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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。」の実現に向けて

令和4年度予算の概要
　令和４年度は、第２次愛荘町総合計画前期基本計画の最
終年であり、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、重点戦略である「ひとづくり」、「しごとづくり」、「まちづ
くり」の３つのプロジェクトの推進に必要な施策に対し重点
的に予算を配分しました。
令和４年度の一般会計予算は110億9,400万円とし、特

別会計と下水道事業会計とを合わせた総予算規模は166億
1,139万円としました。
　また、新型コロナウイルス感染症による危機を乗り越える
ため、令和４年度愛荘町一般会計補正予算（第１号）により、
新型コロナウイルス感染症対策事業を実施していきます。

令和４年度予算
一般会計 110億9,400万円

[前年度比＋11.3％]

特別会計 36億5,654万円
[前年度比＋4.5％]

下水道事業会計 18億6,085万円
[前年度比▲2.7％]

　歳入には、町税など町が自主的に得て、町独自に使途を決められる自主財
源と、国や県などの補助金や交付金など、使途が決められている依存財源の
２種類があります。

　歳出の全体像の見方には２つの方法があります。どのような分野にどれだ
け使う予定であるかを示した「目的別」で見る見方と、どのような費用（コ
スト）として使う予定であるかを示した「性質別」で見る見方です。

●歳入について

●目的別に見た歳出について

●町税収入の推移
●性質別で見た歳出について　地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため国

から交付される地方交付税は1億2,000万円増の24
億1,300万円を計上しました。地方債は、国の地方
財政対策による臨時財政対策債の減、愛知中学校の
増改築工事による学校教育施設等整備事業債の増に
より、1億7,030万円増の15億5,180万円を計上し
ました。

　教育費については、愛知中学校の
増改築工事、給食調理・配送等業務
等により総額5億6,303万円増の26億
1,697万円となりました。土木費につ
いては、町道愛知川栗田線道路改良
工事移転補償費等、歌詰橋耐震補強工
事に伴う豊郷町建設事業負担金により
総額2億821万円増の13億1,095万円
となりました。農林水産業費について
は、西部地域土地改良事業により、総
額9,803万円
増の2億6,527
万円となりま
した。

　個人町民税は2,557万円増の10億1,049万円、法
人町民税は1,191万円減の1億9,693万円、固定資産
税は土地、家屋および償却資産を合わせて100万円
増の15億4,400万円、軽自動車税は1,148万円増の
8,820万円、たばこ税は400万円減の1億4,000万円
となり、全体としては2,214万円増の29億7,962万
円を見込んでいます。

　普通建設事業費については、愛知
中学校の増改築工事や町道愛知川栗
田線道路改良工事移転補償費等の増
により、総額8億1,060万円増の20億
7,286万円を計上しました。公債費に
ついては、学校教育施設等整備事業
債、合併特例債等の償還開始により、
総額3,477万円増の9億6,283万円を計
上しました。物件費については、ワク
チン接種に係る業務委託料等の増によ
り、総額1億8,750万円増の20億872
万円を計上しました。
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歳出
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歳入
110億

9,400万円

地方債
15億5,180万円

地方譲与税など
6億7,501万円

県支出金
7億4,125万円

国庫支出金
13億2,351万円

地方交付税
24億1,300万円

分担金・負担金・使用料など1億1,237万円

繰越金・諸収入など
4億942万円

繰入金
8億8,802万円

町税
29億7,962万円

※端数処理により歳入合計と異なる場合があります。

歳出
110億

9,400万円

※端数処理により歳出合計と異なる場合があります。

労働費 178万円

諸支出金・予備費
1億2,861万円 議会費 9,837万円

商工費 1億2,182万円

農林水産業費
2億6,527万円

衛生費
7億6,811万円

消防費
4億5,260万円

公債費
9億6,283万円

土木費
13億1,095万円

総務費
13億266万円

教育費
26億1,697万円

民生費
30億6,403万円

目的別

性質別

歳出
110億

9,400万円

その他

投資的経費

一般行政経費

義
務
的
経
費

その他 1億2,991万円

繰出金
6億4,683万円

普通建設費
20億7,286万円

維持補修費
6,097万円

補助費等
16億9,543万円

物件費
20億872万円

公債費
9億6,283万円

人件費
17億6,453万円

扶助費
17億
5,192万円

※端数処理により歳出合計と異なる場合があります。

（億円）
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令和４年度の主な事業 ・子どもの学力向上をサポートする臨時講師等の配置
・外国語指導助手（ALT）設置事業　など

４　子ども読書推進・学校図書館活性化事業
� 1,194万円
　小中学生が「読み解く
力」や「基礎的読解力」
を身に付けるために必要
な読書習慣の定着のため、
学校図書館へ図書指導員を
配置し、学校図書館の充実
を図っています。これによ
り、始業前から学校図書館
が開館し、利用されることで児童生徒の貸出冊数が
年々増加しています。
　また、読書活動や授業で図書資料を利活用できる
よう、町立図書館から資料提供を行うなど読書環境
の整備や授業支援を行うとともに、子育て応援ぷれ
ママ教室に「出前図書館」として図書館司書が出向
き、乳幼児と保護者が読書に親しむ取組を実施して
います。
　令和４年度も引き続き、小学校の学校図書館に図
書指導員を配置し、始業前から開館することでさら
なる貸出冊数の増加に努めるとともに、乳幼児期か
ら本に親しむきっかけとなるよう、子育て応援ぷれ
ママ教室で「出前図書館」を実施し、図書館や図書
の紹介や貸出しを行うことや、保育園・幼稚園にお
ける絵本の読み聞かせを実施します。
《主な取組》
・学校図書館への図書指導員の配置
・学校図書館の図書の充実
・子育て応援ぷれママ教室「出前図書館」の実施

５　GiGA－Pro事業� 622万円
　国の「GIGAスクー
ル構想」に基づき、令
和３年度はタブレット
を活用し、子どもたち
一人ひとりに個別最適
化された学習が可能な
デジタルドリル教材を導入するとともに各小学校に
プログラミングロボットを導入し、フィジカル型の
プログラミング教育を実施しました。
　また、GIGAスクールサポーターを配置し、教員へ
の研修や授業におけるタブレットの活用方法、接続不
具合の解消など多方面のサポートを行いました。
　令和４年度は、引き続きデジタルドリル教材を導
入し、個々に合ったレベルやペースで学習し、知識

の確かな定着や主体的に学ぶことに活用するととも
に、デジタルドリル教材によって得られた学習履歴
を個人の振り返りや学校教員の指導改善に利活用す
ることで、子どもたちの学習意欲を高めます。
　加えて、小学校で新たにセンサやスイッチなどの
機能と身近なものを組み合わせ、プログラミングす
ることで様々なアイデアを形にできる教材を導入す
るとともに、令和３年度に導入したプログラミング
ロボキットを中学校の授業に活用することで小中学
校のプログラミング力の育成に努めます。
《主な取組》
・�プログラミング教材　蓄電実験器「プログラミン
グボードミニ」導入（新規）
・デジタルドリル教材
・プログラミングロボキット

６　愛知中学校大規模増改築事業
� 12億8,752万円
　愛知中学校の施設の老朽化および教室の不足等に
対応するため、59年ぶりとなる増改築に着手し、同
時に教育環境の改善も図り、ICT環境の整備や各学
年のワンフロアー化も進めています。
　令和３年度の１学期末には教室棟が完成し、２学
期から新しい教室棟で学習しています。また、８月
から既設の管理普通教室棟・特別教室棟を解体し、
管理棟・武道場の建築、体育館の改修工事を実施し
ています。

