
募集 栗東市保健対策協議会 委員募集
　市では、保健センターの運営および
保健事業の推進に関する事項について
協議いただける委員を募集します。
委嘱期間…委嘱日~平成31年３月末
　※協議会は年２回程度開催予定
応募資格…市内在住の満20歳以上の

人（本市の各委員、議員、国・県な
どの議員・公務員を除く）
募集人数…１人
応募方法…７月24日㈪必着で、「市の

保健対策について」を題材に600字
以内の文章にまとめ、住所・氏名・
年齢・電話番号を記入して直接また
は郵送で下記へ
応募・問合せ…〒520-3015　
　栗東市安養寺190番地
　栗東市健康増進課
　(なごやかセンター内)
　☎554-6100　ＦＡＸ554-6101

募集 第５回りっとうバル
ボランティアスタッフ募集

日時…９月21日㈭・22日㈮16:00~22:00
　　　９月23日㈷10:00~22:00
　※１日４時間以上で、１日のみでも可
対象…20歳以上で「一緒にりっとうバルを楽し

んで盛り上げたい！」という熱意のある人
場所…栗東駅周辺・栗東市役所周辺
活動内容…当日チケット販売、チラシなど

の配布、参加飲食店巡回、情報発信など
※昼夜食として、バルチケットをお渡しします
申込み・問合せ…栗東市商工会
　☎552-0661　メueno@rittosci.com

【博物館】平和のいしずえ2017
～資料に見る戦争の時代（仮題）～
　毎年、戦争と平和をテーマとする
「平和のいしずえ」展を開いています。
地域に残る戦争資料から、栗東の人び
とが経験した戦争や戦時下の生活をた
どり、平和の尊さについて考えます。
　市民の皆さんから寄託・寄贈された貴
重な資料を中心に、苦難の時代を生きた
地域の先人たちの足跡を紹介します。
期間…９月２日㈯~10月１日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第２展示室
問合せ…栗東歴史民俗博物館
　☎554-2733　ＦＡＸ554-2755
　ホhttp://www.city.ritto.lg.jp/hakubutsukan/
【図書館】平和に関する図書の展示 
　戦争と平和に関する本を集めます。
期間…７月21日㈮~ ８月31日㈭

【コミセン】平和学習
　夏の期間を中心に平和の尊さを学ぶ
行事を計画しています。詳しい内容は、
コミセンだよりなどでお知らせします。

●平和や戦争を題材にしたＤＶＤの視聴
●戦争についての体験談
●すいとんなど戦時中の食事体験

【市役所】戦争の記録パネル展
期間…７月28日㈮~ ８月４日㈮
　戦争体験などのパネルから、戦争の
悲惨さや平和の尊さを学び、いま一度
平和について考える機会を設けます。
場所…市役所　１階ロビー
問合せ…総務課　行政係
　☎551-0103　ＦＡＸ554-1123
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平成 29 年度「市長と気軽に
栗東まちづくり座談会」

　市長から市の施策や取組み状況につい
て報告を行い、市長と市民がまちづくり
について語り合う座談会を開催します。
市民皆さんの参加をお待ちしています。
開催日 時間 場所

7/14㈮ 19:30~21:00 コミセン治田
7/20㈭ 19:30~21:00 コミセン葉山
7/21㈮ 19:30~21:00 コミセン大宝
7/27㈭ 19:30~21:00 コミセン金勝

※いずれも同じ内容です。どの会場に
参加いただいても結構です。
対象…市民（市内在学・在勤の人も可）
申込み…不要
※手話通訳が必要な場合は、開催日の

１週間前までにご相談ください。
※今年度は上記４会場のみで開催します。
※秋には市民対話によるまちづくり講

演会の開催を予定しています。
問合せ…広報課　市民対話室
　☎551-0641　ＦＡＸ554-1123

募集 明るい選挙推進啓発ポスター
標語・四コマ漫画募集

❖ポスターの部
応募資格…県内の小・中・高等学校・

特別支援学校に在学の児童・生徒で
１人１点のみ
規格…画用紙の四ツ切（542㎜×382

㎜）、八ツ切（382㎜×271㎜）、そ
れに準じる大きさで描画材料は自由

応募方法…作品の裏面右下に市町名、学
校名、学年、氏名（ふりがな）を明記

❖標語の部
応募資格…県内在住の人で１人何点でも可
応募方法…はがきに標語、住所、氏名

（ふりがな）、年齢を明記
❖四コマ漫画の部
応募資格…県内在住の人で１人１点のみ
規格…Ａ４サイズ（297㎜×210㎜）

で、カラー・白黒は問いません
応募方法…作品の裏面右下に、住所、

氏名（ふりがな）、年齢を明記
※受賞者の氏名・学校名・学年を公表します
※作品は、自作・未発表のものに限ります
※入賞作品の版権は主催者側に属し、選挙啓

発に利用し、返却はしません
応募締切…各部とも９月８日㈮
応募・問合せ…〒520-3088（住所記載不要）
　栗東市選挙管理委員会（市役所内）
　☎551-0103　ＦＡＸ554-1123
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納税など…市営住宅使用料７月分、介護保険料２期、固定資産税 2 期、国民健康保険税 2 期
上下水道料金…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㈪・20 日㈭　9:00~12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の



