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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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愛 荘 町 組 織 図愛 荘 町 組 織 図令和3年度新体制でスタート！令和3年度新体制でスタート！
よろしくお願いします！よろしくお願いします！

議会事務局・町長部局
町　　　長　有村　国知　　　　副　町　長　中西　　功
企画・産業政策監　藤塚　雅徳　　　　総務政策監　青木　清司　　　　福祉政策監　森　まゆみ

所　属　名 課・局・室・所・館・園長 業務内容
議会事務局

☎0749-42-7670 徳田　郁子 議会運営庶務、監査委員事務局、公平委員会事務局

会計室
☎0749-42-7697 中村　喜久夫 出納事務

みらい創生課
☎0749-29-9046 西川　傳和 公共交通、広報・広聴、秘書、まちづくり活動支援、多文化共

生、自治会（区長会）、移住定住、男女共同参画、空き家対策
経営戦略課

☎0749-42-7680 生駒　秀嘉 人材育成、人事、行財政改革・財政、庁舎管理、庶務、行政・選挙、
電算管理、財産管理、契約審査、入札執行、ICTの推進

公共施設最適配置推進室
☎0749-42-7680 久保川　瑞穂 行財政改革、公共施設等総合管理計画、公共施設最適配置、

指定管理者制度　
人権政策課

☎0749-42-7696 藤居　祐司 人権尊重のまちづくり、人権擁護、人権政策、同和対策事業

長塚地域総合センター
☎0749-37-3279 丸山　満

住民活動育成指導、地域交流、就労相談、教育文化向上川久保地域総合センター
☎0749-42-2003 宮崎　淳

山川原地域総合センター
☎0749-42-2478 寺本　秀史

くらし安全環境課
☎0749-42-7699 水谷　徹也 危機管理、消防、防災、防犯、生活環境、廃棄物、公害防止、

浄化槽、交通安全対策
新型コロナウイルスワクチン

接種推進室
☎0749-29-9081

藤塚　雅徳（兼） 新型コロナウイルスワクチン接種

福祉課
☎0749-42-7691 田中　孝幸 地域共生、高齢者福祉、障がい者（児）福祉、生活保護、介護保険

地域包括支援センター
☎0749-42-4690 小林　充周 介護予防、高齢者の総合相談、権利擁護、要支援ケアプラン

健康推進課
☎0749-42-4887 木村　美紀 健康づくり、地域保健、感染症予防

子育て世代包括支援センター
☎0749-42-7661 木村　美紀（兼） 母子保健、発達支援

子ども支援課
☎0749-42-7693 北川　三津夫 児童福祉、児童手当、保育所、学童保育

子育て支援センター（あいっ子）
☎0749-37-8058 越後　聡美（兼） 子育て支援センターの運営

子育て支援センター（つくしひろば）
☎0749-42-5051 小杉　久江 子育て支援センターの運営

つくし保育園
☎0749-42-5475 早坂　さおり つくし保育園の運営

住民課
☎0749-42-7692 阪本　崇

戸籍・住民基本台帳、保険・年金、総合窓口案内
秦荘サービス室

☎0749-37-8050 藤野　仁美

税務課
☎0749-42-7690 北村　章夫 各地方税、滞納管理

農林振興課
☎0749-37-8051 楠　真二 農林業振興、有害鳥獣

商工観光課
☎0749-37-8057 藤野　知之 商工業振興、観光振興、労働雇用、企業誘致、ふるさと納税

建設・下水道課
（グランドデザイン推進室）

☎0749-37-8052
羽田　順行 道路、河川管理、下水道、建築確認、都市計画、地籍調査、

町営住宅、グランドデザイン

教育委員会部局・機関
教　育　長　徳田　　寿　　　　教 育 次 長　上林　市治

所　属　名 課・所・館・園・校長 業務内容
教育振興課

(学校教育担当）
☎0749-37-8056

上林　市治
辻　裕樹 教育委員会事務、教育企画振興、教育施設、学校教育

給食センター
☎0749-42-2644 本田　有弘 学校給食

秦荘幼稚園
☎0749-37-3696 小西　喜雄 秦荘幼稚園の運営

愛知川幼稚園
☎0749-42-2110 国領　順子 愛知川幼稚園の運営

生涯学習課
☎0749-37-8055 陌間　秀介 生涯学習、青少年・成人教育、社会教育施設（文化・スポーツ）、人権教育

愛知川公民館
☎0749-42-5141 中村　治史 愛知川公民館の運営

歴史文化博物館
☎0749-37-4500 上林　市治 展覧会、文化財保護、文化財調査

図書館・びんてまりの館
（秦）☎0749-37-4345
（愛）☎0749-42-4114

茶谷　えりか 図書館の運営、びんてまりの館の運営

秦荘東小学校
☎0749-37-2004 今村　増弘 愛知川東小学校

☎0749-42-2307 辻　裕 秦荘中学校
☎0749-37-2005 田中　幹雄

秦荘西小学校
☎0749-42-2244 八木　佐登留 愛知川小学校

☎0749-42-2037 上村　ひとみ 愛知中学校
☎0749-42-2162 大角　義典

愛知川庁舎代表電話　☎0749ー42ー4111
秦荘庁舎代表電話　☎0749ー37ー2051

副町長ご挨拶
副町長　中 西 　功

　４月１日付で副町長に
就任いたしました中西功
です。身に余る光栄であ
り、その職責の重大さに
身の引き締まる思いでご
ざいます。

　時に新型コロナウイルス感染症が国内外で
猛威を振るい、依然として終息が見通せない
状況にありますことから、まずは住民の皆様
方の安全・安心の確保に努めてまいりたいと
考えております。
　さらに、第２次愛荘町総合計画でめざす
「愛着と誇り。人とまちが共に輝く　みらい
創生のまち。」の実現と愛荘町の持続的発展
のため、自身がこれまで滋賀県職員として積
み重ねてまいりました行政経験を活かし、有
村町長を補佐し職員と力を合わせて誠心誠意
かつ全力を尽くしてまいる所存です。
　皆様方のご支援とご協力を心からお願い申
し上げ、就任のご挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

【まちづくり活動の推進】
　第２次愛荘町総合計画に掲げる、めざすまちの姿「愛着と誇
り。人とまちが共に輝くみらい創生のまち。」の実現に向け、
地域が主体となった住みよいまちづくり活動を強力に進めてい
くため、「みらい創生課」と「まちづくり協働課」を「みらい
創生課」に一元化します。

【農林業・商工業・観光の推進】
　農林業と商工業・観光を推進するために、「農林振興課」と
「商工観光課」を新たに設置します。

【公共施設最適配置の推進】
　行政機能の配置の最適化による町の方針に基づき、公共施設
の集約化等を計画的に進めるため、「公共施設最適配置推進
室」を設置します。

【愛知川庁舎】
１階	 	税務課、住民課、会計室、福祉課、地域包括支援センター、

健康推進課、子育て世代包括支援センター、子ども支援課
２階	 	くらし安全環境課、みらい創生課、経営戦略課（公共施設最

適配置推進室）、新型コロナウイルスワクチン接種推進室
３階	 	議会事務局、人権政策課

【秦荘庁舎】
１階	 	秦荘サービス室、農林振興課、商工観光課、建設・	

下水道課（グランドデザイン推進室）
２階	 	生涯学習課、教育振興課

ポイント❶

ポイント❸

ポイント❷
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　わたしたちは、この春から住民
の皆さんにお世話になる役場職員
です。よろしくお願いします。

フレッシュマンフレッシュマン紹介紹介

自治会名 氏　　名
上	蚊	野 水野　幸一郎
松尾寺南 北川　嘉宣
松尾寺北 田川　清
斧　　磨 西川　仁
岩　　倉 小林　喜代徳
蚊　　野 金子　又広
軽　　野 梅原　勝
安	孫	子 若林　常夫
東　　出 中村　利夫

ジョイフルタウン秦荘東 本道　康介
竹　　原 林　龍一
常	安	寺 髙橋　健
円	城	寺 北川　孝司
西　　出 上林　宏行
深　　草 北村　弘司
目	加	田 上林　利雄
蚊	野	外 髙橋　篤史
香	之	庄 村川　裕之
元　　持 川口　久一

