
Pick up　p2-3 東京 2020 オリンピック聖火リレー　p17 キャッシュレス決済キャンペーン

2021
8月号
vol.186

※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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ジャガイモたくさんとれたよ



東京2020オリンピッ ク聖火リレー開催!
　３月25日に福島県をスタートした「東京2020オリンピック聖火リレー」が、愛荘町では５月28日に行　３月25日に福島県をスタートした「東京2020オリンピック聖火リレー」が、愛荘町では５月28日に行
われました。愛荘町中央スポーツ公園～ゆうがくの郷（愛知川図書館）までの約1.8㎞を、８名のランナーわれました。愛荘町中央スポーツ公園～ゆうがくの郷（愛知川図書館）までの約1.8㎞を、８名のランナー
が聖火を繋ぎました。当日は、ボランティアや沿道での応援にかけつけてくださった皆さんからの熱い視が聖火を繋ぎました。当日は、ボランティアや沿道での応援にかけつけてくださった皆さんからの熱い視
線や拍手を背に、どのランナーも笑顔で手を振りながら駆け抜けました。線や拍手を背に、どのランナーも笑顔で手を振りながら駆け抜けました。
　今回は、愛荘町から選出された２人の聖火ランナーの“聖火に込めた思い”を紹介します。　今回は、愛荘町から選出された２人の聖火ランナーの“聖火に込めた思い”を紹介します。
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最年少ランナーが繋ぐ思い

「トーチそのものの重みと
今までのランナーが走ってきた重み」

運命を感じて応募

「この幸運を逃したくない！」

信頼される努力家

「心から地元を愛す
次世代の熱きリーダー」

　聖火リレー当日は、緊張しすぎて逆に冷静になっていました。有
村町長からトーチに聖火が灯されたときは、「いよいよ走れるな」
という気持ちが一番強かったです。
　所属する愛知中学校吹奏楽部の音楽が流れ、背中を押されている
ようで気分が高まりました。沿道で手を振ってくださる多くの方々
を見て、それだけの人に応援されているのだと嬉しかったです。
　応援してくれた友だちや学校の先生、家族、コロナ禍で会えなく
なっている熊本の祖父母のためにも、「私が元気に聖火ランナーを
やり遂げて、みんなに安心や希望をあげられたらいいな」そして、
「最年少ランナーとして、大切な聖火を繋ぎたい」という思いで走
りました。

　こんなにドキドキしたのも、こんなにワクワクしたのも久しぶりです。
　私は最終ランナーだったのですが、最初と最後はたくさんの地元の方がい
らっしゃって、本当に嬉しいことだなと思いました。
　私たち滋賀県は30番目の県になり、これから引き続き北陸、北海道を回っ
て東京に戻ってくるというコースで聖火を繋ぎます。私たちが聖火を受けるま
でに既に何千人ものランナーが聖火を繋いできて、これから何千人ものラン
ナーが繋ぎ、合計１万人のランナーが聖火を繋いでいきます。そして、たくさ
んのサポートをしていただく皆さんがいてくださいます。
　この聖火が無事、東京のオリンピックスタジアムの聖火台に灯ってほしいで
す！その瞬間はテレビでしか見られないですが楽しみにしています。

　聖火リレーが一度延期になったときは、最初「少しホッとした」というのが正直な感想でした。
　なぜなら、私は2008年４月１日生まれで、学年の中で一番の早生まれだからです。同級生と比べて身体も
小さく、大きなトーチを持って走れるのか不安でした。
　しかし、その延期のおかげで、身長も手も少し大きくなり、今では準備できる時間をいただいたと思って
います。
　トーチは想像以上に重く、片手で顎

あ ご

より上に上げ、もう片方は手を振るとなると、少しつらかったです。
自分が聖火ランナーの１人として大役を務められたことはとても光栄です。

　オリンピックというと、どこか遠い外国で開催されて
いて、テレビを通して夜中に見る印象があります。
　今回、東京で開催されると決まった時に、ボランティ
アや東京のマラソンコースのどこかで声援を送るとか、
どんな形でもいいので関われないかなと早い段階から
思っていました。
　だんだんと時間が経つにつれて、ボランティアや聖火
ランナーの募集があると聞き、どのようにしたら応募で
きるのか調べていました。せっかくの機会なので、当時
中学２年生の長男と一緒に応募しました。倍率が何百倍
という中で、親子で走れることは難しいですが、一緒に
走れたらこんなラッキーことはないなと思いながら、２
人で応募しました。

　これまで滋賀県の子ども県議会議員と愛荘町の子
ども町議会議員、子どものためのカタログ編集委員
を務めさせていただきました。
　聖火ランナーとして走ったことで、何かをやりた
いと思ったときは、思い切ってやることが大切だと
思いました。
　現在、新型コロナウイルスのことで大変な時期です。
　しかし、乗り越えたらきっと終わりは来るので、
皆さんと一緒にがんばっていきたいです。

家族から見て、小林健志さんはどんな人？
　少子高齢化が進む地域を良くしたい、
役に立ちたいという思いを抱き、働き盛
りの同世代の火付け役になりたいとよく
語っています。
　娘の通う小学校の農園や広場を誰かに
頼まれる訳でもなく１人で草刈りをした
り、ブランコの下に水たまりがあればス
コップで埋めたりもしていました。「先
生方では手が回らない。気がついてでき
る者がやればいい。誰にも気づかれなく
ていい」という主人を、我が夫ながら感
心しています。
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選手が東京2020パラリンピック出場
　６月23日、競泳代表（混合400メートルリレー）として東京2020パ
ラリンピックに出場する愛知高等養護学校の卒業生である井上 舞美選
手（2016年度卒業）の壮行会が愛知高等養護学校で行われました。
　井上選手は、お兄さんの影響で４歳から水泳を始め、高等養護学校卒
業後は大津イトマンスポーツクラブに就職されました。現在は、小学生
の水泳コーチを務めながら、アスリートとの活動を両立されています。
　壮行会で井上選手は、「自己ベストを出して決勝に進みたい。メダル
が取れるように頑張る。」と意気込みを話されていました。
　井上選手のパラリンピックでの活躍を期待しています。

