
募集栗東文化芸術会議委員

委嘱期間…委嘱日~平成30年３月31日

応募資格…市内在住・在勤の20歳以上で、

年2回程度（平日昼）の会議に出席できる

人（本市の他の委員・議員、公務員を除く）

募集人員…１人

応募方法…８月16日㈬までに応募用紙

（担当課設置または市ホームページに掲

載）を直接、郵送またはメールで下記へ

応募・問合せ…〒520-3015栗東市

　安養寺三丁目1-1　栗東市役所

　スポーツ文化振興課

　☎551-0318　ＦＡＸ552-5544

　メspobun@city.ritto.lg.jp

日時…11月12日㈰10:00~16:00

場所…さきら　中ホール

募集内容…舞台発表ができる文化活動

をしている団体（出演時間は出入り

を含めて８分）

募集数…午前・午後各１団体（応募多

数の場合は選考）

応募方法…８月１日㈫~16日㈬に応募

用紙を下記へ

※詳細は第42回栗東市文化祭チラシを

ご覧いただくか、お問合せください。

問合せ…栗東市文化協会（さきら内）

　☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

募集
第 42 回栗東市文化祭

「芸能まつり出演団体募集」

　市では、永年にわたり善行的な取り

組みなどで活躍をされ、その功績が顕

著な人や団体を毎年表彰しています。

❖平成29年度市政功労者表彰式

日時…11月３日㈷10:30～

場所…なごやかセンター

❖被表彰者推薦

　市政功労者は、推薦により、表彰審議

会で決定しています。市の発展振興のた

めに、次のような月１回程度以上の活動

を10年以上続けておられる人や団体がお

られましたらぜひお知らせください。（８

月25日㈮までの推薦分に限ります）

◦まちづくりなどのボランティア活動

◦市民の安心安全のための活動　

◦文化・芸術・スポーツの振興活動　

◦青少年・子どもの健全育成活動

◦環境保全活動　　など

問合せ…元気創造政策課　秘書係　

　☎551-0102　ＦＡＸ553-1280

お知
らせ 市制功労者表彰式の開催と被表彰者推薦

募集
平成 29 年度　部落解放をめざす

栗東市青年集会実行委員会　実行委員募集
　差別のない明るい社会づくりのた

め、すべての人が豊かに生きるための

「まちづくり」をテーマに、いろいろ

な思いをもった青年がつどい、人権問

題について、フィールドワークや語り

合いなどをします。人権意識のさらな

る向上を目指し、部落差別をはじめと

するあらゆる差別の解消に向けて活動

します。

対象…市内在住のおおむね16歳~35

歳の人

応募締切…８月31日㈭

応募・問合せ…部落解放をめざす栗東

市青年集会実行委員会　事務局

　（生涯学習課内）

　☎551-0496　ＦＡＸ552-5544

募集 第４１回栗東市美術展作品募集

開催期間…11月１日㈬~ ５日㈰

場所…さきら

応募資格…県内に在住・在勤・在学の

人（中学生以下は除く）

作品部門…平面、立体、工芸、書、写真

出品点数…各部門につき１人２点以内

出品料…500円/ １点

※平成2９年４月１日現在で満16～

18歳の人は、出品料免除

出品方法…作品に出品申込書、出品料

を添えて、搬入日にさきらへ

搬入場所・日時…さきら１階 展示室入口

10月27日㈮13:00~19:00

10月28日㈯10:00~17:00

※業者搬入は、10月27日㈮13:30~17:00のみ

作品講評会…11月５日㈰14:45~15:45

　どなたでも参加ください

搬出場所・日時…さきら 展示室入口、小

ホール入口　11月５日㈰16:10~18:00

問合せ…栗東市美術展実行委員会

　事務局（スポーツ・文化振興課）

　☎551-0318　ＦＡＸ552-5544

募集 市職員採用

受験手続…申込用紙は総務課に請求してください。郵便請求は封筒の表に「採用

試験申込用紙請求（受験職種を明記）」と朱書きし、返信用封筒（角形２号に

120円切手を貼り、宛先を明記）を同封してください。

申込期間…８月１日㈫~25日㈮（土・日・祝日を除く）の８:30~17:15

　※郵送の場合は締切日までに到着分のみ有効。受験資格の詳細などは下記へ。

申込み・問合せ…〒 520-3088（住所記入不要）　栗東市役所 総務課 人事・給与係

　☎ 551-0103　ＦＡＸ 554-1123　

職種 募集人数 採用年月日 職務内容 試験詳細

①保育士・

幼稚園教諭職
６人程度

平成30年

４月１日

保育園・幼稚園におけ

る保育に関する業務
【第１次試験】期日：９月17日㈰

場所：栗東市役所　

試験方法：教養試験（短大卒業

程度）・専門試験

【第２次試験】日時・場所などは

第１次試験合格者に通知

②保健師職 １人程度
平成29年

12月１日

保健指導業務および

関連する行政事務

