
お知
らせ
お知
らせ お詫びと訂正
　「りっとうのごみの分別ガイドブッ
ク改訂版平成29年～」13ページ「収
集できないごみ」のイラストに誤りが
ありました。お詫びして訂正します。
　イラストの植木鉢とプランターは市で
収集しますので、ごみ分別ガイドブックの
P19・26に記載の方法で分別してください。
問合せ…環境政策課　生活環境係
　☎551-0341　ＦＡＸ554-1123

募集 平成 29 年度第１回（６月）市営住宅入居募集
　次のとおり、市営住宅入居者の募集を行います。申し込みは、部屋ごと (重複
申込は不可)とします。入居については資格要件があり、申込者によって必要書
類が異なりますので、事前に住宅課までお越しください。
募集期間…６月１日㈭~９日㈮９:00~17:00(土･日を除く)
募集する住宅…

団地名 住宅番号 間取り 平成29年度の家賃(円) 浴槽 駐車場 エレベーター 住戸タイプ

安養寺

B2-2

３DK

19,200～37,700

有 有 無 一般
D3-4 20,100～39,400
F2-2 19,500～38,200
F4-4 19,500～38,200

手原

106

３DK

24,300～47,600

有 有 有 一般
109 24,400～47,900
314 24,400～47,900
411 24,400～47,900
512 24,400～47,900

大橋 B3-3 ３DK 11,900～23,400 無 無 無 一般

出庭
3-1

２DK
 8,600～11,000

無 無 無 一般・単身可能
3-6  8,600～11,000

下戸山
305 ２DK 18,300～35,900

有 有 有
シルバーハウジング 注1

108 ２LDK 23,100～45,400 身体障がい者同居世帯向 注2

308 ３DK 23,300～45,800 一般

団地名 住宅番号 間取り 平成29年度の家賃(円) 浴槽 駐車場 エレベーター 備考
下戸山(Ⅰ) 201 ３LDK 62,000 有 有 無 専用面積75.1㎡

１．【公営住宅】（入居可能日：7月下旬以降）

資格要件(詳しくはお問合せください)…①栗東市内に6ヶ月以上の住所または勤
務地がある、②市町村税などの滞納がない(入居予定者全員が対象)、③現に同
居し、または同居しようとする親族がいる、④入居予定者全員の合計収入月額
が原則158,000円以下である、⑤現在住宅に困窮されている（詳しくは募集案
内をご覧ください)、⑥申込者および同居人が暴力団員でない

注１…60歳以上の一人暮らしの人や夫婦二人暮らしの人が、自立して生活できるよ
う、設備を設けた住宅で、緊急時に通報できるシステムも完備されています。高
齢者・身体障がい者の単身世帯、高齢者のみからなる世帯、高齢者夫婦世帯の人
が主な対象ですが、申込資格があります。詳しくはお問合わせください。

注２…車イスで生活できる設備を設けた住宅で、身体障がい者手帳（下肢・体幹
の程度が1級～4級）などを持っている人とその親族からなる世帯が対象です。

１．【特定公共賃貸住宅】（入居可能日：7月下旬以降）

資格要件（詳しくはお問合せください）…①現に自らが居住するための住宅を必要
としている、②市町村税等の滞納がない(入居予定者全員が対象)、③現に同居し、
または同居しようとする親族がある、④入居予定者全員の収入月額が原則158,000
円以上、487,000円以下である、⑤申込者および同居人が暴力団員でない

受付場所・問合せ…住宅課 住宅係　☎551-0347　ＦＡＸ552-7000

募集 パブリックコメント意見募集
❖湖南広域行政組合第３次総合計画　

後期基本計画素案
募集期間…４月17日㈪~５月15日㈪
資料閲覧場所…組合ホームページ、湖
南広域行政組合総務部、環境衛生セ
ンター、救急医療事務局、消防局や
最寄りの消防署・出張所

提出方法…住所・氏名・電話番号を書いて、
直接･郵送･FAXまたはメールで下記へ

問合せ…〒520-3024栗東市小柿3-1-1
　湖南広域行政組 総務部 総務課
　☎551-2727　ＦＡＸ551-2729
　メsoumu@konan-kouiki.jp

募集 湖南広域休日急病診療所
運営委員会　委員募集

任期…６月１日~平成31年５月31日
応募資格…栗東・草津・守山・野洲市
内に在住の20歳以上で、年３回程
度の会議に参加できる人

募集人員…各市１人
応募方法…５月15日㈪（消印有効）ま

でに、作文「休日急病診療所の役割に
ついて」（800字程度）に郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し
て、直接・メールまたは郵送で下記へ

応募・問合せ…〒520-3046　栗東市
　大橋二丁目7-3　湖南広域行政組合
　救急医療事務局　☎551-1300
　メkyukyu@konan-kouiki.jp

発行 / 栗東市役所　編集 / 市民政策部 広報課
☎ 077-553-1234（代表）　FAX 077-554-1123（代表）
〒520-3088　滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号　http://www.city.ritto.lg.jp/
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納税など…市営住宅使用料５月分、固定資産税前納１期、軽自動車税全期
上下水道料金…治田・治田西・治田東・栗東ニューハイツ・金勝（観音寺を除く）・六地蔵団地・トレセン内住宅
行政相談…10 日㈬・22日㈪　9:00 ～ 12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の
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マイナンバーカードの
受取にお越しください

　個人番号カード（プラスチック製写真
付）を申請した人で、個人番号カード通
知書（はがき）が届きましたら受け取り
にお越しください。通知書記載の交付期
日を過ぎても、受け取り可能です。
交付時間…８:30~17:00※休日は16:30
休日開庁日…５月28日㈰
必要書類など…交付通知書（はがき）、番号通