バタフライと個人メドレーの
６種目で日本記録を保持
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「育てよう！子どもの『自尊感情』を」
　６月１６日、ハーティーセンター秦荘で令和３年度人権問題研修講座（第１回）を開催しました。今年度も、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者を制限して実施しました。
　講師には元・大阪教育大学教授　園田　雅春さんをお招きし、『育てよう！子どもの「自尊感情」を』という演題で
お話いただきました。「自尊感情とは何か？」「こうして育つ自尊感情」など、具体的な子どもの姿や親の思いを交え、
わかりやすくお話いただきました。先生のお話から一部紹介します。

人権問題
研修講座

講師：元・大阪教育大学教授　園田　雅春さん

　「子どものよい所を探してほめましょう」それは決して悪いことではありません。しかし、よい所を探してほめることに
「落とし穴」があることを忘れてはなりません。「その子のよい所」は、しばしば周囲との比較から見出されるため、状況や
環境が変われば、よい所だったはずのものが、そうではなくなってしまう局面に遭遇します。出るところに出れば「上には
上がいる・・・」という絶望感や挫折感。そして、ボキッと音を立てて、折れてしまう自尊感情。これは「相対的自尊感情」と
言うべき不安定なものです。
　そうではなく、ゆるぎない自尊感情。つまり「絶対的自尊感情」と言うものに、もっと着目すべきだと思います。相対的で
状況的な「よい所」というお宝探しに明け暮れるのではなく、ありのままの子どもの存在そのものが、かけがえのないお宝
だという認識です。「いま、ここに居るあなたが限りなく大切」このまなざしを通じて、子どもの中に育まれていく感情。そ
れが「絶対的自尊感情」です。この自尊感情は身近な他者を通じて送り届けられる至宝。車でいえば「高級ガソリン」に匹
敵します。安定した自尊感情は、自分同様に相手も大切にしようとする人権感覚、さらには学習意欲の源泉です。

【参加者の感想より】

・人には１つでも誇れるものがある。私もそう思っていたけれど“生きているだけでたいした
もんだ”という言葉に反省した。子ども達が自分のことを大好きだと思えるよう関わってい
きたい。　　　　　　　　　　　　　
・自尊感情はとても大切なことだと思った。自尊感情を高めてあげることで、自信や自分の存
在が輝いて見えるきっかけにつながると思った。よいところをたくさん見つけていきたい。

ただいま、おかえりって言いあえるまちに
～みんなで広げよう！「シトラスリボン運動」～

“シトラスリボン運動”をご存知ですか？
　シトラスリボン運動とは、誰もが新型コロナウイルス感染症に感
染するリスクがあるなか、たとえ感染しても地域のなかで笑顔の暮
らしを取り戻せることの大切さを伝え、感染された方や医療従事
者が、それぞれの暮らしの場所で「ただいま」「おかえり」と受け入
れられる雰囲気をつくり、思いやりがあり暮らしやすい社会をめざ
す、愛媛県の有志グループが進める運動（プロジェクト）です。

　こうしたなか、手製のリボンを身に着けることで、感染し
た人たちに寄り添う気持ちを表そうという活動に、北海道か
ら沖縄まで1000を超える個人や企業、自治体、学校などが
賛同しています。

　リボンは、柑橘王国・愛媛にちなんだシトラスカラー（黄
緑色）で、「地域」と「家庭」、「職場（学校）」の３つの場所を
輪で結ぶもので、軒先や店先にリボンを付けてもらう活動の
普及を目指しています。

かんきつ

「この地域に住んでいてよかった」
　昨年夏、近所の人が感染されました。その家
族は、すぐに自治会長さんに正直に報告され、自
治会長さんは、「僕たちが守りますから、安心し
て」とすぐに自治会の役員に報告され、対応して
くださいました。その話を聞いた時、「この地域
に住んでいてよかった」と思いました。
※人権学習会の『一口感想』に書いていただきました。
　大変うれしい情報です。

コロナ禍のいま、私たちにできることは…
　「ただいま」「おかえり」。お互いにそんなふうに
言いあえる、受け止める空気があってこそ、安心・安
全が守られるまちなのだと思います。わたしたちの
暮らしを守るために日々奮闘しておられる方々への
感謝も込めて、「ただいま」「おかえり」と言いあえる
“ひとの輪”を、ここ愛荘町からつくりませんか。
愛荘町教育委員会・愛荘町人権教育推進協議会

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（秦荘庁舎）

☎0749−37−8055　FAX0749−37−4192

人推協だより人推協だより

第183号第183号

まちのわだい

愛Showボールパーク２ inふれ愛スポーツ公園
　５月23日、ふれ愛スポーツ公園で元プロ野球選手
による野球教室「愛Showボールパーク」が開催され
ました。この日、愛知川野球スポーツ少年団は先日
町内の12企業・団体から寄贈を受けた真新しいユニ
フォームに袖を通し、秦荘スポーツ少年団野球部との
試合に臨み、はつらつとプレーしていました。
　他にも柔らかいボールを使った園児・低学年向けの
野球教室が行われ、子どもたちは野球を通じて遊んで
学びました。
　また、東近江のキッズチア「PIECE」の子どもたち
がダンスショーで会場を盛り上げてくれました。

秦荘中学校職場体験
　６月８日～10日の３日間、秦荘中学校２年生の浅
居 奏汰さん、稲葉 歩哉さん、田中 陽葵さんの３名が
愛荘町役場へ職場体験にきてくれました。10日の午
前中はみらい創生課で「僕たちが見つけた地域資源～
秦荘地域のお気に入りスポット」をテーマに、みんな
のお気に入りの場所に出かけて写真を撮り、写真に合
わせたコメントを考える広報の仕事を体験しました。
　みんなが見つけてくれた地域資源を動画で紹介しま
す。ぜひ、ご覧ください。

滋賀麻工業が「近江の麻」製品を寄贈
　５月31日、湖東地域の伝統産業である近江の麻製
品を製造する滋賀麻工業株式会社（市）から麻製のハ
ンカチとクッションカバーなど、約2,400枚を寄贈い
ただきました。
　コロナ禍においては、アルコールによる手指の除菌
のほか、流水による手洗いが効果的と言われており、
「手洗いの後の手拭きとして、町の未来を担う子ども
たちに利用してもらえれば」と、滋賀麻工業の山田会
長から徳田教育長に手渡されました。
　寄贈いただいたハンカチは、教育委員会から各幼稚
園・小学校へ届け、効果的に利用させていただきます。

