12/7・1/11・2/8・3/8　
場　所　子育て支援センター“あいっ子”2階
時　間　午前10時から11時
受講料　500円（5回分）
申　込　子育て支援センター窓口または電話で申し込ん

でください。
【初めて受講する人】10月14日（金）9時から受付開始
【前回受講した人】　10月19日（水）9時から受付開始

日 月 火 水 木 金 土
１

休館日

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

休館日 休館日 あいあいクラブ
10：00～11：00
受講者のみ

土曜開館日

９ 10 11 12 13 14 15

休館日 休館日
(スポーツの日)

休館日はっぴーメモリアル
11：20～

満2,3,４歳（10月生
まれ）のお友達をみ
んなでお祝いしま
しょう♪（未就園児
対象）（予約不要）誕
生児さんは、10時
30分までに来てね！

ブックスタート
サポーター

スキルアップ 講゚座
希望の方は、支援セ
ンターあいっ子に
お問い合わせくだ
さい。

折り紙遊び
11：30～

折り紙を折って遊び
ましょう（予約不要）

16 17 18 19 20 21 22

休館日 休館日 きらきらバースディ
９：20～10：40
満１歳（令和３年11
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。

土曜開館日

23/30 24/31 25 26 27 28 29

休館日 休館日 休館日のびのびタイム
11：30～

身長・体重を測るよ！
（１人で立てる子が
対象）

ぴよぴよ広場
10：00～11：00
１歳児・２歳児（R. 
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。（予約不要）

季節の遊び講座
10：00～

『ハロウィンを楽し
もう』
定員:15組
申込開始:10/13(木)

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）

【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。

8 aisho 2022.10
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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

10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♪

★１３日（木）午前中…
　　　　ポーセラーツ教室（※要申込）
★１７日（月）午前・午後 … 絵本ブースイベント
★２０日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

★２７日（木）午前中…ハロウィンイベント（※要申込）

　７月5日（火）に講師の先生を招いて「ベビーヨガ」
を開催しました。
　赤ちゃんとママがふれあいながら体を動かして、楽
しい時間を過ごしました。
　今月は「親子ヨガ」を開催します。ぜひ参加してね。

　　　月 　　　火 　　　金 　　　土
   １ 開館日
３ ４  親子ヨガ ７ ８ お休み

 11 折り紙遊び 14 お話し会 15 開館日

17 18 21 22 お休み
24 のびのび 25 のびのび 28 お話し会 29 お休み

おやすみ
ポーセラーツ
教室

ハロウィン
イベント

絵本ブース
イベント

わんぱくひろばよりお知らせ

つくしひろば 10月の予定

　７月１１日（月）から開催場所を川久保地域総合センターに変更していましたが、
１０月３日（月）から開催場所は【福祉センター愛の郷】に戻る予定です。
　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。

★10月4日(火)に『親子ヨガ』を行います。
　（第1部10：00～10：30　４組　　第2部10：40～11：10　4組）
　対　象：H31.4.2～R3.4.1生まれの子どもとその保護者
　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：９月 20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「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）
★第2、第４金曜日は、ボランティアグループ『月のくまさん』による絵本の読み聞かせを行っ
ています。色々な絵本や紙芝居を親子で楽しんでね。
★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。

＊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。遊びに来てね。

10 お休み
スポーツの日

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、各イベントが
変更になる可能性もございます。また、利用を15組に制限さ
せていただいておりますので、ご了承ください。

各イベントの詳細については、決まり次第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。
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日　時　10月14日（金）　14：00～15：00
　　　　10月23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　愛知川図書館　10月５日(水)～９日(日)　10：00～18：00
　　　　秦荘図書館　　10月29日(土)、30日(日)　10：00～18：00
場　所　愛知川びんてまりの館ギャラリー／秦荘図書館ＡＶホール 
対　象　秦荘図書館は町内にお住まいの方、
　　　　　 もしくは図書館貸出カードをお持ちの方 
※秦荘図書館は一部の時間帯は予約制になります。詳細はホームページを
　ご覧いただくか、図書館へお問い合わせください。 

日　時　10月18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。

Ｑ＆Ａでわかる山の快適歩行術

　これまであまり着目されなかった「登
山に適した歩き方」を運動論理に基づい
て紹介した本です。山登りや山歩きには
興味があるけれど、関節痛や筋肉痛が心
配だという方におすすめです。一人ひとり
の体の癖に合った歩き方が写真やイラス
トで分かりやすく書かれています。山登り
の下準備としてぜひご覧ください。

野中　径隆　著　山と渓谷社
残照の頂　続・山女日記

　ドラマ化された人気小説『山女
日記』の続編です。様々な山を舞台
にして、日々の思いをかみしめなが
ら、再生の道を見つけていく女たち
の様子が生き生きと描かれていま
す。誰もが経験する人生の機微に寄
り添った物語です。比良山系の最高
峰である武奈ヶ岳も登場します。

湊　かなえ　著　幻冬舎

ひ　 ら

ぶ　な　が たけ

さんけい

　図書館システムの更新作業のため、上記の期間、臨時休館させていただきます。臨時休館期間中、図書館ホー
ムページが停止します。また、電話での資料についてのお問い合わせ・予約・借りている資料の延長はできませ
ん。返却は、各図書館のブックポストをご利用ください。
　皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

図書館システム更新による
秦荘・愛知川図書館・びんてまりの館 臨時休館のおしらせ

令和４年（2022年）9月19日（月）～ 9月30日（金）

愛荘町は読書のまち 「愛荘町まちじゅう読書の宣言」

日　時　10月16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　おおむね3歳くらいのお子さんとそのご家族

おひざでだっこのおはなし会場　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

日　時　10月15日（土）　13：30～13：45
　　　　（参加者多数の場合は2回目を14:00～14:15で開催します）
場　所　愛知川図書館
対　象　3歳から5歳くらいまでのお子さんとご家族

愛知川図書館おはなし会

マガジンリサイクル
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問 愛荘町観光協会　☎0749－42－7683