知カード、本人確認書類（運転免許証など）、
住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）

※詳細は交付通知書をご覧ください。
交付・問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　ＦＡＸ553-0250

　国民年金保険料は、日本年金機構か
ら送られる納付書などにより、納付期
限内に納めていただくことになってい
ます。保険料を納付期限までに納めて
いただけない人に対して、電話、書
面、面談により早期に納めていただく
よう案内を行っています。
　未納のまま放置すると督促状を送付
し、指定された期限までに納付がない
場合、延滞金を課すだけでなく、納付
義務者注の財産を差し押さえることが
あります。早めの納付をお願いしま
す。
　経済的な理由などで保険料の納付が
困難な場合は、保険料の納付が免除や
猶予される制度がありますので、年金
事務所や市役所保険年金課窓口へご相
談ください。
注…納付義務者は本人、連帯して納付す

る義務を負う配偶者および世帯主です。
問合せ…草津年金事務所　国民年金課 
　☎567-2220（自動音声） ☎567-1311(自動音声）
　保険年金課　年金係
　☎551-0112　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
らせ

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう！

募集 買い物等在宅生活支援サービス
協力事業者一覧表掲載希望業者募集

　買い物など在宅生活にお困りの人が
安心して生活することを目的に、在宅
生活の援助となるサービスの一覧表
（市のホームページなどで公表）を作
成します。一覧表への掲載は申込みが
必要です。
対象…在宅生活の援助となる事業（栗
東市内を対象エリアに日常的な食料
品や生活雑貨の配達サービス（飲食
店の出前を除く）や訪問での援助な
どを行う事業）

申込方法…５月25日㈭必着で申込書
（市ホームページからダウンロード
可）を、直接または郵送で下記へ

申込み・問合せ…〒520-3088（住所記載不要）
　栗東市役所 長寿福祉課 高齢福祉係
　☎551-1940　ＦＡＸ551-0548

お知
らせ
お知
らせ 生活道路拡幅整備推進補助金交付制度
　生活道路拡幅整備推進補助金を活用
し、建替え時に後退する市道拡幅用地
の寄附にご協力ください。
補助金の概要…狭い生活道路の拡幅を
推進し、良好な居住環境の確保や防
災機能の強化による安全・安心のま
ちづくりの実現を目指します。この
ため住宅の建替え時に後退する拡幅
用地を寄附いただく場合、分筆登記
などにかかる経費に対して、今年度
から新たに補助金を交付する制度を
設けました。

対象など…道路法に基づく市道（幅員
４ｍ未満）において、次の後退で道
路拡幅用地の寄附をいただく場合
・建築基準法第42条第２項の規定
に基づき後退する場合

・建築基準法第43条第１項ただし書の
規定に基づき後退する場合など

※既に建替時に後退している場合
で、今後、分筆と寄附をしていた
だく場合は、対象となります。

補助対象者…土地所有者または土地所
有者の委任を受けた建築などの事業
主が対象です。

※土地所有者から寄附申出書などの提出、
事前協議などの手続きが必要です。

※詳細は、市ホームページ（くらしの
情報－道路・河川）をご覧いただく
かお問合せください。

問合せ…土木交通課
　☎551-0292　ＦＡＸ552-7000

日程…８月 14日㈪ ~15 日㈫
場所…日本武道館（東京都）
対象…◦戦没者（原爆、一般戦災死没
者を含）の原則として配偶者・子・
父母・兄弟姉妹・孫で県内在住の人

　◦１泊２日の団体行動ができる人
※原則１柱１回。２回目の参加希望
はお問合せください。（参加費用が
自己負担となる場合があります）
※障がいがあり、介助者の同行が必
要な人はお問合せください。

募集人数…50 人程度
参加費…5,000 円程度
　※介助者の参加費用は全額自己負担
応募方法…５月１日 ~31 日（当日消
印有効）に、はがきに①参加希望者
の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）、
生年月日、性別、戦没者との続柄、
電話番号、②戦没者の氏名（ふりが
な）、戦没時の本籍都道府県名、陸軍・
海軍の別を記入して郵送で下記へ

申込み・問合せ…〒 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
　☎ 528-3514

お知
らせ
お知
らせ 全国戦没者追悼式

　市税を納付書で納付している人には、１年分の納付書を一括で送付していま
す。口座振替による納付は、下記期日の納期限に口座より振替します。
　市税の納付には口座振替制度が大変便利です。利用には税務課窓口または指定
金融機関窓口で手続きが必要です。

税目 送付
時期

納付書の納期限日 問
合
せ

29年
５月 6月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 30年

１月 ２月 ３月

固定資産税
（都市計画税）５月

中旬

前納１期
５/31

２期
７/31

３期
10/31

４期
12/28 ①

軽自動車税 全期
５/31

②市県民税
６月
中旬

前納１期
６/30

２期
８/31

３期
11/30

４期
１/31

国民健康保険税 １期
６/30

２期
７/31

３期
８/31

４期
10/ ２

５期
10/31

６期
11/30

７期
12/28

８期
１/31

９期
２/28

10期
４/２

※年度途中で税額等が変更になった場合は、税額の変更通知書と変更後の納付書
をお送りします。口座振替による納付は変更後の金額で振替されます。

※紛失などで納付書がない場合は、お問合せください。再発行します。
問合せ…①税務課　資産税係　☎551-0105　ＦＡＸ551-2010
　　　　②税務課　市民税係　☎551-0106　ＦＡＸ551-2010