愛知酒造「富鶴 純米大吟醸 瑞雲」が金賞受賞
　有限会社愛知酒造（野々目）の「富鶴 純米大吟醸 
瑞雲」が第15回フェミナリーズ世界ワインコンクー
ルの日本酒 熟酒部門で金賞を受賞されました。
　このコンクールはワインの本場フランスでTOP５に
入るほど世界的に知名度が高く、第14回からは新た
に日本酒部門が追加されました。
　愛知酒造の中村 哲男さんは「今回受賞できたのは
愛荘町の環境と様々な人との縁のおかげです」と感謝
の気持ちを話されていました。
　「富鶴 純米大吟醸 瑞雲」は、甘さと辛さのバラン
スが良く、飲みやすくしっかりした味が特徴です。

▼柔らかいボールを使ったティー打撃

▼通学路から見るお気に入りの景色を撮影

▼滋賀麻工業　山田会長（写真左）

▼中村 哲男さん（中央）と中村 晃子さん（左）

動画はこちら　→
（愛荘町公式Facebook「あしょうさん紀行」）
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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　８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

8月25日（水）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。

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
　7月6日（火）『ベビーヨガ』をおこないました。講師の先生の指導のもと、親子で心地良いふれあいを楽し
み、リラックスするひとときを過ごしました。

８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８月の開催日

★8月27日(金)に、『つくし保育園の園内見学』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、8月16日（月）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。

お誕生日会
助産師相談

保健師講座

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
１９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 ☆

　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♪
２５日（水）午前中…
　保健師さんによるミニ講座と個別相談
　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。

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

　★1歳までの赤ちゃんとママで楽しく過ごし
ましょう！親子遊びやフリートークを通じて、
ママと赤ちゃんの友だちづくりをしませんか？
助産師、保健師、保育士に相談もできます。ぜ
ひご参加ください！
日　時：8月6日（金）10時～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。

赤ちゃん広場
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、利用人数を
15組とさせていただきます。ご了承ください。

おやすみ

◆◆ はっぴー
メモリアル ◆◆

日時：8月27日（金）11時～
　8月生まれのお友だち集まれ！満2・
3・4歳のお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。素敵なお誕生日カードをプレゼン
トします！

　8月31日（火）に、あいっ
子で身長や体重を測ります。
一人で立てる子が対象の計測
です。大きくなっ
たかな？最近測っ
てないなぁ…とい
う方はぜひ測りに
きてください！

●今月の対象は、令和２年
９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。

9/1（水）

きらきら

バースデイ

★★のびのび
　　　タイム★★
★★のびのび
　　　タイム★★

ぴよぴよ広場

♪♪
♪♪

　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。
日　時：8月18日（水）10時～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。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日
あいらんど

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）

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）
8 9 10 11 12 13 14

休館日
（山の日）

休館日
（振替休日）

あいらんど

臨時休館日

15 16 17 18 19 20 21

休館日 休館日
あいらんど

休館日ぴよぴよ広場
１０：００～１１：００

１ 歳 児 2 歳 児
（H31.4.2以降生
まれで１歳の誕生
月を迎えた子）とマ
マで楽しく過ごしま
しょう。（予約不要）

22 23 24 25 26 27 28

休館日 休館日
あいらんど

はっぴーメモリアル
１１：００～

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）
誕生児さんは、10
時30分までに来て
ね。（未就園児対象）

土曜開館日

29 30 31

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、平日火～金と第2・第4 
土曜日10：00～16：30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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図書館の新しい本の紹介

日　時　８月13日（金）  14:00～15:00
　　　　８月22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

日　時　８月９日（月 振休）
　　　　１回目  10：30～　２回目  14：00～
場　所　秦荘図書館
対　象　幼児・小学生
予約制　各回４組　※予約が必要です。
予約開始日時　
７月24日（土）午前10時から秦荘図書館カ
ウンターまたはお電話で予約受付します。

※申し込み・問い合わせは秦荘図書館までお願いします。

なつやすみスペシャルおはなしかい
『おはなしワンダー』
－ミニ工作もあるよ♪ －

図書館からのお知らせ

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24日（火）
　　　　１回目  10:30～　２回目  13:30～
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

　

　

会 期

時 間
休館日
会 場

８月４日（水）
～８月29日（日）
10：00～ 18：00
月・火曜日
企画展示ギャラリー

紙のロボット「カミロボ」と日用品で作る人形たち

　近江上布伝統産業会館では、定期講座「アトリエ・
クチュール」、「アトリエ・こぎん」を開講しています。
　湖東地域愛荘町の伝統・地場産業である、麻織物。
麻織物の良さ、そして手仕事の楽しみを感じていただ
ける時間を過ごす「アトリエ」です。皆さまのご参加
をお待ちしております。

「クチュール」 「こぎん刺し」

保健室から見える親が知らない子どもたち
-大人が気づかない、意外なこころの落とし穴-

　保健室の先生であった著者が、
現場体験と脳科学理論により子
どもたちの「生きづらさ」「悩み」
「自己否定感」の背後にある問題
の本質をわかりやすく説明してい
ます。人生は生きる価値がある！
ということを誰もが感じてほしい
「子どもの心の処方箋」です。

桑原朱美・著　青春出版社

人間であることをやめるな

　今年１月に亡くなった「昭和史
の語り部」である著者が雑誌等に
書き残した言葉をまとめた本で
す。「行き止まり」であればあるほ
ど、物事をきちんと考え、自分の
なすべきことを困りつつウンウン
と唸ってやりつづけながら、君た
ちは人間であることをやめないで
生きなさい、という軽妙にみえて
重い教訓を収録しています。

半藤一利・著　講談社

おめでとう！ お誕生会
-飾ろう・作ろう・遊ぼう-

　お誕生会は子どもたち
が成長の喜びを味わう大
切な行事です。進め方か
ら、冠やメダル、カード、少
人数から楽しめるゲームま
でアイデアがたっぷり収録
されています。「おめでと
う」の気持ちがいっぱいに
なるＨＡＰＰＹな本です。