　去年の直木賞受賞作『塞王の楯』（今村翔吾著）。大津城で繰り広げられる
石垣職人集団〝穴太衆〟と鉄砲職人集団〝国友衆〟の熱い攻防を主軸に、
「生きること」を問いかけてくる戦国小説です。物語の舞台が近江であること
から、大津・長浜・甲賀・近江八幡、そして愛荘の観光協会がタッグを組み、
『塞王の楯』ゆかりの地をめぐる家紋スタンプラリーを企画します。集めた家
紋スタンプの数に応じ、「近江牛」、「66うどん」、「今村先生サイン本」が当た
ります。
　さらに、最近人気の〝重ね押しスタンプラリー〟も企画します。各地で１つ
ずつ押していくと最後にかっこいいイラストが完成します。
　町内の家紋スタンプポイントは、「目賀田城址」、「近江上布伝統産業会館」
です。重ね押しスタンプは「湖東三山館あいしょう」に設置しています。この
機会に地元から県内へ雄大な戦国ロマンを感じながら、大人のスタンプラ
リーをお楽しみください。

2023年2月28日(火)まで

戦国小説ゆかりの地をめぐる
スタンプラリー開催中！

さいおう

あのう

たて

<写真説明>
ゆかりの地の魅力を紹介したパンフレッ
ト兼スタンプ用紙は、この表紙が目印！
配布場所/愛知川ふれあい本陣・情報発
信施設(旧近江銀行)、愛知川駅コミュニ
ティハウスるーぶる愛知川、湖東三山館
あいしょう、目賀田城址、近江上布伝統
産業会館、豊満神社、図書館、金剛輪寺
など。
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　大津市生まれの鈴木 靖将（1944-）は、近江を代表する日本画家です。 万葉集を題材に創
作を行い、大津をはじめ、韓国や中国、フランス、ドイツ、アメリカ、セネガルなどで作品
展を開催し、活躍してきました。 
　壬申の乱から 1350 年の今年、本展示では、万葉びとの世界に魅了され、憧れ続ける画家・
鈴木 靖将による、壬申の乱や万葉を題材とする作品を中心に紹介します。 
　また、最新作『大友皇子何処へ』も、本展示で発表します。

会　　期 ： 9月17日(土)から10月23日(日)
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）
入 館 料 ： 町内在住の方は無料
展示解説 ： 10月23日(日)　11：00～・14：00～

万葉の光と闇 －鈴木 靖将絵画展－
壬申の乱1350年記念企画展（第38回企画展）

▲勢多橋決戦

▲大津京逍遥

ぶんか
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　バラエティー番組、ドラマ、映画、ラジオ、ナレーション、
アニメのアフレコなど、幅広く活躍中の『ぐっさん』が
愛荘にやってくる！ 作詞、作曲を手掛けた楽曲の演奏、
さらにトークやモノマネなど、多くの方に笑いを届ける
ハッピーオンステージをお楽しみに！

☎ － －

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。

ぐっさんの
ハッピーオンステージ
全国50か所ツアー
㏌愛荘

9/24（土）発売開始

好評販売中

日 時
場 所
出 演
入場料

12月17日（土）14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
山口 智充
全席指定  一般4,000円（税込）
　　　　  高校生以下2,000円（税込）

※当日各500円増（税込）

　天保2年9月27日、愛知川に初めて恒常的な橋がつけられま
した。その架橋には、愛知川宿問屋役の成宮弥次右衛門をはじ
め多くの人々が絡むドラマがありました。架橋190年を記念
して、愛荘むら芝居一座が偉業を顕彰する演劇を上演します。

愛荘むら芝居『愛智河架橋物語』

日 時
場 所
出 演
入場料

12月10日（土）14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
愛荘むら芝居一座
全席自由 500円（税込）

お待た
せ

しまし
た

　愛荘町少年少女合唱団、秦荘中学校吹奏楽部、
愛知中学校吹奏楽部、愛知高校音楽部による音楽
発表会♪
　ご家族そろってお越しください！

子どもに夢と感動を！響け！輝け！！
子どもたちから始まる　愛荘のメロディー

愛荘町音楽祭2022

日 時
場 所
入場料

11月5日（土）14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
全席自由 無料
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）

　一人ひとりの個性があふれる元気いっぱいのめろん組。
　みんなの明るく素敵な笑顔が先生たちの元気の源です。
　これからも個性と笑顔があふれるめろん組でいてくださいね。

　めろん組担任　永峰　和弥　櫛山　真穂　福永　奈美

愛
知
川
幼
稚
園

　め
ろ
ん
ぐ
み
（
4
歳
児
ク
ラ
ス
）

　ばら組の子ども達は、明るく元気いっぱいです！
　戸外で、虫探しをしたりかけっこをしたりして楽しんでいます。
　これからも、楽しい思い出をたくさんつくっていこうね！

ばら組担任　中居　美穂　三上　莉旺　杉本　恵美
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偏見や差別の根源は、家庭や地域・職場の
　　　「常識：当たり前意識」を見直すことから

　今年度の「人権問題研修講座　リーダー研修会」は、７月１４日に地域推進部会を、２６日に団体推進部会をそれ
ぞれ開催しました。今年度も新型コロナウイルスの感染拡大で、長引く自粛生活に伴い、不安やストレスが高まり、
様々な人権問題も各地で発生しています。こんな時だからこそ、私たちの人権意識を高めるための機会として、様々
な形で人権学習の機会を持っていただきたいと思います。多数が集まっての人権学習会は難しいですが、各自治会・
団体の状況に合わせ、できる範囲、できる形で、自治会・団体における人権学習の機会を確保していただくようお願い
します。皆様の積極的な参加、ご協力をお願いします。