募集 チャレンジショップ
新規出店者募集

　市内に出店（起業）を希望する、意
欲ある人が、低賃料で店舗運営を経験
できます。
期間…９月１日~平成30年２月28日
場所…ウイングプラザ１階
対象業種…物品販売（小売業）
　･サービス業※飲食業は不可
応募期限…７月28日㈮
応募方法…ホームページをご覧ください
応募・問合せ…栗東市商工会
　☎552-0661　ＦＡＸ553-5263
　ホhttp://www.rittosci.com/

募集 第 25 回　ＲＩＴＴＯ
フォトコンテスト作品募集

　「栗東八景」をはじめとする豊かな
自然と文化財、多様な表情を見せる栗
東市の素晴らしい一瞬を、あなたの感
性で切り取ってみませんか？
募集期間…６月１日~平成30年１月31日
作品内容…本市の自然や歴史を対象に

したもの（名所旧跡、風景、風物、
植物、まつり、行事など）
写真サイズ…カラープリント
　四つ切または
　ワイド四つ切　単写真
審査…平成30年２月
最優秀賞１点…賞金３万円･賞状･記念盾･賞品
市長賞１点…賞金２万円･賞状･賞品
会長賞１点…賞金２万円･賞状･賞品
栗東八景賞１点…賞金１万円・賞状･賞品
優秀賞２点…賞金１万円･賞状･賞品
参加賞（参加者全員）…賞品
※詳しくは、チラシ（栗東観光案内

所・コミセンなどに設置）またはホー
ムページをご覧ください。
問合せ…栗東市観光物産協会
　（手原駅２階 栗東観光案内所内）           
　☎551-0126　ＦＡＸ551-6158
　ホhttps://www.ritto-kanko.com/

お知
らせ 福祉医療費助成制度

　市では、下記の対象者に福祉医療費
の助成を行っています。（制度によっ
て所得要件、居住要件などの条件があ
ります。）
・ひとり親家庭
・重度心身障がい者（児）
・65～74歳で住民税非課税世帯の人注
・ひとり暮らし寡婦注
・乳幼児
・子ども入院医療費
注後期高齢者医療保険の人および昭和

19年4月1日以前に生まれた人を除く
❖受給券（マルフクの券）の更新
　現在お持ちの福祉医療費受給券（マ
ルフクの券）の有効期間は、乳幼児を
除き、平成29年７月31日までとなっ
ています。（「子ども入院医療費」の受
給券はありません。）
　所得要件などを審査し、８月以降も
引き続き対象となる人には７月下旬に
新しい受給券を郵送します。（確認書
類などが必要な人には別途案内してい
ますので、提出をお願いします。）

　８月からは、新しい受給券と健康保
険証を医療機関で提示してください。
❖制度に該当すると思われる場合
　受給券をお持ちでない人で制度に該
当すると思われる場合は、制度ごとに
条件が異なりますので係までお問い合
わせください。
❖子ども入院医療費助成について
対象者…小・中学生（平成26年４

月から平成27年９月診療分まで
は、０歳～中学校卒業までの人。
福祉医療費受給券を使って支払わ
れた自己負担分も払い戻しができ
ます。）
助成範囲…入院にかかる医療費のう

ち、保険診療内の自己負担分を助
成
助成方法…申請による払い戻し（受

給券の交付はありません）
※申請に必要な書類など、詳しくは係

までお問い合わせください。
問合せ･･･保険年金課　福祉医療係　
　☎551-0316　ＦＡＸ553-0250

募集 自衛官募集
募集種目・受験資格 受付期間 試験日

自衛官候補生（任期制）
18歳以上27歳未満の人

７/ １㈯~
９/ ６㈬

男子: ９/ ９㈯･22㈮･23㈷･30㈯
女子: ９/24㈰･25㈪

一般曹候補生
18歳以上27歳未満の人 ７/ １㈯~

９/ ８㈮

１次: ９/16㈯~18㈷
２次:10/ ５㈭~11㈬

航空学生
高卒（見込含む）以上21歳未満の人

１次: ９/18㈷ ２次:10/17㈫~22㈰
３次:11/18㈯~12/21㈭

　※年齢は平成30年４月１日現在　※採用後の処遇などはホームページに掲載
受験説明会…毎日実施（土・日・祝日は相談） 10:00~18:00の時間内個別説明
問合せ…自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所（草津市西渋川1-3-25）
　☎563-8205　ホhttp://www.mod.go.jp/pco/shiga/