お知
らせ 市税の納期一覧～納め忘れにご注意ください～

広報りっとう　2017.5.1

お知らせ版
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催し栗東ロテリアウォーキング vol.5
日時…６月11日㈰８:15手原駅集合
コース…手原駅８:30発→泣き地蔵～日産

リーフの森～森遊館～道の駅こんぜの里りっ
とう→金勝寺（昼食）→大野神社～コミセン
金勝→手原駅14:48着　※「→」はバス移動

　※小雨決行　※山道あり
定員…20人※申込先着順
対象…小学４年生以上
参加費…600円（バス代）
持ち物など…飲み物、弁当、雨具、歩
きやすい靴・服装

申込方法…６月７日㈬までに電話・
メール・FAXで下記へ

申込み・問合せ…栗東国際交流協会
　☎551-0293（月~金 ９:00~17:00）
　ＦＡＸ551-0432　メmail@rifa.jp

　身体に障がいがあるため歩行などが困
難な人で、軽自動車などを所有または使
用している人に軽自動車税の減免制度が
あります。（普通自動車も含めて１人の
障がい者につき１台のみです。また、事
業用の車は対象となりません。）
　下記の1または2の要件に当てはま
るため減免を受けようとする場合は、
納期限７日前の５月24日㈬までに税
務課に申請してください。
　前年度に減免を受けた人も、毎年申
請が必要です。
1身体などに障がいのある人の減免
◦軽自動車などの所有者（自動車検査
証の所有者欄に登録されている人）
・満18歳以上の身体障がい者、戦
傷病者 → 本人名義

・知的障がい者、精神障がい者、満
18歳未満の身体障がい者 → 生計
を一にする人の名義

◦軽自動車などの使用目的
・障がい者本人が運転する場合 → 
特に使用目的を問いません。

・生計を一にする人または、常時介
護する人が運転する場合 → 障が
い者本人の通学、通院、通所、生
業のために使用していること。

◦申請に必要なもの
①軽自動車税減免申請書（税務課に
設置、市ホームページよりダウン
ロード可）、②印鑑、③身体障がい
者手帳（または療育手帳、精神障が
い者保健福祉手帳、戦傷病者手帳）
の原本、④車検証、⑤運転免許証

⑥個人番号（マイナンバー）が確認
できるもの

◦対象となる障がいの範囲
手帳や障がいの区分などにより異な
ります。詳しくはお問合せください。

2構造が専ら身体障がい者などの利用
に供するためのものである軽自動車
などの減免

◦対象となる軽自動車など
車いすの昇降装置、固定装置、浴槽
を装着するため特別の仕様により製
造された軽自動車など、または一般
の軽自動車などに同種の構造変更が
加えられたもの

◦申請に必要なもの
1の①、②（所有者と使用者が異な
る場合は両方の印鑑）、④、⑥と構
造の分かる写真など

◆ご注意ください
◦申請には、申請書に個人番号（マイ
ナンバー）の記入が必要です。次の
いずれかをお持ちください。
◦個人番号カード（おもて面に、住
所・氏名・生年月日・性別の記載お
よび写真が表示され、裏面に個人番
号が記載）
◦通知カード＋本人確認書類（身体
障がい者手帳・運転免許証・パスポー
ト・在留カードなど）

◦減免を受けられた人へは、車検用納
税証明をお送りしません。必要な場
合は窓口か郵送で請求してください。

問合せ…税務課　市民税係
　☎551-0106　ＦＡＸ551-2010

お知
らせ

障がい者手帳などをお持ちの人へ
軽自動車税の減免申請について

お知
らせ
お知
らせ平成２９年工業統計調査
　経済産業省では、例年12月31日に実施し
ていた工業統計調査を平成29年６月１日現
在で実施します。この調査は、製造業を営む
事業所を対象に、工業の実態を明らかにする
ことを目的に行います。
　調査票は、都道府県知事が任命した統計
調査員がお伺いして直接配布するか、国が郵
送します。６月７日㈬までにインターネット
で回答いただくか、調査票を統計調査員にお
渡しください。
　回答内容は、統計法に定められている利
用目的以外では使用されません。調査の趣旨
を理解いただき正確な回答をお願いします。
問合せ…広報課　統計係
　☎551-0493　ＦＡＸ 554-1123

お知
らせ
お知
らせ 栗東市いきいき活動ポイント事業説明会
　介護支援ボランティア活動に対して
ポイントが付与される「栗東市いきい
き活動ポイント事業」の説明会を行い
ます。ボランティア登録の際には、住
所・氏名・生年月日が記載された公的
証明書が必要です。
日時…５月25日㈭14:00~15:30
場所…なごやかセンター　集会室
対象…60歳以上の市民
申込方法…５月23日㈫までに電話で下記へ
出前説明会…おおむね10人以上の団
体を対象に実施※申込必要

申込み・問合せ…栗東市社会福祉協議会
　☎554-6105　ＦＡＸ554-6106
問合せ…長寿福祉課　高齢福祉係
　☎551-1940　ＦＡＸ552-9320

日　時 場　所 獣医師

５/８
㈪

９:30～10:00 JR栗東駅東口駅前広場 (駐輪場前） 北田繁樹（モリヤマ動物病院）
　☎ 583-8003
谷出恭子（カナヤ犬猫病院）
　☎ 564-2493
★竹谷元喜（アーク動物病院）
　☎℡ 561-6561

10:20～10:30 北中小路児童公園横 農業倉庫
10:50～11:10 コミセン大宝西
13:30～14:00 コミセン葉山東
14:20～14:40 コミセン葉山