＜講師を招いて＞
・コロナ禍により、なかなか地域住民が集まって学習する機会がない中、大変貴重な人権学習が実施できました。
できる限り感染対策を行い、参加人数を制限して実施し、結果的にクラスターなどが発生することがなく本当に
よかったです。膝を交えて話し合うことが一番ですが、このような社会状況においては、ＩＣＴを活用し、オン
ライン形式の学習会を実施する手法も必要であると感じました。
＜ＤＶＤを活用して＞
・コロナ禍のため、区民全員の参加とせず、縮小して区役員のみで開催しました。ＤＶＤ「サラーマット」を視聴
し、意見交換を行い、各自で感想・意見をワークシートに記入してもらいました。その後、年代別の２人に発表
してもらい、最後に会長がまとめをする形になりました。
＜家庭学習資料を活用して＞
・新型コロナウイルスの感染防止のため、例年の集会型の人権学習会は中止となりました。そのため家庭学習とし
て、中学生の人権作文を資料配布し、各家庭でこの資料をもとに人権学習を実施してもらいました。「一口感想」
の回収が 116 枚もあり驚いています。例年の集会型の学習会では参加者が 40 名にも至らず困っていたからで
す。今後は多くの方が関われるよう、例年の集会型だけではなく、家庭学習型も加えていくといいと思いました。
また、例年課題になっていた若い方や女性も参加されるようになりました。

リーダー
研 修 会

【コロナ禍を踏まえた人権学習の在り方】

集まって学習
＊感染対策を
　万全にして

講師をお願いし、学習をする。
（テーマ例）｢日々の地域の常識と人権」
＃自治会役員のみ
　普段集まりにくい若手会員少人数で

DVDを活用する。
（テーマ例）「ＬＧＢＴＱ」「ネット差別を許すな」
＃自治会役員のみ
＃男女別または年齢別で小グループに分けて、数　
　回開催する。

家 庭 学 習
＊家庭学習資料
　を活用

中学生の人権作文を題材に、家庭で学習し、
｢一口感想」を提出する。
〈作文テーマ例〉
・｢小さな人権」（子どもの人権）
・｢待つ｣（高齢者の人権）
・｢被害者と加害者」（被害者の人権）など

昨年度は、コロナ禍で開催が難しい状況の中、何とか開催できないかと模索いただき、ありがとうござ
いました。
他の自治会や団体の実施における工夫を参考に、今年度の学習会の開催をお願いします。

☎
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特定健診
国民健康保険に加入されている40歳～74歳の方

受けましたか？ 特定健診
～症状がなくて元気だからこそ、年に一度は必ず健診を受けましょう～

健診の結果はあなたの生活を映す鏡です。健診を受けて、ご自身の健康を振り返りましょう。

受診期限：令和 5年1月31日（火）まで
10 月以降はインフルエンザの予防接種が始まり、医療機関が混む場合があります。

　かかりつけの病院や健診機関に予約をしてから受診してください。
「特定健診」を受けていただける町内医療機関です。※町外にある特定健診実施機関でも受診できます。

医療機関名 所在地 電話番号 医療機関名 所在地 電話番号

石川医院 蚊野1882番地
0749ー

37ー 2007 野口小児科 沓掛388番地
0749ー

42ー 3050

世一クリニック 中宿31番地３
0749ー

42ー 7506 上林医院 目加田882番地
0749ー

37ー 2003

北村医院 蚊野1732番地
0749ー

37ー 2008 矢部医院 愛知川1332番地１
0749ー

42ー 2167

中川クリニック 沓掛382番地
0749ー

42ー 2225 成宮クリニック 市917番地７
0749ー

42ー 2620

 健診の内容 計測（身長・体重・血圧・腹囲）・問診・血液検査・尿検査・内科診察
 ＊貧血検査、心電図検査、眼底検査については、該当者のみ実施します。

 持 ち 物 特定健康診査受診券（ピンク色の紙）、質問票（記入済のもの）
 国民健康保険被保険者証、自己負担金 500円

受診はお早めに！

生活習慣病（高血圧・脂質異常症・糖尿病）で定期的に医療機関を受診されている方へ
　かかりつけ医から町へデータを提供していただける制度（治療中患者情報提供制度）があります。
　制度の利用について自己負担はありません。詳しくは、かかりつけ医療機関もしくは健康推進課まで
お尋ねください。

10 月 17日から 10月 23日まで「薬と健康の週間」です。
　薬に対する不安を解消し、正しく使用することによって、薬はその効果を最大限に発揮することができます。薬を使
用するときには、その量や使い方について、医師や薬剤師などの専門家に気軽に相談しましょう。
　また、使用中の薬を含め、「薬」について何でも相談できる「かかりつけ薬剤師」や「かかりつけ薬局」を決めていた
だくことが大切です。「かかりつけ薬剤師・薬局」では、薬が重複していないか、薬同士の相互作用がないかチェックし
てもらえます。
　さらに、正しい服用方法や注意しなければならないことについて情報を提供してもらえます。「かかりつけ薬剤師・薬局」
をお住まいの近くなどで決めていただくとよいでしょう。
　薬局に関する情報は「薬局機能情報提供制度」に基づき、「医療ネットしが」（http://www.shiga.iryo-navi.jp/
qqport/kenmintop/）で公開しています。

 提出いただきたい物

★お勤め先での健診、人間ドックを受けられた方　➡ 健診結果
★かかりつけ医療機関に通院中の方　　　　　　　➡ 検査結果

滋賀県健康づくり
キャラクター

問 健康推進課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー4887

国民健康保険に加入中で以下に該当する方
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介護保険の住宅改修
　要介護（要支援）認定を受け、在宅で生活をしている方が、心身の状態に応じて、手すり
の取付け等の設置工事を行った場合に、居宅介護住宅改修費を支給します。支給は、改修費
用の 9割（一定以上所得のある方は 8割または 7割）で、1人につき改修費用 20万円を上
限とします（数回の工事に分けて使うことも可能です）。
　住宅改修を行うときは、事前にケアマネジャーに相談し、工事前に必ず町に住宅改修事前
承認申請書を提出してください。

対象となる工事
1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器の取替え
6. その他、1～ 5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続きの流れ
1. ケアマネジャー等に相談（担当ケアマネジャーがいない場合、
愛荘町地域包括支援センターに相談）します。
2. 改修内容等を決定します。
3. 事前申請書類一式を町に提出します。
4. 町で事前申請書類を審査、適当と認められた場合、町から住宅
改修事前承認通知書を送付します。
5. 町からの連絡後（住宅改修事前承認通知書受領後）に着工しま
す（連絡前の着工は支給対象となりませんのでご注意ください）。
6. 工事完了後、改修費用全額を施工業者にお支払いください。
7. 住宅改修支給申請書類一式を町に提出します（支給申請書は事前承認通知書送付時に同封しま
す）。
8. 町で支給申請書類を審査、審査終了後、居宅介護住宅改修費が支払われます。