ポット編集部・編　チャイルド本社

新しい共同体の思想とは

　自然と結ばれ、人々とも結ばれ
ていく社会をつくるためには、ど
んな生活が理想なのか？生き方
があるのか？哲学者が、35年に
わたり東北、そして九州の農家と
の勉強会を重ね、新しい変革の
思想を構想しています。

内山節・著　農山漁村文化協会

安居智博氏トーク
　　日時　８月８日（日）　13：30～
　　定員　15名
　　会場　びんてまりの館　和室
　　※７月17日（土）10時から電話にて受付開始
　　　（☎0749ー 42ー 4114）
安居智博氏による制作実演
　　日時　８月22日（日）※開館中終日
　　場所　びんてまりの館　展示室にて

《関連行事》

アトリエ・こぎん
　オリジナル麻生地「近江こぎん麻布」を使って、こ
ぎん刺しでさまざまな伝統幾何学模様を刺します。
　奥深いこぎん刺しを楽しみましょう。
開 催 日　毎月第２金曜日、第３土曜日、第４土曜日
開催時間　①10：00～ 12：30　②13：30～ 16：00
開催場所　ゆめまちテラスえち

アトリエ・クチュール
　麻生地からミシンを使って作品を作ります。麻生
地とミシンに慣れてみましょう。（職業用ミシン、家
庭用ミシン、ロックミシン使用）
開 催 日　毎月第２土曜日、第３木曜日、第４木曜日
開催時間　①10：00～ 12：30　②13：30～ 16：00
開催場所　ゆめまちテラスえち

近江上布伝統産業会館　☎0749ー 42ー 3246
　愛荘町愛知川32-2ゆめまちテラスえち（旧愛知郡役所）　※休館日：月曜日、祝日

安居智博
作品展

定期
講座

安居智博氏プロフィール
　造形作家・クリエイター。小学
生の頃から紙と針金による紙工
作「カミロボ」を作り続け、その数
は600体以上。現在は作品発表
とともに、フィギュア造形、商品企
画など多方面で活躍中。彦根市
出身。

愛知川びんてまりの館　☎0749ー 42ー 4114

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

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 ・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（ 　 　　 ）
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　　 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

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。
学芸員による展示解説

開催日：８月１日（日）・22日（日）
11：00～11：30／14：00～14：30

場 所：歴史文化博物館　企画展示室

ハーティー講座

▲ 愛智河架橋絵巻（部分）　江戸時代後期
　 愛荘町指定有形文化財　当館蔵

　江戸時代、頻繁に洪水を引き起こす「暴れ川」として知られていた愛知川。当時、
人々は愛知川を渡るために、川渡しを業とする川越人足や仮設の橋（勧進橋）を利用
していましたが、路銭を持たない旅行者は自力で川を渡ろうとし、水かさの増した
急流に飲まれ溺死する事例がしばしば起きました。当時の愛知川が「人取り川」の
異名を取る由縁です。
　天保２年（1831）、愛知川宿の成宮弥次右衛門（忠喜、1781－1855）は、近村の
素封家らとともに銭を払えない人々でも渡橋できる「無賃橋」（太平橋）を愛知川に
架橋します。架設資金の調達や金銭的補償など、橋の完成までの道のりは険しかっ
たものの、渡橋式は大勢の人出で賑わいました。
　展覧会では、無賃橋の架設にまつわる古文書や絵巻のほか、その系譜に連なる
「御幸橋」に関する資料を展示します。また、弥次右衛門の妻である八千代の姉で、
江戸時代後期の〝桜花の女流絵師〟織田瑟々（1779－1832）の作品もあわせて公開
します。

▲ 織田瑟々筆 《 三芳野桜真図 》　19世紀前半　個人蔵
　 （前期展示：８月６日まで）

会　　場
開館時間

入 館 料
休 館 日

歴史文化博物館 企画展示室
10：00～17：00 （入館は16：30まで）

月・火曜日（８月９日は開館）
町内の方は無料です

：
：

：
：

協　　力 愛荘町立ハーティーセンター秦荘：
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

：

　NHK「おかあさんといっしょ」の「ブンバボーン」
を初め、数々のリズム遊びを生み出してきた たに
ぞうの親子コンサート。
　一度聞いたら、子どもも大人も病みつきになる
こと間違いなし！

　スマホを使って愛荘町の魅力を全世
界に発信しましょう！
　スマホを使って写真を撮るところか
ら、画像の編集、インスタグラムへの投稿
まで学べます。

　人気講談師 旭堂南左衛
門と若手講談師が、NHK大
河ドラマ『青天を衝け』の渋
沢栄一を題材にしたお話な
どを披露。また、浪曲の天光
軒満月も特別出演します。
臨場感あふれるステージを
お楽しみください。

日 時
場 所
入場料

10月24日（日）14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
全席指定
前売：おひとり800円（税込）
　　　（０歳からおとな共通）
　　　※当日200円増（税込）７/24発売開始

日 時
場 所
出演者

入場料

11月14日（日）14時から
ハーティーセンター秦荘 大ホール
旭堂南左衛門、玉田玉秀斎、
旭堂南歩、天光軒満月
全席指定 前売：1,000円（税込）
　　　　　　　※当日200円増（税込）

日 時

持ち物
参加費
定 員
講　師
申込方法

10月6・20日  11月3・17日
12月1・15日　※月2回水曜日
10：00から11：30　　
スマートフォン（内部ストレージ容量最低32G）
4,000円(全6回分)　
10名（定員に達し次第締め切ります）
臼井　智恵 先生
ご来館またはお電話にて

日 時

持ち物

参加費
定 員
講　師
募集期間
申込方法

８月17日 ９月28日 10月19日
11月23日　※月1回火曜日　
①10：00から　②14：00から
エプロン、三角巾、手拭きタオル、
持ち帰り用の紙袋
8,000円(材料費込／全4回分)　
各教室8名
灰谷　昌美 先生（Brot Café）
8/9(月振休)まで（定員に達し次第締め切ります）
ご来館またはお電話にて

９/11発売開始

ハーティー講談会ハーティー講談会
旭
堂
南
左
衛
門

第三回

卵を使わない
パン教室
焼き上がりのいい香り♪
作る楽しさ、おいしさを体験しませんか？

初心者初心者初心者初心者初心者初心者初心者初心者初心者のためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののためののための
インスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラム教室 　教室 　教室 　教室 　教室 　教室 　教室 　教室 　教室 　
初心者のための