お知
らせ
お知
らせ社会を明るくする運動

　７月は「社会を明るくする運動～犯
罪や非行を防止し、立ち直りを支える
地域のチカラ～」強化月間です。

【行動目標】
①犯罪や非行のない安全・安心な地域

社会を築くための取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直

りを支えよう

　すべての人が、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪
や非行のない地域社会を築きましょう。
問合せ…社会を明るくする運動栗東市

推進委員会（生涯学習課内）
　☎551-0145　ＦＡＸ552-5544

お知
らせ
お知
らせ地域のたまり場「にじの家サロン」

　小平井で地域のシニアが気軽に集まれ
る『たまり場』作りを行っています。
　調理スタッフ手作りの「にじの家ランチ」
はワンコイン（500円）とお値打ち価格で
す。手作りの美味しい食事を食べながら楽
しい時間を一緒に過ごしませんか？
日時…毎週木曜日※祝日は除く10:00~14:00
場所…にじの家サロン(小平井３丁目1-27)
内容…手作りランチの提供、健康体操、

健康チェック、レクリエーションなど
対象…市内在住のおおむね65歳以上の人
参加費…500円※昼食代として
問合せ…生協本部（こびらい生協診療所内）
　☎574-8522(担当：山崎)

お知
らせ
お知
らせ 法務 ･ 税務無料相談

　市内事業所の抱える諸課題に効果的
な経営支援をするために、弁護士、税
理士などによる相談を実施します。
対象…市内事業所の経営に関する相談
相談時間…１事業所１~ ２時間
※相談無料、秘密厳守
※相談の対象は経営に関する相談のみ
申込み・問合せ…栗東市商工会
　☎552-0661　ＦＡＸ553-5263
　メinfo@rittosci.com
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障がい者手帳を持ちの人の
ＮＨＫ放送受信料免除

　下記の条件に該当する場合は、ＮＨ
Ｋ放送受信料の免除（全額・半額）が
受けられます。
全額免除…下記のいずれかの手帳をお

持ちの人がいる世帯で、世帯構成員
全員が市町村民税非課税の場合。
①身体障がい者手帳、②療育手帳、
③精神障がい者保健福祉手帳
半額免除…下記のいずれかの手帳をお持

ちの人が世帯主で、受信契約者の場合。
①視覚障がいまたは聴覚障がいによ
る身体障がい者手帳、②１級または
２級の身体障がい者手帳、③Ａ１ま
たはＡ２の療育手帳、④１級の精神
障がい者保健福祉手帳

※免除の適用を受けるには、免除申請
の手続きが必要です。
問合せ（手続）…障がい福祉課
　☎551-0113　ＦＡＸ553-3678
問合せ（受信料）…ＮＨＫふれあいセ

ンター　☎0570-077-077

お知
らせ
お知
らせ

セルフメディケーション税制
（スイッチ OTC 薬控除）

　現行の医療費控除の特例として、適
切な健康管理のもとで医療用薬品から
代替えを進める観点から、自己または
自己と生計を一にする配偶者その他親
族に係る一定のスイッチOTC医薬品
の購入をした場合、その年中に支払っ
た額の合計額が12,000円を超えると
きは、その超える部分の金額（最大
88,000円）について、その年分の総
所得金額等から控除されます。
※従来の医療費控除との選択適用で併

用は不可
※詳しくは厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/）をご覧い
ただくか薬局などにお問合せください。
対象…健康の維持増進および疾病の予防の

取組みとして一定の取組みを行う個人
特例期間…平成29年１月１日~平成33年12月31日
必要書類…スイッチOTC医薬品購入時

のレシートや領収書、各種検診など
の領収書または受信結果通知（写し）

問合せ…税務課　市民税係
　☎551-0106　ＦＡＸ551-2010

お知
らせ
お知
らせ 国民年金保険料免除等の申請受付

　経済的な理由などで国民年金保険料
を納付することが困難な場合は、申請
をして承認されると、保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度」があります。
　平成29年度の免除・猶予の受付は、
平成29年７月３日㈪から開始され、平
成29年７月分から平成30年６月分まで
の期間を対象として審査を行います。
　また、退職・失業により保険料を納
付することが困難になった場合は、特
例免除制度注もあります。
注前年に所得がある人でも、失業日（退職の翌
日）を含む月の前月から翌々年６月まで、失業
した人の所得を除外し免除の審査を行います。

※必要な書類など詳しくは、お問合せください。
問合せ…草津年金事務所　国民年金課
　　☎567-2220
　　ＦＡＸ562-9638（電話相談が困難な人のみ）
　保険年金課　年金係
　☎551-0112　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
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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。
平日交付時間…８:30~17:00
休日交付日時…７月30日㈰８:30~16:30
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