５/９
㈫

９:30～10:00 コミセン治田西 奥村まさみ（クラーク動物病院）
　☎ 562-0119
木村剛（木村獣医科病院）
　☎ 583-7228
★今村香（いまむら動物病院）
　☎ 565-5779

10:20～10:50 市民体育館 駐輪場
11:10～11:30 市立図書館
13:30～14:00 なごやかセンター駐車場
14:30～15:00 コミセン金勝

お知
らせ 平成 29 年度　狂犬病予防集合注射
　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年１回受けることが法律で定められて
います。集合注射、または動物病院で個別注射を受けてください。
　また、犬の死亡や飼主の変更などは届出が必要です。
持ち物…犬の登録カード、問診票、手数料 3,400 円（新規登録もする場合は 6,400 円）
問合せ…環境政策課　☎ 551-0341　ＦＡＸ 554-1123

※当日、暴風警報等発令の場合は中止します。
※★印の獣医師は、注射後に具合が悪くなった時の待機獣医師です。
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講座・
教室 音訳ボランティア養成講座（初級）
　活字の読書が困難な人のために、本や
市の広報などを音訳（録音）するボラン
ティアを募集します。講座を受講して、
ボランティアに参加しませんか？
日時…5/11･18、6/1･8･15 木曜日 全５回
場所… コミセン大宝東 小会議室　定員…15人
受講資格…市内在住の概ね55歳以下
で、５回の講座すべてを受講し、講
座終了後は図書館の音訳ボランティ
ア団体に参加できる人

応募・問合せ…栗東市立図書館
　☎553-5700　ＦＡＸ554-0792

催し 第 16 回ふれあい健康ウォーキング
「湖北の隠れ里・菅浦とメタセコイヤ並木６ｋｍ」

日時…６月２日㈮９:00出発（バス利用）
集合場所…なごやかセンター
対象…市内在住の60歳以上の人
定員…80人（申込先着順）　参加費…2,500円
申込方法…５月10日㈬受付開始。申
込用紙（各コミセン・栗東市老人ク
ラブ連合会に設置）を下記へ

※詳しくは申込用紙をご覧ください。
申込み・問合せ…栗東市老人クラブ連
合会事務局（火~金曜日 10時~15時）

　☎554-6108　ＦＡＸ554-6106

催し 景観ワークショップ
日時・場所…①５月21日㈰17:00~18:30 
　コミセン大宝（駐車場：大宝小学校）、②

５月31日㈬19:30~21:00 コミセン治田
対象…東海道・中山道沿いに住む（関
心のある）栗東市民

内容…景観計画の見直しに合わせた景
観形成基準の検討

申込み・問合せ…都市計画課
　☎551-0116　ＦＡＸ552-7000

催し 景観を考える
ウォーキング & 写真講座

日時・場所…①５月21日㈰15:00~16:30 
コミセン大宝（中山道を中心にウォーキ
ング）（駐車場：大宝小学校）、②５月27
日㈯９:30~11:00 コミセン治田（東海道
を中心にウォーキング）　※雨天中止

講師…写真家　辻村耕司さん
内容…写真の撮り方、まちの特徴を発見す

るポイント、まち歩きの楽しみ方など
参加費…無料　定員…各20人※申込先着順
申込み・問合せ…都市計画課
　☎551-0116　ＦＡＸ552-7000

　いつまでも心身共に健やかに過ごし
ていただくため、各コミセンにて年間
5回の講座を開催しています。
開催月…５･７･９･11･ ２月の年間５回
場所…各コミセン　参加費…無料
対象…市内在住の概ね60歳以上の人
第１回（５月）の日程と内容…

　※開講式と下記内容で開催します。
開講日 時間 場所 内容
９日㈫13:30~15:00 葉山 音楽会
11日㈭ 10:00~11:30 大宝 健康体操
12日㈮ 10:00~11:30 金勝 健康体操
16日㈫ 10:00~11:30 治田 音楽会
17日㈬ 13:30~15:00大宝西 健康医学
18日㈭ 13:30~15:00葉山東 マジックショー
19日㈮ 13:30~15:00治田西 音楽会
24日㈬ 10:00~11:30治田東 健康体操
25日㈭ 10:00~11:30大宝東 講話

講座・
教室 平成 29 年度はつらつ教養大学

問合せ…生涯学習課　生涯学習推進係
　☎551-0145　ＦＡＸ552-5544

講座・
教室

ＲＩＦＡ英会話講座
前期　受講生募集

国際交流の一環として開催しています。
クラス…全６クラス（すべて英語で進行）
　◦上級・中級・初級（午前）
　６月１日～９月28日　全14回（木曜日）
　◦初級（午後）
　５月29日～９月25日　全14回（月曜日）

午前 午後

初級 ９:30~10:30 13:00~1₄:00
中級 10:35~11:35 18:40~19:40
上級 11:40~12:40 19:45~20:45

定員…各クラス 15人※最少開講人数各７人
受講料…一般 14,000 円、会員 11,000 円
申込方法…５月９日㈫９:00 から、電話・メールまた

はＦＡＸで下記へ。ホームページからも申込可能。
申込み・問合せ…栗東国際交流協会
　（自治振興課内）（平日９:00~17:00)
　☎ 551-0293　ＦＡＸ 551-0432
　メmail@rifa.jp　ホ http://rifa.jp/

催し 親子のよい歯のコンクール
日時…６月７日㈬14:30
場所…なごやかセンター
内容…①歯科医師による
　口腔審査（子どもと保護者）、②最
優秀賞と優秀賞の選出、③歯科衛生
士からの歯科指導、④表彰式
※最優秀賞の親子は後日県大会へ出
場していただく予定です。