③保育士・

幼稚園教諭職
２人程度

保育園・幼稚園におけ

る保育に関する業務
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①

納税など…市営住宅使用料８月分、介護保険料３期、市県民税２期、国民健康保険税３期
上下水道料金…葉山・葉山東（栗東ニューハイツ、六地蔵団地を除く）・大宝・大宝東・トレセン内厩舎・観音寺
行政相談…10 日㈭・21 日㈪　9:00 ～ 12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の



日時…９月23日㈷9:15~15:15

会場…栗東市民体育館

参加資格…小学生４年生以上

募集定数…42チーム（１チーム３人）

申込方法…８月22日㈫までにＦＡＸで

下記へ※定数になり次第締切ります

申込み・問合せ…ジャパンスローイン

グビンゴ協会事務局

　☎090-3464-7670（大塚）

　ＦＡＸ575-2206

募集
第 11 回ジャパンスローイングビンゴ大会

参加チーム募集

お知
らせ
お知
らせ

マイナンバーカードの
受け取りにお越しください

　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

ド交付通知書（はがき）が届きました

ら、カードの受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、

受取り可能です。

平日交付時間…８:30~17:00

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

お知
らせ
お知
らせ

平成 30 年４月保育園・
幼児園・幼稚園の入園案内

　平成30年４月当初（平成30年４月）の

申込み日程について、申込書交付を９月、

申込書受付を10月に予定しています。

　詳しくは「広報りっとう９月号」・

市ホームページをご覧ください。

問合せ…幼児課

　☎551-0424　ＦＡＸ551-0149

　国民健康保険に加入されている40

～74歳の人へ、５月下旬に特定健診

受診券を送付しています。

　10月・11月は実施医療機関の混雑

が予想されますので、できるだけ早め

に受診してください。

　受診券を紛失されている場合は下記

へご連絡ください。

受診期限…11月30日

問合せ…保険年金課　国民健康保険係

　☎551-1807　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
らせ

特定健康診査（特定健診）は
早めに受診しましょう

募集種目…防衛大学校学生、防衛医科

大学校医学科学生・看護学科学生

受付期間…９月５日から

　※募集種目により締切日は異なります

※詳細はホームページに掲載

問合せ…自衛隊滋賀地方協力本部

　草津地域事務所　☎563-8205

　ホhttp://www.mod.go.jp/pco/shiga/

募集 自衛官等募集

お知
らせ
お知
らせ

年金受取に必要な
受給資格期間の変更

　８月より、老齢基礎年金を受け取る

のに必要な期間（受給資格期間）が、

「25年」から「10年」に短縮される

ことになりました。

　該当者には、年金機構より順次年金

請求書（短縮用）を黄色い封筒でお送

りしています。届き次第、下記へ予約

の上、早めに手続してください。

ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
草津年金事務所　　☎567-1383
街角の年金相談センター草津
　　　　　　　　　☎564-4311

問合せ…草津年金事務所　お客様相談室

　☎567-1311（ナビダイヤル）

お知
らせ
お知
らせ

国民年金保険料のお支払いは
クレジットもご利用いただけます

　クレジット納付は金融機関やコンビ

ニなどへ支払いに行く時間と手間が省

け、納め忘れもなく便利です。

　また、手続きも申出書を年金事務所

へ郵送するだけで簡単です。

　前納割引制度もあります。詳しくは

年金事務所へお問合せください。

問合せ…草津年金事務所　国民年金課

　☎567-2220（ナビダイヤル）

　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

募集 第２回滋賀県警察官採用試験

採用年月日…平成30年４月１日受付

受付け期間…８月１日㈫~31日㈭

※インターネット受付は８月28日

㈪17時まで

試験区分・採用予定人員…

【Ａ区分】(大卒程度)男性12人程度、

女性３人程度　【Ｂ区分】（高卒程

度）男性12人程度、女性５人程度

第１次試験…９月17日㈰

※詳しくは、ホームページに掲載

問合せ…0120-204-314

　　　　(フレッシュ・サイヨー )

