
募集『安養寺にぎわいフリーマー
ケット』出店者

　安養寺景観まちづくり協議会にぎわ
い活性化部会では、地域のにぎわいづ
くりを目的に開催するフリーマーケッ
トの出店者を募集します。
日時…10月８日㈰10:00~15:00
会場…栗東市役所付近
対象…手作りの物や家にある不要なも

のを販売したい人※プロによる応募
は不可【先着14ブース】
出店料…1,000円
募集期間…９月１日㈮~15日㈮
問合せ…安養寺景観まちづくり協議会
　事務局（栗東市都市計画課内）
　☎551-0116　ＦＡＸ552-7000

募集 栗東市立図書館協議会委員
　図書館サービスの充実を目指し、図
書館の運営について意見をいただく委
員を募集します。
委嘱期間…11月1日~平成31年10月31日
応募資格…市内在住・在勤の20歳以

上で図書館に関心のある人
募集人員…２人
応募方法…９月30日㈯17時までに

「図書館の運営に関する抱負」など
をまとめた意見書（800字程度）に
住所・氏名・電話番号を明記の上、
直接または郵送で下記へ※郵送の場
合は当日消印有効
応募・問合せ…〒520-3016　栗東市

小野223　栗東市立図書館
　☎553-5700　ＦＡＸ554-0792

お知
らせ 金勝の観光にはぜひ「こんぜめぐりちゃんバス」を

停留所名 １便 ３便 ５便
手原駅 発 ８:30 10:00 13:00
田舎の元気や 発 ８:33 10:03 13:03
コミセン金勝 発 ８:38 10:08 13:08
大野神社 発 ８:42 10:12 13:12
片山 発 ８:44 10:14 13:14
九品の滝 発 ８:47 10:17 13:17
泣き地蔵 発 ８:55 10:25 13:25
道の駅こんぜの
里りっとう

着 ８:58 10:28 13:28
発 ８:58 10:28 13:28

金勝寺 着 ９:08 10:38 13:38

停留所名 ２便 ４便 ６便
金勝寺 発 12:00 14:00 16:00
道の駅こんぜの
里りっとう

着 12:10 14:10 16:10
発 12:20 14:20 16:20

泣き地蔵 発 12:23 14:23 16:23
九品の滝 発 12:31 14:31 16:31
片山 発 12:34 14:34 16:34
大野神社 発 12:36 14:36 16:36
コミセン金勝 発 12:40 14:40 16:40
田舎の元気や 発 12:45 14:45 16:45
手原駅 着 12:48 14:48 16:48

【往路】手原駅⇒金勝寺 【復路】金勝寺⇒手原駅

料金…（詳しくは、栗東市観光物産協会ホームページをご覧ください。）
定員…27 人※乗車先着順

乗車可能区間 大人 小学生
１日フリーパス 手原駅⇔金勝寺 600 円 300 円
片道 乗車する区間により異なります。

（例）手原駅⇒道の駅こんぜの里りっとう・金勝寺 500 円（小学生 250 円）
相互乗車 手原駅⇒道の駅こんぜの里りっとう・金勝寺、上桐生⇒草津駅 700 円 350 円草津駅⇒上桐生、金勝寺・道の駅こんぜの里りっとう⇒手原駅

　※小学生未満は無料　※チケット購入時に障がい者手帳提示の本人と介添者は半額
問合せ…栗東市観光物産協会　☎ 551-0126 ＦＡＸ 551-6158 ホ https://www.ritto-kanko.com/

運行期間…秋季：９月９日 ~11 月 26 日（土・日・祝のみ）
運行運行ダイヤ…

　 春季に引き続き、秋季にも「こんぜめぐりちゃんバス」を運行します。秋の
行楽シーズンに合わせ今年は９月９日から運行開始します。
　好評のおにぎり弁当セットは、お茶付 (320 円）・お茶無（220 円）の２種類です。
　上桐生～草津駅間を運行する路線バスとの相互乗車も従来通りです。

募集はたちのつどい実行委員
　市では平成30年１月７日㈰「栗東芸
術文化会館さきら」で成人式を開催しま
す。そこで、成人式の記念行事「はたち
のつどい」の企画から運営まで、実行委
員として協力していただける人を募集し
ます！一生に一度の成人式を自分たちの
手でつくることは、またとない思い出に
なるはずです。皆で一緒に思い出に残る
成人式をつくりましょう！
内容…記念行事のイベント企画、当日