対象…平成28年４月１日～平成29年３月31
日の間に３歳６か月児歯科健診を受診し
た、歯の状態の良好な幼児とその保護者

応募期限…５月26日㈮
応募・問合せ…健康増進課　母子保健係
　☎554-6100　ＦＡＸ554-6101

講座・
教室 子育て講座
❖乳幼児の歯と健康
日時…５月22日㈪10:30~11:30
場所…治田西児童館
講師…歯科衛生士　宮川ゑみ子さん
対象…市内在住の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
申込期間…５月８日㈪~13日㈯９:00~17:00
申込み・問合せ…地域子育て包括支援
センター（大宝東児童館内）

　☎551-2370　ＦＡＸ551-2330
❖離乳食（初期・中期）
日時…５月31日㈬10:30~12:00
場所…なごやかセンター　栄養指導室
講師…健康増進課　管理栄養士
対象…市内在住ではじめての子育て中
の保護者と４～10か月の第一子

定員…20組　参加費…無料
申込期間…５月24日㈬~26日㈮９:00~17:00
申込み・問合せ…地域子育て支援セン
ター金勝（金勝児童館内）

　☎・ＦＡＸ558-3527

❖トイレトレーニング
日時…６月１日㈭10:30~11:30
場所…治田東児童館
講師…大宝幼稚園 園長 中島浩子
対象…栗東市在住の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
申込期間…５月22日㈪~26日㈮９:00~17:00
申込み・問合せ…地域子育て支援セン
ター治田東（治田東児童館内）

　☎554-6115　ＦＡＸ554-6116
❖イヤイヤ期
日時…６月12日㈪10:30~11:30
場所…治田西児童館
講師…大宝幼稚園分園 園長 田中知子
対象…市内在住の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
申込期間…６月１日㈭~８日㈭９:00~17:00
申込み・問合せ…地域子育て包括支援
センター（大宝東児童館内）

　☎551-2370　ＦＡＸ551-2330

◦申込みは電話・来館で、本人「家
族分」のみ先着順で受付け。定員
で締切り。FAXは問合せのみ。
◦当日午前７時の時点で暴風警報・
特別警報が発令されている場合、
講座は中止します。
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催し 第４回にこにこカフェ ･ こんぜ
　認知症の人やその家族が気軽に集え
る場として開催します。美味しいコー
ヒーを飲みながら、ゆったりとした雰
囲気の中で、一緒に楽しい時間を過ご
しませんか？専門のスタッフによる介
護相談もできます。時間内は出入り自
由で、どなたでも参加できます。
日時…５月19日㈮13:30~15:30
場所…コミセン金勝　参加費…100円
内容…認知症や健康についてのミニ講

座、介護予防体操、簡単なおやつ作り
問合せ…こんぜの郷デイサービスセンター
　☎558-0056
　栗東市地域包括支援センター
　　☎551-0285　ＦＡＸ551-0548

催し 済生会滋賀県病院
がんセンター公開講座
子宮頸がんを防ぐために

～知っておきたい原因と予防法～
日時…５月13日㈯14:00~15:30
会場…済生会滋賀県病院5階
　　　なでしこホール
内容…講演：「子宮頸がんとウィルス」
講師：済生会滋賀県病院　
　　　産科・婦人科　中川哲也

参加費…無料　申込み…不要
問合せ…済生会滋賀県病院
　☎552-1221

催し 済生会滋賀県病院　看護の日
日時…５月13日㈯９:00~15:00
会場…済生会滋賀県病院1階　外来フロア
内容…◦身長測定・体重測定・骨密度測定
　◦ちびっこ看護師　白衣体験
　◦親子で聴診器･点滴･脈拍測定体験 など
参加費…無料　申込み…不要
問合せ…済生会滋賀県病院　☎552-1221

催し RISS ロビーコンサート 28
～青葉に踊る豊かなひびき～

日時…5月21日㈰14:00開演
場所…栗東歴史民俗博物館 ロビー
出演…伊藤咲代子（クラリネット）、笹まり恵（ピアノ）
問合せ…栗東音楽振興会（さきら 内）
　☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

催し 第 42 回栗東市文化祭「美術展」
日時…６月９日㈮~11日㈰
　10:00~17:00（最終日は16:00まで）
会場…さきら　小ホール
内容…平面、工芸、書、写真、切り絵
の作品展示

入場料…無料
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

催し 第 25 回民謡部門発表会
日時…６月４日㈰13:00~16:00
会場…さきら　小ホール
内容…民謡、三味線、踊りの発表
入場料…無料
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

クラス 対象 経験
ジュニアA ８~11歳 おおむね2年以上
ジュニアB 11~13歳 おおむね3年以上
ジュニアC 13~17歳 おおむね5年以上

催し 第 46 回囲碁将棋大会
日時…５月28日㈰10:00~16:00
　　　（９:30から受付）
会場…さきら　和室・研修室
対戦方法…囲碁、将棋とも上・中・初
級に分かれて対戦

参加費…1,000円（高校生以下無料）
申込み…当日会場にて受付
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

休館日…５月1日㈪・8日㈪・15日㈪・
22日㈪・29日㈪、６月５日㈪

栗東芸術文化会館さきら
☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272

チケット予約☎ 551-1414
❖第14回ロシア国立ワガノワ・バレ

エ・アカデミー教師による特別レッ
スン　受講生募集

開催日…８月９日㈬・10日㈭・11日㈷
会場…さきら　練習室４
定員…各クラス30人
受講料…16,000円/90分×3日間
申込方法…５月13日㈯~ ７月30日㈰
（10:00~17:00）に、申込書（さ
きらに設置、ホームページからダウ
ンロード可）をさきらへ