　令和４年度は、事業の最終年度であり、管理棟・武
道場の建築、体育館・中央棟の改修およびその他の外
構工事を行い、年度末の完成を予定しています。

【事業実施期間：令和２年度から令和４年度】

（教室棟完成写真）

子ども・子育て環境の充実
１　すこやか子育て応援事業� 320万円
　安心して子どもを生み育てることができるよう
に、妊娠期から子育て期にわたるさまざまなニーズ
に対して総合的な相談支援を関係機関で協働して支
援していく体制を整備し、育児不安の軽減やすこや
かな子育てができる地域づくりに取り組みます。
　令和４年度は妊娠～出産～産後期の母親の孤独感
や不安感を解消し、見通しを持った子育てができる
よう、出産前の育児不安の解消などを目的とした子
育て応援ぷれママ教室を継続しつつ、産後うつや育
児不安の予防、自尊感情のアップを目的に、産後ケ
ア事業として「ひよこママ教室」を子育て支援セン
ターや子育て広場等を活用して実施します。
　また、自尊感情アップ事業については、効果的な
事業の検討を行うため、子ども達の自尊感情につい
てのアンケートを実施します。
　さらに、お腹の中に宿った新しい命を「まちの
宝」として歓迎し、妊娠おめでとうグッズをプレゼ
ントするとともに妊婦の歯科健診に助成する「妊婦
とお腹の赤ちゃん応援事業」を行います。
《主な取組》
・産後ケア事業「ひよこママ教室」（新規）
・妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業
・自尊感情アップ事業
・子育て応援ぷれママ教室
・家族スキル向上支援事業
・フッ化物洗口事業（小学校４年生まで対象を拡大）

２　子育て安心保育事業� 1,658万円
　少子化や就労形態の変化による
教育・保育ニーズの多様化といっ
た社会環境の変化に対応し、安心
して子育てができる環境を整備す
るため、幼稚園の教育課程時間以
外の時間において、預かり保育事
業を引き続き実施します。
　また、保育士等の確保は民間保育所が抱える大き
な課題であり、安定的な人材確保を目的として、保
育士確保対策事業を引き続き実施します。
　さらに、保育士資格を持たない保育補助者を雇用す
ることにより、保育士の業務負担を軽減し、離職者の
減少と心身ともに余裕を持った状態で保育に臨むこと
で保育環境の充実や待機児童の解消を図る、保育補助

者雇上強化事業を令和４年度から実施します。
《主な取組》
・保育補助者雇上強化事業（新規）
・幼稚園預かり保育事業
・保育士確保対策事業

学力向上・教育環境の充実
３　児童生徒の学力向上事業� １億2,109万円
　令和３年度に実施したRST
（リーディングスキルテス
ト）の結果から、中学生の実
態として、語彙力の獲得とと
もに文章の意味を正しくつか
む能力が定着している反面、複雑な文章の読み取り
や指示語や省略された語句を正しく補完する能力が
弱い傾向が見られました。一方、一を聞いて十を知
る推論の能力は、昨年度より伸びていることが分か
りました。
　そこで、児童生徒一人ひとりの「基礎的読解力」
を高め、「わかる」「できる」喜びを実感できる授
業改善や、学欲を育む学習活動「夢と志の教育」
（キャリア教育）の推進、「減メディア・親読書」
運動による学びの環境づくり、授業等におけるタブ
レット端末の有効な活用に引き続き取り組みます。
　また、全国学力・学習状況調査の結果から、家庭
でのスマートフォンを含めたゲームに費やす時間が
１時間以上の子どもが全体の８割あり、学力向上
にメディアのコントロールが欠かすことはできない
ことから、保護者や各校のPTAと連携し、スマート
フォン等の使用時間を減らす「減メディア」を徹底
するとともに様々な本に出会い活字を読む習慣を身
に付け、学習の内容を理解できる読む力を育てるた
めに「親読書」の環境づくりを進めます。
　また、確かな学力の基盤となる学習習慣を身に付
けるため、各学校・園、家庭、地域が一丸となり、
家庭学習の充実を図るなど、社会全体で力を合わせ
て子ども一人ひとりの学ぶ力の向上に継続して取り
組みます。
《主な取組》
・RST（リーディングスキルテスト）活用・授業改善
・基礎的読解力スキルアップ教材活用事業
・減メディア・親読書運動
・�「AISHOこころざしシート」を活用した「夢と志
の教育」
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安全で安心なまちづくり
11　町道愛知川栗田線道路改良事業
　　　　　（移転補償等）� ２億3,830万円
　町道愛知川栗田線
は、国道８号から中
山道、役場愛知川庁
舎を結ぶ重要な路線
であり、JR能登川駅
から国道307号に連絡
するバス路線となっています。
　しかし、道路沿線には住居や店舗等が立ち並び、
一部歩道がない区間があること、バス等の大型車が
離合できない状況であることから、歩行者も車両も
安心して利用できるよう整備を加速させ、地域連携
の促進や活力ある地域づくりに向けた計画的な道路
整備を進めます。
　令和４年度については、継続して用地取得および
建物移転等に取り組みます。

12　空き家等対策推進事業� 2,112万円
　空き家等の発生状況や
管理状況は地域により
様々であり、その未然防
止と解消に向け、地域の
実情を踏まえきめ細やか
に対応します。
　一方で、空き家等を地
域の重要な不動産ストックと捉えその利活用を図る
ことは、地域経済の活性化や移住施策等の地域振興
に大きく寄与することから、所有者等とのコミュニ
ケーションや情報提供を強化し、積極的な利活用を
推進します。
　令和４年度は「愛荘町空家等対策計画」の改定を
行い、計画の実効性を高めるとともに、適正管理と
利活用の両面から総合的な取組を推進し、安全安心
な住環境の形成に努めます。
《主な取組》
・�「愛荘町空家等対策計画（実態調査を含む）」の
改定（新規）
・�空き家等利活用のための補助事業の実施（改修補助等）
・�「愛荘町空き家等の適正管理に関する条例」の適
正な運用
・愛荘町空家等情報登録制度（空き家バンク）の運営

持続可能なまちづくりの推進
13　ウォーカブルタウン創造事業� 3,216万円

　愛知川駅や中山道、観光交流拠点等を結ぶ地域を中
心エリアとして位置づけ、まちの個性を活かした持続
可能なまちづくりの実現に向けた施策を実施します。
　事業最終年度となる令和４年度は、「まちなかの賑
わい」、「魅力体感」、「観光まちづくり」を柱とし
た“居心地がよく歩きたくなるまち”の創造に向け、
個々の資源の磨き上げならびに各交流拠点間のネット
ワークを確立し、コロナ禍収束後の反転攻勢に向けた
新たな人の流れや稼ぐ力を生み出し、本エリアを中心
に自走できる仕組みの構築を目指します。

〔地方創生推進交付金事業〕
【事業実施期間：令和２年度から令和４年度まで】

14　地域が元気に輝く
　　　コミュニティ活動推進事業� 1,572万円
　各自治会において展開
されている自主的、自発
的なまちづくり活動の定
着と、地域住民による活
気あふれるまちづくりを
促進し、多様な人材が活
躍する個性と魅力あふれ
た地域づくりを推進しま
す。
　また、昨今のコロナ禍
により、地域のつながり
の希薄化に加え、自治会
への帰属意識の低下などが懸念されていることから、
自治会活動の再開促進、地域の“きずな”を取り戻す
活動を後押しするとともに、町と自治会が互いに情報
を共有しながら、地域の実情に寄り添った支援策に取
り組み、まち全体の活性化を目指します。
《主な取組》
・地域のまるごと活性化プラン推進事業
・各種コミュニティ施策（補助金）の推進
・�まちづくり交付金や区長総代会等による自治会活
動の支援