　本市では、木造住宅の耐震化を支援
しています。内容は次のとおりです。
ぜひご利用ください。
❖木造住宅の無料耐震診断および補強案作成
　住んでいる住宅が地震に対して安全か
どうか、耐震性を確認するため、派遣さ
れた耐震診断員が無料で診断します。ま
た、診断の結果、耐震性がないと判定さ
れた場合、補強するための補強案および
概算費用内訳書を無料で作成します。
受付件数…耐震診断10件・補強案作成10件
対象建築物…次の要件をすべて満たすもの

①市内の建築物で、昭和56年５月31
日以前に着工され、完成していること
②延べ面積の２分の１を超える部分
が住宅用に使用されていること
③階数が２以下で、かつ、延べ面積
300㎡以下であること
④木造軸組工法のもの（枠組壁工法
または丸太組工法でないもの）

対象者…市内に住所があり、対象建築
物を所有する人

❖木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助
　地震による被害を軽減するため、耐震性
の低い木造住宅の耐震改修工事をされる建
物の所有者に費用の一部を補助します。
受付件数…２件
補助対象事業（対象の建築物、対象者

は木造住宅の無料耐震診断と同じ）…

①一般診断法による耐震診断の結
果、総合評点が0.7未満の住宅で、
耐震改修工事を行うことにより総合
評点が0.7以上になるもの
②設計者・工事施工者が、滋賀県の
主催する滋賀県木造住宅耐震・バリ
アフリー改修工事講習会を修了し、
講習会修了者名簿に登録されている
者であること
③工事が平成30年3月末までに完了
すること

改修工事費の合計 基本
補助額

加算項目
最大
補助額高齢者を含む

世帯の場合
緊急輸送道路
等沿いの住宅 緊急支援 市内業者が

工事した場合

50万円超~100万円以下 10万円 - - 30万円 - 40万円
100万円超~200万円以下 20万円 10万円 10万円 30万円 ５万円 75万円
200万円超~300万円以下 30万円 10万円 10万円 30万円 10万円 90万円
300万円超~ 50万円 10万円 10万円 30万円 15万円 115万円

耐震・バリアフリー改修等補助一覧表（工事内容により補助対象外となる場合があります）

申込み・問合せ…住宅課　建築・施設係　☎551-1943　ＦＡＸ552-7000

お知
らせ 木造住宅の無料耐震診断等・耐震改修事業

お知
らせ
お知
らせ 成年後見人制度　出張相談会

　認知症でお金の管理が心配な高齢者や、
障がいにより判断能力が十分でない人が、
安心した生活を送れるよう、制度の仕組
みや手続きの方法などの相談ができます。
会場…栗東市役所８/ ９㈬・12/14㈭、野

洲市健康福祉センター７/12㈬、11/ ８
㈬、守山市福祉保健センター（すこや
かセンター）10/10㈫、１/ ９㈫

対象…市内在住の人
時間…13:30~16:00※相談料無料、予約不要
問合せ…障がい福祉課　自立支援係
　☎551-0304　ＦＡＸ553-3678
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催し 夏季日中一時支援事業「さまーちぇりっしゅ」
参加者・ボランティアさん募集

日時…７月21日㈮~8月26日㈯（内30日間）
　10:00~16:00（日により多少の変更あり）
場所…県立障害者福祉センターなど
内容…自然体験・クラフト・音楽体験・

外出体験・プール・イベント参加など
対象…障がいのある小学１年生から高

校３年生
※ボランティアは高校生以上（交通費公共交

通機関実費支給（上限1,000円）、昼食あり）
申込み・問合せ…ＮＰＯ法人 子育て

研究会 事務局　☎585-4884
　ＦＡＸ577-3335　ホwww.fmc-pair.jp

催し 平成 29 年度 　第 2 回地域
公開講座“なでしこ健康塾”

第12回ミッションインホスピタル
～のぞいてみよう、病院のうちがわ～
　手術室などの普段入れない場所の見
学や、体験を通して医療の一端に触れ
ることができる講座です。
日時…８月12日㈯13:00~16:30
　※受付12:30
場所…済生会滋賀県病院
対象…小学４年生~中学３年生

※保護者同伴で参加してください
※過去の参加者は応募できません
定員…10組※応募多数の場合抽選
　※1組の上限人数は合わせて3人まで
応募方法…７月14日㈮必着ではがき

に参加希望者の名前（全員）、お子
さんの学年・性別、住所、電話番号
を記入して下記へ
申込み・問合せ…〒520-3046
　栗東市大橋二丁目4-1
　済生会滋賀県病院　広報企画室
　☎552-1221