市民体育館・市内体育施設の休館日…
　５月１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日
㈪・29日㈪、６月５日㈪

❖第42回市民バドミントン大会
日時…５月21日㈰９:00～受付
場所…栗東市民体育館　第一アリーナ
対象…市内在住・在勤・在学の人
　市内クラブに所属する人
種目…男子シングルス・ダブルス、女
子シングルス・ダブルス、混合ダブ
ルス（1人2種目まで）

クラス…各Ａ級・Ｂ級・Ｃ級
参加費…1種目1,000円
　※中学生以下無料、当日支払い
申込期限…５月12日㈮
　※申込方法は栗東市バドミントン協
会ホームページをご覧ください。

　https://www.ado-ritto.jp
問合せ…栗東市体育協会
❖第17回市民グラウンド・ゴルフ大会
日時…６月25日㈰８:30～※小雨決行
場所…野洲川運動公園　グラウンドゴルフ場
対象…市内在住・在勤の人
参加費…500円/ １人
申込み…６月４日㈰12:00までに栗東
市体育協会へ

問合せ…栗東市体育協会
　グラウンド・ゴルフ協会（岩本）
　　☎552-3276

栗東市体育協会 (栗東市民体育館 )　　☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379

❖第54回市民卓球大会兼県体予選
日時…５月14日㈰９:00~
会場…栗東市民体育館
対象…市内在住・在勤・在学の人
競技方法…【団体戦】一般（3シングル

ス）、中学生男子・女子（１ダブスル・
４シングルス）、【個人戦】小学生・中
学生の部（男・女）、一般の部（男・女）、
壮年の部（50歳以上男・40歳以上女）

参加費…団体戦600円/ １チーム、個人戦一
般300円/１人、中学生以下100円/１人

申込み…当日受付（中学生は各学校で
まとめ、栗東中学校の卓球部顧問へ）

問合せ…卓球協会（片山）
　☎090-5668-9393
❖子ども卓球教室　参加者募集
日時…５月27日㈯
　10:00~11:30　小学生クラス
　13:30~16:00　中学生クラス
場所…栗東市民体育館　第一アリーナ
対象・定員…小学3～6年生/40人（初
心者～初級者　親子参加も可）
中学生全学年/60人（初心者～卓球部
員または入部希望者）※申込先着順

参加費…300円/ １人※当日徴収
講師…栗東市卓球協会、ニッタク〈日
本卓球株式会社〉（中学生クラス）

申込み…５月１日㈪から受付。名前・
住所・電話番号・学校名・学年・性
別を記入の上、下記へ。電話申込可。

申込み・問合せ…栗東市卓球協会 片山
　☎090-5668-9393　ＦＡＸ551-2282
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　救急車を呼ぶほどでもないと判断した場合で、適切な医
療機関がわからない場合は、☎553-3799へお問合せくだ
さい。音声ガイダンスで受診可能な医療機関を紹介します。

救急医療情報案内

診療科目…主に内科、小児科　診療日…日曜日・祝日・年末年始
診療時間…10:00~22:00（受付は９:30~21:30）
場 所など…栗東市大橋二丁目7-3（済生会滋賀県病院前）
　　　☎551-1599　ＦＡＸ551-1600
持ち物…健康保険被保険者証、診察料（現金のみ）
注 意事項…入院や手術はできません。症状によっては診
察できない場合があります。必ず事前に症状を電話か
FAXでお伝えください。

湖南広域休日急病診療所

小児救急電話相談

救急医療ネットしが

　お子さんのケガや急病で病院に行った方がよいか判断に
迷ったときにご利用ください。臨床経験のある看護師また
は保健師がアドバイスをします。
電話番号…＃ 8000（一般電話のプッシュ回線、携帯電話、公衆電話など）
　524-7856（一般電話のダイヤル回線、ＩＰ電話など）
相談日時…平日・土曜日　18:00~ 翌８:00
　　　　　日曜日・祝日・年末年始　９:00~ 翌８:00
対象…県内在住の 15歳以下の子ども、その家族など

　県内の医療機関の場所や診療時間・診療科目などを検索
できます。　http://www.shiga.iryo-navi.jp/

夜間・休日お薬電話相談窓口

　夜間や休日に薬のことで困ったら、びわこ薬剤師会「夜
間・休日お薬相談窓口」ご相談ください。薬剤師がお答え
します。
相談日時…月 ~土曜日　21:00~ 翌９:00
　　　　　日曜日・祝日　終日
電話番号…552-1109

日 月 火 水 木 金 土

５/１ ２ ３ ４ ５ ６
済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

７ ８ ９ 10 11 12 13
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 守 済 草
14 15 16 17 18 19 20

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 守 草
21 22 23 24 25 26 27

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草
28 29 30 31 ６/１ ２ ３

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 済 済
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済
11 12 13 14 15 16 17

済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 済 済

軽症の場合、〇印の日は、湖南広域休日急病診療所を受診ください。

記号 病 院 名 電話番号 所 在 地

済 済生会滋賀県病院 552-1221  栗東市大橋２丁目4-1
守 守 山 市 民 病 院 582-5151  守山市守山４丁目14-1
草 草 津 総 合 病 院 563-8866  草津市矢橋町 1660
野 野 洲 病 院 587-1332  野洲市小篠原 1094
近 近江草津徳洲会病院 567-3610 草津市東矢倉３丁目 34-52