インスタグラム教室 　教室 　教室 　
第１回目
（８/17）は、
ピザを
作ります♪

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
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　この作品で工夫したことは、はだの
色です。自分のはだの色を見て、「も
う少し白を入れようかな」と自分自身
に近づけました。苦労したかいがあり
ました。

秦荘西小学校 6年
𠮷岡　昊空さん

　目に映る光の当たり具合を工夫しま
した。はだの色がこくなりすぎないよ
うに少しうす目にぬりました。ぬり方も
筆先を使ってトントンとやさしくぬりま
した。

秦荘西小学校 6年
青木　みゆさん

　学年目標「一歩」をローマ字で道
にしました。グラデーションがうまくい
くように、最後の方の色を意識しまし
た。細かい所までていねいにがんばり
ました。

愛知川小学校 5年
田中　蒼空さん

　各部屋を様々な色で組み合わせ、
グラデーションにすることをがんばり
ました。そして、できるだけとなりど
うし色がかぶらないように気をつけま
した。

愛知川小学校 5年
藤居　心優さん

　学年目標をデザインして道にしまし
た。グラデーションで、水の量をうま
くちょうせいしないとしゃばしゃばにな
るので少しずつ入れてがんばりまし
た。

愛知川小学校 5年
磯部　芽唯さん

愛
知
川
保
育
園

　ほし
ぐ
み
（
4
歳
児
ク
ラ
ス
）

砂遊びや色水、泡遊び、水遊びなど暑さに負けず、毎日元気に遊んでいます。 遊んだあとは、遊
びの振り返りをクラスみんなでしています。 友だちに話したり、聞いたりすることを楽しんでい
る子どもたちです。 これからもいろいろなことに28人みんなで力を合わせて挑戦しようね！

ひまわり組担任　濵岡　唯菜　一之瀬　由佳　桂田　優子

愛
知
川
幼
稚
園

　ひま
わ
り
ぐ
み
（
5
歳
児
ク
ラ
ス
）

走るの大好き！歌うの大好きなほしぐみ14名の子どもたちです。
元気いっぱい走り回って氷おにを楽しんだり、長いお歌も一生懸命歌詞を覚えて発表し合った
りしています。暑さに負けず、虫つかみや水あそび、夏のお遊びをたくさんしようね！！

ほし組担任　市山　美穂 な で子ども　　　  　相談室ん も

　抑うつ、うつ状態になると、元気がなくなり、部
屋でじっとしていることが増えたり、表情が暗く、
笑顔が見られなくなったりします。また、友達と遊
んだり外出したりすることにも気が進まない様子が
あったり、頭痛や腹痛など身体的な不調を訴えるこ
ともあるようです。子どもの場合、憂うつな気分が
明らかに現れるよりも、活動性の低下や身体的な訴
えが目立ちます。
　うつが始まった当初の注意点として、気分転換や
励ましの言葉をかけることは控えたほうがよいと
言われています。「応援に応えられない自分はダメ
だ」と自分を責める可能性があるためです。興味や
楽しいと思う気持ちがなくなっているので、気分転
換のために遊んでいても楽しいと思えず、疲れてし
まう場合もあります。うつは心身に疲れがたまり、
エネルギーが枯渇した状態なので、エネルギーをた
めるために休養をとりましょう。また、それと同時

にストレスの原因を探る必要があります。子どもの
様子をじっくり観察したり、ゆっくり子どもの話を
聞いたりしてみましょう。ただし、早急に気持ちを
引き出そうとしたり、子どもを説得するような会話
になったりすると逆効果になる恐れもあります。
ゆったりと構えて話を聞いてあげてください。原因
と思われるストレスを取り除いても、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、病院の受診が必要になる場合もありま
す。
（参考：『子どものこころ百科』東山紘久　創元社
　　　　『標準精神医学』野村総一郎・樋口輝彦・
　　　　  尾崎紀夫・朝田隆　医学書院）

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

子どもの気になる症状「こどもの鬱
うつ

②」
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乳がん検診・子宮頸がん検診を実施します！
検診名 対象者 自己負担金（集団）

乳がん検診 40歳以上の女性（昭和57年４月１日以前に生まれた
方）で昨年度乳がん検診を受診していない方 1000円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（平成14年４月１日以前に生まれた
方）で昨年度子宮頸がん検診を受診していない方 1000円

☆ 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。

〈日程表〉
実施日 実施場所 検診受付時間

９月13日（月）

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）

※乳がん検診・子宮頸がん検診は予約制です。
　事前に健康推進課へお電話で予約をお願いします。

【予約受付期間】
９月１日～検診前日まで
平日の８時30分～17時15分

９月14日（火）
９月16日（木）
９月27日（月）
９月28日（火）
９月30日（木）

川久保地域総合センター
10月 ４日（月）
10月 ７日（木）

秦荘保健センター

10月14日（木）
10月15日（金）
10月18日（月）
10月20日（水）
10月21日（木）

※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。

＜持ち物＞
　・自己負担金または無料クーポン券　　・健康保険証などの本人確認ができる物

＜注意事項＞
○共通
　・来所前に自宅で検温をし、37.5度以上の発熱がある場合は、来所をお控えください。
　・咳や風邪の症状、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがあるなど体調の優れない方は来所をお控えください。
　・会場ではできる限りマスクを着用していただき、私語を慎んでください。
○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
　・生理中の方は正確な検査ができないため、受診できません。
　・ 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、検診は推奨されません。

＜その他＞
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。
金額や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。

 問健康推進課（愛知川庁舎）☎0749－42－4887　FAX0749－42－5887

介護保険負担限度額認定について
　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。
　なお、制度改正に伴い基準等の一部が変更となりましたので併せてお知らせいたします。
　施設を利用した際に支払う食費・居住費には基準費用額が定められていますが、令和３年８月からは食
費の基準費用額が変更となります。
　また、低所得の方は申請が認定された場合、食費・居住費は負担限度額までの支払いとなりますが、令
和３年８月からは負担限度額の第３段階の細分化と食費の変更、受給要件の預貯金額等の細分化が行われ
ます。
　対象者や負担限度額については下表のとおりです。