の運営など
対象…平成９年４月２日~平成10年４

月１日生まれで、平成30年に栗東
市で成人式を迎える予定の人
応募・問合せ…生涯学習課
　☎551-0496　ＦＡＸ552-5544

お知
らせ
お知
らせ９月議会は４日に開会

　平成29年９月定例会は、９月４日
から29日までの26日間の会期で行う
予定です。本会議および委員会審査
は、どなたでも自由に傍聴できます。
　なお、開会時間は９:30 です。
　事情により日程が変わることがあり
ます。
※議場改修工事に伴い、本会議の開催

場所が、協議会室に変更されます。

９月４日㈪ 本会議(議案上程など)

　　11日㈪～
　　13日㈬ 本会議(個人質問)

　　14日㈭・
　　15日㈮ 予算常任委員会

　　19日㈫・
　　20日㈬

総務･環境建設･文教福祉
各常任委員会

　　21日㈭～
　　26日㈫

決算特別委員会
（設置予定）

　　29日㈮ 本会議(委員長報告･採決)

（土・日・祝除く）
問合せ…議会事務局
　☎551-0137　ＦＡＸ551-0146
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①

納税など…介護保険料４期・国民健康保険税４期・市営住宅使用料９月分
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…11 日㈪・20 日㈬　9:00 ～ 12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の



お知
らせ募集「うちエコ診断」受診者募集

　省エネ対策は光熱費などの削減につ
ながります。環境省認定の公的資格を
持つ「うちエコ診断士」が家庭の省エ
ネ・地球温暖化対策のアドバイスをご
自宅や会場で無料で行います。（自治
会や企業などでの住民・職員向けの診
断会の開催も受付けています。）
定員…150世帯※申込先着順
申込締切…12月上旬
申込み・問合せ…滋賀県地球温暖化防

止活動推進センター　☎569-5301

お知
らせ
お知
らせ ご存知ですか年金を増やす付加年金

　国民年金第1号被保険者は、月々の定額
保険料（平成29年度16,490円）に付加保
険料（月額400円）をプラスして納めるこ
とで、将来の老齢基礎年金額に付加年金
が上乗せされ、受け取ることができます。
※2年間で支払った保険料と同額にな

るため大変お得です。

※現在3号被保険者、国民年金基金に
加入中の人はご利用できません。
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

付加年金（年間受取額）の計算式
200円×付加保険料納付月数

　国民年金基金は、第1号被保険者の
人びとが安心して老後を過ごせるよう
基礎年金に上乗せをする公的年金制度
です。掛金は全額社会保険料控除の対
象となり、所得から控除されます。
問合せ…滋賀県国民年金基金
　☎0120-65-4192・566-6633

お知
らせ
お知
らせ 国民年金基金に加入しませんか？

お知
らせ
お知
らせ 平成 29 年秋の全国交通安全運動

　９月21日㈭~30日㈯は、秋の全国
交通安全運動期間です。また、９月
30日㈯は、交通事故死ゼロを目指す
日となっています。
　この機会に改めて交通安全について
意識し、交通事故のない、住みよいま
ちをつくりましょう。
【運動の重点】
◦子どもと高齢者の安全な通行の確保

と高齢運転者の交通事故防止
◦夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗

車中の交通事故防止
◦全ての座席のシートベルトとチャイ

ルドシートの正しい着用の徹底
◦飲酒運転の根絶
【栗東市内人身事故発生状況】

平成29年
（１月~６月）前年同時期比

件数 123件 -31件
死者数 ０人 - １人

負傷者数 155人 -34人
　昨年同時期に比べ、市内の交通事故
件数は市民の皆さんの協力により大幅
に減少しているものの、歩行者や自転
車が巻き込まれる事故は昨年並に発生
しています。交通事故を他人ごとと思
わず、「事故に遭わない、事故を起こ
さない」ように安全確認し、交通ルー
ルを守りましょう。
◆市内のボランティア団体「栗東交通

安全パトロール隊」では、50代～
80代の隊員が交通事故ゼロを目指
し、街頭指導のほか、出前の交通安
全教室などを実施しています。新規
隊員も募集していますので、興味の
ある人は下記へご連絡ください。
問合せ…土木交通課
　☎551-0291　ＦＡＸ552-7000

お知
らせ
お知
らせ第 46 回採石業務管理者試験
試験日…10月13日㈮
場所…県庁新館７階　大会議室
願書受付期間…９月１日㈮~29日㈮
問合せ…県商工観光労働部
　モノづくり振興課　☎528-3791