健康寿命の延伸
７　健康寿命延伸応援事業� 1,077万円
　住民一人ひとりが生涯を通じて主体的に健康づく
りに取り組み、生活の質（QOL）の向上のための健
康づくり運動ができるよう、家庭・地域、関係機関
が連携して支援していきます。
　令和４年度は引き続き、「噛むCOME＋10（プ
ラス・テン）」１口プラス10回噛もうをキャッチフ
レーズに、全世代が気軽に取り組める健康づくりを
展開していくとともに「噛むCOME＋10（プラス・
テン）」の認知度評価を行います。
　また、がん予防・早期発見・早期治療を継続しつ
つ、がんになってもその人らしい生活を送れるよう支
援するとともに、白血病等の血液疾患の治療として、
骨髄等の移植を推進するため、ドナーが安心して骨髄
等を提供できるよう助成を継続して行います。
　さらに、国からヒトパピローマウイルス（HPV）
ワクチン接種を積極的に勧奨するよう通知されたこ
とに基づき、子宮頸がんの発症予防のため、ワクチ
ン接種を積極的に勧奨するとともにキャッチアップ
接種を行います。
《主な取組》
・噛むCOME＋10（プラス・テン）推進事業
・がん対策事業
　胃がん検診（胃内視鏡検査）
　アピアランスケア支援事業
　骨髄等移植ドナー助成事業
　�ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンの
キャッチアップ接種（拡大）
　※�キャッチアップ接種とはヒトパピローマウイルス

（HPV）ワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接
種機会を逃した方への接種のことです。

高齢者の活躍
８　シルバー世代の働き方改革事業� 1,030万円
　シルバー世代が、
いつまでも地域社会
の担い手として活躍
し、働くことを通じ
て生きがいを求め、
さらには地域の活性
化に資する環境を整
備するため、町シル
バー人材センターの運営への助言や会員が培った長
年の知識や経験、技術を活かせる仕事の提供などに
より、シルバー世代のライフスタイルに応じた働き

方を支援します。
　特に、会員の確保として、全体の３割に留まる女
性会員の増加を図る、女性活躍プロジェクトにおい
てシルバー人材センターが行う女性会員がより活躍
できる就業先の開拓、既存事業の新たな展開や女性
が更に活躍できる取組をサポートします。

愛荘町の魅力発信
９　まちのイメージ・認知度向上事業� 109万円
　創意工夫を凝らし
た戦略的広報活動に
よる情報発信ならび
に様々な媒体や手法
によるパブリシティ
の強化を行うこと
で、まちの魅力や知名度をより一層高めます。
　令和４年度は引き続き、広報やチラシなどを活用し
た周知によりLINE登録者の増加に取り組みます。
　また、愛荘町ふるさと大使「ダイアン」がテレビ
やSNS等において、ふるさと愛荘町を話題に取り上
げることによるまちの認知度向上を図り、ふるさと
大使を活用した広報活動を展開してまちのPRを行い
ます。
《主な取組》
・�愛荘町ふるさと大使「ダイアン」を活用した広報
活動（新規）
・町公式LINEによる効果的な情報発信等

10　ふるさと納税事業� 4,922万円
　ふるさと納税寄付金の増
額のため、令和３年度には
国の地方創生臨時交付金を
活用し、返礼品協力事業者
を対象としたセミナーの開
催、協力事業者を訪問して
の個別でのプロデュース、ふるさと納税ポータルサ
イトのテキストや写真のリニューアルなど、返礼品
や協力事業者の魅力を向上しました。
　令和４年度は、令和３年度の取組成果を活かしつ
つ、さとふるへの登録事業者を拡充することやワン
ストップ特例申請書の送付などにより、寄付者への
サービスを向上し、寄付のリピーターを増やすこと
で寄付額の増額に取り組みます。また、ふるさと納
税制度を活用しまちの魅力のPRを行います。
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愛知川駅前に時計塔を寄贈いただきました
　1月22日、近江鉄道愛知川駅前で、時計塔の寄贈式
が開催されました。
　これは、町内で様々な社会貢献活動に取り組む愛知
ライオンズクラブが結成50周年を記念して企画され
たものです。
　寄贈式では、有村町長が
「町を見守り続け、末永く住
民のみなさんに愛される時計
塔であってほしい」と期待の
言葉を述べました。

愛知青年経営研修会60周年記念事業
　2月18日、愛知青年経営研修会から町内の子どもたち
の安全を願い、飛び出し坊やを寄贈いただきました。
　さらに、町内の子どもたちの健やかな成長や更なる
活躍を願い、町内スポーツ少年団が希望されるものを
各チームにそれぞれ寄贈されます。
　愛知青年経営研修会は、町内の地元企業経営者で組
織された会で、経営の研究と地域産業の高揚を計り、
あわせて会員相互の親睦を図ることを目的に活動され
ています。同会は昭和37年に発足し、今年で60周年
を迎えられ、その60周年記念事業として町に寄贈い
ただきました。この度の寄贈ありがとうございます。

「近江の地場産業・産品振興功労者」 知事表彰
　2月17日、伝承工芸愛知川びん細工手まり保存会が
「近江の地場産業および近江の地場産品の振興功労
者」として知事表彰を受けられました。県指定伝統的
工芸品「愛知川びん細工手まり」の担い手人材の確
保、後継者育成や伝統的な技法の継承への貢献が認め
られたものです。
　保存会は、一旦途絶えかけたびん細工手まりの技
術を受け継ごうと、昭和49年に結成されました。現
在、70名の会員が技術を磨き、将来を見据えて小中
学生にも技術を伝えておられます。町ならではの工芸
品のますますの発展を期待します。

国民健康保険税率の見直しについて町に答申
　町では、国民健康保険財政の健全な運営が維持でき
るよう、国民健康保険税の見直しについて、11月10
日に町国民健康保険事業の運営に関する協議会会長へ
諮問を行いました。これを受け、同協議会において、
愛荘町国民健康保険の現状と課題を踏まえつつ、3回
にわたり検討いただき、3月2日に𡧃野�久七郎同協議
会会長から有村国知町長へ答申が手渡されました。
　町は、この答申に基づき、令和4年度の国民健康保
険税率については、令和3年度と同様の税率に据え置
くこととしました。

▼出席された愛知ライオンズクラブのみなさん

▼オリジナルの飛び出し坊やを寄贈いただきました

▼伝承工芸愛知川びん細工手まり保存会

▼宇野会長から有村町長へ答申書が手渡されました

まちのわだい

愛知川小学校が
「第５回NITS大賞」で入選しました!!

NITS大賞とは
　「NITS大賞」は、独立行政法人教職員支援機構（NITS・ニッツ）が、学校をとりまく課題の解決に向けてチーム
学校で実践した取組を広く募集し、表彰・公開することにより、教育の現場に優れた取組を普及していく事業です。
　学校を挙げて課題に向き合い、改善していく様子を通して、教職員の思いや直

ひ た む

向きさを広く伝えることで、全国の
学校現場における更なる相乗効果を図ることを目的に行われています。
　令和３年度（第５回NITS大賞）は、主題を「子ども一人ひとりが輝ける場となるように～教師の働きがいを再構
築する学校づくり～」とし、子どもたちを主語にするために、教職員、児童生徒、保護者、地域の方々などの多様な
人々との協働を含め、のびのびと楽しく誇りを持って学校改善に取り組んだ教育実践を募集されました。
　第５回NITS大賞は、全国の学校現場等から136点の応募がありました。当初の予定では、大賞と優秀賞のみを選
出される予定でしたが、「積極的に取組を評価したい」という委員の意見により、準大賞２点、優秀賞６点、入選２
点が選出されました。

「第５回 NITS大賞」で入選した愛知川小学校の取組
　愛知川小学校は、テーマを「意欲に火をつけ、学び合う学校へ
～期末テスト導入から続ける学力向上への模索～」とし、児童の
学習意欲に火をつけ、学び合う学校を目指し、実践している取組
が評価され入選となりました。
　愛知川小学校では、「学ぶ目的」「学ぶ時間」「学ぶ方法」を
保障することで学習意欲を高めようと、中学校の定期テストをヒ
ントに「期末テスト」を導入し、さらにテスト１週間前を「自主
勉チャレンジウィーク」として学習時間を確保する取組をされて
います。
　この取組では、出題範囲のワークシート配布やノートの使い方
を指導し、学習方法も提示されています。さらに、テスト結果を
データで示すことで、子どもたちの向上心に火をつけることにも繋がっています。
　また、学び合う学校を目指し、６年生が下級生に毎週勉強を教える「６年生勉強教え隊」の取組
や、一人ひとりに個別最適化された学習の実現を目指し学力に差が出やすい算数に特化した「ス
テップアップ学習」と「算数カルテ」の取組も実践されています。