　　日付の左下　 小児救急　右下　 二次救急（内科・外科系）

小児救急・二次救急診療当番

特定不妊治療費助成金交付事業

　不妊治療のうち、体外受精および顕微授精による特定不
妊治療を受ける人に対して費用の一部を助成します。
申請期限…特定不妊治療を終え、
　「滋賀県不妊に悩む方への特定治療
　支援事業」の助成の決定を受けた日
　から 90日以内
※詳細は、市ホームページをご覧
　いただくか健康増進課まで
　お問合せください。

予約・問合せ…健康増進課（なごやかセンター内）　☎554-6100　FAX554-6101
【詳しくは広報４月１日号折込みの「健康づくりカレンダーをご覧ください】

診療時間…土・日・祝・休：９:00~翌９:00
　　　　　平日：18:00~翌９:00
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保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
乳幼児健康診査（５月１１日~ ６月１０日）

健 診 内 容 対 象 児 生 年 月 日 実 施 日

４ か 月 児 平成29年１月１日~
平成29年１月15日 ５月26日㈮

１０か月児

平成28年６月16日~
平成28年６月30日 ５月12日㈮

平成28年７月１日~
平成28年７月15日 ５月17日㈬

平成28年７月16日~
平成28年７月31日 ６月２日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成27年11月１日~
平成27年11月15日 ５月11日㈭

平成27年11月16日~
平成27年11月30日 ５月25日㈭

平成27年12月１日~
平成27年12月17日 ６月８日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成26年11月１日~
平成26年11月15日

５月18日㈭
(※午前)

平成26年11月16日~
平成26年11月30日

６月１日㈭
(※午前)

３歳６か月児
（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成25年11月１日~
平成25年11月15日 ５月18日㈭

平成25年11月16日~
平成25年11月30日 ６月１日㈭

受付時間 13:15~14:15（※２歳６か月児健診は ９:00~ ９:45）
※当日の状況に応じて時間を早める場合があります。

場 所 なごやかセンター

持 ち 物
母子（親子）健康手帳、問診票（すくすく手帳）、
バスタオル（４か月~１歳６か月児健診）、
歯ブラシ・コップ・タオル（１歳６か月~３歳６か月児健診）

◦問診票は事前に記入してお持ちください。問診票がな
い人(転入･紛失など)は、健康増進課(なごやかセンター
内)までご連絡ください。
◦健診日に体調不良(発熱･下痢･嘔吐など)で来所できない
人は健康増進課までご連絡ください。
◦幼児健康診査(1歳6か月児・2歳6か月児・3歳6か月児)
は歯科健診がありますので、必ず歯磨きをしてきてくだ
さい。1歳6か月児健診は保護者の歯科健診があります
ので、保護者も歯磨きをしてきてください。
◦2歳6か月児健診では、ささやき声の検査結果をお聞き
します。事前に自宅で実施し、ささやき声の検査と耳の
聞こえに関するアンケートを記入してお持ちください。
◦3歳6か月児健診では視力検査があります。事前に自宅
で練習してきてください。
◦3歳6か月児健診では尿検査があります。尿を健診時に
採れそうにない場合は健診日当日の尿をきれいな容器に
入れてお持ちください。

実 施 日 場 所 受 付 時 間
５月12日㈮ コミセン大宝東

９:00~10:30
※予約不要

５月19日㈮ コミセン治田西
５月22日㈪ なごやかセンター
５月26日㈮ コ ミ セ ン 葉 山
６月９日㈮ コミセン大宝東

乳幼児健康相談（身体測定・育児相談）

持ち物…母子（親子）健康手帳、バスタオル（乳児）

実 施 日 受 付 時 間 相談担当者

５月15日㈪ 13:30~15:30 保健師・管理栄養士６月５日㈪

場所…なごやかセンター　※日時の相談も可能です。

生活習慣病相談・禁煙相談
その他の健康相談（予約制）

が　ん　検　診

　検診は自覚症状のない人が対象です。自覚症状のある人、受けよう
とする臓器に関して医療機関で治療中、経過観察中の人は対象外です。
受診料無料の人…① 70 歳以上の人、② 65 歳以上で後期
高齢者医療被保険者証を受付で提示した人、③受診料免
除決定通知書を受付で提出した人（生活保護世帯、市民
税非課税世帯の人が対象です。）受診希望日の 1 週間前
までに印鑑をお持ちの上、健康増進課に申請してくださ
い。受診後の申請は認められません。転入者は世帯全員
の非課税証明書の提示が必要な場合があります。

※検診の結果、精密検査や治療が必要な場合は、保険診療
となりますので、医師とご相談ください。

◦子宮頸がん検診…20 歳以上の女性（県内の実施医療機関）
◦乳がん検診…40 歳以上の女性（栗東・草津市内の実施医療機関）
※上記いずれの検診も２年度に１回です。
※受診には「受診券」が必要です。（70歳未満の対象者
には受診啓発を兼ねて平成 29 年４月下旬に送付して
います。）70歳以上の検診希望者は、健康増進課まで
ご連絡ください。（70歳以上で過去４年以内に受診歴
がある人には、平成 29 年４月下旬に受診券を送付し
ています。）

※実施医療機関に事前に電話で申込みをしてください。

胃がん検診 肺がん検診
肺がん・結核検診

期日・場所

６月13日㈫
なごやかセンター

６月13日㈫
なごやかセンター

６月16日㈮
コミセン大宝
６月19日㈪
コミセン金勝
６月28日㈬

なごやかセンター
６月28日㈬

なごやかセンター
定員 各日 50人 各日100人

受診料 900 円 胸部レントゲン600 円
喀たん検査 700円

検診時間 ９:00 ～ 11:30（30分ごとに予約受付）
予約申込 健康増進課

◦胃がん検診…40 歳以上の人（予約制）◦バリウム検査
◦肺がん検診…40 ～ 64歳（予約制）
　肺がん・結核検診…65 歳以上（予約制）
◦胸部レントゲン検査（全員）
◦喀たん検査（50 歳以上で喫煙指数 [ １日本数×年数 ]