お知
らせ
お知
らせ

10 月１日現在で
就業構造基本調査を実施

　この調査は、日本の就業・不就業の
実態を明らかにすることを目的とし
て、統計法（国の統計に関する基本的
な法律）に基づき実施する、国の重要
な統計調査です。調査結果は、雇用政
策・経済政策など、国や地方公共団体
における各種行政施策の企画・立案の
ための基礎資料として活用されます。
　調査をお願いする世帯には、９月下
旬に調査員が伺い調査書類をお配りし
ます。パソコンやスマートフォンでも
簡単に回答ができます。調査の趣旨を
ご理解いただき回答ください。
　なお、本調査により集められた情報
は、統計法により厳重に保護されます
ので、安心してお答えください。
問合せ…広報課　統計係
　☎551-0493　ＦＡＸ554-1123

お知
らせ
お知
らせ

市・県民税の年金からの
引落し（年金特別徴収）

　平成29年４月１日時点65歳で、公的
年金の収入がある人は、市・県民税が
年金から引落しされます（年金特別徴
収）。平成28年４月２日から平成29年
４月１日の間に65歳になった人は、６
月と８月（１期･ ２期）はご自身でお納
めいただき（普通徴収）、10月の年金よ
り年金特別徴収が開始となります。
　詳細は平成29年６月９日付けで送
付している「平成29年度 市・県民税
納税通知書」をご確認ください。なお、
国民健康保険、後期高齢者医療保険、
介護保険等の引落し金額が年金支払金
額の半分を超える場合などは市・県民
税は年金からの引落しとなりません。
問合せ…税務課　市民税係
　☎551-0106　ＦＡＸ551-2010

募集 平成３０年度使用 滋賀県
交通安全スローガン

　交通事故のない、安全で住みよい湖
国滋賀を築き、交通安全意識の高揚の
ため、交通安全キャンペーンなどに使
用する「交通安全スローガン」を広く
県民の皆さんから募集します。
募集期間…９月１日㈮~10月31日㈫
募集テーマ…【交通安全部門】県民み

んなで交通安全をすすめる雰囲気があ
ふれる、滋賀県らしい特徴のあるもの。
【自転車条例部門】「滋賀県自転車
の安全で適正な利用の促進に関する
条例」の内容を広く訴えるもの。（平
成29年度から新設）
応募資格…県内在住・在勤・在学の人
応募方法…応募部門・郵便番号・住所・

氏名・年齢・電話番号（学生の場合
は学校名・学年）を明記して、ハガキ、
封書、FAXまたはメールで下記へ

　※作品は自作・未発表のものに限ります。
応募・問合せ…〒520-8577大津市京

町四丁目1-1　滋賀県庁交通戦略課
内　滋賀県交通対策協議会事務局

　☎528-3682　ＦＡＸ528-4837
　メhc0001@pref.shiga.lg.jp

広報りっとう　2017.9.1
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お知
らせ
お知
らせ

栗東市マスコットキャラクターくりちゃんが
ゆるキャラグランプリに参戦中です！

毎日投票して応援してください！
投票期間…11月10日㈮まで
http://www.yurugp.jp/
問合せ…広報課
　☎551-0641　ＦＡＸ554-1123



お知
らせ
お知
らせ マイナンバーカード申請しませんか

　マイナンバーカードには、次のメ
リットがあります。
①本人確認の身分証として利用
②コンビニで証明書の取得が可能
③マイナンバーの証明書類として利用
④各種行政手続のオンライン申請に今

後も利用機会が拡充予定
　申請後、カードの準備ができました
ら「交付通知書」を送付しますので、
受け取りにお越しください。
平日交付時間…8:30～17:00
休日交付日時…９月24日㈰8:30~16:30
問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
らせ 防火防災訪問の実施

　中消防署では、一般住宅の居住環境
の安全度を高めるために、治田東学区
の約2,800世帯の各戸訪問を計画して
いますので、ご協力をお願いします。
◦消防職員は、写真入りの身分証を持

参します
◦消防職員は、物品販売など商行為は

一切しません
◦留守宅には啓発チラシを投函します
実施期間…９月~翌１月
　※事前調整が出来た自治会から実施
問合せ…湖南広域消防局中消防署
　☎552-0119

お知
らせ 上下水道管路調査

　上下水道課では、日々の維持管理や災害発生時の緊急な対応に備え、毎年「水
道施設台帳」・「下水道管路台帳」の更新をしています。
  本年度も、下記のご家庭を対象に調査員が訪問し、水道メーターの位置などの
調査を行います。皆さんのご協力をお願いします。