注意事項
・ 工事着工前に必ず町の事前審査を受けてください（事前審査前の着工は支給対
  象外となります）。
・介護保健施設や医療施設に入院（入所）期間中は、支給の対象となりません。
・単なる老朽化や故障等が原因となる改修は認められません。
・新築および増築の場合の支給は認められません。
・住民票がある住所地の建物が支給対象となります。

問 福祉課（愛知川庁舎）☎ 0749ー 42ー 7691
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庁舎等公共施設最適配置に関する
住民説明会を開催しました

問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

　愛荘町は今年で合併から17年目を迎えました。未来を見据え、今後もより活気あるまちであり続けるため、
公共施設の最適配置に取り組んでいます。
　今回、庁舎をはじめとする９つの公共施設の最適配置について、町の方針をお伝えする住民説明会を開催し
ました。

※参加者には住民、町議会議員、関係者を含む

開催日時

小学校区 日　　時 会　　場 参加者数※

秦荘東 令和4年7月23日（土）
13時30分から15時15分

福祉センター・ラポール秦荘
いきいきセンター（研修室） 22名

秦荘西 令和4年7月23日（土）
19時から20時40分

福祉センター・ラポール秦荘
いきいきセンター（研修室） ９名

愛知川東 令和4年7月24日（日）
13時30分から15時30分

愛知川図書館
びんてまりの館（視聴覚室） 27名

愛知川 令和4年7月24日（日）
19時から20時30分

愛知川図書館
びんてまりの館（視聴覚室） 16名

公共施設の最適配置の取組について
　愛荘町は、平成18年２月に誕生しました。旧２町がそれぞれ保有して
いた公共施設は、当時有効活用を図ることとされ、施設の維持管理なら
びに公共サービスの提供に努めてきました。
　一方、現在町が保有する84の公共施設の内、約半数（延床ベース）が
築30年以上を経過し、今後これら施設の維持、改修や建替え等に多くの
費用が必要になると予測しています。
　高齢化の進展に伴い、今後、ますます社会保障費等の増加が見込まれ
る中、町としての持続可能性を確保するとともに、将来世代を含めた住
民のくらしを守ることが、町行政の重要な責務になります。その責務を
果たすためにも、効果的・効率的な町政運営に取り組むとともに、その
基盤となる公共施設についても検討が必要です。

主な説明内容

（1）公共施設の最適配置に取り組む背景について
（2）それぞれの施設の取組内容
（3）取組による効果額（見込み）
（4）今後の予定

詳細な説明内容の動画や、
当日の資料はこちらから
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問

　　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の縦覧のお知らせ

　自傷行為とは、自分で自分の身体を傷つける行為の
ことです。その現れ方はさまざまで、自分の身体を叩
く、つねる、壁や床にぶつける、刃物で切るというよ
うな行為です。子どもの成長過程によって、背景にあ
る理由も違うため、分けてお話していきます。
＜赤ちゃんの時代に見られる＞ 頭を床や家具に打
ちつけるような行動が見られる場合があります。こ
れらは、座れるようになる前や立てるようになる前
といった、発達段階が進んでいく中で現れることが
あるようです。多くの場合は、一時的なものです。
　また、自分で自分に刺激を与えるような行動の1
つとして現れてくる場合があります。この場合は、
抱き上げたりあやしたりといった世話を増やし、身
体を使った遊びを多くすることで改善されることが
あります。
＜発達の遅れと関連して見られる＞ 子どもの心の
中に不安や葛藤が高まっているサインの１つとして
考えられます。さらに、頭で考えることと実際の行
動との間でうまく調和がとれず、コントロールでき
ない激しい衝動が自分に向かうこともあります。激

しい場合はケガをしないようにその行動を止めるこ
とが必要です。また、子どもの様子を見て、子ども
が伝えようとしていることの意味に気づくことが大
切です。
＜思春期・青年期に見られる＞ その背後には様々
な心の状態があります。「自分の居場所がない」
「みんなに迷惑をかけている」、「楽な気分にな
る」、「死にたかった」など、後悔や怒り、孤独感
など様々な感情が複雑に絡みあっています。自傷す
る人は、助けを求めることがうまくできないことが
あります。傷に気づいた時は丁寧な処置をしてあげ
ると同時に、自分を傷つけてまで訴えようとしてい
ることは何かという、行動の背景にある気持ちを理
解し、その意味や意図を受け止めることのできる関
係づくりが大切になります。
（参考：『子どものこころ百科』  東山紘久　創元社
　　 　『自傷行為の理解と援助』松本俊彦　日本評論社

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「自傷」

　彦根愛知犬上広域行政組合では、新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価手続きを進めています。こ
のたび、滋賀県環境影響評価条例に基づき、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環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）およびその要約書を作成
し、下記のとおり縦覧しているところです。
　つきましては、準備書について、環境保全の見地から意見のある方は、下記の要領で提出いただきますよ
うお願いします。

準備書等の縦覧の場所、期間および時間
❶期　　　間　 令和４年８月29日（月）～令和４年９月28日（水）の各縦覧場所における執務時間内
❷縦 覧 場 所　 滋賀県総合企画部県民活動生活課県民情報室（大津市京町四丁目１番１号）
　　　　　　　滋賀県湖東環境事務所（彦根市元町4番1号）
　　　　　　 　彦根愛知犬上広域行政組合（犬上郡豊郷町四十九院1252番地「豊栄のさと」内）
　　　　　　 　愛荘町役場くらし安全環境課（愛知郡愛荘町愛知川72番地）
　　　　　　　彦根愛知犬上広域行政組合ホームページ　https://www.genaiken-kouiki.jp

意見書の提出　 令和４年８月29日(月)から令和４年10月12日(水)までの間に本組合（犬上郡豊郷町大字
四十九院1252 「豊栄のさと」内）宛てに意見書を郵送（必着）または持参してください。