　ホhttp://www.pref.shiga.lg.jppolicesaiyou

募集 湖南広域消防局消防職員募集

試験区分…①中級職（救急救命士）２

人程度、②初級職３人程度

受付期間…８月３日㈭~24日㈭

　　　　　８:30~17:15

第１次試験…９月17日㈰９:00

※詳細はホームページに掲載

※受験願書は総務部総務課、消防局・

各消防署・各出張所に設置、ホーム

ページに掲載

申込み・問合せ…湖南広域行政組合

　総務部総務課人事係　☎551-2727

お知
らせ
お知
らせ 現況届（所得状況届）の提出をお忘れなく！

　手当が支給されているか、停止され

ているかにかかわらず、すべての受給

資格者は年に１回、次の期間に現況届

（所得状況届）の提出が制度上義務づ

けられています。

　提出がない場合は、８月分以降の手

当を受け取ることができなくなりま

す。また、２年間提出がない場合は、

手当を受ける資格がなくなりますの

で、ご注意ください。対象者には必要

書類を送付しますので、必ず期間内に

手続きしてください。

提出期間…①児童扶養手当

　：８月１日㈫~31日㈭

②特別児童扶養手当、③特別障害者

手当、④障害児福祉手当、⑤福祉手

当（経過的）

　：８月10日㈭~ ９月11日㈪

問合せ…

　①･②　子育て応援課

　　☎551-0114　ＦＡＸ552-9320

　③･④･⑤　障がい福祉課

　　☎551-0113　ＦＡＸ553-3678

お知
らせ
お知
らせ

重度身体障がい者（児）等自動車燃料費・
福祉タクシー運賃助成券の交付

対象者…在宅の、身体障がい者手帳の

交付を受けた腎臓機能障がい者で、

人工血液透析のために通院している

人（所得制限あり）

交付内容…自動車燃料費助成券、福祉

タクシー運賃助成券のいずれかを、

１か月あたり４枚（1枚500円）。

交付開始日…８月１日㈫

　※開始日前の交付はできません。

※必要書類などについては事前にお問

い合わせください。

交付・問合せ…障がい福祉課

　☎551-0113　ＦＡＸ553-3678

広報りっとう　2017.8.1
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お知
らせ
お知
らせ 生きがいデイサービス１日体験