期間･時間 対象 内容 委託業者 問合せ

上
水
道

 ９月中旬~
 10月中旬
 ８:30~
 ₁₇：₃₀

平成28年度中に給水管の
新設、移設、修理のいずれ
かの工事を実施された家庭
（一戸あたり10分程度）

水 道 メ ー タ ー
ボックスの開閉、
バルブ位置およ
び種類の確認

 ㈱パスコ
上下水道課
上下水工務係
　☎551-0122
　ＦＡＸ554-3866

下
水
道

 ９月中旬~
 10月中旬
 ８:30~
 ₁₇：₃₀

平成28年度中に公共汚水
桝を設置された家庭および
下水道管を布設した地域
（一戸あたり10分程度）

公共汚水桝設置
位 置（ 測 量 ） お
よび構造の確認

 ㈱かんこう
上下水道課
上下水道業務係
　☎551-0123
　ＦＡＸ554-3866

※調査員は、腕章を着用し、市発行の身分証明書を携帯しています。必要に応じ
て、提示を求めてください。

※敷地内に立ち入る時は、原則、事前に声をかけさせていただきます。

お知
らせ
お知
らせ

資源ごみ「ペットボトル」の
出し方が変わります

　再生品の品質向上のため、9月１日
からラベルをはがして出してくださ
い。平成30年３月31日までは移行期
間としますが、平成30年４月１日以
降はラベルをはがしていないペットボ
トルは回収されなくなります。
　今からラベルをはがして出していた
だくよう、ご協力をお願いします。
◆出すときの注意点

◦キャップとラベルは「その他プラス
チック」に分別
◦中身を空にして、水で軽くすすぎつ

ぶす
◦袋などに入れず、直接コンテナへ入れる
問合せ…環境政策課　生活環境係
　☎551-0341　ＦＡＸ554-1123

お知
らせ
お知
らせ

応急手当の必要性と
救急車の正しい利用法
９月９日は「救急の日」

９月３日から９月９日までは
「救急医療週間」

❖応急手当を学びましょう
　応急手当で助かる大切な命を救うため
の、救命講習会を無料で開催しています。
❖まちかど救急ステーション
　（救急協力事業所表示制度）
　その事業所付近で怪我人や病人が発
生した場合に、応急手当などの協力が
できる従業員を有し、AEDを設置し
ている事業所を表しています。
❖救急車を適正に利用しましょう
　一刻を争う傷病者に影響をおよぼすこ
とが懸念されます。尊い命を救うため、
救急車の適正利用にご協力ください。
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 2018 年版 滋賀県民手帳 予約受付中！

　盛りだくさんの内容が、ポケットに
入るコンパクトな一冊にまとめられて
いて便利です！
内容…【日記帳】カレンダー、年齢早

見表、月間予定表、日記、過去５年
間の天気、滋賀県なんでも一番
【各種最新統計資料】滋賀県や県内
市町の主な統計データ
【便利な生活情報】19市町別紹介
ページ、県内官公庁、施設一覧、休
日・夜間診療所、暮らしの相談窓口、
県内郵便番号表
価格…1冊600円（税込）
予約申込方法…９月25日㈪までに、

広報課統計係または、各コミセンへ
※11月上旬にお渡し予定です。
問合せ…広報課　統計係
　☎551-0493　ＦＡＸ554-1123

お知
らせ
お知
らせ

相続登記はお済みですか？
全国一斉！法務局休日相談所

日時…10月１日㈰10:00~16:00
場所…イオンモール草津２階
　　　イオンホール
内容…相続、贈与などの登記、土地の境

界、会社法人の設立・変更、人権に関
すること、戸籍に関すること、供託に
関すること、遺言・公正証書など

相談担当…法務局職員、公証人、司法書
士、土地家屋調査士、人権擁護委員

※相談・入場無料、予約優先
【同時開催】司法書士による公開講座

　「未来につなぐ相続登記」

　13:30~14:30　定員50人※要予約
予約受付…９月29日㈮17:00まで
予約・問合せ…大津地方法務局
　総務課　☎522-4772

お知
らせ
お知
らせ

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

　高齢者や障がい者に対する暴行・虐
待などは、依然として数多く発生して
います。これらの人権問題に悩む、皆
さんからの相談に応じます。
　相談は無料、秘密は厳守します。

全国共通人権相談ダイヤル
０５７０－０

ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

０３－１１０
期間…９月４日㈪~10日㈰
時間…８:30~19:00（土･日は10:00~17:00）
※平日の９:30~16:30は、面談相談も受付
相談内容…高齢であること・障がいが