　　　　　　　なお、縦覧期間中であれば、上記の縦覧場所でも提出いただけます。

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 　  genaiken.kouiki@jupiter.ocn.ne.jp

再掲
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令和5年度　幼稚園入園・保育所入所
手続きのご案内

令和５年度　幼稚園・保育所の入所手続きを開始します。

受付期間：令和４年10月３日（月）～10月31日（月）
※土曜・日曜・祝日を除く、８時30分～17時15分。
※令和５年４月１日以降、愛荘町に住所がある方が対象。
※書類不備、郵送での申請は受付できませんので、ご注意ください。

幼稚園 （平成29年４月２日～令和２年４月１日生）
対　　　象：３歳～５歳児で、１号認定を受ける方
通　園　区：秦荘幼稚園→秦荘中学校区
　　　　　　愛知川幼稚園→愛知中学校区
申　込　先：子ども支援課（愛知川庁舎）、教育振興課（秦荘庁舎）
　　　　　　もしくは各幼稚園
　　　　
保育所 （平成29年４月２日生以降）

対　　　象： ０歳～５歳児（離乳食終了後、産休明けから
と園により受け入れ体制が異なります）で、
保護者の病気、妊娠・出産、災害、就労等の
理由により、保育を必要とする児童で、２号
もしくは３号認定を受ける方

　　　　　　※ 令和５年度中に途中入所を希望される方、
出産予定の方も申込可能ですので子ども支
援課へご相談ください。

町内保育所：秦川保育園（蚊野）、秦川愛児園（目加田）、八木荘保育園（島川）
　　　　　　愛知川保育園（愛知川）、ゆたか保育園（東円堂）、つくし保育園（川原）
　　　　　　※ 事情により、上記の保育所以外（広域入所等）への入所を希望される場合は、子ども

支援課へご相談ください。
申　込　先：子ども支援課（愛知川庁舎）

申込書配布場所
秦 荘 庁 舎：教育振興課、子育て支援センターあいっ子
愛知川庁舎：子ども支援課
幼　稚　園：町内幼稚園
保　育　所：町内保育園、子育て支援センターつくしひろば

※申込書は、10月３日（月）以降にお渡しできます。申込手続きには、以下の書類が必要となります。
 （１号認定は①②のみ。２号、３号認定は①～③の書類が必要です。）
①認定申請・施設申込書
②家庭状況報告書
③必要書類　※理由により異なります。
　（就労証明書、農業従事証明書、保育を必要とする申立書、母子手帳の写し、在学証明書、診断書、
　　求人申込証明等、課税証明書、児童扶養手当証書の写し、障がい手帳の写し等）

問 申 子ども支援課（愛知川庁舎）☎0749―42―7693

利用しようとする施設に合わせて
利用認定を受けてください。
1号認定：幼稚園を希望される
　　　　　満３歳以上のお子様
２号認定：保育所を希望される
　　　　　満３歳以上のお子様
３号認定：保育所を希望される
　　　　　満３歳未満のお子様

※ 幼稚園の預かり保育を希望され
る方は、別途、新２号認定申請
と預かり保育申込書が必要にな
ります。詳しくは、子ども支援
課までお問い合わせください。

※申込書は、10月３日（月）以降にお渡しできます。
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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

首都圏で学ぶ学生の皆さんへ令和５年度 湖国寮入寮生募集

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

●今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター ☎0120ー002ー719　受付日時：９時から18時 （日曜日、祝日、年末年始を除く）

●医療費の自己負担割合の見直しや負担軽減（配慮措置）に関するご質問
滋賀県後期高齢者医療広域連合コールセンター　☎ 0570ー043ー110　※通話料金がかかります。
受付日時：９時から17時（土曜日、日曜日、祝日を除く）　※令和４年12月28日 まで開設

問 住民課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7692

　首都圏で学ぶ滋賀県出身の学生生活を支援する湖国協会では、令和５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。

・口座登録は滋賀県後期高齢者医療広域連合から郵送による登録のみです。
・電話や訪問で暗証番号などをお聞きすることや、キャッシュカード、通帳をお預かりすることは絶対にありません。
・ＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません。
・ 不審な電話やメールがあったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話（☎（局番なし）♯9110）
　または消費生活センター等（☎（局番なし）188）にお問い合わせください。

　令和4年10月１日からの３年間、自己負担割合が「２割」となる方の、急激な自己負担額の増加を抑えるた
め、外来医療の負担増加額の上限が１か月あたり最大3,000円までとなります（入院の医療費は対象外）。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します
（払い戻します）。

※ ２割負担となる方で高額療養費の口座が登録され
ていない方には、令和４年９月下旬に滋賀県後期
高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

　後期高齢者医療制度改正により、令和４年度は保険証を２回発行します。
現在使用されている保険証（うぐいす色（薄緑色））の有効期限は令和４年９月30日です。

◆令和４年10月１日からの保険証を９月中に郵送します◆

◆自己負担割合が「２割」となる方への負担軽減（配慮措置）について◆

◆10月１日からの保険証は「クリーム色」です。
◆新しい保険証の有効期限は令和５年７月31日です。
◆ 現在１割負担の方のうち一定以上の所得がある方は、医療
費の窓口負担割合が10月１日から２割になります。
　※住民税非課税世帯の方は、１割負担です。 有効期限にご注意ください

10月からの一部負担金割
合は、９月中にお送りする
保険証をご確認ください

場　　所　東京都武蔵野市西久保２ー15ー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　 電話・ファックス（受付時
間：平日９時～17時）また
は、ホームページで下記まで
お申込ください。

問 申 公益財団法人 湖国協会 湖国寮
　　  ☎ ℻   0422ー55ー1135
　　  HP：http://www.kokokuryo.com

払い戻し額　2,000円
※１割負担額+3,000円を超えた額が払い戻されます。

3,000円

☆配慮措置が適用される場合の計算方法 例）1か月の外来の医療費全体額が50,000円（１割負担 5,000円）の場合

不審な電話・メール・訪問にご注意ください

詳細ホームページ
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問 社会福祉法人小鳩会 フォスタリング機関　こばと
　 ☎077ー525ー0030　℻   077ー572ー5131　  smile@kobatokai.or.jp