▲子どもたち一人ひとりが輝け
るよう様々な取組を実践されて
いる愛知川小学校の先生方

◀令和２年度から始まった「６年
生勉強教え隊」。金曜日の全校朝
学習の時間に、６年生が１～５年
生までの学習を教えるこの活動を
令和３年度も６年生が引き継ぎま
した。金曜日の朝は、「学び」と
「つながり」が深まる愛知川小学
校の新たな伝統になっています。

６年生勉強教え隊６年生勉強教え隊（全校朝学習）（全校朝学習）スタート！スタート！愛知川小学校の新たな伝統

8 aisho 2022.05 9aisho 2022.05



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

2

9

16

23

30

月

4

11

18

25

水

5

12

19

26

木

　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　５月の予定表

健康推進課事業の申込締切

●ぷれママ教室 5月18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 40分から次の催しを行います。
　　（行事の都合で変更する場合あり）
火 曜…体操＆ちいさなおはなしかい
水 曜…体操＆絵本のじかん
木 曜…体操＆うた遊び
金 曜…体操＆親子ふれあい遊び

子育て支援センター事業の申込締切

5月12日（木）17時まで

5月17日（火）17時まで

5月19日（木）17時まで

●プチらんど

●きらきらバースディ

●すくすくタイム

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

5 月
　4月5日（火）親子６組が、『こいのぼり製作』をおこないました。ひろばの保育士といっしょに、親子でかわい
いこいのぼりを作りました。

５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5月の開催日

★5月10日(火)に『親子リトミック』をおこないます。
　（ 第1部 10時～10時30分　５組／ 第2部 10時40分～11時10分　５組）
　　参加費は100円で予約が必要です。4月26日（火）から申し込みを開始します。
　※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。
★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。
★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。

開催時間 9：00～15：00

イベント情報

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

ホームページは、
こちらからどうぞ

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

ぴよぴよ広場

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

お誕生日会
助産師相談

（満1歳の誕生日会をしましょう！）
　令和3年6月生まれのきらきらバースディは、
5月18日（水）に開催します。お手紙が届いたら、
出席か欠席の連絡をお願いします。ご参加お待ち
しています。

★5月18日（水）きらきらバースディ★

★１１日（水）午前中…
　月のくまさんによる絵本の読み聞かせ

　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♪

★１９日（木）午前中…お誕生日会・助産師相談

♪はっぴーメモリアル♪

　赤ちゃん広場を卒業した1歳～2歳（Ｒ2.4.2以降に生
まれた子で1歳の誕生月を迎えた子）とママで楽しく過
ごしましょう。
　発達に応じた環境や遊び・情報を提供し、親子のふれ
あいを通して子育ての楽しさを感じて、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25日（水）10時～11時です。
　（子育て支援センターあいっ子2階）
※予約不要なので、気軽に参加してね！
※今月は、保健師もいるよ！

　１歳までの赤ちゃんとママで楽しく過ごしましょう！親
子遊びやフリートークを通じて、ママと赤ちゃんの友達づ
くりをしませんか？助産師、保健師、保育士に相談もでき
ます。ぜひご参加ください！
日　時：5月27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
定　員：15組（予約不要）

　5月生まれのお友達集まれ!!満２・３・４
歳のお友達をみんなでお祝いしましょう。
素敵なお誕生日カードをプレゼントしま
す。お誕生日の記念にぜひどうぞ！（予約
不要）（未就園児対象）
＊誕生児さんは10時30分までに来て下さ
いね。
今月は、5月17日（火）です！

月のくまさん

おやすみ おやすみ

☆ 最近のわんぱくひろばのようす ☆

園児のお友達は、園の服を着替えてから、
利用していただきますようお願いします。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

休館日 休館日 休館日
( 憲法記念日 )

休館日
( みどりの日 )

休館日
( 子どもの日 )

あいらんど
休館日

８ ９ 10 11 12 13 14

休館日 休館日
あいらんど

折り紙遊び
11：20～

折り紙を折って遊
びましょう！
（予約不要）

プチらんど
10：00～11：00
民生委員さんと遊
ぼう『パネルシア
ターを見よう！』
場所：子育て支援セ
ンターあいっ子２階
定員：10組
申込開始：４/21（木）から

土曜開館日

15 16 17 18 19 20 21

休館日 休館日
あいらんど

休館日はっぴーメモリアル
11：20～

満2,3,４歳（５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分までにきて
ね。（未就園児対象）

きらきらバースディ
９：20～10：40
満１歳（令和３年６月
生まれ）のお誕生会
をしましょう♪�（出
席か欠席の連絡を
お願いします。）

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）

すくすくタイム
10：00～11：00

『ベビーリトミック』
参加費：100円
定員：10組（要予約）
対象：７ヶ月から１歳
７ヶ月までの親子
申込開始：４/26（火）から

22 23 24 25 26 27 28

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（Ｒ
2.4.2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）

赤ちゃん広場
10：00～11：00
1歳までの赤ちゃん
とママで楽しく過ご
しましょう。身体計
測もできます。
（予約不要）

土曜開館日

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･
４土曜日の10時から16時30分まで開
いています。都合の良い時間に遊びに
きてください。お待ちしています。
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図書館からのお知らせ

とうさんまいご

　デパートの中で一緒にいたはずのお父さんを見失ってし
まった男の子が、「迷子のおとうさん」を探しまわります。お
父さんの洋服や帽子、ネクタイなどの特徴から何度もそれら
しき人を見つけますが、ページをめ
くってみると全くの別人。柱や
ショーケースの凝った仕掛けは、何
度見ても読者を楽しませてくれま
す。最後のセリフの仕掛けは圧巻で
す。

五味　太郎　作・絵　偕成社
おやすみなさいフランシス

 あなぐまのフランシスは、ベッドに入り目をつぶってみたもの
のなかなか眠くなりません。そのう
ち、いろいろなものが見えだします。
その度に、フランシスはお父さんに
言いに行き、お父さんはその度にフ
ランシスを安心させてベッドに戻し
ます。眠れない子どもと、眠らせよう
とする親の表情が挿し絵によってよ
り豊かに表現されています。子ども
の気持ちに寄り添ったお話です。

　大人気「だるまちゃん」シリーズ１作目の絵本。だるまちゃ
んは友だちのてんぐちゃんの持っているものを何でも欲しが
ります。てんぐのうちわやすてきな履物、なんとしまいには
鼻まで。お父さんのだるまどんは思いつく限りの物を集めて
きますが、だるまちゃんの
お気に入りはいつも意外な
ところに。だるまちゃんと
だるまどんはどのようなア
イデアを思いついたでしょ
う。ユーモアあふれる物語
です。

ラッセル・ホーバン　ぶん　ガース　ウイリアムズ　え
まつおか　きょうこ　やく　福音館書店

茂吉のねこ

　国語の教科書に掲載された、秋田の民話をもとにしたお話。
鉄砲うちの茂吉が飼っている猫は、ばけものの仲間に入り、毎
夜わらしに化けて酒を買っていまし
た。それを知った茂吉は猫を追いか
け、ばけものづくしの野原へ迷い込
みます。さて、ばけものの正体とは
…。日常と隣り合わせの不思議な世
界が、独特の表現と迫力のある絵で
描かれています。ちょっと怖いけれ
ど深いお話。声に出して読むのもお
すすめです。