沖 森　鐵男
宮　　後 苗村　直樹

自治会名 氏　　名
北	八	木 満島　徳男
下	八	木 仁尾　和彦
島　　川 西村　忠久

メイタウン島川 髙橋　昭則
長　　塚 岡本　光夫
栗　　田 岡部　康之
南野々目 野々村　健
野	々	目 黒川　武継
矢　　守 志田　良治
畑　　田 夏原　正仁
平　　居 髙木　友和
苅　　間 山岡　寛
東円堂東 石沼　利一
東円堂西 前田　芳忠
豊　　満 林　信弘
愛	知	川 岩佐　喜男
堺　　町 髙橋　知史
泉　　町 杉野　之章
源　　町 松浦　英樹
八	幡	町 杉村　浩
本　　町 岩佐　博昭

自治会名 氏　　名
伊	勢	町 藤本　達雄
御	幸	町 福井　利彦
祇	園	町 奥田　素大

愛知川ニュータウン 片山　宜彦
渕	ノ	下 安井　崇真
中　　宿 髙田　悟
沓　　掛 鈴木　保

ハーモニータウン 津村　幸男
市 河村　芳博

磯　　部 黒田　晃永
川	久	保 北川　義博
石　　橋 春田　弘一
長	野	東 中野　克俊
長	野	西 山縣　峯雄
長野新町 松村　秀雄
亀　　原 川瀬　浩幸
川　　原 西村　与一
百	々	町 北河　実
山	川	原 押谷　浩司

よろしくお願いします
■令和３年度区長・総代（敬称略）　

　私たちの町や自治会で、いろいろお世話をしていただく、令和３年度の	
区長・総代さんが決まりました。
　1年間よろしくお願いします。

問	みらい創生課（愛知川庁舎）
☎0749ー29ー9046

経営戦略課
主事 小川　ひかり

　愛荘町の住民の皆様の
お役に立てるよう、一生
懸命頑張ります。

つくし保育園
保育士 三上　莉旺

　愛荘町の子ども達みん
なの笑顔のために明るく
頑張ります。

くらし安全環境課
主事 満嶋　哲也

　生まれ育った愛荘町を
より良い町にするために
頑張ります。

住民課
主事 新木　慧一　

　地域の皆様に対し、身
近な職員となれるよう
日々励んで参ります。

教育振興課
学校教育担当課長 辻　裕樹
　一人ひとりが輝く、学
校園を目指し、一生懸命
に頑張ります。

福祉課
主事 宿谷　実沙

　住民の皆様に信頼して
頂けるよう、毎日笑顔で
頑張ります！

税務課
主事 藤田　孝大

　愛荘町に活力を与えら
れるように精一杯頑張り
ます。

みらい創生課
主事 平田　祐也

　愛荘町をより良い町に
できるように一生懸命頑
張ります。

健康推進課
保健師 辻　実加恵

　地域の皆様の健康を支
えていけるように頑張り
ます。

建設・下水道課
主事 野瀬　駿

　愛荘町をよりよい町に
できるよう、一生懸命頑
張ります。

経営戦略課
主事 大崎　颯也

　住民の皆様に信頼され
る職員になれるよう頑張
ります。

つくし保育園
保育士 森野　穂乃花

　子ども達や地域の方々
の気持ちに寄り添える職
員を目指します。

秦荘図書館
司書 梅本　都子

　多くの方々に利用して
頂ける図書館づくりに努
めます。

まちのわだい

愛showボールパークin 皇子山が開催されました
　3月7日、皇子山球場（大津市）で、愛荘町出身の
元プロ野球選手	村西	辰彦さんをはじめ元プロ選手4
名による、「愛showボールパークin	皇子山」が開催
されました。当日は、外野芝生でＴボールを使った低
学年向けの野球教室や、お楽しみ抽選会などが行われ
ました。また、メイングラウンドでは、オープン戦と
して愛知川野球スポーツ少年団と秦荘スポーツ少年団
野球部による愛荘ダービーが開催され、始球式では元
プロ投手の速球に驚きの歓声が上がり、試合も白熱し
たゲームとなりました。両チームのスポーツ少年団で
は、一緒に野球ができる仲間を募集されています。気
軽に体験や見学に参加してみてください。

自衛隊入隊予定者激励会を開催しました
　3月16日、愛知川庁舎で自衛隊入隊予定者激励会
が行われました。本激励会には入隊予定者4名のうち
3名が出席し、有村町長から「愛荘町の代表として国
防という崇高な任務を果たすため、与えられた職務に
心をこめてあたっていただきたい」と激励の言葉が贈
られました。また、木村滋賀地方協力副本部長からは
「自衛隊の教育を信頼し、安心して入隊してほしい」
と期待の言葉を述べられ、塚本家族会長から記念品が
贈呈されました。
　出席した北村さんは、入隊予定者を代表して「日本
の平和と独立を守れるよう、一生懸命頑張っていきま
す」と意気込みを語りました。

第55回愛知川少年剣道錬成大会が開催されました
　3月７日、愛知川体育館と愛知川武道館で「愛知川
少年剣道錬成大会」が開催されました。午前中は内部
試合、午後からは県内18団体を招いた24チームでの
団体戦が行われました。
　見事愛知川Aチームが優勝、愛知川Bチームが3位に
輝きました。
　選手の皆さんはコロナ禍で感染症対策を十分に行
い、マウスシールド、面マスクを装着して練習を頑
張ってこられました。
　愛知川剣心会の今後の更なる活躍を期待します。

100歳の長寿者激励訪問
　竹原の林	さたさん（大正10年3月27日生）が100
歳のお誕生日を迎えられ、3月30日、有村町長が長寿
のお祝いにご自宅を訪問しました。さたさんは、とて
もお元気で編み物やお地蔵さんの前掛け作りに励んで
おられ、週２回のデイサービスを大変楽しみに通われ
ています。有村町長が長生きの秘訣を聞くと「お嫁さ
んが作るおいしい料理を毎日いただくこと、野菜をた
くさん食べること」と話され、「家族のおかげで元気
に100歳を迎えられ、たくさんの方々にお祝いしてい
ただいて涙がこぼれます」と感激されていました。

▼愛知川野球スポーツ少年団と秦荘スポーツ少年団野球部

▼入隊予定の皆さん（3月16日時点）

▼愛知川剣心会Aチーム ▼愛知川剣心会Bチーム

▼笑顔のさたさん
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広報あいしょうをリニューアルしました！！
2021年６月号から月１回（毎月20日）発行になります

広報あいしょうリニューアル ３つのポイント

　今回の広報紙、広報あいしょう2021年６月号から広報紙をリニューアルしま
した。
　また、町の広報紙「広報あいしょう」は、これまで原則「おしらせ版（7日発
行）」と「カラー版（20日発行）」の毎月２回発行していましたが、2021年６月
号から「おしらせ版」と「カラー版」を統合し、月1回（毎月20日）の発行に変更
します。

問みらい創生課（愛知川庁舎）　☎0749－29－9046

　広報紙にあったとじ穴を廃止しました。
　これまでとじ穴を使用されていた方には大変ご不便をおかけしますが、とじ穴をなくすことにより、紙面全体を使
った構成が可能となります。これまでよりも、見やすく、幅広い世代に親しまれる広報紙を目指します。

とじ穴を廃止しました

※ユニバーサルデザインフォントとは、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮したフォントで、空間
に余裕のある文字で視認性・可読性に優れており、誤読を防ぐシンプルな形状で読みやすさと高いデザイ
ン性を備えています。

表紙デザインの一新
　より多くの皆さんに手に取って読んでいただける広報紙になるよう、表紙を
シンプルなデザインに変更しました。

右綴じから左綴じに変更
　スマートフォンの普及により、横文字を目にする機会が多くなったことや、電
話番号・メールアドレスなどの数字や英語の読みやすさを考慮し、横書き・左綴
じにして、目線の動きをスムーズにしました。

ユニバーサルデザインフォントに統一
　「広報あいしょう」では、これまでもユニバーサルデザインフォントを導入し
ていましたが、全ページをユニバーサルデザインフォントに統一しました。

愛荘町LINE公式アカウント
開設のお知らせ

自分に必要な情報が届きます！
5/20

サービス開始

　愛荘町では、スマートフォンなどで住民の皆さんが簡単に必要な情報を得られるよう、
【愛荘町 ＬＩＮＥ公式アカウント】を開設しました。
　友だち登録と簡単な受信設定をすることで、自分が必要とする情報を受け取ることが
できます。

ＬＩＮＥによる
個人情報の取扱いについて

　愛荘町LINE公式アカウントでは、個人情
報（氏名・住所・電話番号）の取扱いはござ
いません。
　また、アカウント内でやりとりする情報に
つきましては、国内で管理しておりますの
で、国外に流出することはございません。