　ひだまりの家では高齢者の閉じこも

り予防や健康維持を目的とした生きがい

づくりの活動や仲間づくりを行っていま

す。介護予防に興味がある人、何か生き

がいを見つけたい人は１日体験を随時受

付けています。見学もできます。

日時…毎週火･水･金･土（祝日を除く）

　　　10:00~15:00

費用…400円（昼食代）

内容…体操・入浴・昼食・ゲームなど

対象…市内在住で65歳以上で介護保

険サービスを受けていない人

問合せ…ひだまりの家（十里399-3）

　☎552-1000　ＦＡＸ552-1154

お知
らせ
お知
らせ

救急車を呼ぶ目安を
アプリで素早く判定！

　急な病気やけがで、救急車を呼ぶか

判断に迷ったり、今すぐ診てもらえる

病院が分からない時、全国版救急受診

アプリ「Q助」を使いスマートフォン

の画面上で選択していくと、緊急度に

応じた必要な対応（「いますぐ救急車を

呼びましょう」、「できるだけ早めに医

療機関を受診しましょう」、「緊急では

ありませんが医療機関を受診しましょ

う」または「引き続き、注意して様子

をみてください」）が表示されます。

　その後、119番通報、医療機関の検

索などが可能です。救急車の適正利用

にもつながります。ご利用ください。

「Q助案内サイト」

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/

filedList9_6/kyukyu_app.html

問合せ…湖南広域消防局　救命救急課

　☎552-9922　ＦＡＸ552-0988

お知
らせ
お知
らせ 栗東市防災総合訓練

　大規模地震など災害時に被害を最小

限にとどめ、市民の生命と財産を災害

から守るため、地域住民と防災関係機

関が一体となって訓練を実施します。

日時…８月27日㈰７:00~11:15

場所…治田東小学校区一帯

訓練内容…水防訓練、図上訓練、避難所

開設・運営訓練、救出･救護訓練など

問合せ…危機管理課

　☎551-0109　ＦＡＸ551-0149

お知
らせ
お知
らせ こんなとき、まずは「法テラス」へ

　京阪浜大津駅前にある日本司法支援

センター（愛称:法テラス）は、国に

より設立された公的な法人です。

　金銭問題・離婚・相続・労働問題など法

的トラブルでお困りで、相談先が分からな

い時は、一人で悩まずお気軽にご利用くだ

さい。解決に役立つ法制度の紹介や相談窓

口の情報を無料でご案内しています。

　また、経済的に余裕のない人がトラブ

ルにあったときに、弁護士による無料法

律相談や必要に応じて弁護士・司法書士

費用の立て替えを行っています。

問合せ…法テラスサポートダイヤル

　　☎0570-078374

　法テラス滋賀　☎0503383-5454

お知
らせ
お知
らせ

ふるさと納税に係る記念品
の送付の取りやめ

　平成29年４月１日付で総務省より、ふる

さと納税に係る返礼品について、「ふるさと

納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地

方団体の住民に対し返礼品を送付しないよう

にすること」との通知がありました。

　本市では、この通知を踏まえ、平成29年９

月１日以降にいただく市内在住の人からの寄

附には、特産品などのふるさと記念品の送付

を控えさせていただきます。ご理解ください。

問合せ…元気創造政策課

　☎551-1808　ＦＡＸ553-1280

お知
らせ
お知
らせ

平成 29 年度 下水道排水
設備工事責任技術者試験

試験日…11月22日㈬14:00~16:00

　（受付13:00）

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

受付期間…８月22日㈫~ ９月５日㈫

　９:00~17:00（土・日・祝日を除く）

　※申込書の配布は８月３日㈭から

申込書配布、受付・問合せ…

　上下水道課　上下水道業務係

　☎551-0123　ＦＡＸ554-3866

　滋賀県建設技術センター

　☎565-0216　ＦＡＸ551-0108

　ホhttp://www.sct.or.jp/

お知
らせ
お知
らせ 「はかり」定期検査

　商店や工場、薬局などで取引や証明用

として使用する「はかり」は、定期的に

（２年に１回）精度を確認することが計

量法に基づき、義務付けられています。

下記のとおり検査を実施しますので、該

当する場合は受検してください。

日時…９月15日㈮10:00~14:00

検査会場…なごやかセンター

対象…取引や証明用として使用してい

る小型はかり（ひょう量500ｋｇ以下）

検査手数料…計量器の能力に応じて１

個につき250円~2,100円

　※一部別料金となるものあり

※受付事務円滑のため、実施１週間前

に指定定期検査機関から郵送するハ

ガキをご持参ください。

※該当する「小型はかり」を使用して

おり、平成27年度特定計量器定期

検査未受検の場合は８月18日㈮ま

でに下記へご連絡ください。受検の

手続きを行います。

問合せ…商工観光課　

　☎551-0236　ＦＡＸ551-0148

お知
らせ
お知
らせ 中小企業のための退職金制度

　中小企業退職金共済（中退共）制度

は、中小企業の事業主が、従業員の退

職金を計画的に準備できる国の退職金

制度です。掛金助成や税法上の優遇が

受けられるほか、社外積立なので管理

が簡単です。ぜひご利用ください。

問合せ…（独）勤労者退職金共済機構

　中小企業退職金共済事業本部

　☎03-6907-1234　ＦＡＸ03-5955-8211

お知
らせ
お知
らせ

ハロートレーニング
（公的職業訓練）

　「未経験の仕事に挑戦したい」「新