■居住費等、食費の基準費用額【１日につき】

標準的な費用の額

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

2,006円 1,668円 1,668円
（1,171円）

377円
（855円）

1,392円
令和3年8月から
1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（）内の金額です。

■居住費等、食費の負担限度額【１日につき】

対 象 者
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

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

820円 490円 490円
（420円） 370円 390円

390円
令和3年
8月から
600円

第
3
段
階

本人および世帯全員が住民税非課税
で、利用者負担段階第 2段階以外の人
〈令和 3年 7月まで〉

1,310 円 1,310 円 1,310 円
（820円） 370円 650円 650円

令
和
3
年
８
月
か
ら

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

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

1,310 円 1,310 円 1,310 円
（820円） 370円 1,360円 1,300円

※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（）内の金額です。
　負担限度額の対象要件に当てはまっていても、次の「ア」「イ」のいずれかに該当する場合は軽減の対象となりません。
ア：住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
イ： 住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
※「イ」については、令和3年8月から基準が利用者負担段階別になります。
　　・第１段階　：預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
　　・第２段階　：預貯金などが単身　650万円、夫婦1,650万円を超える場合
　　・第３段階①：預貯金などが単身　550万円、夫婦1,550万円を超える場合
　　・第３段階②：預貯金などが単身　500万円、夫婦1,500万円を超える場合 

問福祉課（愛知川庁舎）☎0749－42－7691
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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

№52

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！野外焼却はやめましょう！
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「廃棄物の処理及び清掃に関す
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
　■ たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

※�ただし、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。風向きや時間帯によっては「草木を燃やしているので煙たい」
「洗濯物に臭いがついて困る」といったような苦情が多く寄せられて
います。

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

戸別受信機とは？
　ご家庭に１台ずつ設置していただく屋内受信機です。
　台風などの豪雨の中、屋外スピーカーからの放送だけでは、放送内容を聞
き取れないことが予想されます。
　命に関わる重要な情報を、正確に受け取っていただくために、無償で貸出
しています。
　受取りがまだの方は、下記の申込窓口にご連絡をお願いします。
　申込みされると7～10日程の準備期間の後、戸別受信機をくらし安全環境課の窓口でお渡しします。
　※旧戸別受信機は、くらし安全環境課へご返却ください。
貸出対象：愛荘町に住民登録をされている世帯主に１台
　　　　　愛荘町に住所を有する事業所に１台
問・申 くらし安全環境課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7699

愛荘町防災行政無線システム
～戸別受信機を無料で貸し出しています～

愛荘町デジタル改革！愛荘町デジタル改革！
キャッシュレス決済キャッシュレス決済
最大最大３割還元３割還元キャンペーンキャンペーン

期　間
8月1日日～
9月30日木

　キャッシュレス基盤の構築により、町内経済の活性化、感染症予防等を目的に、PayPay㈱と連携し、
キャンペーンを実施します。

問 ①PayPayの導入を検討している事業者の方、PayPayの使い方・登録方法等について…
　 　PayPay担当者　☎080ー4953ー2389
　 ②本事業（対象店舗、説明会等）について…商工観光課（秦荘庁舎）☎0749ー37ー8057
　 ※①平日の10時～19時　　②平日の8時30分～17時15分

PayPayについて
　お店での支払い時に、スマートフォンを使っ
てバーコードを見せたり、QRコードを読み取っ
たりすることで、現金を使わずに簡単にお支払
いができるサービスです。

キャンペーンについて
　期間中、町内のキャンペーン対象店舗で買い
物や飲食等をしてPayPay残高で支払うと、決
済金額の最大30％のPayPayボーナス（ポイン
ト）が付与されます。

ポイント付与上限
3,000円相当／回、10,000円相当／月

（20,000円相当／期間）
・ 「PayPay残高」とは、PayPayのアプリ内にお金をチャー

ジし、アプリ内に残高がある状態のことです（クレジット
カードを登録し、支払いする場合、ヤフーカード以外は
チャージできません）。

・ 「PayPayボーナス（ポイント）」とは、キャンペーンな
どの適用で進呈される残高（電子マネー）。１円単位で買
い物等に利用でき、有効期限はありません。原則、決済の
翌日から30日後に付与されます。出金や譲渡はできませ
ん。

・ 複数のキャンペーンが適用される場合、付与額が高いもの
が適用され、重複適用されない場合があります。

・本キャンペーンは早期に終了することがあります。
※詳しくはPayPayホームページをご覧ください。

キャンペーン対象店舗について
　町内の小売業、飲食業、サービス業等のう
ち、PayPayに加盟し、対象店舗として町の承認
を受けた店舗。
・ 大手チェーン店（スーパー、コンビニ、ドラッグストア等）、 

ガソリンスタンドのほか、一部業種などで対象外店舗あり。
・ キャンペーン対象店舗は、７月20日（火）に町ホーム

ページ等に掲載します。

PayPayの使い方
　お店で使うためには、次の２つの準備が必要です。

1．PayPayに登録する。
　PayPayアプリをスマートフォンにダウンロード
して、アカウントを登録

2．支払方法を設定する。
　３種類の支払方法から自分に合ったものを選ぶ
　①銀行口座を登録
　② セブンイレブンまたはローソンのATMから現金

チャージ
　③クレジットカード（※）の登録
※  ①と②はキャンペーンの対象となりますが、③の場合はヤフー
カード以外のクレジットカードはキャンペーン対象外となりま
す。ヤフーカード以外のクレジットカードでの支払方法を登録さ
れている方は、キャンペーン期間中、ＡTMでの現金チャージを
お勧めします。

準備完了！
　お店では、アプリのコードを見せるか、お店にある
QRコードを読み取って支払います。
※詳しくはPayPayホームページをご覧ください。

PayPay利用方法説明会
　PayPayのスタッフによる個別説明会を実施していま
す。初めてキャッシュレス決済を利用される方、アプリの
利用方法がわからない方は是非ご利用ください。
・ 開催日程や場所などの詳細は、町ホームページ

をご覧ください。

町ホームページでの
キャンペーンにかかる情報はこちら⇒

PayPayアプリの
ダウンロードはこちら⇒
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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

◦期　　間 8月27日（金）～9月2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
　 ☎077－522－4673

全国
一斉 「子どもの人権110番」強化週間「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
ぜろぜろなな

07－
の

1
ひゃくとおばん

10
相談無料・秘密厳守! !