●里親になるまでのステップ
　①事前相談… 事前にフォスタリング機関こばとで里親に関

する相談をします。
　　　　　　　　制度の説明や分からないことの質問もできます。
　②ガイダンス… 里親になる意思が固まったら、彦根子ども家

庭相談センターで説明を受けます。
　③研修、調査… 研修や実習を受けた後、家庭訪問で養育環境

などの調査を受けます。
　④審査、登録… 審議会での審査を経て里親として認定される

と、滋賀県の里親として登録されます。

●里親制度とは
　保護者の入院、離婚、経済苦、養育の拒否、虐待など、様々な事情から家庭で暮らすことができない子ども（要保
護児童）を、自らの家庭に迎え入れて養育する、児童福祉法に定められている子どものための制度です。

●里親おしゃべり会
　里親さんと交流し、気軽に話を聞ける「里親
おしゃべり会」を開催します。興味のある方
は、都合の合う日程でぜひご参加ください。申
し込みは、フォスタリング機関こばとまでご連
絡ください。
【日程・場所】
令和４年10月23日(日)13:30～15:00
　米原市役所本庁舎 3D・3E会議室（3階）
令和４年10月30日(日)10:30～12:00
　近江八幡市(婦人会館)

安心して身を委ねられる場所である「家庭」を望む子どもたちのために、私たちにできることを考えてみませんか？
里親制度について興味のある方は「フォスタリング機関こばと」へご相談ください。

近年の事件・事故の状況
・ 平成30年、新潟市で下校途中の小学２
年女児が連れ去られて殺害された事件。
・ 令和元年５月８日、大津市で幼児の列
に、車が突っ込み、子ども・職員計16
人が死傷した事故。

・ 本年５月末から６月にかけて、「下校
中の小学生女児を誘拐する」という予
告メールが関東地方・中国地方の18府
県23自治体に送信された件。

・ 本年７月８日、滋賀県内で「15時34分
に園児・児童を誘拐する」メールが学
校園に届いた事案等。

そこで、住民の皆様および事業所の方々に、子どもの安全を守る「こど
も110番のおうち」への参加のご協力をお願いします。
〇 子どもたちが登下校する時間帯に不在でも結構です。
　 こども110番の三角コーンや看板を家の一角に置くことにより、犯罪
抑止力が高まります。
〇 三角コーンや看板が少ない、新しい住宅地の近辺に「こども110番の
おうち」が必要です。
　 在宅されている方が少ない状況を受けて、自治会をはじめPTAや子ど
も会の組織力を生かして交替制等で設置の検討をお願いします。

〇 町内の自治会など各団体の会合で、子どもや地域の安全について話題
にしてみませんか。
　「安全」というキーワードについて、その取り組む土台と解決する力
が地域にあります。住民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

　愛荘町内に約200カ所の「こども110番のおうち」があります。
　「こども110番のおうち」は、平成８年から、町内の各所において、子どもたちの登下校や地域でのくらしを見守
り、安全面で大きな力になっているこども応援団です。かつては、300カ所近くありましたが、高齢化などの諸事情
により辞退される状況にあり、今日の青少年の安全を取り巻く環境は、厳しい状況が続いています。

問 愛荘町ＰＴＡ連絡協議会事務局 （事務局）教育委員会生涯学習課内（秦荘庁舎）
　 ☎0749ー37ー8055　℻  0749-37-4192

～ 家庭のあたたかさを子どもたちへ ～
里親としてのあなたの力を貸してください

こども応援団（こども110番のおうち）募集中！！

63％

37％

●いろんな里親さんを求めています

・長期間

・短期間

・ホームステイ

養育里親 養子縁組里親

・養子縁組を

　希望する里親

滋賀県全体で約300人の
子どもたちが施設、
里親・FH（ファミリーホーム）
で暮らしています。

施設で暮らす

子ども

里親・FH

（ファミリーホーム）

で暮らす子ども
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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

初診【医科】5,500円→7,700円 【歯科】3,300円→5,500円
再診【医科】2,750円→3,300円 【歯科】1,650円→2,090円

問  彦根市立病院事務局医事課・医事サービスセンター　☎0749ー22ー6050　℻   0749ー26ー0754

問  愛荘町商工会青年部　☎0749ー42ー2719

　昨年は、住民の皆様へ、日々の事業活動へのご支援に対する感謝の想いから「愛荘おかげさま市」を開催しまし
た。この想いを変えることなく、今年度は『持続可能な地域の発展』をテーマとし、イベントの形態を変更し、下記
の事業内容で開催します。

その他、詳細については上記QRコードの公式LINE、ツイッターにて配信しています。

● 愛荘おかげさま市マルシェ開催！
町内で頑張っておられる企業や商工会員、地域団体、個人の皆様に出店していただきま

す。日頃から様々な活動をしている皆様のＰＲや商品の販売を通じ、その魅力を町内外に発
信していただきます。
また、家庭不要品（古着、雑貨、おもちゃ等）や趣味自製作品（手作りアクセサリー等）

などの販売もあります。見て楽しい、選んで楽しいマルシェにぜひお越しください。
●AISHO SDGｓ
Ｓ…さあ！集まれ！ Ｄ…誰でもウェルカム Ｇ…学校では教えてくれない 
ｓ…仕事の楽しさ教えます 。
SDGｓとは Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標のことです。愛荘町

の大切な地元企業がこれから先も持続可能な形で後世に残り、地域の子どもたちが承継して
くれるきっかけづくりとして、子どもたちをはじめとする地域の方への職業体験を実施しま
す。ぜひ多くの方々のご参加をお待ちしております。

●屋外ステージ 
各団体によるステージ発表等を行います。 また、抽選会も行いますので、別添チラシについ

ている抽選券を当日、本部テントに提出してください。
●シャトルバスも随時運行します。会場には来場者用駐車場はございませんので、専用駐車場
からシャトルバスをご利用ください。