知りたい情報をらくらくゲット！
新型コロナウイルスに関する情報や
災害時の緊急情報をタイムリーにお届け！

１

自分で欲しい情報を選べます！
□ごみ　□イベント　□健康　□子育て
□教育　□図書館・博物館　・・・など

２

愛荘町 ＬＩＮＥ
公式アカウント
ＱＲコード　→

愛荘町LINE公式アカウントを登録する
にはLINEアプリのダウンロードが必要
です。
問みらい創生課　☎0749－29－9046

登録方法
①ＬＩＮＥアプリを起動
②「友だち追加」から登録

方法１　ホーム画面の右上にあ
る「友だち追加マーク」を押し
て、左のＱＲコードを読み込む。
方法２　ホーム画面検索欄に
「愛荘町」と入力し、検索する。 愛荘町

◆受信設定
　　愛荘町メニュー右下の「登録情報変更」から、居住地、配信を希望する情報などをチェックすると、自
分に必要な情報のみ受け取ることができます。※設定はいつでも変更可能です。
◆メニュー
　　下記の３つのメニューになっています。見出し部分を切り替えて、それぞれのアイコンを選ぶことで、知
りたい情報を簡単に探すことができます。

動画で
チェック！

1

2

3

生活メニュー 健康・子育て・教育メニュー 防災・救急・その他メニュー

ごみ出し検索、イベント、
マイナンバーなどの情報へ！

新型コロナウイルス、保育園、幼稚園、
学校、予防接種、子育て応援、
町内医療機関などの情報へ！

防災ＭＡＰ、避難場所、
休日急病診療などの情報へ！
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愛荘町では「空き家」を募集しています！
　 愛荘町では、町内における空き家の有効活用と移住交流による地域の活性化を図るため、愛荘町商工会と協力し空き家等情報登録制度（空き家バンク）を設けていま
す。空き家を「売りたい」「貸したい」と考えておられる所有者の方は、ぜひ愛荘町役場みらい創生課までご連絡下さい。

令和３年度から
新たな補助制度を
開始します！
町では、空き家や空き店舗の所有者の方・利活用したい方が
利活用に取り組みやすくなるように、新たに補助制度を創設しました。
＊当制度は、愛荘町空き家等情報登録制度（空き家バンク）に登録されている物件に限り、利用可能です。
＊内容は変更になる場合があります。

●県内随一の改修補助金額！
●荷物処分費についても補助！
●改修補助は所有者・利用者
　どちらでも活用可能！

ここがポイント

※当制度は、同一の空き家に対して１回限りの補助となります。 問みらい創生課（愛知川庁舎）　☎0749－29－9046

●住宅編（店舗併用住宅含む）

●店舗編

【申請者が所有者の場合】
●改修事業…補助上限額：300万円
　※事業費に対する1/２の補助
●荷物処分事業…補助上限額：10万円
　※事業費に対する1/２の補助

【申請者が利用者の場合】
●改修事業…補助上限額：300万円
　※事業費に対する1/２の補助
　加算：最大補助上限額を50万円加算（要件有）

改修・荷物処分 改修所有者
（売主・貸主）

所有者
（売主・貸主）

利用者
（買主・借主）

【申請者が所有者の場合】
●改修事業…補助上限額：300万円
　※事業費に対する1/２の補助
●荷物処分事業…補助上限額：10万円
　※事業費に対する1/２の補助

【申請者が利用者の場合】
●改修事業…補助上限額：300万円
　※事業費に対する1/２の補助

改修・荷物処分 改修 利用者
（買主・借主）

申請書はコチラから！▶▶▶
・愛荘町ホームページ空き家等情報登録制度

空き家等情報登録制度（空き家バンク）の流れ
空き家バンク

所有者 愛荘町 協力業者 利用希望者

①

②

③

④

⑥

⑦

⑤

空き家バンク
登録申込

書類審査
＆現地確認

物件情報の提供
（HPの公開）

登録完了通知

交渉・仲介契約 交渉・仲介契約

登録完了通知

空き家バンク
利用希望
登録申込
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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　6月11日(金)  14:00～15:00
　　　　6月20日(日)  10:30～11:30
場　所　愛知川図書館
対　象　どなたでも

古文書をよむ会

図書館からのお知らせ

　図書館では昔の町の風景や人々を写した写真
を、町の歴史を知るための貴重な資料として
収集しています。図書館ホームページの「あい
しょうデジタルライブラリー」では、収集した
古い写真の公開をはじめていますのでご覧くだ
さい。
　町並みやお祭りの様子、農作業風景など、
昔の町の暮らしがわかる写真をお持ちの方は、
ぜひお知らせください。
　また、愛荘町に関わる古文書などの古い記
録も保存しています。家や土蔵の整理などで
出てきた古い帳簿なども大切な町の歴史資料
です。「もう捨てようか」と思われたものでも
図書館へご一報ください。

　図書館では昔の町の風景や人々を写した写真

昔の写真や古い記録を集めています！

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。

人権啓発DVDのご利用を！
　町では、人権学習の教材としてＤＶＤの貸出を行っています。今年度新たに作品を備え、さらに教材を充実いたしま
したので、自治会、学校、各種団体等での人権学習にご活用ください。内容や貸出等についてのお問い合わせは、教
育委員会生涯学習課（秦荘庁舎２階　☎0749－37－8055）までお願いします。

★「話せてよかった」 
～家庭からふりかえる人権～ （27分　ＤＶＤ）

　「人権」は日常の何気ない人と人との関係性の中に
もあります。本作では、日常の中の思い込みによって
生じる問題を描き、相互理解のためのコミュニケーシ
ョンによって、その問題と向き合うことを提案します。
家庭の人間関係は、私たちの人権意識を育む基盤で
す。そこからふりかえることで、組織や社会における
意識も見直すことができるのではないでしょうか。自
分の中にある思い込みに気づき、自分も相手も尊重
する人間関係を築くために、職場や家庭内で「人権」
について話し合うきっかけとしてお役立てください。 

★「今そこにいる人と、しっかり出会う」
～同和問題～ （24分　ＤＶＤ）

　同和問題はわが国固有の人権問題であり、生まれ
た場所や住んでいる場所だけで偏見をもたれ、差別
されるという理不尽な差別といえます。いま、現代社
会でもさまざまな差別の問題が起こっています。本作
では、同和問題について理解を深めていただくと同時
に、同和問題をモチーフに、人と人がしっかり出会い、
差別とどう向き合っていくかについてのヒントになる
作品です。ドラマ形式で描かれていますので、登場人
物の気持ちに寄り添って視聴することができます。

＜商工観光課設置＞

★「カンパニュラの夢」 （36分　ＤＶＤ）
　作品のテーマは、「超高齢化社会とひきこもり
（8050 問題）」です。近年、主に「80 代」の高齢
の親が「50 代」のひきこもりが長期化した子を支え
ている家庭が増加しています。「8050 問題」とは、
こうした家庭が地域社会との接点を失い、親子ともど
も生活が困窮する等の課題を抱え、将来への展望が
見いだせない超高齢化社会における新たな社会問題
のことです。その解決の糸口はどこにあるのか考えて
みましょう。

★「シェアしてみたらわかったこと」
（46分　ＤＶＤ）

　東京のどこかにあるシェアハウス。ここには、年齢
も社会的立場も異なる人たちが、同じ屋根の下で暮ら
している。就職のため上京しシェアハウスにやってき
た主人公。個性的な住民たちとの交流を通して、成
長していきます。
・外国人に関する人権　・外から見えにくい障がいの
ある人の人権　・性自認や性的指向に関する人権
・災害時の人権
※各エピソードごとに、22～26分間に分けて視聴す
ることもできます。

★「障害ってなに？」
～問いかける声 問われる社会～（39分　ＤＶＤ）

　2016 年には「障害者差別解消法」が施行され、さら
に社会の変化が期待されました。そんな時に発生した、「相
模原障害者殺傷事件」。そしていまだに残る差別の問題。
　大阪にあるＮＰＯ法人に集う人たちを中心に、自分らし
く生きることで、社会を変えようとする人たちの姿から、
「社会にある障がい」を学び、誰もが生きやすい社会を
作るにはどうすればよいのかを考えるための教材です。