催し 景観まちづくりセミナー
『住み継ぐ家づくり』を考える

思い出のある建物を壊して建替えるより
手を加えて、より快適に住み継ぐ

日時…７月９日㈰10:00~12:00（９:30開場）
場所…コミセン葉山東
内容…建築士による「建物の良さを活

かしたリフォーム」の事例紹介など
参加費…無料
申込み・問合せ…都市計画課
　☎551-0116　ＦＡＸ552-7000

催し 第 20 回生き方カフェ
　「日常生活支援総合事業」について、
地域包括支援センター職員が具体的な事
例を交えながらわかりやすく説明します。
日時…７月25日㈫13:30~15:30
場所…特別養護老人ホーム淡海荘１階 研修室
対象…市内在住・在勤の人　参加費…無料
定員…40人※申込先着順
申込み・問合せ…栗東市地域包括支援センター
　☎551-0285　ＦＡＸ551-0548

催しカップリングパーティー in 栗東
～ドキドキする巡り逢いを栗東でしてみませんか？～
日時…８月11日㈷15:00~19:00
場所…ウイングプラザ
対象…25~45歳の独身男女
　※男性は市内在住または在勤の人
定員…男女各16人
参加費…男性4,000円、女性3,000円
主催…栗東市商工会青年部・女性部
申込方法…７月21日㈮までに商工会

ホームページから申込み
問合せ…栗東市商工会
　☎552-0661　ＦＡＸ553-5263
　ホhttp://www.rittosci.com/

催しごみ・リサイクル探検ツアー
日時…８月２日㈬8:40~16:30
行き先…シャープ亀山工場、忍術村
（甲賀市）　集合場所…市役所
対象…市内在住の小学生親子（未就学児同伴可）
参加費…保護者800円、小学生500

円、未就学児300円、２歳以下50円
定員…40人※申込先着順
申込方法…７月３日㈪９:00から受

付、電話で下記へ
申込み・問合せ…環境政策課　生活環境係
　☎551-0341　ＦＡＸ 554-1123

催し 第５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。
　美味しいお好み焼きを食べながら、
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。お気軽にお越しください。
日時…７月９日㈰11:30~13:30
場所…こんぜの郷デイサービスセンター
内容…認知症や健康についてのミニ講

座、介護予防体操、簡単な昼食作り
参加費…300円
問合せ…こんぜの郷デイサービスセン

ター（担当：白木）☎558-0056
　栗東市地域包括支援センター
　☎551-0285　ＦＡＸ551-0548

催し ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～

　大学の研究を、高校生の皆さんにも
楽しく体験していただける内容です。
日時…①７月29日㈯、②８月４日㈮
場所…立命館大学 びわこ･くさつキャンパス
参加費…無料　定員…①40人、②15人※申込先着順
申込み…http://bit.ly/hiratoki
問合せ…立命館大学BKCリサーチオ

フィス　☎561-2802

講座・
教室

「 ワクワクかんきょう塾 」
～夏休み川の学校　細川（金勝川上流）探検～

　身近なふるさとの川で、水質調査や
水中の生物を観察して、水環境につい
て親子で楽しく学べます。
日時…８月12日㈯９:00~12:30
　※ 雨天時は８月13日㈰に順延
場所…細川（金勝小学校裏）、コミセン金勝
定員…25組※申込先着順
参加費…500円/ １組
服装・持ち物…川に入れる服装、着替

え、帽子、筆記用具、飲み物など
申込方法…７月１日㈯~20日㈭に電

話、ＦＡＸまたはメールで下記へ
申込み・問合せ…

　滋賀大学「環境学習支援士」会
　☎・ＦＡＸ543-5926（ 担当：佐瀬 ）
　メshienshikai@yahoo.co.jp

講座・
教室 子育て講座
❖「離乳食講座（初期～中期）」
日時…８月２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 浅野美早子
対象…市内在住の０歳（４～10か月）

児親子（第１子に限る）
定員…20組　参加費…無料
持ち物…お茶、試食用のお皿・お椀、お箸、スプーン、

布巾、食器を持ち帰る袋、抱っこ紐（必要な人）
申込期間…７月24日㈪~26㈬９:00~17:00
❖親子ヨガ
日時…８月24日㈭10:30~11:30
場所…治田西児童館
講師…日本ママヨガ協会 小林順子さん
対象…市内在住の未就園児親子
定員…20組　参加費…無料
申込期間…８月３日㈭~10日㈭９:00~17:00

・申込みは電話・来館で、本人「家族
分」のみ先着で受付け。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。

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
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催し 中学生広場「私の思い 2017」
栗東市大会

　中学生の未来への「夢」や「希望」、
そして「思い」を市民の皆さんに聞いて
いただく意見発表会です。《今を生きる
中学生の思い》をぜひお聞きください！
日時…７月８日㈯13:30~16:30（13:00開場）
場所…さきら　中ホール
問合せ…栗東市青少年育成市民会議
　事務局（生涯学習課内）
　☎551-0496　ＦＡＸ552-5544