開催日：令和４年10月30日（日）９時20分～16時 
場　所：愛荘町立福祉センター ラポール秦荘内 けんこうプール北側駐車場（滋賀県愛知郡愛荘町蚊野2987－１）

　初診時に、かかりつけ医など
からの紹介状をお持ちでない人
は、診察料とは別に「選定療養
費」を負担いただいています。
これは、地域の限りある医療資
源を効率的に活用し、医療機関
ごとの機能分担と連携を推進す
るための制度です。
このたび、診療報酬の改定によ

り、選定療養費を次のように改定
します。（金額は税込）

青年部
ツイッター

おかげさま市2022
公式LINE

23aisho 2022.10



※　他にも種目がありますので、気軽にお問い合わせください。

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 自衛隊ホームページ▶ 

愛荘町商工会から、「創業セミナー開催」のお知らせ

令和４年度 防衛省自衛官等採用試験のご案内

　自分のやりたいことを仕事にしませんか？
創業セミナーのポイント
❶創業に関する基本知識とともに、同じ思いを持った仲間を見つけることができます。
❷創業塾が終わっても、商工会へ引き続き気軽に相談をすることができます。
❸創業してからも手厚いサポートを受けることができます。

日　時：令和４年11月６・13・20・27日、12月４日　全５回
　　　　各日曜日　10時～16時
場　所：稲枝商工会館
参加費：3,000円（税込）　資料代含む
内　容： 創業するために必要な基本知識を学ぶことができる、初心

者向けのセミナーです。全体の講座を通じて、創業計画書
を作っていきます。

●参加者からの感想
・ ぼんやりとしていた創業が、自分のやりたいことを具体的に考え
ることで、何から手をつけたらいいのかが見えてきました。

問・申 愛荘町商工会　☎0749ー42ー2719　(平日　8：30～17：15)　  info-e@aisho.or.jp

コース 防衛大学校
（一般）

高等工科学校
自衛官候補生（陸海空）

推薦 一般

応募資格
18歳以上21歳未満
の者で高卒者（見込
含）または高専３年
次修了（見込含）

男子で中卒（見込含）
17歳未満の成績優秀か
つ生徒会活動等に顕著な
実績を修め、学校長が推
薦できる者

男子で中卒（見込含）
17歳未満の者 18歳以上33歳未満の者

受付期間 7月1日
　～10月26日

10月1日
　～12月2日

10月1日
　～令和5年1月6日

第５回  9月13日～10月14日
第６回10月24日～11月18日

試験期日 11月5日・11月6日 令和5年1月5日～7日 令和５年1月14日・15日 受付時にお知らせします

処遇等
修学年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

修学期限３年
卒業後は陸士長
卒業後約１年で３等陸曹

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
※ 任期満了ごとに特例退職手当を支給：
約58万円～95万円（１任期）

１０月１７日（月）～23日（日）は、行政相談週間です。
　総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見・要望を受
け付け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
　国の事務（県・市町に委任している事務なども一部含みます。）としては、例えば、国道、
一級河川、年金、戸籍、登記など、意外に身近な分野があります。
　このようなことについて困ったときは、お気軽に行政相談をご利用ください。ご相談は無
料・予約不要・秘密厳守です。（新型コロナウイルス感染症防止対策を実施します。）

問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680／滋賀行政監視行政相談センター　☎077ー523ー1100

▲行政相談マスコット
滋賀キクーン

（愛称：びわんこ）

▲昨年度の創業セミナーの様子
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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

14 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

15 土 おはなし会 13：30～13：45 愛知川図書館

16 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

おひざでだっこのおはなし会
11：00～11：15

愛知川図書館
11：30～11：45

18 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

23 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

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

壬申の乱1350年記念企画展（第38回企画展）
万葉の光と闇ー鈴木 靖将絵画展－（9/17～10/23）
※最終日

10：00～17：00 歴史文化博物館

30 日 愛荘おかげさま市2022   9：20～16：00 福祉センターラポール秦荘内
けんこうプール北側駐車場

10
月
の
行
事
予
定
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おお 知知 らら せせ

誰でも気軽にいつでも取り組める健康づくりとして
「噛むｃｏｍｅ＋10　　　　　 運動」を進めています。
一口プラス１０回噛むことを習慣に！

10月は臓器移植普及推進月間と骨髄バンク推進月間です。
これを機会に、臓器提供などについて家族で話し合いましょう。

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎0749－42－488710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

☆図書館コラボ事業(健康講座)
●「親子で体操！いつもの姿勢、それで大丈夫？～正しい姿勢っ
　て何？～」

日時・場所　10月22日（土）
　　　　　　①11時から12時(受付：10時45分から)
　　　　　　　秦荘保健センター 多目的ホール
　　　　　　②14時から15時(受付：13時45分から)
　　　　　　 愛知川図書館 視聴覚室　※①と②は同じ内容です。
講　　　師　一般社団法人体力メンテナンス協会
　　　　　　　体力指導士　倉本朋子先生
対　　　象　愛荘町内在住の小中学生とその保護者ペア
　　　　　　※保護者のみの参加も可能です。
愛知川図書館カウンターまたは電話 0749ー 42ー 4114）
でお申込みください。

☆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
3日（月）

9：00～16：3017日（月）
24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
3日（月）

9：00～11：00
17日（月）
24日（月） 13：30～１6：00

☆栄養相談・もぐもぐ相談
関に」養栄・）食乳離（事食「るよに士養栄理管●

する個別相談（予約制）
実施日 受付時間
17日(月）

9：00～11：30
24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
3日（月） 13：00～16：00

☆子育て相談
● 個るす関に達発長成のもど子るよに士理心床臨

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 12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 6月生

7か月児相談 14日(金） 令和４年 3月生

10か月児健診 14日(金） 令和3年12月生

１歳６か月児健診 5日(水） 令和３年 3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 5日(水） 令和2年 3月生