★「くぅとしの」 （12分　ＤＶＤ）
　認知症の犬・しのと、介護ねこ・くぅの、感動の
実話をもとにした道徳・人権教育アニメーションで
す。もし、あなたの大切な人が認知症になってしまっ
たら、あなたはその人に何をしてあげることができる
でしょうか。年も性別も違う犬とねこの関係性を通し
て、子ども達が自然と考えることができる、心がほっ
こりする物語です。

★「永遠の記憶」～認知症を知る～
（30分　ＤＶＤ）

　認知症の症状をわかりやすく表現し、立場や環境が
違う人を思いやる心を持つことの大切さを学んでもら
うために制作されたドラマ作品です。

あいしょうデジタルライブラリーで公開中
https://www.town.aisho.shiga.jp/toshokan/library/index.html

日　時　6月15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
※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。

あたまいきいき音読教室

愛荘町人権教育推進協議会

問（事務局）教育委員会生涯学習課内

☎0749−37−8055　FAX0749−37−4192

人推協だより人推協だより

第181号第181号
書館へ
 行こう

−暮らしのなかに図書館を−

開館時間　10：00〜18：00
■愛知川図書館（☎0749−42−4114  FAX0749−42−8484）
　　　　　　　 休館日  月・火・祝日・月末水曜日

■秦 荘 図 書 館（☎0749−37−4345  FAX0749−37−4309）
　　　　　　　 休館日  木・金・祝日・第1水曜日

ホームページアドレス
https://www.town.aisho.shiga.jp/toshokan/index.html
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子 育 て子 育 て支援センター支援センターあいっ子あいっ子
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　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　6月の予定表

健康推進課事業の申込締切

●ぷれママ教室 6月23日（水）17時まで

健康推進課窓口または
電話（☎0749-42-4887）で受け付けます。

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

6月15日（火）17時まで
6月24日（木）17時まで

●きらきらバースディ
●季節の遊び講座

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。

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

6 月
　5月11日（火）親子４組が、『親子リトミック』をおこないました。講師の先生の指導のもと、親子で楽しいひ
と時をすごしました。

◎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。

６月

　「わんぱくひろば」では、福祉センター愛の郷で愛荘町に住む就学前の子どもとその保護者の方を対象に、

子どもの健やかな育ちを支援しています♪お気軽にご参加くださいね。

わんぱくひろば６月の開催日

★6月8日(火)に、『子育てホッとおはなしタイム』をおこないます。（午前10時から10時40分位
まで。定員は5組。参加費は無料で、予約が必要です。受付開始は、5月25日（火）9時から。）

★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。みんな遊びに来て
くださいね！

★毎月１回「おりがみ遊び」や「のびのびタイム（発育測定）」をしています。
★開館日に『すくすく子育て相談（電話相談・面接相談）』をおこなっています。子育ての不安
や悩みについて保育士が相談に応じます。

【時間】9：00～17：00

子育て支援センターあいっ子

お誕生日会
助産師相談

臨床心理士
講座①

開催時間 9：00～15：00

・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、ＨＰをご覧ください。

イベント情
報

１７日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

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。

ホームページは、
こちらからどうぞ

☆ 最近のわんぱくひろばのようす ☆

バランスボール
であそぼう

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♪
３０日（水）１０：３０～
　　　おやこでバランスボールであそぼう♪
　　　　　　　　　　　　 ※要申し込み、参加費無料
詳細については、決まり次第わんぱくひろば内ならびに
ＨＰで周知しますので、ご確認ください。

☎0749－37－8058　FAX0749－37－8950

　赤ちゃん広場を卒業した1歳～2歳（Ｈ31.4.2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て、他の親子とも交流しなが
ら子育て仲間を作る機会を提供します。
※毎月1回開催：フリートークや親子遊びなど
※今月は23日（水）10時～11時です。（子育て支援セン
ターあいっ子2階）　定員15組

予約不要なので、気軽に参加してね!!

（オムツはずれ）
日　　時：6月11日（金）
　　　　　10時～11時
場　　所：子育て支援センター
　　　　　あいっ子2階
定　　員：10組

☆予約不要☆

『運動会ごっこをしよう！』
～みんなでからだを動かして遊ぼう!!～

日　　時：6月25日（金）10時～11時
参 加 費：200円（お土産代）
定　　員：15人（2歳以上の子対象）
申込開始：6月11日（金）9時から

～民生委員さんと遊ぼう～

日　　時：7月2日（金）
　　　　　10時～11時
場　　所：愛知川公民館
内　　容：七夕飾り作り
定　　員：10組
申込開始：６月22日（火）9時から

皆さん遊びにきてね♪♪

ぴよぴよ広場 すくすくタイムすくすくタイム

プチらんど

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

あいらんど
休館日すくすくタイム

（歯科相談）
10：00〜11：00

場所：子育て支援セン
ターあいっ子２階
定員：10組（予約不要）

折り紙遊び
11：20〜

折り紙を折って遊び
ましょう！
（予約不要）

はっぴーメモリアル
11：00〜

満２・３・４歳（６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）

６ ７ ８ ９ 10 11 12

休館日 休館日
あいらんど

あいあいクラブ
10：00〜11：00

受講者のみ

すくすくタイム
（オムツはずれ）

10：00〜11：00
場所：子育て支援セン
ターあいっ子２階
定員：10組（予約不要）

土曜開館日

13 14 15 16 17 18 19

休館日 休館日
あいらんど

休館日きらきらバースディ
９：20〜10：40

満１歳（令和２年７月
生まれ）のお誕生会
をしましょう♪（要
予約）

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）
定員：15組

20 21 22 23 24 25 26

休館日 休館日
あいらんど

ぴよぴよ広場
10：00〜11：00

１ 歳 児 ２ 歳 児
（H31.4.2以降生
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）

ぷれママ教室
10：00〜11：20

妊娠・出産・育児に
備えるパパやママ
対象の教室です。
（ 予 約 は 健 康 推
進課☎0749-42-
4887まで）

季節の遊び講座
10：00〜11：00

『運動会ごっごをしよう』
参加費：200円
定員：15人(２歳以
上の子対象）
申込開始：６/11〜

土曜開館日

27 28 29 30

休館日 休館日
あいらんど

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）

「あいらんど」は、火曜日〜金曜日と
第2・4土曜日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
びにきてね。お待ちしています。
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coba solo tour 2020   The Accordion
コバ　    ソロ       ツアー　                              ザ   ・    アコーディオン

情報発信中情報発信中

・ハーティーセンター秦荘
・歴史文化博物館

・近江上布伝統産業会館

・愛知川びんてまりの館

☎0749－37－4110
☎0749－37－4500

☎0749－42－3246

☎0749－42－4114

休  館  日
開館時間
休  館  日
開館時間
休  館  日
開館時間
休  館  日

月曜
10：00～17：00
月・火・祝日の翌日
10：00～17：00
月・祝日
10：00～18：00
月・火・毎月最終水曜・祝日

祝日に当たる場合は
翌日以降の平日（ 　 　 ）

ぶんか

長緒藤結び あげは蝶結び・うちわ結び・せみ結び

問愛荘町立ハーティーセンター秦荘　☎0749－37－4110
《指定管理者　（一社）愛荘町文化協会》　URL：https://www.heartycenter.jp

KBS京都ほっかほかラジ
オでおなじみの笑福亭晃瓶
をはじめ、笑福亭呂好、京次
郎、土方兄弟と、多彩な出
演者がとっておきのネタを
披露！上方落語と、和妻、漫
才で初夏のひとときをお楽
しみください。

からくりおもちゃとは、江
戸時代に広まった木や竹、
和紙、土、糸などの自然素
材を組み合わせてつくるお
もちゃです。思いがけないお
もしろい動きをします。子ど
もたちの夏休みの思い出に
どうぞ！

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、どなたでもご入場いただけま
す。是非お越しください。世界各国で活躍している

アコーディオン奏者「コバ」
が愛荘にやってくる！！
アコーディオン1台で紡ぎ

だすピュアでポップな旋律
をご堪能ください！！

日　時：6月26日(土) 14時から
場　所：ハーティーセンター秦荘 大ホール
出演者：笑福亭晃瓶、笑福亭呂好
         京次郎、土方兄弟
入場料：全席指定 前売：1,500円

日　時：7月27日(火) 13時から
場　所：ハーティーセンター秦荘 
参加費：1,000円（材料費込み）
定　員：20名（小学生から参加できます）
持ち物：はさみ、えんぴつ、ものさし
※小学1～3年の人は保護者の方とご参加ください。