あることを理由とした差別や嫌がら
せ、高齢者・障がい者に対する暴行
や虐待などのさまざまな人権問題

相談担当者…人権擁護委員・法務局職員
※この期間以外にも、平日の８:30~
　17:15に、人権擁護委員・法務局職

員が相談に応じています。
問合せ…大津地方法務局人権擁護課
　☎522-4673
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日時…10月１日㈰14:00~17:00
場所…滋賀医科大学臨床講義棟２階
　　　臨床講義室３
内容…公開講座「神経発達症や愛着症

への治療と支援」講師：福井大学 
子どものこころの発達研究センター 
客員教授 杉山登志郎さん
定員…300人※申込先着順
申込方法…９月25日㈪までに電話ま

たはFAXで下記へ
申込み・問合せ…滋賀医科大学 小児

発達支援学講座　☎・ＦＡＸ548-2914

講座・
教室 児童思春期・精神保健医療研修会

講座・
教室「子どもの健康週間」記念公開講座
日時…10月７日㈯13:30~16:00
場所…滋賀医科大学臨床講義棟２階
　　　臨床講義室３
対象…一般県民
内容…基調講演「和食の朝食で健康づ

くり～あなたはご飯派？パン派？
～」講師：京都府立大学大学院 生
命環境科学研究科 健康科学研究室 
教授 東あかねさん
公開講座①「『子ども食堂』の豊か
な力と、活動から見えてくること」、
②「学校給食を中心とした多賀町の
食育の取組～多賀を愛する子どもの
育成を図る～」、
③「子どもの肥満、食生活とアレル
ギー」
定員…300人※申込先着順
申込方法…９月29日㈮までに電話ま

たはFAXで下記へ
申込み・問合せ…滋賀医科大学　小児

発達支援学講座内　滋賀県小児保健
協会　事務局　☎・ＦＡＸ548-2914

催し 淡海荘創立５０周年
いきいきふれあい祭

～地域に根ざした施設を目指して～
　淡海荘は今年で創立５０年を迎えま
した。記念行事として、秋祭りを行な
います。
　大抽選会や子ども向けコーナーも設
けます。ぜひ、地域の皆さんもお誘い
合わせてお越しください。
日時…10月21日㈯13:30~15:30
場所…特別養護老人ホーム　淡海荘
　玄関前駐車場（栗東市出庭697-1）
申込み…不要　
問合せ…特別養護老人ホーム　淡海荘
　☎552-1224

お知
らせ
お知
らせ

ＪＲ琵琶湖線「栗東駅」
エレベーター設置工事

　本市では、ＪＲ琵琶湖線「栗東駅」
のバリアフリー化のため、自由通路
（西口）・駅構内上下線へのエレベー
ター設置工事を実施します。
　工事期間中はご迷惑をお掛けします
が、ご理解をお願いします。
工事期間…９月11日㈪~翌３月31日㈯
問合せ…土木交通課
　☎551-0291　ＦＡＸ552-7000

お知
らせ
お知
らせ

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」
10/29 ㈰東京・日本橋にオープン！

　滋賀の魅力を見て、触れて、食べて
感じることのできる拠点が、オープン
します。
場所…東京都中央区日本橋二丁目7-1
　　　東京日本橋タワー
１階…滋賀県産の食品・工芸品などの

物販、地酒バー、テイクアウトコー
ナー、観光案内など
２階…滋賀の食材を使った
　本格的な和食ダイニング
屋上…テラス席、季節に
　あわせたイベントなど
問合せ…滋賀県東京本部情報発信拠点

　☎03-6225-2951

「ここ滋賀」
ホームページ

催し 第 31 回大津矯正展
日時…９月16日㈯10:00~16:00
　　　９月17日㈰９:30~15:00
場所…滋賀刑務所
内容…施設見学、DVD放映、各種展

示、ステージイベント、刑務所作業
製品の展示販売、野菜販売、模擬
店、子ども刑務官制服着用体験など

問合せ…滋賀刑務所（大津市大平1-1-1）
　☎537-3271

「やる気・元気を応援します！」
スキルＵＰ で 新戦力！

　滋賀県では、中小企業で働く皆さん
のスキルアップを応援しています。現場
の最前線で頑張っておられる皆さんに職
場で仕事を任せられるたくましい社員を
目指していただきます。「５S」を活用
した職場環境改善の姿勢とスキルについ
て、経験豊富な専門講師から分かりやす
く実践的に身につけていただけます。社
員研修にぜひ御活用ください。
日時…10月11日㈬９:30~16:30
会場…守山市民ホール２階 学習室１
講師…(株)クリエイション 主任コンサル