休館日…3日㈪・10日㈪・24日㈪・31日
㈪、８月７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
❖ヨーロッパ企画第36回公演

「出てこようとしてるトロンプルイ
ユ」プレビュー公演

　京都を拠点に活動する劇団「ヨー
ロッパ企画」。全国ツアーに先駆けて
行うプレビュー公演。
日時…９月30日㈯15:00開演（14:30開場）
会場…さきら　中ホール
出演…ヨーロッパ企画　作･演出…上田誠
チケット料金（税込）…前売：一般

2,000円、学生1,500円、当日：一
般2,500円　学生1,800円　※全席
指定　※未就学児入場不可　※友の
会は各1割引（前売のみ・2枚まで）

チケット発売日…一般発売７月22日㈯10時
から（電話、オンライン受付のみ）、さき
ら友の会先行受付日７月15日㈯10時～21
時(電話受付のみ・1会員につき4枚まで)

❖さきら寄席　桂ざこば　独演会
　上方落語界屈指の実力者“桂ざこば”
による独演会を初開催！
日時…10月9日㈷14:00開演（13:30開場）
会場…さきら　中ホール
チケット料金（税込）…一般3,000円、

学生1,500円　※全席指定　※未就学
児入場不可　※友の会は各１割引（２
枚まで）　※障害者手帳提示で本人お
よび同伴者１人まで１割引で購入可

チケット発売日…一般発売７月16日㈰10時
から（電話、オンライン受付のみ）、さき
ら友の会先行受付日７月９日㈰10時～21
時(電話受付のみ・1会員につき4枚まで)

❖プロダクションさきら「きみもプロ
デューサーになろう！」コンサート編

　さきらで開催しているコンサートや催
し物はどんな風に企画して本番をむかえて
いるの？そんな疑問にお答えします！講師
に専門家を迎え、実際の現場で研修なども
体験し、最終的には参加者みんなで企画し
たコンサートを開催する全10回講座。
開催日…8/24㈭・25㈮、9/30㈯、10/21㈯・

28㈯、12/9㈯、1/8㈷、3/11㈰・24㈯・25㈰
会場…さきら　研修室ほか
受講料…3,000円/10回
定員…20人※申込先着順
対象…小学校４年生～大学生
申込受付開始…7月17日㈷10時から
※詳しくは、さきらホームページに掲載

市民体育館・市内体育施設の休館日…
　７月3日㈪・10日㈪・18日㈫・24日
㈪・31日㈪、８月７日㈪

栗東市体育協会 (栗東市民体育館 )

☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379

❖フットサル教室
日時…８/22･23･24･25･30･31
　　　全６回　10:00~12:00
場所…栗東市民体育館
対象…小学１~ ３年生　
定員…60人※申込先着順
参加費…2,400円/ ６回
講師…栗東FC
申込み…７月13日㈭９:00から受付
　参加費と印鑑をお持ちください
申込み・問合せ…栗東市体育協会

❖ジュニアバドミントン教室
日時…７/26･27･28、8/ ２･ ３･ ４
　　　全６回　10:00~11:30
場所…栗東市民体育館
対象…小学４~ ６年生
定員…20人※申込先着順
参加費…2,400円/ ６回
講師…栗東市バドミントン協会
申込み…７月７日㈮９:00から受付

参加費と印鑑をお持ちください
申込み・問合せ…栗東市体育協会
❖子ども卓球教室
日時…８/ ９･10･15･16･17･18
　　　全６回　10:00~11:30
場所…栗東市民体育館
対象…小学３~ ６年生
定員…20人※申込先着順
参加費…2,400円/ ６回
講師…栗東市卓球協会
申込み…７月８日㈯９:00から受付

参加費と印鑑をお持ちください
申込み・問合せ…栗東市体育協会
❖ミニバスケットボール教室
日時…８/15･17･18･22･24･25
　　　全６回　13:30~15:00
場所…栗東市民体育館
対象…小学３~ ６年生
定員…30人※申込先着順
参加費…2,400円/ ６回
講師…土田政代
申込み…７月14日㈮９:00から受付

参加費と印鑑をお持ちください
申込み・問合せ…栗東市体育協会

❖ショートテニス教室
日時…８/23･30、９/ ６･13･20
　　　全5回　16:00~17:00
場所…栗東市民体育館
対象…５歳児~小学１年生
定員…30人※申込先着順
参加費…2,000円/ ５回
講師…栗東市テニス協会
申込み…７月15日㈯９:00から受付