日　時：7月10日(土) 9時～16時
　　　 11日(日) 9時～15時
場　所：ハーティーセンター秦荘
            中ホールおよび館内 

日　時：7月11日(日) 10時～15時
場　所：ハーティーセンター秦荘　大ホール

※当日300円増

新型コロナウイルス拡大防止のため、急遽、公演を取りやめることがございます。

第9回
お笑い七夕 ハーティー寄席

日　時：7月31日(土) 16時30分から
場　所：ハーティーセンター秦荘 大ホール
入場料：全席指定 
　　　  一　　  般　4,000円
　　　  小・中学生　2,000円

   ＊当日各500円増
   ＊未就学児の入場不可

好　評
販売中

申込受付中

好　評
販売中

※2020ツアーの延期公演です。

心キュンなメロディと超絶技巧！cobaが全47都道府県を独奏する。

令和３年 ６月２日（水）～ ７月11日（日）
紐を結んで花や動物など、様々な形を表現する伝統的な飾り結びの技法を「花結び」といいます。
花結びは仏前を飾る荘厳具として発展し、平安時代には教養として学ばれ、調度品などを飾りました。

また、大名の間で茶の湯が盛んに行われた中世には、毒殺防止のため茶壷の封印技術として花結びが発
展。茶道の中で様々な結びが研究され、伝承されていきました。しかし、花結びは秘伝の技として弟子に
教えられたため、多くの結び方が失われ、一部は史料でしかその技を知ることができません。
展覧会では史料を元に復元した花結びを展示。幻となった技をご覧いただけます。また、同時に現代の

作家が作り上げた花結び作品も展示いたします。
一本の紐が咲かせる美しい花結びの世界をご堪能ください。

ひも

会 期
開館時間
会　　場
入 館 料
休 館 日
後 援

◆
◆
◆
◆
◆
◆

令和３年６月２日（水）～令和３年７月11日（日）
10：00～17：00（入館は16：30まで）
歴史文化博物館 企画展示室
町内の方は無料です
月・火曜日（祝日は開館）
ＮＨＫ大津放送局　びわ湖放送　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　

：
：
：
：
：
：

学芸員による展示解説
日時：令和３年
        ６月20日（日）･７月４日（日）
        10：30～／13：30～
場所：愛荘町立歴史文化博物館
        企画展示室

　　　
場　所
            中ホールおよび館内 

からくりおもちゃを作ろう

第１７回総合発表会
一般社団法人愛荘町文化協会

「紙つばめ」を作ります

《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

《舞台発表》
舞踊、詩吟、大正琴、民謡、三味線、和太鼓　など
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情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中情報発信中
ぶんか
「小さなびんてまり教室」受講生募集
日　　程：全12回

7/10・7/24　8/21・8/28　9/11・9/25　10/9・10/23
11/13・11/27　12/11・12/18 （いずれも土曜日）
① 午前教室：10 時15分から12時15分まで
② 午後教室：13時15分から15時15分まで
※午前、午後両方を受講することはできません。

場　　所：愛知川びんてまりの館　創作交流室（和室）
内　　容：直径９センチの小さなびんてまりの制作
対　　象：どなたでも
定　　員：午前・午後　各12名
受 講 料：12,000 円（別に材料代が必要）
指　　導：愛知川びん細工手まり保存会講師　
申込方法：愛知川図書館で配布している申込用紙に必要事項を記入のうえ提出ください。（郵送可）
申込締切：6/13（日）まで（郵送の場合は6/13の消印有効）※定員を超えた場合は抽選

つ
く
し
保
育
園

　ひ
ま
わ
り
ぐ
み
︵
5
歳
児
ク
ラ
ス
︶

　外遊びが大好きな元気いっぱいのひまわり組です。
　憧れの年長になり、何事にも興味をもって取り組む子どもたちです。
　色々なことに挑戦して、素敵な思い出を作ろうね！
　　　　　　　　　　　　　　　　　            ひまわり組担任　八木 彩月　島田 友貴

秦
川
保
育
園

　き
り
ん
ぐ
み
︵
4
歳
児
ク
ラ
ス
︶

　体を動かして遊ぶことが大好きな元気いっぱいのきりん組の子どもたち。
　新しいことにどんどん挑戦して楽しい思い出たくさん作っていこうね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             きりん組担任　金沢 美咲

問　びんてまりの館　☎0749ー 42ー 4114

問　愛荘町観光協会　☎0749ー 42ー 7683

観光協会だより観光協会だより
愛荘町

　毎月、第4日曜日開催の「軽トラ朝市」も、皆様のおかげで令和3年4月に
第63回を迎えることができました。また、第1回より慣れ親しんでいただい
ております「軽トラ朝市」の名称を「あいしょう朝市」に変更させていただく
こととなりました。今後とも変わらずにご愛顧いただきますようお願いいた
します。
　次回のあいしょう朝市は、5月23日（日）に開催いたします。安心・安全な
地元採れたての野菜を農家さんが直接販売。また、腕を振るって作ったお
惣菜や加工品なども販売いたします。

※新型コロナウイルス感染症の状
況や天候・都合などにより、内容
の変更や中止する場合がござい
ますので、ご了承ください。

※マスクの着用、アルコール消毒の
ご協力をお願いいたします。

期　　間　：　6月2日（水）～6月30日（水）
開催時間　：　午前8時～午後5時まで（最終日は正午まで）
タイトル　：　松田　朋子　展

るーぶる愛知川　6月ギャラリー情報

毎月第4日曜日
“あいしょう朝市”

開催

・ハーティーセンター秦荘
・歴史文化博物館

・近江上布伝統産業会館

・愛知川びんてまりの館

☎0749－37－4110
☎0749－37－4500

☎0749－42－3246

☎0749－42－4114

休  館  日
開館時間
休  館  日
開館時間
休  館  日
開館時間
休  館  日

月曜
10：00～17：00
月・火・祝日の翌日
10：00～17：00
月・祝日
10：00～18：00
月・火・毎月最終水曜・祝日

祝日に当たる場合は
翌日以降の平日（ 　 　 ）

余白のあるままに
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65歳以上の皆さんへ  介護保険料納入通知書を発送します
　6月中旬に、介護保険料の納入通知書（本算定決定通知書）および納付書を被保険者へ郵送し、今年度
に納めていただく年間の介護保険料額をお知らせします。保険料の納付方法は、特別徴収（年金からの天
引き）もしくは、普通徴収（口座振替または納付書）のどちらかです。
　※特別徴収の方および普通徴収で口座振替を利用されている方には納付書は入っておりません。

方法１　胃X 線検査（バリウム検査）
対　　象　　者：４０歳以上の愛荘町住民で、昨年度胃内視鏡検査を受けていない方。
予約受付開始日時：６月８日（火）８時３０分～　電話でお申し込みください。
※受診日程は、下記の表をご覧ください。

方法２　胃内視鏡検査（胃カメラ検査）
対  象  者：５０歳以上の愛荘町住民で、今年度末年齢が偶数年齢の方。
受 付 期 間：６月１日（火）～翌年２月末までに、健康推進課窓口で説明を受けてください。
※胃内視鏡検査は、指定医療機関での受診になります。

老齢（退職）・遺族・障害年金が年額18万円以上の人。年金支給月（年 6回）に年
金から天引きさせていただきます。
年金が年額18万円以下の人や年度中に65歳に到達する人、年度途中に転入され
た人などです。今年度より年額を10回（6月から翌年3月）に分けて納めていただ
きます。また、その納期限は、納付月の末日（末日が休日の場合翌営業日）です。支
払い忘れを防ぐため、便利で確実な口座振替をご利用ください。

○特別徴収となる人･･･

○普通徴収となる人･･･

むし歯予防のきほん　むし歯予防＝食生活習慣病予防

胃がん検診を受けましょう！　受け方は２通り！

対象者：４０歳以上の愛荘町住民
予約は必要ありません。
自宅で二日分の便を採取し、右記の日程に提出いただきます。
必ず事前に、健康推進課から検査キットを受け取ってください。
昨年度受診し、結果が「異常なし」の方には、5月末頃に検査キットを郵送
します。

★こんな方は検診対象外です！
●検診を受ける部位について、医療機関で経過観察中の方や治療中の方、
痛みや出血などの症状がある方、医師より検診対象外と説明を受けて
いる方。
●胃Ｘ線検査（バリウム検査）の場合、誤嚥しやすい方や体位変換ができな
い方。
※その他、身体症状によっては受診対象外になることがあります。
※詳しくはお問合せください。