松谷　みよ子　文　辻　司　絵　ポプラ社
だるまちゃんとてんぐちゃん

加古　里子　さく　え　福音館書店

　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。

か　こ

ご　み た  ろう かいせいしゃ

つかさつじ しゃこまつたに

出版から２０年以上たち、今でも読み継がれている絵本を
ご紹介します。親子で読んでみてはいかがでしょうか。読みつがれてきた絵本

日　時　5月13日（金）　14：00～15：00
　　　　5月22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　5月17日（火）  １回目 10：30～11：15
　　　　　　　　　　  ２回目 13：30～14：15
場　所　秦荘図書館
対　象　町内にお住まいの方、
　　　　もしくは図書館の貸出カードをお持ちの方

あたまいきいき音読教室

※申込みが必要です。申込みは秦荘図書館までお願いします。

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

オーダーメイドおはなしかい

ふくいんかんしょてん

ふくいんかんしょてん

さと こ

も  きち

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

びん細工手まりを作ってみませんか？

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（ 　 　　 ）

秦荘東小学校5年

小川　いおりさん

　国語科で学習した「ごんぎつね」
のお話をモチーフにした版画です。
物語で読みとったごんの気持ちが、
その表情や毛なみ、色彩から伝わっ
てきます。

秦荘東小学校5年

澤田　俊介さん

　何を、どのように重ねると美しい
のかを考えながらかいた 1 枚です。
重ねられた惑星 1 つ 1 つの模様や色
が細かなところまで表現されていま
す。

愛知川東小学校5年

山岡　琥珀さん

　特に工夫したのは、ほっぺたと服
のもようです。ほっぺたはふっくら
と丸くなるように向きをかえながら
ほりました。服のもようも細かいと
ころまで丁寧にほりました。

愛知川東小学校5年

飯島　ひなさん

　私が工夫したことは２つあります。
１つ目は、服のもようで、ほるとこ
ろを交互にして、きれいなチェック
柄にしました。２つ目は、服の袖で、
手にかぶっているところがうまく表
現できるように工夫しました。

愛知川東小学校5年

鈴木　和琉さん

　私ががんばったことは、うでの部
分と目の部分をがんばりました。こ
まかいところがあったけれど、最後
までていねいにほりました。

　びん細工手まりは町を代表する工芸品です。伝統の技を次世代に伝えることを目的に、町では複数の教室を開いています。
　いずれも初心者を対象とした教室です。日程や内容は変更する場合があります。詳細は各館にお問い合わせください。

教室の名称

びん細工手まり教室 町内在住者

町内在住者

・町内在住者
・初めてびん細工手
　まりを作られる方
※原則３日間受講で
　きる方（応相談）

2022年6月～2023年3月　※毎月第1・3火曜日
　19時30分～21時30分

年間
3,000円

（材料費別）

川久保地域総合センター
☎0749－42－2003

山川原地域総合センター
☎0749－42－2478

愛知川びんてまりの館
☎0749－42－4114

年間
3,000円

（材料費別）

7,000円
（材料費含む）

12,000円
（材料費別）

2022年6月～2023年3月　※毎月第2・4火曜日
　9時30分～11時30分　

2022年7月～12月　※月2回土曜日（全12回）
　午前教室：10時15分～12時15分
　午後教室：13時15分～15時15分
※募集は6月上旬を予定

2022年６月11日（土）・18日（土）・25日（土）
　いずれも10時15分～17時　
　（休憩時間　12時15分～13時）
※4月23日（土）募集開始／5月22日（日）締切
※先着10名（定員に達した場合はその時点で締切り）
内容：直径15センチの愛知川びん細工手まりを1個制作

どなたでも

びん細工手まり教室

びん細工手まり
初心者講習会

小さなびんてまり教室

対　　象 実　施　期　間（予定） 受講料（予定）場所・申込先・問い合わせ先
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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。

　木下美術館は、実業家の木下彌三郎（1894－1987）が蒐集した
近代日本画を中心とするコレクションを公開する滋賀県初の私立
美術館として、昭和52年（1977）、大津市茶が崎地先の琵琶湖畔に
開館しました。その後、平成20年（2008）には大津市比叡平の地に
移転し、現在でも展覧会などの催しを通じて美術品をより身近に感
じてもらうための活動に取り組んでいます。
　滋賀県八幡村大字川南（東近江市川南町）に生まれた木下は、若い
頃から古美術品に関心が高く、蒐集品には京都画壇で活躍した竹内
栖鳳や山元春挙、西山翠嶂、堂本印象のほか、日本画の巨匠・横山大
観などの作品があります。
　展覧会では、近年、風変わりな経歴とともに、幻想と写実の融合を
描く〝謎多き日本画家〟として再評価が高まる不染鉄（1891－
1976）の《山海図絵》など、「木下コレクション」が誇る名画の数々
を紹介します。

▲Ⅱ期　大橋翠石 《 猛虎之図 》（部分）　絹本著色　木下美術館蔵

▲ Ⅱ期　金島桂華 《 祝鯛 》（部分）　絹本著色　木下美術館蔵

▲ Ⅱ期　北野恒富 《 願いの糸 》　絹本著色　
　 大正３年（1914）　木下美術館蔵

琉球伝統歌舞集団琉球伝統歌舞集団 コンサート

日 時
場 所
入場料

6月12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 一般：2,500円（税込）
　 高校生以下：1,000円（税込）

　琉球伝統歌舞集団「琉神」は2001年沖縄に誕生し、
その後静岡に拠点を移し、国内外で幅広く活動してい
ます。“静”では凛とした空気感を、“動”では魂を揺
さぶる躍動感で生きる力を呼び起させます。
【予定演目】
エイサー・琉球舞踊・琉球獅子舞・島唄・琉球古武術
※沖縄物産展同時開催！（13時から）

※当日500円増

※当日は沖縄物産展も行います！

開館時間 ： 10：00～17：00
　　　　　（入館は16：30まで）
会　　場 ： 歴史文化博物館　企画展示室
入 館 料 ： 町内の方は無料です。
休 館 日 ： 月・火曜日（祝日は開館）、５月６日（金）
特別協力： 公益財団法人 木下美術館
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　

日 時
場 所
出 演
入場料

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

5/7発売

ＫＢＳ京都ほっかほかラジ

オでおなじみのベテラン噺

家 笑福亭晃瓶をはじめ、旬

の若手噺家を迎え、笑いと

涙の人情噺から爆笑落語な

ど、とっておきのネタを披

露。初夏のひとときをお楽し

みください。

日　時　6月25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　笑福亭風喬
　　　　渡辺あきら　ブルーウェーブ
入場料　全席指定 1,500円（税込）

第10回
お笑い七夕
ハーティー寄席

※当日300円増

好評販売中

好評販売中

Ⅰ期

令和4年

4.13㊌̃5.5㊍・㊗
Ⅱ期 ５.７㊏̃5.29㊐

5/7発売

音楽劇「冒険西遊記」
〜愛と勇気の物語〜

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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みんなのヒーロー

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会主催
第40回全国中学生人権作文コンテスト　内閣総理大臣賞