参加費と印鑑をお持ちください
申込み・問合せ…栗東市体育協会
❖土曜ナイター・中級テニス教室
日時…８/5･12･19･26、９/ ２･ ９･16･23
　計8回　19:00~20:55（予備日９/30）
場所…栗東運動公園テニスコート
対象…小学４年生~一般のテニス経験者
定員…25人※申込先着順
参加費…9,000円/ ８回
講師…テニス協会　西井寿和ほか
申込期限…８月４日㈮16:30
申込み…栗東市体育協会へ
問合せ…栗東市テニス協会　
　☎090-3843-5904（西井）
❖第31回市民ゴルフ大会
日時…８月22日㈫
場所…琵琶湖カントリー倶楽部
対象…市内在住・在勤・在学の人
プレー費…17,000円（昼食代、賞品

代、懇親会費含む）
定員…200人※申込先着順
申込期限…７月30日㈰16:00
申込み・問合せ…栗東市体育協会
　ゴルフ協会　☎558-0121 （森村）

催し RISS ミュージアムロビーコンサート 29
～静けさと力強さのジャズサウンド～

日時…７月23日㈰14:00開演
場所…栗東歴史民俗博物館 ロビー
出演…RYOTA UEDA TRIO（ピアノ：

植田良太、ベース：藤村竜也、ドラ
ム：松本大）
問合せ…栗東音楽振興会（さきら内）
　☎551-1455
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お知
らせ 節目歯科検診をうけましょう
対象者…平成29年度中に30歳・40歳・50歳・60歳になる栗東市国民

健康保険加入者※対象者には４月末に受診券をお送りしています。
検診内容…むし歯の有無、歯ぐきの状態（歯周病のチェッ

ク）、口の中の健康チェック　ほか
受診料…500円（受診後の治療などにかかる費用は別途自

己負担となります）※市民税非課税の国保世帯の人は、
印鑑と受診券をお持ちの上、受診７日前までに保険年金
課へ免除申請をすることで、受診料が無料となります。
受診方法…直接指定医療機関へ予約。受診当日は、受診

券・国民健康保険被保険者証・記入済の問診票・普段使
用している歯ブラシをお持ちください。
問合せ…保険年金課 国民健康保険係 ☎551-1807　ＦＡＸ553-0250

診療時間…土・日・祝・休：９:00~翌９:00
　　　　　平日：18:00~翌9:00

　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

　休日や夜間の子どものケガや急病で病院に行った方がよ
いか判断に迷った時に看護師や医師などが対処法のアドバ
イスを行います。
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、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
問合せ…びわこ薬剤師会
　「夜間休日お薬相談窓口」☎ 552-1109

日 月 火 水 木 金 土

７/ １
済 草

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 近 草

９ 10 11 12 13 14 15
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

16 17 18 19 20 21 22
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 済 草

23 24 25 26 27 28 29
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

30 31 ８/ １ ２ ３ ４ ５
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 近 草

６ ７ ８ ９ 10 11 12
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 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

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】
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「栗東市ホームページ」
「広報りっとう」

広告募集

空き枠は市ホームページ
でご確認ください。

「ホームページ」バナー広告
規格…縦 50ピクセル×
　　　横 150 ピクセル
　（20キロバイト以内で
　　GIF 形式のもの）
　※アニメーションGIF 可
広告料…月額 20,000 円 /１枠

「広報りっとう」紙面広告
規格…縦 55mm×横 85mm、
　　　１色刷り
掲載位置・広告料…
●「本文」最終ページ（２枠）
　※今年度枠は全て契約済み※
●「お知らせ版」最終ページ・
　保健だよりページ（各２枠）
　20,000 円 /１枠

広告欄 FAX有料広告掲載のお申込み・お問合せは　広報課�☎551-0641　554-1123へ（掲載料金：お知らせ版保健だよりページ：１枠20,000円）
掲載内容のお問合せは、直接広告主へ。内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。
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保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
乳幼児健康診査（７月１１日~８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２月16日~
平成29年２月28日 ７月12日㈬

平成29年３月１日~
平成29年３月15日 ７月28日㈮

平成29年３月16日~
平成29年３月31日 ８月９日㈬

１ ０ か 月 児

平成28年９月１日~
平成28年９月15日 ７月19日㈬

平成28年９月16日~
平成28年９月30日 ８月４日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成28年１月１日~
平成28年１月15日 ７月13日㈭

平成28年１月16日~
平成28年１月31日 ７月27日㈭

平成28年２月１日~
平成28年２月15日 ８月10日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成27年１月16日~
平成27年１月31日

７月20日㈭
(※午前)

平成27年２月１日~
平成27年２月15日

８月３日㈭
(※午前)

３歳６か月児
（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成26年１月15日~
平成26年１月31日 ７月20日㈭

平成26年２月１日~
平成26年２月15日 ８月３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

７月10日㈪・24日㈪ なごやかセンター
９:00~10:30

※予約不要
７月14日㈮・８月４日㈮ コ ミ セ ン 大 宝 東

７月21日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西
７月28日㈮ コ ミ セ ン 葉 山

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

８月７日㈪ 13:30~15:30 保健師・管理栄養士
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。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。
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。）