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3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。
※�新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催を予定しておりますが、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。

生活支援サービス従事者講習
日　時 8月23日(月)・24日(火)・25日(水)・
 26日(木)・27日(金)　9:00～15:30（全5日間）
場　所 びわこ学院大学 (東近江市)
内　容 地域での家事援助などの生活支援について学びます
 ※身体介助演習あり
対　象 令和3年度内に満60歳以上の県内在住者
定　員 12名
費　用 無料 (交通費、昼食代は自己負担)
締　切 8月10日(火)必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面　談 8月17日(火) ※各自マスク着用

介護送迎運転者講習
日　時　9月14日(火)・15日（水）・16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3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30日（月）必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面　談 9月2日(木) ※各自マスク着用

オフィスクリーニング技能講習　プラス整理収納
日　時 8月30日(月)・31日(火)
 9月1日(水)・2日(木)・3日(金)・6日(月)・
 7日(火)・8日(水)　10:00～16:00(全8日間)
場　所 シルバー連合会事務所(大津市)　他
内　容  ビル内での清掃技能の他、家庭でも役立つ掃除の

コツや整理収納も学べます
対　象 令和3年度内に60歳以上の県内在住者
定　員 12名
費　用 無料 (交通費、昼食代は自己負担)
締　切 8月17日(火)必着で指定の用紙を郵送またはFAX
面　談 8月20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
　　  〒520-0054  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　　FAX 077ー527ー9490
HP　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。)

令和３年度自衛官募集採用試験
■自衛官候補生（陸海空）
〈応募資格〉18歳以上33歳未満の男女
〈受　　付〉年間を通じて受け付け中
〈試 験 日〉受付時にお知らせします

■一般曹候補生（陸海空）
〈応募資格〉18歳以上33歳未満の男女
〈受　　付〉９月６日（月）まで
〈試 験 日〉１次：９月18日（土）19日（日）
　　　　　　　　　※いずれか指定する１日
　　　　　　２次：10月９日（土）10日（日）
　　　 　　　　　　※いずれか指定する１日

■航空学生（海空）
〈応募資格〉海空いずれも高卒者で
　　　　　　海：18歳以上23歳未満の男女
　　　　　　空：18歳以上21歳未満の男女
〈受　　付〉９月９日（木）まで
〈試 験 日〉１次：９月20日（月）
　　　　　　２次：10月中旬
　　　　　　３次：11月下旬頃
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
　 ※詳しくは自衛隊滋賀地方協力本部
　　 ＨＰをご覧ください。

令和３年度下水道排水設備工事責任技術者試験について
試 験 日：令和３年11月17日(水)　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。
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１－１－20 )
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　 HP：http://www.sct.or.jp/

令和３年度第２回滋賀県警察官採用試験について
1.受験資格 ①A区分： 昭和61年４月２日以降に生まれた人で、四年制大学を卒業

または令和４年３月31日までに卒業する見込みの人
 ②B区分： 昭和61年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた

人で、上記A区分の学歴に該当しない人
2.試験日時 第一次試験：令和３年９月19日（日）
3.実施場所 立命館大学びわこ・くさつキャンパス
4.採用予定人員 ①A区分：男性 5人、女性２人程度
 ②B区分：男性12人、女性４人程度
5.申込み受付期間 令和３年８月１日（日）から８月31日（火）まで
6.その他  受験案内と受験申込書は、７月１日（木）から滋賀県警察本部、県内の警察署、交番、駐

在所等で交付しています。詳しくは、滋賀県警察本部警務課採用係までお問い合わせいた
だくか、受験案内等をご覧ください。

問 滋賀県警察本部警務課採用係　☎0120ー204ー314（フリーダイヤル）
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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

８８
月
の
行
事
予
定

月
の
行
事
予
定

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

1 日 令和３年度夏季特別展　愛智河架橋略史－無賃橋と御幸橋－
学芸員による展示解説

11：00～11：30
歴史文化博物館

14：00～14：30

4 水 安居智博作品展　紙のロボット「カミロボ」と日曜日で作る
人形たち（8月29日まで） 10：00～18：00 びんてまりの館

8 日 安居智博氏トーク（要申込※7月17日申込開始） 13：30～ びんてまりの館

9 月 なつやすみスペシャルおはなしかい
おはなしワンダー(要予約※7月24日申込開始）

10：30～
秦荘図書館

14：00～

13 金 古文書をよむ会 14：00～15:00 愛知川図書館

15 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

17 火 ハーティー講座
卵を使わないパン教室（要申込※8月9日まで）

10：00～
ハーティーセンター秦荘

14：00～

22 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

令和３年度夏季特別展　愛智河架橋略史－無賃橋と御幸橋－
学芸員による展示解説

11：00～11：30
歴史文化博物館

14：00～14：30

安居智博氏による制作実演 開館中終日 びんてまりの館

24 火 あたまいきいき音読教室（要申込）
10：30～

秦荘図書館
13：30～

27 金 令和３年度夏季特別展　愛智河架橋略史－無賃橋と御幸橋－
（7月17日～8月27日※最終日） 10：00～17：00 歴史文化博物館

　令和３年８月10日（火）は、県立文化産業交流会館の休館日のた
め、米原出張窓口はお休みです。申請には、平日の火・水・木曜日
にお越しください。なお、大津の窓口（ピアザ淡海１階、大津市に
おの浜一丁目１－20）は、月曜日～金曜日（祝日、年末年始（12
月29日～１月３日）を除く。）に申請受付業務を行っています。

問 滋賀県パスポートセンター　☎077ー527ー3323

パスポートセンター 「米原出張窓口」からのお知らせパスポートセンター 「米原出張窓口」からのお知らせ特別児童扶養手当制度を特別児童扶養手当制度を
ご存じですか？ご存じですか？

「所得状況届」の提出を「所得状況届」の提出を
お願いします！お願いします！

　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歳未満のお子さんを監護してい
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52,500円
　2級（中度）…月額34,970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
要な書類を添付して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。