しいスキルを身につけたい」「仕事の

幅を広げたい」「資格を取って就職に

つなげたい」など就職に必要な技能・

知識を習得するための職業訓練制度が

あります。原則、受講料は無料です。

　ハローワークでは職業訓練の相談、

申込手続のほか就職に向けた個別支援

なども実施しています。

問合せ…ハローワーク草津　☎562-3720

お知
らせ
お知
らせ ８月は電気使用安全月間

　電気は大変便利なエネルギーです

が、取り扱いを誤ると感電や火災の原

因になります。電気事故をなくすた

め、毎年８月に「電気使用安全月間」

運動が全国一斉に行われています。

【重点テーマ】

◦日頃から電気の安全を心がけ、賢く

上手に使いましょう

◦自家用設備の電気事故は、適切な保安

点検と計画的な更新で防ぎましょう

◦地震、雷、風水害などの自然災害に

そなえ、日ごろから電気の安全に努

めましょう

問合せ…関西電気保安協会　滋賀支店

　☎525-1421　ホhttp://www.ksdh.or.jp/
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催し 第 21 回生き方カフェ

　栗東市介護者の会による「介護体験」

のお話です。今介護している人も、これ

から介護する人も、一緒に考えましょう。

日時…９月８日㈮13:30~15:30

場所…市役所２階　第１会議室

対象…市内在住・在勤の人

定員…40人※申込先着順　参加費…無料

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 第 71 回滋賀県美術展覧会

会期…８月13日㈰~19日㈯９:00~17:00

　※14日㈪は休館

講評会…８月13日㈰10:30、14:30

場所…滋賀県立文化産業交流会館

　（米原市下多良二丁目137）

内容…平面（日本画・油彩画・水彩画・

版画など）、立体（彫塑・彫刻など）、

工芸（漆・染め・織り・陶・ガラス・

人形・パッチワークなど）・書

入場料…無料

問合せ…（公財）びわ湖芸術文化財団

　地域創造部　☎523-7146

催し 第６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

る場です。美味しいものを食べながら、

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…９月３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

　　☎558-0056

　栗東市地域包括支援センター

　　☎551-0285　ＦＡＸ551-0548

催し
日本オストミー協会

「若いオストメイト交流会」
日時…９月９日㈯13:30~16:00

場所…市民交流プラザ　中会議室

　　（フェリエ南草津５階）

内容…①講演「若い世代のオストメイ

トのための生活のヒント」講師：野

洲病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 

高﨑葉子さん、②関西在住の若いオ

ストメイトの体験談発表、③交流会

対象…50歳代くらいまでのオストメイトの人

参加費…無料

問合せ…（公社）日本オストミー協会

滋賀県支部　☎562-1773

催し 平和祈念栗東市戦没者追悼式

　明治以来の戦役で国難に殉じられた

戦没者に対し、追悼の誠をささげると

ともに、先の大戦が終わりを告げてか

ら永年続いている自由と平和の意義を

再認識するため行います。

日時…９月２日㈯10:00開式

場所…なごやかセンター　集会室

内容…式典、献花ほか

問合せ…平和祈念栗東市戦没者追悼実

行委員会事務局（社会福祉課内）

　☎551-0118　ＦＡＸ553-3678

募集
第 19 回高齢者生きがい実践交流大会

発表団体募集
栗東市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

　長年の趣味や特技をいかした芸能発

表をしていただく団体を募集します。

日時…11月11日㈯午前中

場所…なごやかセンター　集会室

持ち時間…25分以内（準備・撤去含む）

応募資格…市内在住の60歳以上の人

募集数…２団体※多数の場合書類選考

応募方法…８月１日㈫~31日㈭老人ク

ラブに設置の応募用紙を下記へ

申込み・問合せ…栗東市老人クラブ連

合会　☎554-6108　ＦＡＸ554-6106

　火~金曜日　10:00~15:00
募集

第 10 回野洲養護まつり
ボランティア募集

日時…９月15日㈮９:15~13:15

場所…野洲養護学校（野洲市小南588）

内容…模擬店、遊びコーナーの補助

申込締切…８月31日㈭

申込み・問合せ…野洲養護学校中学部

　☎586-6852　ＦＡＸ586-6870

講座・
教室 第 18 期犯罪被害者支援活動員養成講座

日程…９月６日㈬~11月８日㈬（全10回）

場所…ピアザ淡海滋賀県立県民交流センター

定員…約30人※申込先着順

資料代…15,000円/全コース、2,000円

/ １日コース※賛助会員割引制度あり

対象…支援活動員を目指す人、相談支

援活動について学びたい人、「聴き

上手」になりたい人など

申込方法…８月31日㈭までに申込書

（ホームページに掲載）を郵送、Ｆ

ＡＸまたはメールで下記へ

申込み・問合せ…〒520-0044大津市

京町4-3-28　滋賀県厚生会館1階

おうみ犯罪被害者支援センター

養成講座係　☎・ＦＡＸ527-5310

メnpoovsc@yahoo.co.jp

ホhttp://ovsc.life.coocan.jp

講座・
教室

平成 29 年度要約筆記者養成講座
( パソコンコース 前期 )