　困っている人への「手伝います」という言葉。そして
優しく見守ること。この二つの言葉と行動を心掛けるこ
とこそが優しい社会づくりへの第一歩だと思う。勇気が
なくその言葉が出なかった私にそう思うきっかけを与え
てくれたのはバスで見かけたおじさんだった。
　私は毎朝バスに乗って通学している。そのバスは通勤
ラッシュの時間帯で平日朝から晩まで働いてお疲れの様
子のサラリーマンが多く乗っている。それが理由なのか，
車内の雰囲気はどんよりとしていて少し怖いくらいに感
じるほどだった。
　そのバスがさらに怖さを感じさせる日が週に二日ある。
火曜日と木曜日だ。その二日だけ手押し車と共に乗車す
るおばあさんがいる。手押し車を持っているだけでそれ
以外は他のお年寄りと何も変わらないはずなのに……。
バス車内から遠目にバス停に並ぶそのおばあさんの姿を
確認すると乗客の何人かが分かりやすくため息をつき，
その瞬間雑音にあふれていた車内が凍りついたように静
かになる。そのおばあさんは何も悪くない。ただ手押し
車を持っているからか乗るときに他の人よりも少し時間
がかかるだけだ。「手伝います」と誰かが声を掛ければす
ぐ解決するはずなのに，私を含めて誰もその一言が出て
こない。なぜなら，乗客何人かが「乗らないでくれ」と
いう無言の圧力を放つからだ。ため息，舌打ち，コツコ
ツと靴で床を踏み鳴らす音全て意図的に聞こえるように
出していて，極めつけは「関わりたくない」と訴える視線。
なぜそのような態度をとる人がいるか理由は容易に想像
できる。「なんでこんなラッシュの時間帯に乗るのか。こっ
ちは仕事があって急いでいるんだ。」という自分勝手な考
えからである。おばあさんがいつどこに行こうがそれは
自由で他の人に制約される理由はない。「手伝います」と
声を掛けようとしている人も中にはいるはずだが，無言
の圧力に負けてしまっていた。そして乗客全員でおばあ
さんに圧をかけるような状況をつくりおばあさんはいつ
からか小声で「すいません」と言いながらバスに乗るよ
うになっていた。
　ある日，そんな暗い状況の中ヒーローが現れた。ヒー
ローはおじさんだった。
　おじさんは「今日火曜日かぁ」といつものように暗い
気持ちで座っていた私の隣の席についた。おばあさんの
乗るバス停に近づくにつれ聞こえてくるため息を聞いて

「皆さんお疲れですね。」と私に話しかけ，おばあさんが
バスに乗ろうとすると「おはようございます。手伝いま
すよ。」と声を掛けながら手押し車を軽々持ち上げて席を
譲った。おばあさんは最初おじさんの行動に呆気に取ら
れていたが，すぐに満面の笑みでお礼を言っていた。そ
んなおじさんの行動を間近で見た感想は「おじさんは強
い。」だった。無言の圧力を物ともせず，私がなかなかで
きなかったことをスマートにやってのけ，おばあさんを
笑顔にしたおじさんはヒーローという言葉がピッタリ
だった。
　私はそんなおじさんの行動に憧れて自分も自ら行動で
きるようになりたいと思った。
　その後おじさんがバスに乗ってくることはもうなかっ
た。が，私はちゃんと行動すると決めていた。一部の乗
客のイライラは気づかないフリをした。バスのドアが開
くときとても緊張しておじさんみたいにできるか心配
だった。でもやるしかないと自分に言い聞かせ，「手伝い
ます」と声を掛けた。手押し車を乗せおばあさんに席を
譲った，その後のおばあさんの笑顔とお礼は今でも心に
残っている。
　おじさんの行動はバスに乗る人たちを変えた。次の火
曜日「よし」と意気込んでいたら，前に座っていた高校
生に先を越されてしまった。その後手押し車をバスに乗
せる担当とおばあさんを支えてバスに乗せる担当という
役割分担が自然とできていった。さらにおばあさんが下
車する際に運転手さんに「ありがとう」とお礼をするの
でつられて他の人たちも運転手さんにお礼をするように
なっていった。
　おじさんは乗客全員に勇気をもって行動する強さを教
えてくれた。おじさんに救われたおばあさんは「ありが
とう」と言うことの大切さを教えてくれた。この出来事
からバス車内は優しい思いやりがあふれる暖かい雰囲気
になっていった。
　私たちはできない事があるのが当たり前。でも，その
人にしかできないことだってある。そして全ての人が自
分らしく生きる権利を持っている。だから，自分が輝け
る社会を自らつくっていく必要がある。そのためにはお
互いの短所を補い合い助け合うこと，優しく見守ること，
この二つが一番大切だと思う。
　こうした思いやりを広げていくことで，多くの人を笑
顔にすることが必ずできる。
　一度だけ現れてバスに乗る人全員を
笑顔にしたおじさんは，間違いなくみ
んなのヒーローだ。おじさんに偶然，
出会えたことの感謝を忘れず，勇気が
出ないときはおじさんのことを思い出
して「強く」生きていきたい。

【作者の原文をそのまま掲載しています】

宮城県仙台市立仙台青陵中等教育学校３年

松山　陽奈（まつやま　はるな）

生活習慣病健診・肝炎ウイルス検診・
特定健診（国民健康保険加入者）を行います！

日　　程： ＜受付時間＞　生活習慣病健診・肝炎ウイルス検診　8：30～ 11：30 ／ 13：00～ 15：30
　　　　　　　　　　　　特定健診　9：30～ 11：30 ／ 13：00～ 15：30　　受診票でご確認ください。

生活習慣病健診
　健診は自分のライフスタイルを映す鏡です。健
診結果を踏まえ、しっかりと生活習慣を見直すた
めにも、職場、医療機関等で健診を受ける機会の
ない方は、ぜひこの機会に受けましょう。
　18歳～39歳までの住民の方は受診票がなくて
も受診していただけます。ご都合のよい会場へお
越しください。
＊40歳から74歳の方の健診については、健康保
　険の加入先にお問い合わせください。
持 ち 物：受診票・個人負担金（500円）
内　  容：身体計測、問診、血圧測定、血液検査、
　　　　　尿検査、内科診察等

肝炎ウイルス検診
　肝炎ウイルスは、感染していても自覚症状がないことも多く、
感染したまま放っておくと、肝硬変・肝がんへ進行する確率が高
くなります。感染しているかどうかを早い段階に発見し、治療を
開始することが大切です。
　40歳以上で過去に肝炎ウイルスの検査を受けたことがない人
は、ぜひこの機会に受診しましょう。検診を希望する人で案内が
届いていない人は、健康推進課（保健センター）へご連絡ください。
対 象 者：昭和58年４月１日以前にお生まれで、過去に肝炎ウ
　　　　　イルス検診を受けたことがない人
持 ち 物：受診票（無料対象の方に送付しています）
　　　　　個人負担金（300円）
　　　　　※受診票が送付されている方は無料です
検査方法：血液検査

　ごみの減量には、生ごみの“ひとしぼり”がたいへん効果的
です。
　また、“ひとしぼり”を行うことにより、台所やごみステーシ
ョンの悪臭を軽減します。
　そこで、“ひとしぼり運動”を皆さんにお願いします。

問 くらし安全環境課（愛知川庁舎）　☎0749ー 42ー 7699　　

問 健康推進課（愛知川庁舎）　☎0749ー 42ー 4887

№55

あなたも“ひとしぼり”からエコライフをスタートしてみませんか？

●５０ｇ（大さじ３杯程度）減量すれば
　愛荘町全体一年間で約１５０トンごみの削減
●燃えるごみの４０％は水分
●ごみの減量には生ごみの“ひとしぼり”が効果的！
●“ひとしぼり”を行うことは
　ごみの減量やごみ処理費の大きな節約
●消費エネルギーの削減、地球温暖化防止の貢献１世帯　１日５０ｇの減量を！ “ひとしぼり”が一番効果的

水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！水分ひとしぼり運動！

日　付 曜日 場　所
5月25日
5月26日
5月27日
5月29日
5月30日
5月31日

水
木
金
日
月
火

愛知川
保健センター

日　付 曜日 場　所
6月2日
6月3日
6月6日
6月9日

木
金
月
木

秦荘
保健センター

※住民税非課税世帯・生活保護世帯の人は特定健診・生活習慣病健診・肝炎ウイルス検診の自己負担金が無料になります。
　受診日1週間前までに朱肉を必要とする印鑑を持参の上、健康推進課（愛知川庁舎１階）に申請してください。

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192号第192号
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☎＝電話番号　FAX＝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