タント 中小企業診断士 今村敦剛さん
対象者…中小企業で働く社員（業種不

問、若手～リーダークラスの人）
定員…25人程度※申込多数の場合は抽選
参加費…無料
申込方法…９月28日㈭までに電話ま

たはFAXで下記へ
申込み・問合せ…

　滋賀県立高等技術専門校　草津校舎
　☎564-3296　ＦＡＸ565-1867

講座・
教室

滋賀県中小企業人材育成促進事業
『現場の基本力』研修

講座・
教室 りっとう創業塾３期生募集
　創業に必要な心構え・さまざまな知
識を習得することを目的に「りっとう
創業塾」を開催します。
　創業に興味がある人、創業５年以内
の人なら誰でも参加できます。
　本事業は「特定創業支援事業」であ
り、修了者には創業時に利用できるさ
まざまな特典があります。
日時…10/ ４･ ６･11･18・20・25、
　11/ １･ ８･10･15　全10日
　19:00~21:00※初回のみ21:30まで
場所…ウイングプラザ４階　研修室
受講料…6,000円（テキスト代込）
定員…30人※申込先着順
※内容・申込方法など詳細は栗東市商

工会ホームページをご覧ください。
問合せ…栗東市商工会　経営支援課
　☎552-0661　ＦＡＸ553-5263
　ホhttp://www.rittosci.com/

講座・
教室 子育て講座
❖英語で遊ぼう
日時…10月18日㈬10:30~11:30
場所…治田児童館
内容…親子で英語に親しむ
講師…循環型社会創造研究所えこら
　　　代表　藤田アニコーさん
対象…市内在住で１歳半以上の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
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
申込期間…10月２日㈪~ ６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

・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 むつみ園 ふれあいまつり
日時…９月23日㈷11:00~14:00
場所…むつみ園（草津市山寺町）
内容…打楽器演奏、手話、模擬店、江州音

頭、自主製品・野菜販売、抽選会など
◆古新聞や空き缶を持参しリサイクル

に協力すると、お菓子を進呈します。
◆まつりを手伝ってくださるボラン

ティアさんも募集しています。
問合せ…むつみ園☎　565-1456

催しグラウンドゴルフ大会
日時…10月21日㈯13:00~16:00
　　　(受付13:00~13:15)
場所…滋賀県立精神医療センター
　グラウンド(草津市笠山八丁目4-25)

※雨天時は滋賀県立障害者福祉セン
ターアリーナ
対象…どなたでも　参加費…無料
定員…48人※申込先着順　
　※障がいのない人は12人まで
内容…全16ホールで行います
　※雨天時は８ホール
申込期間…９月１日㈮~ ９月30日㈯
申込み・問合せ…滋賀県立障害者福祉センター
　☎564-7327　ＦＡＸ564-7641
　ホhttp://www.shiga-fukushi-center.com/

催し 手原駅マルシェ
　日頃のご利用に感謝し、週末の帰宅
時間帯に開催します。
日時…９月22日㈮15:00~19:00
場所…JR手原駅コミュニティ広場
内容…栗東のええもん・うまいもん、くり

ちゃんグッズ、泉州タオルなどの販売
問合せ…栗東市観光物産協会
　☎551-0126　ＦＡＸ551-6158

催し 日本オストミー協会
「地域相談会」

日時…９月16日㈯13:30~15:30
場所…男女共同参画センター 研修室Ａ
　（近江八幡市鷹飼町80-4）
内容…①講演「演題未定」講師:近江

八幡市立総合医療センター 皮膚･排
泄ケア認定看護師 近野由美さん

　②個別相談会
対象…オストメイトとその家族
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 認知症啓発イベント
「オレンジリングフェスタ栗東」

　年齢を問わず認知症について知って
もらうため「オレンジリングフェスタ
栗東」を開催します。認知症や介護
に関するさまざまな情報の展示コー
ナー、認知症サポーター養成講座、頭
の体操教室のほか、お子さまに人気の
バルーンアートやダンボールハウスづ
くりなどのイベントも開催します。
日時…10月１日㈰13:00~15:00
場所…なごやかセンター　参加費…無料
対象…どなたでも（申込不要）
問合せ…地域包括支援センター
　☎551-0285　ＦＡＸ551-0548