　要約筆記とは、発言者の話を聞き、

要約して書くことで、聴覚障害者にそ

の場の話の内容を伝える通訳のことで

す。要約筆記の技術を習得し、聴覚障

害者の社会参加を支援する要約筆記者

を養成します。

開講日…９月５日~翌２月６日

　毎週火曜日13:30~16:30　全17回

会場…滋賀県立聴覚障害者センター 

対象…全回受講可能な18歳以上の人

受講料…無料（テキスト代3,400円）

申込締切…８月18日㈮

申込み・問合せ…滋賀県立聴覚障害者センター

　（草津市大路2-11-33）　☎561-6111

講座・
教室

《元気創造まちづくり事業　絵手紙で元気に！》
絵手紙講座

❖竹ペンで描く絵手紙

日時…９月23日㈷９:30~11:30

場所…コミセン治田東

講師…林典子さん　参加費…500円

定員…30人※申込先着順

申込み…９月15日㈮までに下記へ

申込み・問合せ…くりちゃん絵手紙 

　　☎552-0932（代表 宮川眞由美）

　ボランティア市民活動センター

　　ＦＡＸ553-5268

講座・
教室 子育て講座

❖就園に向けて

日時…９月13日㈬10:30~11:30

場所…金勝児童館

講師…金勝第２保育園 園長 太田久美代

内容…就園に向けての心構えなど

対象…市内在住の未就園児親子

持ち物…水分補給用のお茶やオムツな

ど必要と思われるもの

定員…35組　参加費…無料

申込期間…８月28日㈪~ ９月１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

◦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。
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催し栗東市青少年育成大会