認知症フォーラムでドキュメンタリー映画を鑑賞
　皆さんは認知症になった自分や家族、大切な人を想像することはできるでしょうか？
　地域包括支援センターでは令和元年度から認知症フォーラムを開催し、多くの住民の皆
さんに認知症について考えていただく機会を持っていただいています。
　令和３度は雪がちらつく２月６日(日)、ハーティーセンター秦荘大ホールでドキュメン
タリー映画『認知症の母と耳の遠い父と離れて暮らす私̶ぼけますから、よろしくお願い
します。』を鑑賞しました。映像作家である娘の信友 直子さんが自らカメラを回し、広島

県呉市で暮らす両親の1200日間を撮った記録映像。助け合
いながら、ふたりの大切な時間を過ごす老夫婦の生活に徐々に進行していく
妻の認知症と懸命に介護する夫を切なく、そして何よりも優しくカメラは記
録していきます。最後に流れる認知症が始まる以前と現在の夫婦の姿を対比
した映像に、参加者は思いを巡らせました。
　万全な新型コロナウイルス感染症予防対策の中、11名のキャラバン・メイトの
皆さんにお手伝いいただき、99名の方に参加いただきました。アンケート調査で
は、認知症の理解が深まったとのご意見を多くいただき、実りあるフォーラムに
なりました。

地域包括支援センター（愛知川庁舎）  ☎0749ー42ー4690

みんなのこくほみんなのこくほ
愛荘町国民健康保険

人間ドック・脳ドック助成のお知らせ

高齢者お元気予報高齢者お元気予報明日も
良い日! （第7回）

「明るく・楽しく 介護予防」地域包括支援センターだより

のぶとも　��なお���こ

● 令和４年度の均等割額が軽減される場合
　�世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の方は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されま
す。（令和３年度からの変更はありません。）
　※�65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。

■�均等割額が７割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が､次の計算式を超えない方
　基礎控除額(43万円)+10万円×(年金･給与所得者の数-1)以下

■�均等割額が５割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が､次の計算式を超えない方
　基礎控除額(43万円)+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金･給与所得者の数-1)以下

■�均等割額が２割軽減される方
　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が､次の計算式を超えない方
　基礎控除額(43万円)+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金･給与所得者の数-1)以下
　※�年金･給与所得者の数は､令和3年中の給与収入が55万円を超える方､または65歳以上で公的年金等
収入額125万円を超える方が該当します｡

　おひとりごとの新しい保険料の額は、令和4年7月に郵便でお知らせ
します。
　滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
（http://www.shigakouiki.jp/）で保険料額の試算ができます。

問�住民課（愛知川庁舎）　　　　　☎0749ー42ー7692
　�滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077ー522ー3013

後期高齢者医療制度の被保険者の皆様へ
令和４・５年度の後期高齢者医療制度の

保険料率をお知らせします

愛荘町国民健康保険では、被保険者の健康づくりの一環として、人間ドック・脳ドックの費用の一部を助成します。

※�なお、人間ドック等の受診は必ず全ての項目を受けてください。コース内容を変更して受診されると、助成
できない場合があります。�　　　　　　　　　　　　　　��問�住民課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7692

助成申込期間：�令和４年４月27日（水）から
　　　　　　　令和４年６月�９日（木）まで
　　　　　　　８時30分～17時15分
　　　　　　���※土日・祝日の受付はありません。
助成対象期間：�令和４年６月�１日（水）から
　　　　　　　令和５年１月31日（火）まで
　　　　　　　�この期間内の人間ドック・脳ドッ

ク受診が助成対象となります。
助 成 対 象 者：�愛荘町国民健康保険に加入して

いる18歳から74歳までの方
　　　　　　　※�国保税に滞納がある場合は申

込みできません。

助 成 申 込 書：�人間ドック・脳ドック助成申込書（特定
健康診査受診券裏面）は４月下旬頃に郵
送する特定健康診査の案内に同封しま
す。ただし、40歳未満の方には郵送され
ませんので、住民課（保険年金係）また
は秦荘サービス室までお越しください。

助成申込方法：�人間ドック・脳ドック助成申込書（特定
健康診査受診券裏面）に必要事項を記入
して、助成申込期間内に住民課（保険年
金係）または秦荘サービス室へご持参く
ださい。助成申込期間を過ぎますと申込
みできません。また、郵送、FAXでの申
込みはできません。

区　　分
保険料率

現行（令和２・３年度） 改定後（令和４・５年度）

被保険者均等割額 45,512円 46,160円

所得割率　※ 8.70％ 8.70％

年間保険料上限額 64万円 66万円

※「所得割額」の計算方法･･･総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合

令和4年4月1日から保険料率を改定します。
●�令和４・５年度の保険料率（年額）

申込期間が変更となりました️! !　助成金額が各コース3,000円増額となります! !
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広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

　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

犬の登録・狂犬病予防注射を忘れずに！！

令和4年度　狂犬病予防注射日程

軽自動車税（種別割）の減免について
　町では、心身に障がいのある人のために使用されている軽自動車にかかる軽自動車税を、一定要件のもとで
申請により減免しています。

　犬の登録（生涯１回）・狂犬病予防注射（毎年１回）は、飼っている方の義務です。予防注射は必ず受けてくだ
さい。

問�税務課(愛知川庁舎)　☎0749ー42ー7690

　なお、上記の日程で注射できない方は動物病院で接種
してください。
　時間が多少前後する可能性がありますのでご了承く
ださい。
※�犬に持病があったり当日体調が悪かったり（下痢、食欲不振)、
妊娠中の場合は、会場で接種できない場合があります。
　�犬の登録事項に変更(死亡、住所、所有者等)がありましたら、
｢犬の登録事項変更届｣を行ってください。（変更届は役場に
あります。）

●１頭に必要な費用
　　「犬の登録カード(愛犬カード)｣を会場にご持参
　ください。

 ◎すでに犬の登録が済んでいる人
�　　狂犬病予防注射料金　　　　　　2,950円
�　　狂犬病予防注射票交付手数料　　　550円
�　　　　　　　　　　　　　合　計　3,500円

 ◎同時に犬を登録する人
�　（生後91日以上の犬で未登録の場合）
�　　犬の登録手数料　　　　　　　　3,000円
�　　狂犬病予防注射料金　　　　　　2,950円
�　　狂犬病予防注射票交付手数料　　　550円
 　　　　　　　　　　　　　合　計　6,500円

　なお、当日の注射は、彦根保
健所管内の滋賀県獣医師会の
獣医師にお願いしています。

問�くらし安全環境課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7699

■減免申請に必要な書類
　①納税通知書および納付書　②運転者の運転免許証
　③自動車検査証　④身体障害者手帳等
　⑤自動車所有者と運転者の印鑑
　⑥所有者のマイナンバーカードまたは、通知カード
　⑦�生計同一証明または民生委員の証明（常時介護する人が申請
する場合のみ）

■申請期限
　5月24日(火)【納期限の1週間前まで】
　※�減免される自動車は、普通自動車も含めて一人の身体障がい
者等について一台です。

　※�前年度に減免を受けられている人も毎年申請が必要です。該
当される人は、期限までに申請されないと減免が受けられま
せんので、ご注意ください。

■減免の対象となる人
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの
交付を受けられている人（以下「身体障が
い者等」という。）で、一定の級以上に該当
する人。

■減免の対象となる自動車
●�身体障がい者等が所有する軽自動車等で、
次の①から③のいずれかの人が運転する
もの。
　　①身体障がい者等の本人
　　②身体障がい者等と生計を同一にする人
　　③身体障がい者等を常時介護する人
●一定の規定に準ずる軽自動車等

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

1 日
令和4年度　春季特別展
木下美術館所蔵絵画展ー名画との出会いー
（4月13日から5月29日まで）

10：00～17：00 歴史文化博物館

8 日 第14回中山道愛知川宿のれんアート※最終日
（4月23日～5月8日まで） 中山道愛知川宿一帯

13 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館
15 日 愛知川宿ふれあいマーケット 10：00～16：00 愛知川ふれあい本陣