大腸がん検診を受けましょう！

歯みがき・甘いものを控えた規則正しい食生活、
さらにフッ素の利用でむし歯をつくらない！

プラステン

食事の後は歯をみがいてむし歯０(ゼロ)へ‼

胃Ｘ線検診（バリウム検査）、
大腸がん検診日程

６／２５（金）

６／２６（土）

６／２９（火）

６／３０（水）

７／　３（土）

７／　４（日）

７／　５（月）

７／　６（火）

７／　８（木）

日　付 場　所 受付時間

愛知川
保健
センター

秦荘
保健
センター

８時２０分
〜

１１時５０分

８時２０分
〜

１１時５０分

歯の質 ミュータンス菌

食生活

む
し
歯フッ素

砂糖の制限

歯みがき
将来歯が無くなる主な
原因は歯周病です。
正しい歯みがきは歯周
病の予防になります！
口臭予防にも！

①規則正しい生活をする（決まった時間に食事やおやつを食べる）。
②甘い物を控える。
③のどが渇いた時はお茶を、ご飯やおやつを食べた後もお茶を飲む
　（スポーツ飲料やジュースは控える）。
④食べたら丁寧に歯みがきをする（歯ブラシは月１回交換！）。
⑤フッ素入り歯みがき粉を使う・フッ素塗布をしてもらう・フッ化物洗口をする！
⑥よく噛む（よく噛むことでたくさんの効果があります）。噛むＣＯＭＥ＋１０　　　　　　　推進中 !
歯ごたえのある食事で1口プラス１０回噛むことを習慣に…

か　む

問 福祉課（愛知川庁舎）　☎0749 ー 42ー7691

　内閣府では、6月23日から29日までの男女共同参画週間に向けて、毎年テーマに沿ったキャッチフレーズを
募集して男女共同参画を推進しています。　
　今年のテーマは、「自分が好きになって、自分を信じ、創り上げた自由な発想が受け入れられる社会。みんなで築
いていく男女共同参画社会とは？！みなさんが進んでいく社会への願い・想いのこもったキャッチフレーズ」です。
ユース（若者）世代を対象に募集が行われ、応募総数 2,785点の中から、以下の作品が選ばれました。

最優秀作品　「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」　　           新井 喜美夏さん　群馬県 20歳
優 秀 作 品　「「いつか」生きやすい社会ではなく「いま」生きやすい社会へ」　    高野　友里  さん　茨城県　 18歳
優 秀 作 品　「信じよう「自分」、認めよう「個性」」                                         濵田　玲織 さん　鹿児島県 18歳

　男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる社会を実現するために、私たちのまわりのパートナー
シップについて、この機会に考えてみませんか？

“女性の悩みカウンセリング”のご案内
　夫や恋人など親しい男性からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）や、セクシュアル・ハラスメントといわれ
る性的いやがらせに関する悩みなど、どんなことでも構いません。臨床心理士に相談してみませんか。

◆開催日◆　毎月第3金曜　13時 00 分から15時 00 分まで　（相談時間は、1人1時間）
◆場　所◆　福祉センター愛の郷（偶数月）・ハーティーセンター秦荘（奇数月）で隔月開催
◆対　象◆　町内在住・在勤の女性
◆その他◆　開催日の3日前までに事前の予約が必要　定員２人

誰もがそれぞれの個性と能力を発揮できる社会を実現するために

～ 6月23日から29日は男女共同参画週間です～

問・　　みらい創生課（愛知川庁舎）  ☎0749 ー29 ー 9046
問・　　健康推進課（愛知川庁舎）　☎0749 ー 42ー 4887

男 女 共 同 参 画 －できることからはじめよう!! 男女に築く 愛のまち－
とも
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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

税　金	 【税務課　☎0749ー42ー7690】

国民健康保険税 減免
免除

・収入が減少(前年同期比概ね30％以上)した場合は減免。
・	世帯主が新型コロナウイルス感染症により、死亡または	
重篤な傷病を負った場合は免除。

保険料	 【住民課　☎0749ー42ー7692】
	 【福祉課　☎0749ー42ー7691】※介護保険料に関して

国民年金保険料 納付猶予
免除

・	所得が国民年金保険料免除基準相当額まで減少した場合は
納付猶予や免除。

後期高齢者
医療保険料

納付猶予
減額
免除

・	属する世帯の世帯主の収入が減少(前年比30%以上)した	
場合は納付猶予や減額。

・	世帯主が新型コロナウイルス感染症により、死亡または重
篤な傷病を負った場合は免除。

介護保険料 免除
減額

下記の①または②に該当する第1号被保険者。
①	属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染
症により、死亡または重篤な傷病を負った場合は免除。

②	主たる生計維持者の収入が減少（前年比30％以上）した
場合は減額。

保育料	 【子ども支援課　☎0749ー42ー7693】

保育所保育料 日割り計算
家庭保育を要請した期間の保育料について、一旦全額
徴収するが、出席日数分のみの日割り計算を行い、	
還付または他の月の保育料に充当。　※申請不要。

学童保育所保育料 日割り計算 家庭保育を要請した期間の月額保育料を登所日数に応
じ日割り計算にて算出。

下水道使用料
受益者負担金	 【建設・下水道課　☎0749ー37ー8052】

下水道使用料
受益者負担金
（分担金）

支払猶予 下水道使用料・受益者負担金（分担金）の納付が困難な方
について、支払猶予。

※上記の減免・猶予制度について、詳しくは各担当課にお問い合わせ下さい。

な で子ども　　　  　相談室ん も

　抑うつ、うつ状態とは、心身のエネルギーが枯渇
し、いつもは出来ていたことがどうしてもできな
い、する気にもなれない状態になることです。精神
疾患のうつ病は10歳以下の子どもには多くありませ
んが、中学生ではうつ病の診断がつくことも、近年
では多くなってきました。
　うつ状態の基本症状には、憂うつな感情、意欲や
活動性の低下、身体的な不調などがあります。食欲
が減って痩せたり、眠れなくなったり、体調不良が
増え、登校や外出等の活動が減ったりする状態が起
こってきます。
　原因としては、心身に過重なストレスがかかって
いないかを考える必要があります。大人には小さな
ことと思えることでも、子どもにとっては、とても
重く抱えきれないストレスになっている場合があり
ます。子どもの立場に立って感じてみることが重要
です。また、家庭や学校での人間関係の影響は非常
に大きいものです。子どもは、家庭で安心して心身
をくつろがせゆっくり休むことが出来たら、エネル

ギーを回復させる力を持っているものです。うつ状
態が長引く場合は、家庭が子どもにとって居心地よ
く安心して過ごせる場になっているかどうかを検証
してみる必要があるでしょう。
　対応としては、何よりもまず休養です。決して無
理をさせず、ゆっくり休ませることが必要です。た
だ、子どもの場合、うつ状態の原因となっているス
トレス状況や葛藤を自分で解決することが難しいた
め、それが何であるかを周囲の大人がしっかりと見
極め、理解した上でストレスを取り除いたり、軽減
させたりする工夫が必要です。それでも子どものう
つ状態が長引いたり、身体の不調が強くなったりし
たときには、病院での治療も必要になります。
（参考：『子どものこころ百科』東山紘久　編著、
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

児童手当　現況届の提出について

　児童手当（特例給付含む）受給者は、毎年６月に
現況届の提出が定められています。現況届は、児童
手当受給者の６月分以降の受給資格と状況を確認す
るためのものです。６月中に、現況届と必要書類を
提出してください。
（現況届は、６月１日頃に受給者宛に送付します。）
※	現況届未提出の場合、６月分以降の手当が差し止
めとなりますのでご注意ください。

問	子ども支援課（愛知川庁舎）
　	☎0749ー42ー7693

法人、企業向け新型戸別受信機の
申込みについて

　愛荘町では皆さんの安全な暮らしを守るため、防
災行政無線システムを更新し、新型戸別受信機を無
償で配布しています。
　病院や福祉施設をはじめ、事業所、商店等で勤
務・経営される方にも確実に情報が伝わるよう事業
所向けに配布する戸別受信機の申込みを受付してい
ます。
　戸別受信機を置くことで町からのお知らせや防災
情報を迅速かつ正確に聞くことができます。戸別受
信機は１事業所につき１台の配布となります。

申・問	くらし安全環境課（愛知川庁舎）
　　　	☎0749ー42ー7699

新型コロナウイルス感染症の影響により
納付が困難な方には減免・猶予制度があります子どもの気になる症状「こどもの鬱

うつ

①」
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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