が600以上の人。喀たん検査のみの受診はできません。）
※検診は１人につき年１回です。
※手術歴、身体状態などにより検診を受診できない場合があります。
※当日は、事前に配布する注意事項をよくご覧になり、

お越しください。
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催し 「むかしきもの布市場」
「なかよし生活展」

❖第12回むかしきもの布市場
日時…５月27日㈯10:00~15:00
内容…着物や和布、焼きたてパンなどの販売
❖なかよし生活展Ⅳ
日時…５月15日㈪~27日㈯10:00~16:00
内容…陶芸・絵画の展示、喫茶コーナーなど
開催・問合せ…第二栗東なかよし作業所
　（栗東市小野445）☎554-5601

休館日…5月1日㈪~5日㈮・8日㈪・9日
㈫・15日㈪・16日㈫・22日㈪・23日㈫・
29日㈪・30日㈫、6月5日㈪・6日㈫

図書館 本館  ☎ 553-5700 ＦＡＸ 554-0792
西館  ☎ 554-2401 ＦＡＸ 554-2501

❖5月のテーマ展示（本館・西館）
　『いざ、勝負！』
　「勝ち負けだけがすべてじゃない」そうは
言っても、負けると悔しい･･･。スポーツや試
験、仕事など様々な勝負に勝つための本や、
古今東西の勝負に関する本を集めました。

◆新しく入った本の紹介は、図書館発行の
新着案内やホームページをご覧ください。

◆図書館では雑誌のスポンサーになっていた
だける企業・団体・個人を募集しています。

◆土・日の開館時間は 10:00~17:00 です。

❖おはなし会（本館・大会議室）
　【りっとうおはなしグループめるへん】
日時…５月27日㈯14:00~幼児、 15:00~小学生
❖おはなしタイム（本館・児童コーナー）
日時…５月６日㈯10:30~ ２歳まで、11:00~ ３歳以上
内容…絵本の読み聞かせほか
❖おはなしタイム（西館・児童コーナー）
日時…５月13日㈯11:00~
内容…絵本の読み聞かせほか
❖図書館マナーアップコピー (標語)大募集
～あなたのコピーが図書館をまもる
みんなでつくる、みんなでえらぶ、
図書館マナーアップ大作戦～

　今年度開館30周年を迎える図書館で
は、利用マナー向上のためのキャッチ
コピー（標語）を募集し、みなさんの
投票で大賞を決定し、上位入賞作品は、
図書館マナー啓発のために活用します。
応募資格…市内在住・在勤・在学、ま
たは図書館に利用登録している人

募集期間…５月10日㈬~31日㈬
投票期間…６月７日㈬~28日㈬
※応募用紙、応募箱は図書館に設置しています。

休館日…5月1日㈪・8日㈪~15日㈪・22
日㈪・29日㈪、6月5日㈪

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

❖小地域展「霊仙寺の歴史と文化」
　栗東市内の各地域をとりあげ、地域
の歴史を掘り下げる小地域展シリー
ズ。霊仙寺地区を特集します。
会期…5月7日㈰まで
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
❖特集展示「立場のにぎわい」
　江戸時代の栗東で花開いた街道文化
を特集します。
会期…5月20日㈯~6月25日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
展示解説会…６月４日㈰　14:00~
❖特集展示関連企画　現地見学会
　「東海道をあるく」
　　～手原駅周辺を中心に～
　特集展示で紹介する、旧和中散本舗大⻆
家住宅など、東海道の旧跡をたどります。
日時…６月10日㈯　10:00手原駅集合
定員…30人（５月20日㈯より申込受付）
参加費…1,200円（見学料・資料代）
❖博物館講座「かまどめしを炊こう!!」 
　旧中島家住宅のかまどを使ってごは
んを炊き、みそ汁などを作り、昔なが
らのお膳でいただきます。
日時…5月20日㈯10:00~14:00
場所…栗東歴史民俗博物館敷地内
　　　旧中島家住宅
対象…どなたでも
　※小学生以下は保護者同伴
定員…20人※要事前申込
　※応募者多数の場合抽選
申込締切…5月10日㈬　参加費…200円

休園日…５月１日㈪・２日㈫・８日㈪~12
日㈮・15日㈪・16日㈫・22日㈪・23日㈫・
29日㈪・30日㈫、６月５日㈪・６日㈫

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

モリアオガエルの卵塊を見に来てください！
❖自然観察コース【自然観察会】
　指導員やボランティアと歩く新緑の森
日時…５月３日㈷・７日㈰・28日㈰
　　　13:30~15:00
場所…栗東自然観察の森　園内
対象…どなたでも
参加費…無料　申込み…不要
持ち物…雨具、筆記用具。虫メガネな
どがあるとより観察が楽しめます。

❖自然観察コース【親子観察会】
　親子で森の不思議を体感しませんか
日時…５月14日㈰10:30~11:00
場所…栗東自然観察の森　園内
対象…小学校低学年までとその保護者
参加費…無料　申込み…不要
持ち物…雨具、筆記用具、帽子など
❖ミニクラフト
　【ことりのあかちゃん生まれたよ】
　森の素材を使ってクラフトしませんか
日時…５月14日㈰・28日㈰10:00~15:00
場所…栗東自然観察の森　館内
対象…どなたでも　参加費…100円（材料代）
申込み…不要　持ち物…不要
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