３歳６か月児健診 4日(火） 平成31年 3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。

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。

10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

☆図書館コラボ事業(健康講座)
●「親子で体操！いつもの姿勢、それで大丈夫？
　　　　　　　　　　　　　　　～正しい姿勢って何？～」

日時・場所　10月22日（土）
　　　　　　①11時から12時(受付：10時45分から)　
　　　　　　　秦荘保健センター 多目的ホール
　　　　　　②14時から15時(受付：13時45分から)
　　　　　　　愛知川図書館 視聴覚室　※①と②は同じ内容です。
講　　　師　一般社団法人体力メンテナンス協会
　　　　　　　体力指導士　倉本朋子先生
対　　　象　愛荘町内在住の小中学生とその保護者ペア
　　　　　　※保護者のみの参加も可能です。
愛知川図書館カウンターまたは電話 (☎ 0749ー 42ー 4114）
でお申込みください。（申込受付：10月１日（土）10時開始）

☆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
3日（月）

9：00～16：3017日（月）
24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
3日（月）

9：00～11：00
17日（月）
24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
17日(月）

9：00～11：30
24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
3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 12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 6月生

7か月児相談 14日(金） 令和４年 3月生

10か月児健診 14日(金） 令和3年12月生

１歳６か月児健診 5日(水） 令和３年 3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 5日(水） 令和2年 3月生

３歳６か月児健診 4日(火） 平成31年 3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。

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

10月のゴミカレンダー10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！

色つきびん

ガレキ

金属

無色透明びん

10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、住所地名を指していますので、該当する収集日に依頼してください。

10月のし尿収集カレンダー10月のし尿収集カレンダー
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燃やすごみ

燃えないごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

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

蛍光灯

燃やすごみ

白色トレイ

ガレキ

燃えないごみ

ペットボトル びん

上蚊野①・松尾寺①

　　　　　―

　　　　　―

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③

　　　　　―

　　　　　―

島川①②

香之庄②・元持③

　　　　　―

　　　　　―

沖①

長塚①③

　　　　　―

長野①

愛知川①

　　　　　―

沓掛①②③

　　　　　―

川原①・山川原①②③

愛知川②・中宿①②

　　　　　―

東円堂①

市①②③

長野②

　　　　　―

東円堂②・豊満①③

苅間①・畑田①・平居①③

長野③

　　　　　―

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

３日

４日

５日

６日

７日

１１日

１２日

１４日

１７日

１８日

１９日

２１日

２４日

２５日

２６日

２８日

31日

蛍光灯

白色トレイ

スポーツの日

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。９/30（金）締切　定員各６人（1人30分）
◎愛知川庁舎3階相談室
　10/５（水）13：30～16：30
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。10/18（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。
　◎ハーティーセンター秦荘２階
　10/21（金）13：00～15：00

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）
　10/17（月）10：00～15：00
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

了ごでのすまりあがとこるなに更変は間時、日曜※
承ください。
山川原地域総合センター ☎0749ー42ー2478
川久保地域総合センター ☎0749ー42ー2003
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
10/５（水）・10/19（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
10/12（水）・10/26（水）   13：30～15：30
社会福祉協議会愛知川事務所　☎0749ー42ー5843
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　　　 10/５（水）13：30～15：30
◎福祉センター愛の郷 10/26（水）13：30～15：30

いてし設開も所談相設常てに局支根彦局務法津大※
ます。（9時30分～16時30分　土・日・祝日除く）
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 10/６（木）13：30～15：30
◎秦荘庁舎 相談室1 10/20（木）13：30～15：30
経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

■弁護士による町民無料法律相談
※要予約。９/30（金）締切　定員各６人（1人30分）
◎愛知川庁舎3階相談室
　10/５（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。10/18（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。
◎ハーティーセンター秦荘２階
　10/21（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）
　10/17（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
10/５（水）・10/19（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
10/12（水）・10/26（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　　　　　 10/５（水）13：30～15：30
◎福祉センター愛の郷 10/26（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 10/６（木）13：30～15：30
◎秦荘庁舎 相談室1 10/20（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10月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,354人 （－20人）
　　　男 10,731人 （－13人）
　　　女 10,623人 （－ 7人）
世 帯 数 8,418世帯 （－ 3世帯）

（令和４年８月31日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　6日（木）・13日（木）・20日（木）・27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７月　火災・救急情報
【火災発生状況】 町内１件
【救急出動状況】 町内81件（交通事故7、一般負傷15、急病56、転院搬送2、

その他1）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

愛知川東小学校
「校内音楽発表会」

わたしの学校

　６月に校内音楽発表会を行いました。感染症
対策のため、発表学年だけが体育館で演奏し、
他学年は配信された映像を教室で鑑賞しまし
た。どの学年もこれまでの学習成果を十分に発
揮し、素晴らしい発表を行いました。

※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、10月31日（月）です。
町県民税（３期分） ／ 国民健康保険税（５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10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!

※「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。

中西陽音  ちゃん
なか  にし　 は る と

（令和３年 10 月 25 日生）
　１才のお誕生日おめでとう☆
みんなにニコニコして元気をく
れる陽音　その素敵な笑顔が大
好き♡いつもごはんを全部食べ
てくれてありがとう♪陽音のお
かげで毎日頑張れるよ♡

（保護者　市
中西　優弥さん　あすかさん）

𠮷田　蓮  ちゃん
よし   だ　       れん

（令和３年 10 月 31 日生）
　れんちゃん♡生まれてきて
くれてありがとう！パパとマ
マは毎日幸せだよ♪すくすく
元気に育ってね　これからも
家族で楽しい思い出を作ろう
ね！大好きだよ♡

（保護者　豊満
𠮷田　剛大さん　由衣さん）

寺田　武  ちゃん
てら   だ　     たける

（令和３年 10 月 12 日生）
　１歳のお誕生日おめでとう♪
出来る事が増えて、お兄ちゃ
んと一緒にやんちゃばかりし
てるけど、その可愛い笑顔で
毎日癒されてます！生まれて
きてくれてありがとう。大好
きだよ♡
（保護者　石橋

寺田　匠さん　椿さん）

小林蓮翔  ちゃん
 こ  ばやし れん   と

（令和３年 10 月 20 日生）
　にこにこ笑顔が可愛い蓮翔
くん。お兄ちゃんと元気いっ
ぱい遊んで、たくさん食べて、
すくすく大きくなってね♡

（保護者　市
小林　穂高さん　明日香さん）
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