　平成30年度から滋賀県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、毎年、市町ごとの国民健康保険事業
納付金を決定するとともに、標準保険税率の提示を行っています。
　このことに伴い、市町は、国民健康保険事業納付金の主な財源である国民健康保険税を課税・徴収し、県
に納める仕組みとなりました。
　愛荘町では、平成28年度の税率改正以来約５年間、税率を据え置いてきましたが、県から示された令和３
年度分の国民健康保険事業納付金が減額となり、また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢か
ら、国民健康保険税の税率を下記のとおり改定することになりました。

区										分 令和２年度
(改正前①)

令和３年度
(改正後②) 増減(②ー①)

全被保険者

医療保険分
所得割率 6.80 % 5.91 % ー0.89 %
均等割額 23,000 円 23,000 円 変更なし
平等割額 21,500 円 17,000 円 ー4,500 円

医療保険分課税限度額 63万 円 63万 円 変更なし

後期高齢者
支援金分

所得割率 2.60 % 2.53 % ー0.07 %
均等割額 9,000 円 9,500 円 500 円
平等割額 8,000 円 7,000 円 ー1,000 円

後期高齢者支援金分課税限度額 19万 円 19万 円 変更なし

40歳～65歳
未満の方のみ

対象
介護納付金分

所得割率 2.20 % 2.11 % ー0.09 %
均等割額 9,000 円 12,000 円 3,000 円
平等割額 6,500 円 5,000 円 ー1,500 円

介護納付金分課税限度額 17万 円 17万 円 変更なし

合          計
所得割率 11.60 % 10.55 % ー1.05 %
均等割額 41,000 円 44,500 円 3,500 円
平等割額 36,000 円 29,000 円 ー7,000 円

課税限度額計 99万 円 99万 円 変更なし

〈用語説明〉
◦所 得 割 率････世帯の所得に応じて計算〈課税所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除43万円)×税率〉
◦均 等 割 額････世帯の加入者に応じて計算〈加入者数×均等割額〉
◦平 等 割 額････１世帯につき計算〈１世帯×平等割額〉
◦課税限度額････１世帯における国民健康保険税の上限の額

令和3年度から令和3年度から
愛荘町国民健康保険税の税率が変わります愛荘町国民健康保険税の税率が変わります シニアの皆さん、仲間をつくって健康寿命を延ばしましょう! 

シニア世代の学生募集のお知らせです。

１ 滋賀県レイカディア大学とは
　滋賀県社会福祉協議会では、人生100年時代を迎え、また高齢者の社会参加への意欲の高まりに応え高齢者が新し
い知識と教養を身につけ、地域の担い手として活躍できるよう支援するため滋賀県レイカディア大学を開設していま
す。昭和53年７月の開設以来、約6,200名以上が卒業し、それぞれの地域でボランティア活動や仲間づくりなどの地
域活動をおこなっています。今回、今秋入学の第43期生の募集を行います。

２ 講座、学科および募集定員　
（１）必修講座（全学生が受講します。）
　　・	健康や福祉、郷土の自然・歴史・文化、自然保

護、国際理解、ボランティア等を学びます。
（２）選択講座（出願時に学科を選びます。）
　　・	各学科に分かれてその学科固有の知識・技法等

を学びます。
　　※	必修講座、選択講座を合わせて月５〜６回程度

の受講（登校）となります。

３ 修業年限　　　令和３年10月から令和５年９月までの２年間です。

４ 入学対象　　　県内に居住し、今年10月１日現在において60歳以上の方

５ 授業料等
　授業料は、各学年　前期25,000円、後期25,000円です。（年額	50,000円）　ただし、教材費、傷害保険料、見
学・研修の経費および自主活動等に要する経費等は学生の負担とします。

６ 出願手続等
　「滋賀県レイカディア大学第43期学生募集要項」および入学願書は、福祉課（愛知川庁舎）、社会福祉協議会、	
公民館、図書館などで配布しています。また、びわこシニアネット（http://www.e-biwako.jp/）からもダウン
ロードできます。
　入学願書は必要事項をご記入のうえ、レイカディア大学草津校または米原校まで郵送してください。（持参可）

７ 応募期間（入学願書受付期間）　令和３年 6 月 1 日（火）から 8 月 10 日（火）までの間です。

８ 応募・問い合わせ先　　
　社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会
　　・滋賀県レイカディア大学草津校
　　　〒525-0072　草津市笠山	７-８-138（県立長寿社会福祉センター内）	 ☎077－567－3901
　　・滋賀県レイカディア大学米原校
　　　〒521-0016　米原市下多良２-137（県立文化産業交流会館内）	 ☎0749－52－5110

国民健康保険税＝所得割額＋均等割額＋平等割額

「令和３年度 国民健康保険税納税通知書」について
●６月中旬に被保険者世帯へ発送します。必ず内容をご確認ください。

滋賀県レイカディア大学滋賀県レイカディア大学　第43期 学生の募集について　第43期 学生の募集について

学　　科
募集定員(人)

合　計草津校
（５学科）

米原校
（３学科）

園 芸 学 科 50 30 80
陶 芸 学 科 25 － 25
びわこ環境学科 25 － 25
地 域 文 化 学 科 25 － 25
北近江文化学科 － 20 20
健康づくり学科 20 20 40

計 145 70 215

東近江警察署からのお知らせ
死亡事故発生！夜間の外出気をつけて！
　３月18日の午後７時35分頃、東近江警察署管内（東近江市）
で、自転車で走行中の男性が、後ろから来た車にはねられる死亡事
故が発生しました。事故当時、すでに日も暮れて真っ暗でした。
　そこで、夜間に外出する際は、自動車の運転手からは見えにくい
ことを意識して、「明るい色の服を着て反射材をつける」「自転車
は必ずライトをつける」ようにして、事故に遭わないよう心掛けま
しょう。
　また、自転車も車の仲間です。自転車に乗るときは、自転車安全
利用五則をしっかり守りましょう。
	 問	愛知川警部交番　☎0749ー42ー2025

自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、
夜間はライトを点灯、交差点での信号
遵守と一時停止・安全確認

⑤子どもはヘルメットを着用
問	税務課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7690
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いつでも
どこでも
読める！

スマートフォンアプリで
広報あいしょうを

無料アプリをインストール

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/

　愛荘町では、公式フェイスブックページ
を開設しています。
　ぜひご覧いただき、「いいね！」の登録
をお願いします。

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）

いいね！ ←クリック!!

＜広告＞

☎＝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

６６
月
の
行
事
予
定

月
の
行
事
予
定

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

2 水
松田　朋子　展（6/2〜6/30）※最終日は正午まで 8：00〜17：00 るーぶる愛知川
第34回企画展　幻の伝統技法　花結び（6/2〜7/11） 10：00〜17：00 歴史文化博物館

6 日 オーダーメイドおはなしかい お問い合わせください 秦荘図書館
11 金 古文書をよむ会 14：00〜15：00 愛知川図書館
13 日 オーダーメイドおはなしかい お問い合わせください 秦荘図書館

15 火 あたまいきいき音読教室（要申込）
10：30〜11：15

秦荘図書館
13：30〜14：15

20 日

オーダーメイドおはなしかい お問い合わせください 秦荘図書館
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
古文書をよむ会 10：30〜11：30 愛知川図書館

第34回企画展　幻の伝統技法　花結び
学芸員による展示解説

10：30〜
歴史文化博物館

13：30〜
26 土 お笑い七夕　ハーティー寄席 14：00〜 ハーティーセンター秦荘

27 日
オーダーメイドおはなしかい お問い合わせください 秦荘図書館
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

　福祉の仕事に関心のある方、就職や転職をお考えの方、学生の方、どなたでも参加できます。
日時：令和３年６月12日(土)　午後２時〜午後４時
場所：ビバシティ研修室1,２
　　（彦根市竹ヶ鼻町43－１、ビバシティ彦根２階）
内容：対面式で採用担当者と直接求人内容について、
　　　お話しすることができます。
＊来場者にはプレゼントがあります。

問	湖北介護・福祉人材センター　☎0749－64－5125

かいご・ふくし就職説明会 かいご・ふくし就職説明会 無料

詳細は、こちらを
ご覧ください。

日本武道館（東京都）で開催予定の全国戦没者追悼式に参列されるご遺族を募集します。
（８月14日～15日、１泊２日の団体行動ができる方）

１．募集対象者
　戦没者（一般戦災死没者を含む）の原則として配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫、戦没
者の子・兄弟姉妹の配偶者および甥姪で県内在住の方。
１柱複数名での同時参加はできません。
２回目の参加を希望される方、障害をお持ちで介助者の同行を必要とする方は下記まで	
お問い合わせください。