休館日…９月４日㈪・11日㈪・25日
㈪、10月２日㈪

栗東芸術文化会館さきら
☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272

市民体育館・市内体育施設の休館日…
　9月４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日
㈪、10月２日㈪・10日㈫

❖国民体育大会等出場支援金交付
　国民体育大会や全国障害者スポーツ
大会に出場される団体および個人を対
象に、支援金を交付します。
対象…国民体育大会および全国障害者

スポーツ大会に出場する栗東市在住
の選手・監督など
申請・問合せ…栗東市体育協会
❖栗東市テニス協会　男子シングル

ス・女子ダブルス大会
日時…10月１日㈰9:00~16:00
　　　雨天予備日10月８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
申込方法… ９月22日㈮17:00までに、

参加費を添えて栗東市体育協会へ
問合せ…栗東市テニス協会　西井
　☎090-3843-5904
❖第37回栗東市ソフトボール選手権大会
日時…10月８日㈰９:00～
　　　雨天予備日10月15日㈰
場所…野洲川運動公園ソフトボール場
対象…市内事業所・クラブのチーム
　　　※高校生以上
参加費…1,000円/1チーム
申込方法…９月29日㈮16:00までに、

参加費を添えて栗東市体育協会へ
問合せ…栗東市ソフトボール協会　奥野
　☎・ＦＡＸ553-9092

❖第8回びわこ栗東ラージボールオー
プン卓球大会
日時…10月８日㈰９:00～
会場…栗東市民体育館
競技種目…

①混合ダブルス/129歳以下、130
歳以上、140歳以上の部
②男子シングルス/59歳以下、60歳
以上、70歳以上の部
③女子シングルス/59歳以下、60歳
以上、70歳以上の部
対象…オープン（制限なし）
競技方法…３～４組によるリーグ戦

後、順位別決勝トーナメント戦また
は順位別決勝リーグ戦
参加費…ダブルス1,500円、シングル

ス1,000円※当日徴収
申込方法…９月23日㈷までに氏名・

学校名（小・中学生）・参加クラス・
電話番号を明記してFAXで下記へ

申込み・問合せ…栗東市卓球協会 片山
　☎090-5668-9393　ＦＡＸ551－2282

❖第16回秋の歩こう会
　「伊賀上野歴史探訪ウォーキング」
日時…10月21日㈯7:15～17:00
　　　雨天予備日10月28日㈯
定員…40人※申込先着順
参加費…1,500円※入館料、保険代含
　※電車代は実費
行程…手原駅集合( ７:15)→上野市駅

( ９:01) ～本町通り～寺町通り～栄楽
館～蓑虫庵～伊賀上野城（昼食）俳聖
殿～鍵屋ノ辻～旧崇廣堂～西大手駅
（15:47）→手原駅到着(17:26予定)《７
kmの行程》※「→」は電車移動

持ち物…弁当、水筒、タオル、帽子、
雨具など
申込み･問合せ…９月16日㈯９:00か

ら受付け。参加費を添えて栗東市体
育協会へ※電話申込可（ただし、窓
口申込を優先で受付け）

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

❖第13回健康づくり事業
　秋の健康測定会
　骨量や肥満度など普段の健康診断で
は測れない身体年齢を測ってみよう！
日時…９月30日㈯９:30～15:00
　※受付は14:30まで
場所…栗東市民体育館　第2アリーナ
対象…どなたでも

※体験鍼灸マッサージコーナーは人
数制限あり
参加費…無料
申込み･問合せ…栗東市体育協会
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催し 介護実践事例発表会
「介護・新時代への挑戦～介護を変える、未来をつくる～」

　たとえ認知症になっても、住み慣れたまちで暮らし続け
るためには、地域住民の認知症に対する正しい理解が必要
です。認知症700万人時代の到来を目前に控え、認知症予
防や重症化防止、要介護状態改善について一緒に考えてみ
ませんか。当日はデイサービス利用者の発表を通して、地
域の皆さんへ「元気」を発信します。
日時…10月３日㈫14:00~16:00　
場所…さきら　小ホール　参加費…無料
申込み・問合せ…らっく介護サービス
　☎552-6661　ＦＡＸ552-6662

　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

日 月 火 水 木 金 土

１ ２
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

17 18 19 20 21 22 23
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 済 済

24 25 26 27 28 29 30
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 近 済
10/1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 守 草
８ ９ 10 11 12 13 14

済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 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

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】

　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

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（９月１１日~１０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16日~
平成29年４月30日 ９月13日㈬