❖医療機関で受ける検診（医療機関へ事前申込）
◦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）
　※今年度より乳がん検診の視触診はなくなりました
※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。）

◦大腸がん検診…40歳以上の人（栗東･草津市内の実施医療機関）
　◦２日間の便を採取　期間…６~11月　費用…500円

胃がん検診 肺がん検診
肺がん・結核検診

期日・場所

７月24日㈪
コミセン治田西 -

７月26日㈬
なごやかセンター

７月26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

❖集団検診バスによる検診（健康増進課へ事前申込）
◦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。
※ 65 歳以上で肺がん・結核検診を受ける人は医療機関での

結核検診（胸部レントゲン検査）は受けないでください。
※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 第 12 回カブトムシ運動会
日時…７月22日㈯10:00（受付９:30）
　※雨天中止（ホームページに掲載）
場所…栗東自然観察の森
競技内容…100cm走、木登り、綱渡り、す

もう（入賞したカブトムシに賞品あり）
参加費…無料　申込み…当日受付
持ち物…カブトムシ※当日販売あり
問合せ…栗東市シルバー人材センター
　☎552-4001　ＦＡＸ552-5197
　ホhttp://rittou-sjc.or.jp/

休館日…７月３日㈪４日㈫・10日㈪・11日
㈫・17日㈪・18日㈫・19日㈬・24日㈪・25日
㈫・31日㈪、８月１日㈫・７日㈪・８日㈫

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

◆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。
詳細は図書館までお問合せください。

◆土・日の開館時間は 10:00~17:00 です。

❖７月のテーマ展示（本館・西館）
『夏』…暑さに負けるな！海遊びや花

火など夏の楽しみ方、暑さを乗り切る
暮らしの知恵など、実用書から小説ま
で、夏に役立つ本を集めました。

❖夏休みの展示（本館・西館）
期間…７月21日㈮~8月31日㈭
『ナツ→ヨム』…夏休み、本との新し

い出会いはいかがですか？
『調べ物に役立つ本』…うれしい夏休

み！でも宿題が…そんなあなたに役
立つコーナーです。
『平和のいしずえ』…子どもから大人
まで平和を考える本を集めます。
❖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…７月22日㈯
　幼児14:00～、小学生15:00～
❖おはなしタイム（本館･児童コーナー）
日時…７月１日㈯
　２歳まで10:30～、３歳以上11:00～
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…７月８日㈯11:00～
内容…絵本の読み聞かせほか
❖おはなし会（西館･会議室）
【おはなしグループタンタン】
日時…７月15日㈯11:00

休館日…７月１日㈯~７日㈮・10日㈪・
18日㈫・24日㈪・31日㈪、８月７日㈪

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

❖【平成29年度 栗東市元気創造事業】
企画展「出た・見た・触れた　先人
からのメッセージ～湖南の最新発掘
調査成果を中心に～」

　栗東市をはじめとする湖南地域（旧
栗太郡・旧野洲郡）では、多くの発掘
調査が実施されています。平成26か
ら28年度に実施された発掘調査を中
心に、最新の成果をご紹介します。
会期…７月８日㈯~ ８月20日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
展示解説会…７月22日㈯14時から（1

時間程度）
❖企画展関連企画　調査研究報告会
　本市をはじめとする湖南地域（旧栗
太郡・旧野洲郡）での発掘調査の最新
の成果について、関連調査機関の担当
者が解説します。
基調講演…濱修さん（元・公益財団法人 

滋賀県文化財保護協会 調査普及課長）
日時…７月29日㈯13時から
会場…栗東歴史民俗博物館 研修室
定員…80人（当日受付）
参加費…200円（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…７月15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…７月５日㈬　参加費…200円

休園日…７月3日㈪・４日㈫・10日㈪・11日
㈫・18日㈫・19日㈬・20日㈭・24日㈪・25日
㈫・31日㈪、８月１日㈫・７日㈪・８日㈫

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

❖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夏の森～
日時…７月２日㈰･23日㈰10:00~11:30
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…７月９日㈰･16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【押し花カードをつくろう】
日時…７月９日㈰･23日㈰10:00~15:00
場所…栗東自然観察の森　館内
対象…どなたでも　持ち物…不要
参加費…100円（材料代）

エアコンのきいた部屋もいいけれど
森の木陰もいいですよ。
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広告欄 FAX
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広報りっとうの点字版・音声版（CD）のお申込みは
広報課までご連絡ください。
広報課　☎551-0641　ＦＡＸ554-1123

有料広告掲載のお申込み・お問合せは　広報課�☎551-0641　554-1123へ（掲載料金：お知らせ版最終ページ：１枠20,000円）
掲載内容のお問合せは、直接広告主へ。内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。