日時…８月26日㈯13:30~15:30

場所…さきら　中ホール

出場…市内の青少年（中高生）

内容…オープニング

式典（各種団体による活動発表）

市内３中学校吹奏楽部～ミュージッ

ク･フェスタ2017～

※入場無料、手話通訳・託児室あり、

駐車場無料化手続きあり

※どなたでも、ご来場いただけます

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

催し栗東駅前夏まつり 2017

日時…８月27日㈰13:00~20:00

場所…さきら　シンボル広場

内容…模擬店（軽食コーナー・ゲーム等）、栗

東観光物産店、ステージイベント（生演奏・

ダンスなど）、いいもん市、抽選会ほか

問合せ…栗東駅前夏まつり実行委員会

　☎090-4299-3204（北村）

催し
のんで・たべて・楽しんで！

第５回りっとうバル

　飲食店以外のお店も充実のりっとう

バル！たくさんハシゴして栗東の

素敵なお店を発見してください！

日時…９月21日㈭・22日㈮・23日㈷

※あとバル９月24日㈰~10月３日㈫

チケット…８月21日㈪より販売

　前売り3,000円、当日3,500円

　５枚つづり（ばら売りも有り）

あとバル期間中、参加店で１枚600

円として使用可

アル・プラザ栗東、フレンドマート栗

東店、栗東市商工会事務局、ウイング

プラザ4階事務局、バル参加店で販売

問合せ…栗東市商工会　☎552-0661

催し
第 45 回栗東市音楽祭

音楽の森イヴニングコンサート
日時…９月９日㈯19:00開演

　　　（18:30開場）

会場…さきら 大ホール

出演者…【ピアノ＆ヴァイオリン】多

川響子（ピアノ）、馬渕清香（ヴァ

イオリン）　【声楽アンサンブル】

栗原未和（ソプラノ）、二塚直紀（ 

テノール）、二塚裕美（ピアノ）

入場料…大人1,000円、高校生以下

500円、栗東音楽振興会会員800円

チケット取扱・問合せ…栗東音楽振興会

　（さきら内）　☎551-1455

休館日…8月７日㈪・14日㈪・21日㈪・

28日㈪、９月４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

❖夏休み特別企画「バックステージツ

アー～さきらのヒミツを探れ！」

　普段は中々見られない、さきらの裏

側を特別公開！

開催日…８月30日㈬14:00開始

　　　（13:45受付）

会場…さきら内

定員…40人※８月５日㈯10時から配

布開始の整理券が必要

対象…小学生以上（小学1～3年生は

保護者または上級生と一緒に参加し

てください。）

参加費…無料

❖さきらジュニアオーケストラ・アカ

デミー平成29年度後期入校生募集

募集クラス…実技クラス（初心者コー

ス、レッスンコース）、アンサンブ

ルクラス、オーケストラクラス

対象…小学校１年生から高校生まで

応募期限…９月３日㈰17:00

入校審査…９月10日㈰10:00～13:00

※入校申込書のダウンロードおよび詳細

はさきらホームページをご覧ください。

❖秋季ダブルステニス大会

日時…９月３日㈰９:00~17:00

　　　予備日９月10日㈰

場所…野洲川運動公園 テニスコート

対象…どなたでも

参加費…2,500円/1チーム※当日支払

申込み…８月24日㈭17:00までに栗

東市体育協会へ

問合せ…テニス協会

　☎090-3843-5904（西井）

市民体育館・市内体育施設の休館日…

　8月７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日

㈪、９月４日㈪

❖第51回市民ソフトボール大会

日時…９月10日㈰８:30から

　　　予備日９月17日㈰

場所…野洲川運動公園ソフトボール場

対象…市内事業所・クラブ・自治会の

チーム

参加費…500円/1チーム

申込み…９月１日㈮16:00までに参加

費を添えて栗東市体育協会へ

問合せ…栗東市体育協会

❖第62回市民野球大会

日時…９月10日㈰８:30から

　　　予備日９月17日㈰

場所…栗東運動公園グラウンド、

　　　平谷球場A

対象…市内自治会または市内在住・在

勤・在学の中学生以上の人で編成さ

れたチーム

参加費…1,000円/1チーム

申込み…８月20日㈰16:00までに参

加費を添えて栗東市体育協会へ

問合せ…栗東市体育協会

❖ジュニアなんでも運動教室（中期）

　スポーツに必要な運動神経を培う教室です

日 時 … ９/ ７･14･21･28、10/ ５･12、

11/ ２･ ９･16･30、12/ ７･14

　計12回 全て木曜日 15:00~16:00

場所…栗東市民体育館 第2アリーナ

対象…３歳児~ ５歳児

定員…15人※申込先着順

参加費…6,000円/12回

講師…ジュニアスポーツ指導員 土田政代

申込み…８月12日㈯9:00から受付

　参加費を添えて栗東市体育協会へ

　※電話申込可

❖いきいき運動教室　参加者募集

リズムに合わせて楽しく体を動かす

大人の筋トレ教室です

日時…９/ ７･14･21･28、10/ ５･12･19、

11/ ２･ ９･16･30、12/ ７･14･21

　全て木曜日 13:00~14:30

場所…栗東市民体育館 会議室

対象…どなたでも

定員…20人※随時受付

参加費…5,000円/10回分

　※傷害保険料込

講師…健康運動指導士 土田政代

申込み…参加費を添えて栗東市体育協

会へ※電話申込可

❖栗東市ゴルフ研修会　会員募集

　ゴルフの技術向上と、すべてのゴル

ファーの模範となるエチケット・マナー

の習得を目的とし活動している研修会

です。※毎月１回（第２木曜日）開催

入会資格…市内在住（在勤は不可）の

満20歳以上で、JGA HDCP男性：

～15.0、女性：～20.0または同等

レベルの技術がある人

申込み･問合せ…栗東市ゴルフ協会

　事務局 ☎558-0121（琵琶湖CC内）

栗東市体育協会 (栗東市民体育館 )　　☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379
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◆11ページ競馬共助会栗東診療所の「高齢者の肺炎球菌