平成29年５月１日~
平成29年５月15日 ９月22日㈮

１ ０ か 月 児

平成28年11月１日~
平成28年11月15日 ９月20日㈬

平成28年11月16日~
平成28年11月30日 10月６日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成28年３月１日~
平成28年３月15日 ９月14日㈭

平成28年３月16日~
平成28年３月31日 ９月28日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成27年３月14日~
平成27年３月31日

９月21日㈭
(※午前)

平成27年４月１日~
平成27年４月15日

10月５日㈭
(※午前)

３歳６か月児
（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成26年３月16日~
平成26年３月31日 ９月21日㈭

平成26年４月１日~
平成26年４月15日 10月５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)や、感染症で来

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
９月11日㈪・25日㈪

10月10日㈫ なごやかセンター ９:00~10:30

※予約不要９月15日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西
９月22日㈮ コ ミ セ ン 葉 山

乳幼児健康相談（身体測定・育児相談）

実 施 日 受 付 時 間 相談担当者
10月２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。

胃がん検診 肺がん検診
肺がん・結核検診

期日・場所

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 -

10月13日㈮
なごやかセンター

10月13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（健康増進課へ要事前申込）
◦胃がん検診…40 歳以上の人　◦バリウム検査
◦肺がん検診…40 ～ 64 歳の人
　肺がん・結核検診…65 歳以上の人
◦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。

９月24日～30日は結核予防週間です

❖医療機関で受ける検診（医療機関へ要事前申込）
◦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
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休館日…９月４日㈪・５日㈫・11日㈪・12
日㈫・18日㈷~20日㈬・25日㈪~27日㈬、
10月２日㈪・３日㈫・９日㈪~11日㈬

❖9月のテーマ展示（本館・西館）　
『こうしてできました』
　私たちの暮らしはさまざまなモノか
ら成り立っています。毎日当たり前の
ように目にしているモノは、どのよう
な発想・工夫・改良・努力を重ねて今
日に至ったのでしょうか。ヒット商品
誕生秘話や日本の産業を支えた技術者
たちの実話など、モノのできるまでに
関する本を集めました。

❖中高生紙上バトル
　くりちゃんブック大賞
　中高生からオススメ本の紹介文・紹介
イラストを募集し、皆さんの投票で「く
りちゃんブック大賞」を決定します。
募集期間…９月６日㈬~10月８日㈰
投票期間…10月27日㈮~11月19日㈰
　応募用紙・応募箱は市内の中学・高
校と図書館に設置しています。

❖子育て絵本講座
　家庭での読み聞かせに役立つ絵本の
選び方や読み方、楽しみ方のお話です。
日時…西館10月３日㈫･本館10月４日

㈬　10:30~11:30※内容は同じです。
どちらか1回をお申込みください。
対象…市内在住で、就学前の子どもが

いる保護者。昨年までに、この講座
を受けていない人。

定員…各15人※お子さん連れで参加する
場合は、申込み時にお知らせください。
申込方法…本館で受付９月７日㈭から

※電話申込可
※10月３日㈫は休館日のため、通常の利

用はできません。講座のみ開講します。
❖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…９月23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…９月２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…９月９日㈯11:00～
内容…絵本の読み聞かせほか

図書館 本館  ☎553-5700 ＦＡＸ554-0792　西館  ☎554-2401 ＦＡＸ554-2501

休館日…9月4日㈪・11日㈪・19日㈫・
25日㈪、10月２日㈪～13日㈮

❖平和のいしずえ2017
　～資料で見る戦争の時代～
　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。
会期…９月２日㈯~10月１日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
展示解説会…９月２日㈯
　　　　　　14:00~14:30

❖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…９月16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…９月６日㈬　参加費…200円

催し 「治田東スケッチクラブ・
赤坂絵画クラブ合同展」

　栗東歴史民俗博物館近辺に住むス
ケッチ愛好家たちによる作品展です。
会期…９月27日㈬~10月１日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 研修室
問合せ…辻　☎553-7338

栗東歴史民俗博物館　☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

休園日…9月４日㈪・５日㈫・11日㈪・12
日㈫・19日㈫～21日㈭・25日㈪・26日
㈫、10月２日㈪・3日㈫・10日㈫~12日㈭

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

まだまだ暑い日が続きますが、夕暮
れ時が近づくと虫たちの声が聞こえ
てきて秋の気配が感じられます。

❖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初秋の森
日時…９月３日㈰・24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…９月10日㈰・17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【お月見ウサギ】
日時…９月10日㈰・24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
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