所得状況届提出期間
　令和3年8月12日(木)～9月13日(月)
　平日8時30分から17時15分まで

提出先　愛荘町役場福祉課（愛知川庁舎）

問 福祉課（愛知川庁舎）☎0749ー42－7691

迷宮大学と
消えたひこにゃん２
大学でひこにゃんが再び迷子に！？
複数のチームに分かれて工学部を探検しながら�
隠された謎を解き明かしてひこにゃんを探そう！
（※昨年度と内容は異なりますので、どなたでも楽しめます。）

開催日時：令和３年8月19日（木）13：00～16：30
開催場所：滋賀県立大学（彦根市八坂町2500）
対　　象：女子中高生、保護者、教員
※参加は無料です。申込みはWebからお願いします。
　https://rikejo.usp.ac.jp/

集まれ！未来で輝く集まれ！未来で輝く

クリエイター系女子in滋賀クリエイター系女子in滋賀

「理系的思考体験」参加型謎解きイベント
「理系的思考体験」参加型謎解きイベント

工学部からの挑戦状
「情け、体操、アジア、クリスマス、砂漠」に共通するものは何？
（ヒント）全部カタカナにして考えてみよう。※答えはwebページで！
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振替休日

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

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！

問申

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

燃えないごみ

色つきびん

金属

無色透明びん

4

11

18

25

7

14

21

28

5

12

19

26

6

13

20

27

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

3

10

17

24

31

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

燃やすごみ

ガレキ

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

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

松尾寺①③・斧磨①③

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

岩倉①・竹原②・常安寺①　

安孫子①②・西出①・東出①②

深草①・目加田①②

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

蚊野③・蚊野外①

　　　　　　   ―

香之庄②

島川①②

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

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平居①

石橋③・川久保③

　　　　　　   ―

愛知川②③

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(火)

(水)

(木)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

2日

3日

4日

5日

6日

10日

11日

12日

17日

18日

20日

23日

24日

25日

27日

30日

31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

水分補給をこまめにして
熱中症を予防してね！

金属

山の日

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　8/4（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　8/20（金）14：00～16：00
問 みらい創生課（愛知川庁舎）　☎0749ー29ー9046

■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/ 4（水）・8/18（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
　8/11（水）・8/25（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/ 4（水） 13：30～15：30
◎福祉センター愛の郷　8/25（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　8/12（木）13：30～15：30
◎秦荘庁舎（相談室） 　8/26（木）13：30～15：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7680

８月の保健センター事業８月の保健センター事業

☆ぷれママ教室
●助産師・保健師等による妊婦教室（予約制）

実施日 時　　間 会　　場
24日（火） 10：00～11：30 子育て支援センターつくしひろば
　内容：育児のお話し
　　　　①赤ちゃんの成長について
　　　　②母乳について
　　　　③育児情報提供　　　　　　　など

☆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
2日（月）

9：00～16：30
30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
2日（月） 9：00～11：00

30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
2日（月）

9：00～11：30
30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
2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　会場：秦荘保健センター２階
健診・相談名 実施日 受付時間 対　　象 備　　　考

4か月児健診 11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 4月生

7か月児相談 6日(金） 令 和 3 年 1月生

10か月児健診 6日(金） 令 和 2 年10月生

１歳６か月児健診 4日(水） 令 和 2 年 1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 4日(水） 平成31年 1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 3日(火） 平成30年 1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。

☆保育園巡回訪問相談
●臨床心理士、保健師、心理判定員による園児の観察と保育相談
※日程は各保育園にお尋ねください。

※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。

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
８/13（金） いだはいしゃ 東近江市八日市浜野町503・505-1 0748ー22ー3636
８/14（土） 住井歯科・矯正歯科 蒲生郡日野町河原1-7 0748ー52ー3434
８/15（日） 川南歯科医院 東近江市川南町1090 0748ー42ー0419

問 健康推進課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー4887
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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８月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,349人 （－25人）
　　　男 10,726人 （－17人）
　　　女 10,623人 （－ 8人）
世 帯 数 8,270世帯 （－ 6世帯）

（令和３年６月30日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　5日（木）・12日（木）・19日（木）・26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５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75件（火災1、交通事故13、労働災害2、運動競技5、
　　　　　　　　　　　　一般負傷13、加害1、急病39、転院搬送1）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

愛知川小学校
引き継がれた伝統

「6年生勉強教え隊」

わたしの学校

　昨年度から始まった「6年生勉強教え隊」。今年
度も６年生が引き継ぎ、金曜日の朝自習の時間に、
5年生以下の各クラスへ勉強を教えに行っていま
す。あこがれの6年生に勉強を教えてもらえると
あって、下級生も大いに頑張っています。

岡本樹希  ちゃん
おか もと　い つ き

（令和 2 年８月 26 日生）
　にこにこ笑顔がとっても可
愛いいっちゃん！これから家
族みんなでいっぱい思い出つ
くろうね。うまれてきてくれ
てありがとう♡いっちゃんの
ことが大好きなパパとママよ
り。
（保護者　愛知川

岡本　裕樹さん　美咲さん）

坂上想愛  ちゃん
さか がみ　そ    あ

（令和 2 年 8 月 8 日生）
　毎日沢山の笑顔で癒しをく
れる想愛♡だんだんと出来る
事も増えてきて日々成長する
想愛を見てるのが楽しいです♪
♪これからも笑顔いっぱい純
粋な想愛のままで居てね　生
まれてきてくれてありがとう　
（保護者　島川

坂上　恭平さん　麻衣さん）

松本歩梨  ちゃん
まつ もと あゆ  り

（令和 2 年 8 月 25 日生）
　我が家の天使、歩梨ちゃん
♡１歳のお誕生日おめでと
う！パパもママも歩梨がだい
すきです♡これからも元気に
健康で育ってね。生まれてき
てくれてありがとう。

（保護者　石橋
松本　湧斗さん　梓さん）

わが家の天使わが家の天使わが家の天使

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

納期限および口座振替日は、8月31日（火）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３年８月の徴収税金

春田幸杜  ちゃん
はる   た　 ゆき   と

（令和 2 年 8 月 4 日生）
　やんちゃで大変だけど幸く
んの笑顔に毎日癒されている
よ。たくさんの幸せをありが
とう。お姉ちゃん達に負けな
いくらいたくましく元気に
育ってね。楽しい思い出いっ
ぱい作ろう♡
（保護者　市

春田　知宏さん　亜衣さん）

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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