感染症」の予防接種は予約が必要となりました。

◆12ページ内田内科循環器内科（草津市）の各種検診は

予約が必要となりました。国民健康保険が実施する特定

健診についても予約が必要となりました。

日 月 火 水 木 金 土

８/ １ ２ ３ ４ ５

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

13 14 15 16 17 18 19

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

20 21 22 23 24 25 26

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

27 28 29 30 31 ９/ １ ２

済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 済 草

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 守 済

10 11 12 13 14 15 16

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 草

　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

医療ネット滋賀

　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

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

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

実 施 日 受 付 時 間 相談担当者

８月21日㈪
13:30~15:30 保健師・管理栄養士

９月４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）

健康づくりカレンダー（保存版）の変更

　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
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保　　　健　　　だ　　　よ　　　り

乳幼児健康診査（８月１１日~９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４月１日~
平成29年４月15日

８月25日㈮

１ ０ か 月 児

平成28年10月１日~
平成28年10月15日

８月16日㈬

平成28年10月16日~
平成28年10月31日

９月１日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成28年２月16日~
平成28年２月29日

８月24日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成27年２月16日~
平成27年２月28日

８月17日㈭
(※午前)

平成27年３月１日~
平成27年３月13日

９月７日㈭
(※午前)

３歳６か月児
（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成26年２月16日~
平成26年２月28日

８月17日㈭

平成26年３月１日~
平成26年３月15日

９月７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

８月14日㈪・８月28日㈪ なごやかセンター
９:00~10:30

※予約不要
８月18日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西

９月８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）

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。

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において治療中ある

いは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。( なお、転入者は世帯

全員の非課税証明書の提出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。

❖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月下旬に受診券を郵送してい

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（ただし、70 歳以上で過去４年以内に受診歴がある

人は平成 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

９月４日㈪
コミセン葉山 -

９月12日㈫
なごやかセンター

９月12日㈫
なごやかセンター

９月29日㈮
コミセン大宝西 -

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 歳の人（予約制）

　肺がん・結核検診…65 歳以上の人（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 ちょっといっぷく音楽会・夏

　しっとりとした夏、からりとした

夏。いろいろな音楽から、いろいろな

夏を感じに来てください。

日時…８月19日㈯14:00開演

　　　（13:30開場）

場所…栗東歴史民俗博物館　ロビー

出演…YUDAI、石川輝伸、

　　　By Players

入場料…無料

問合せ…安養寺山音楽会

　☎090-8825-7509（代表：野村）

休館日…８月1日㈫・7日㈪・8日㈫・11日㈷・

14日㈪・15日㈫・16日㈬・21日㈪・22日㈫・

28日㈪・29㈫、９月４日㈪・５日㈫

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

◆土・日の開館時間は 10:00~17:00 です。

❖8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）

『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。

❖ちょっとこわいおはなし会（西館・会議室）

【おはなしグループタンタン】

夏の最後のお楽しみ、図書館でこ

わーいおはなし、聞いてみない？

日時…８月30日㈬11:00～

対象…市内の小学生　参加費…無料

定員…30人※申込先着順

申込み…８月２日㈬から受付け

　直接または電話で栗東西図書館へ

❖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…８月26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…８月５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…８月12日㈯11:00~

内容…絵本の読み聞かせほか

休館日…8月7日㈪・14日㈪・21日㈪

~25日㈮・28日㈪、9月4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～

28年度に実施された発掘調査を中心

に、最新の成果を紹介します。

会期…８月20日㈰まで

場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室

❖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…８月19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…８月９日㈬　参加費…200円

休園日…８月1日㈫・7日㈪・8日㈫・14日

㈪・15日㈫・16日㈬・21日㈪・22日㈫・

28日㈪・29㈫、９月４日㈪・５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盛夏の森

日時…８月６日㈰・27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【親子見学会】

　親子で森の不思議を体感しませんか

日時…８月13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

夏本番！太陽がまぶしい季節です。
子どもたちは夏休み。元気な声が
森にこだますることでしょう。　 

❖ミニクラフト【ストーンアート】

日時…８月13日㈰・27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）

❖自然だいすきコース【草木染】

　ストールをアラカシで染めよう

日時…９月２日㈯９:00~12:00

場所…栗東自然観察の森　研修室

対象…小学生以上※１･ ２年生は保護者同伴

定員…20人

　※８月17日㈭９時から先着順受付け

持ち物…ゴム手袋、はさみ、汚れても

よい服装

参加費…1,000円

広報りっとう　2017.8.1

お知らせ版

広告欄 FAX

⑧

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。