17 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

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

成年年齢引き下げに伴う手続き等の変更について、主なものをお知らせします。

５
月
の
行
事
予
定

日程 実施時間 実施場所

4月28日
（木）

��9：30～10：30 愛知川保健センター横

11：00～11：30 豊国運動公園

13：45～14：30 秦荘保健センター

15：00～15：30 愛荘町スポーツセンター前

16：00～16：30 長塚地域総合センター前

5月16日
（月）

13：30～14：15 秦荘図書館駐輪場

14：45～15：30 愛知川保健センター横

令和４年４月１日より、民法改正により
成年年齢は18歳になります

住民課（☎0749-42-7692）

戸籍の届出

婚姻届
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性
は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。

証人
（婚姻届・離婚届等）

証人になるべき者の年齢が20歳以上から18歳以上となり
ます。

親権 親権に服する者の年齢が20歳未満から18歳未満となります。

分籍届 届出できる者の年齢が20歳以上から18歳以上となります。

養子縁組届 養親になることができる年齢に変更はありません。令和4
年4月1日以降も20歳以上のままとなります。

※�成年年齢引き下げについてのその他の届出については、法務省のホームページ
をご確認ください。

個人番号（マイナンバー）
カード カードの有効期間が10年となる年齢が20歳から18歳となります。

税務課（☎0749-42-7690）

住民税非課税年齢 令和5年度課税からは令和5年1月1日時点で18歳未満の者で合計所得金額が135
万円未満の者が非課税となります。

成年年齢引き下げに関する詳細は
政府広報オンラインからご確認く
ださい。

政府広報
オンライン①

政府広報
オンライン②

成年年齢引き下げに
関するパンフレット
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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

5月のゴミカレンダー5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

4

11

18

25

3

10

17

24

31

色つきびん

金属

無色透明びん

6

13

20

27

2

9

16

23

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

5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。

5月のし尿収集カレンダー5月のし尿収集カレンダー

5

12

19

26

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

ペットボトル

燃えないごみ

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

ペットボトル

燃えないごみ

びん

上蚊野①・松尾寺①②③

斧磨①②③

岩倉①・常安寺①・東出①

　　　　　　 ―

　　　　　　 ―

安孫子①・西出①

深草①・目加田①

　　　　　　 ―

　　　　　　 ―

蚊野②③・蚊野外①・軽野②

島川①

元持②・下八木②・宮後②

　　　　　　 ―

　　　　　　 ―

沖①②③

長塚①

　　　　　　 ―

　　　　　　 ―

長野①

　　　　　　 ―

愛知川①

沓掛①

中宿①・川原①・山川原①

　　　　　　 ―

東円堂①

市①②・長野②

　　　　　　 ―

東円堂②

　　　　　　 ―

苅間①②・豊満①②・平居①②

石橋②③・愛知川②・川久保③

　　　　　　 ―

　　　　　　 ―

愛知川③

（月）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（金）

（月）

（火）

２日

６日

９日

１０日

１１日

１３日

１６日

１７日

１８日

１９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

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

燃やすごみ

結核健康診断が始まります！

5月9日（月）からレントゲンバスが地域を巡

回します。

結核は早期発見をすることで、重症化や周

囲の人へ感染を防ぐことができます。年に

1回は必ず健康診断を受けましょう。 

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）。
◎ハーティーセンター秦荘
　5/11（水）13：30～16：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7680

■心の教育相談
　（東近江少年センターあすくる事業）
※要予約。臨床心理士が相談に応じます。
　中学生から20歳までを対象。
◎秦荘庁舎（相談室１）
　5/16（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
　5/18（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
　5/11（水）・5/25（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
◎福祉センター愛の郷 5/25（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
◎長塚会館（相談室）　5/26 （木）13：30～15：30
問 経営戦略課（愛知川庁舎）  ☎0749ー42ー7680

☆献血
●「滋賀県愛の血液助け合い運動」として献血を行い
　ます。（予約不要）
　 開催場所を「愛知川保健センター」から「愛知川中央
公民館駐車場」に変更しています。
　 当日はお間違えのないようお越しください。
　皆さまのご協力をお待ちしています！
実施日 時　　間 場　　所

31日（火）
10：00～11：30 秦荘保健センター
14：00～16：00 愛知川中央公民館駐車場

5月の保健センター事業5月の保健センター事業

☆ぷれママ教室（会場：秦荘保健センター）
●助産師・保健師等による妊婦教室（予約制）
実施日 時　　間 会　　場
19日（木） 10：00～11：30 子育て支援センター「あいっ子」

　内容：①妊娠中のからだの変化について
　　　　②腰痛予防
　　　　③赤ちゃんの抱っこ体験　　　    　　　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 受付時間
随時 個別に調整

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

実施日 受付時間
9日（月）

9：00～16：3016日（月）
23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
9日（月）

9：00～11：00
16日（月）
23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
16日(月）

9：00～11：30
23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
9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 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4年 1月生

7か月児相談 13日(金） 令和3年10月生

10か月児健診 13日(金） 令和3年 7月生

１歳６か月児健診 18日(水） 令和2年10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 18日(水） 令和元年10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 10日(火） 平成30年10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・幼稚園巡回訪問相談
● 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
※ご希望の方は各園にご相談ください。
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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４年５月の「窓口延長業務日」

人口総数 21,412人 （＋34人）
　　　男 10,776人 （＋20人）
　　　女 10,636人 （＋14人）
世 帯 数 8,380世帯 （＋61世帯）

（令和４年３月31日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

開  設  日　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４年２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59件（交通事故5、労働災害1、一般負傷12、急病40、

転院搬送1）
　　　　　　　　　　　問東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

愛知川東小学校
「6年生を送る会

新ステージバックのお披露目」

わたしの学校

　ステージバックは、毎年5年生が制作し、６年
生を送る会で披露されます。後ろに見えるのが、
卒業生が制作したものです。６年生から５年生
へ、バトンはしっかりと受け継がれました。輝く
笑顔が、未来へ繋がることでしょう。

北村　琴 ちゃん
きた  むら　      こと

（令和３年５月６日生）
　こっちゃん♡１歳のお誕生
日おめでとう！いつもみんな
を笑顔にさせてくれてありが
とう　 宝物だよ !! こっちゃ
んに出会えて本当に幸せ者で
す。
（保護者　蚊野

北村　浩樹さん　鈴さん）

松實愛梨 ちゃん
まつ   み　あい   り

（令和 3 年 5 月 1 日生）
　お誕生日おめでとう！時が
経つのは本当に早いね。あん
なに小さかったのに。これか
らも元気にニコニコしてね。
お兄ちゃんとも仲良くしてく
ださい。本当にわが家の天使
です！
（保護者　愛知川

松實　礼輝さん　陽菜さん）

髙橋一叶 ちゃん
たか  はし　い    と

（令和 3 年５月 10 日生）
　「何事も一生懸命に。そして
夢が叶いますように。」「物を
繋ぐ糸のように、人との繋が
りを大切にできるように。」た
くさんの人に出会って大きく
育ってね。大好きだよ♡
（保護者　島川

髙橋　一郎さん　美友さん）

北川　詩ちゃん
きた がわ　    うた

（令和３年５月 11 日生）
　これからも元気いっぱい大
きくなってね。
（保護者　蚊野外

北川　諒さん　綾さん）

中村維玖 ちゃん
なか  むら　 つなぐ

（令和 3 年５月 19 日生）
　家族で１番小さいのに１番
大きな存在♡みんなの癒しの
維玖♡わが家に生まれてきて
くれてありがとう！！維玖に
たくさんの幸せが訪れますよ
うに…
（保護者　豊満

中村　俊介さん　円さん）

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、5月31日（火）です。
固定資産税（1期分）／軽自動車税（全期）

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５月の徴収税金

愛荘町公式Facebook
「愛荘町 あしょうさん紀行」

1 歳のお誕生日
おめでとう!

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