２．募集人数
　50名程度（応募多数の場合は優先順位順とし、同順位の場合は抽選としますが、新型	
コロナウイルス感染症対策により募集人数が変更となる可能性があります。）
　結果は６月下旬に通知します。

３．参加費
　5,000円程度　※介助者の参加費用（交通費、宿泊費など）は全額自己負担となります。

４．募集期間
　5月31日まで	当日消印有効

５．応募方法 はがき、ファックス または しがネット受付サービス
◦はがき、ファックスで応募

参加希望者の郵便番号、住所、氏名、ふりがな、生年月日、年齢、性別
戦没者との続柄、電話番号（日中連絡可能な電話番号を記載願います。）
戦没者の氏名、ふりがな、戦没時の本籍都道府県名、陸軍・海軍の別を記入

◦しがネット受付サービスで応募
https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/
　　　　　　　offerList_detail.action?tempSeq=9210

申・問	〒520－8577	大津市京町四丁目１－１
　　　	滋賀県健康福祉政策課	援護係　☎077－528－3514（直通）		FAX077－528－4850

全国戦没者追悼式への参列者募集 　「本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進に関する法律（平
成28年法律第68号）」、いわゆる「ヘイトス
ピーチ解消法」が施行されて、６月３日で５年
になります。
　我が国におけるヘイトスピーチ問題への理解
は進んできてはいるものの、いまだ国民全体に
理解が広まったとは言えません。
　法務省の人権擁護機関においては、ヘイトス
ピーチは許されないという意識をより一層普及させるため、引き続き広報・啓発活動を行うとともに、
ヘイトスピーチによる不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けていま
す。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

問	みんなの人権110番　　　☎0570ー003ー110
　	外国語人権相談ダイヤル　☎0570ー090ー911
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おお 知知 らら せせ

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

月日 火 水 木 金 土

６月のゴミカレンダー６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！

問 申

7

14

21

28

6

13

20

27

色つきびん

金属

無色透明びん

2

9

16

23

30

5

12

19

26

3

10

17

24

4

11

18

25

６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。

６月のし尿収集カレンダー６月のし尿収集カレンダー

1

8

15

22

29

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

ガレキ

ペットボトル

蛍光灯

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

白色トレイ

ペットボトル

ガレキ

燃えないごみ

びん

松尾寺①・斧磨①・常安寺①

　　　　　　   ―

安孫子①②③

岩倉①・竹原②③

西出①③

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

東出①②③

深草①・目加田①②

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

島川①②③

蚊野外①

香之庄②③

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

沖①

長塚①

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

長野①

　　　　　　   ―

愛知川①

　　　　　　   ―

沓掛①②

愛知川②・中宿①

川原①・山川原①②

　　　　　　   ―

東円堂①

東円堂①

　　　　　　   ―

市①②

　　　　　　   ―

長野②③

豊満①平居①

東円堂②

　　　　　　   ―

豊満①・愛知川②

東円堂③

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

1日

2日

3日

4日

7日

8日

9日

11日

14日

15日

16日

17日

18日

21日

22日

23日

25日

28日

29日

30日

20歳から子宮頸がん検診、
40歳から乳がん検診

　検診の案内やクーポン券が届いているけ
れど、まだ受けられていないという人は、県
内の医療機関で、ぜひ受診してください。
受診できる医療機関等詳しいことは健康推
進課までお電話ください。

白色トレイ

６/４～６/１０は歯と口の健康週間です！
噛むｃｏｍｅ＋１０

一口プラス１０回噛んで
歯・口から全身も健康に！

プラステン

　
古紙類等の回収
（愛知川幼稚園駐車場）

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

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎0749－42－4887

■弁護士による町民無料法律相談
※要予約。定員各6人（1人30分）。
◎愛知川庁舎　6/2（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。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。定員2人（1人1時間）。
◎福祉センター愛の郷　6/18（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）
　6/21（月）10：00〜15：00
問	東近江少年センター☎0748ー48ー6835

■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
　6/2（水）・6/16（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
　6/9（水）・6/23（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　　　　　　6/ 1（火）13：30〜15：30
◎福祉センター愛の郷　6/23（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　6/10（木）13：30〜15：30
◎秦荘庁舎（相談室）　 6/24（木）13：30〜15：30
問	経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

６月の保健センター事業６月の保健センター事業

☆ぷれママ教室
●助産師・栄養管理士・保健師等による妊婦教室（予約制）

実施日 時　　間 会　　場
24日（木） 10：00〜11：30 子育て支援センター「あいっ子」
　内容：
　　　　①妊娠期からの栄養のとり方
　　　　②赤ちゃんの泣きへの対応
　　　　③育児情報提供　　　				　　　など
※	図書館から、出産や育児に関する本の紹介があります。当日貸
出も可能です。ご希望の方は、貸出カードをご持参ください。

☆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 相談時間
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
　関する個別相談（予約制）

実施日 受付時間
14日（月）

9：00〜16：3021日（月）
28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
14日（月）

9：00〜11：00
21日（月）
28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
14日（月）

9：00〜11：30
21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
14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
原則（木） 個別に調整

☆乳幼児健康診査
健診・相談名 実施日 受付時間 対　　象 備　　　考

4か月児健診 9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3年 2月生

7か月児相談 11日(金） 令和2年11月生

10か月児健診 11日(金） 令和2年 8月生

１歳６か月児健診 2日(水） 令和元年11月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。保護者の方の歯科診察もあります。

２歳６か月児相談 2日(水） 平成30年11月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。

３歳６か月児健診 8日(火） 平成29年11月生
・早朝尿・歯ブラシ・コップをご持参ください。
・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。
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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３年６月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,384人 （＋ 6人）
　　　男 10,749人 （＋17人）
　　　女 10,635人 （－11人）
世 帯 数 8,282世帯 （＋12世帯）

（令和３年４月30日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　3日（木）・10日（木）・17日（木）・24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３年３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53件（火災1、交通事故8、労働災害1、運動競技2、
　　　　　　　　　　　　一般負傷8、急病30、転院搬送1、その他2）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

秦荘西小学校
「実地体験で学び、
大切な命を守る！
『交通安全教室』」

わたしの学校

　地域の方々のご協力をいただきながら、交通
ルールを学び、交通安全の基本を身につけること
ができました。

井岡凱叶  ちゃん
 い   おか　かい  と 

（令和 2 年 6 月 24 日生）
　１歳のお誕生日おめでとう♡
　毎日ニコニコ笑顔のカイ君
にパパとママは癒されてま
す　 これからもたくさん食
べて遊んで、お兄ちゃんと仲
良く成長してね♡

（保護者　岩倉
井岡　聡さん　桂子さん）

山口結生  ちゃん
やま ぐち　ゆう  き

（令和 2 年６月 15 日生）
　笑顔がとってもかわいいゆ
うきくん♡いたずらもその笑
顔で許してしまいます！これ
からも大好きなお兄ちゃんと
いっしょにいろんな経験をし
て大きくなってね♡♡

（保護者　島川
山口　晃史さん　有加さん）

大平梛人  ちゃん
おお ひら  なぎ   と

（令和 2 年 6 月 27 日生）
　１歳のお誕生日おめでとう
♡なぎとの笑顔に毎日パパと
ママは癒されています。これ
からいっぱい遊んで学んで一
緒に成長していこうね　 梛
の木のように大きくたくまし
く育ってね！
（保護者　豊満

大平　達也さん　英莉さん）

細江浩翔  ちゃん
ほそ  え　 ひろ   と

（令和 2 年 ６月 19 日生）
　わが家のかわいい×2末っ
子のヒロくん♡お誕生日おめ
でとう♪これからもたくさん
食べて、お兄ちゃん達とも
いっぱい遊んで大きくなって
いってね♡

（保護者　石橋
細江　敦さん　香苗さん）

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、6月30日（水）です。
町県民税（1期分） ／ 国民健康保険税（１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３年６月の徴収税金

満島成俐  ちゃん
みつ  しま　じょう   り

（令和 2 年 5 月 24 日生）
　わんぱくじょうりお誕生日
おめでとう！
　パパとママのところに生ま
れてきてくれてありがとう♡
大好きだよ！
　これからも一緒にいっぱい
笑って過ごそうね！
（保護者　東円堂

満島　諒泰さん　有未衣さん）

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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