
催し 京都競馬場 競馬観戦教室
日時…11月３日㈷10:00~16:30
場所…JRA京都競馬場
　　　※現地集合・解散
内容…セミナー受講後、
　　　実際に競馬を
　　　楽しみます。
対象…20歳以上の人　定員…20人
参加費…3,000円（昼食代込）
申込方法…はがき（１枚につき２人ま

で）に住所・氏名・年齢・職業・電
話番号を記入して下記へ

申込期限…10月13日㈮※当日消印有効
　※応募者多数の場合は抽選
申込み・問合せ…〒520-3047　
　栗東市手原三丁目1-30（手原駅２階）
　栗東市観光物産協会
　☎551-0126　ＦＡＸ551-6158

百年先のあなたへ
百年先の栗東はどうなっているだろう
あなたたちへの預かりもの
こころ安らぐふるさと風景
～わがまち栗東～
この美しい風景を守り育て
あなたたちへ
しっかりと手渡したい

栗東市景観条例 前文より

募集 パブリックコメント
❖「百年先のあなたに手渡す栗東市景

観計画」の見直し案
募集期間…10月２日㈪~23日㈪
資料の閲覧場所…都市計画課、市ホー

ムページ、情報公開コーナー（市役
所１階）、各学区コミセン
問合せ…都市計画課　まちづくり係
　☎551-0116　ＦＡＸ552-7000

お知
らせ 市営住宅入居者募集

　次のとおり、市営住宅入居者の募集を行います。申込みは、部屋ごと（重複申
込みは不可）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…11月１日㈬~10日㈮９:00~17:00（土・日・祝日を除く）
募集する住宅…公営住宅（入居可能日：12月下旬以降）

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 Ｆ2-2 3DK 19,500~38,200 有 有 無 一般

手原 214 3DK 24,400~47,900 有 有 有 一般
302 3DK 24,300~47,600 有 有 有 一般

下戸山 213 2DK 18,300~35,900 有 有 有 シルバーハウジング注

注…60歳以上の独り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
うに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、申込み資格があります。詳しくはお問合せください。

資格要件（詳しくはお問合せください）…①本市内に６か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158,000円以下である、⑤現在住宅に困窮している（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
受付・問合せ…住宅課　住宅係　☎551-0347　ＦＡＸ552-7000

催し 平成 29 年度市政功労者表彰式
まちづくり講演

日時…11月３日㈷10:00～12:00
場所…なごやかセンター　集会室
内容…・10:00～市政功労者表彰式

・11:00～基調講演

「いつまでも住み続けたくなる安心な元気都
市栗東」講師：龍谷大学社会学部コミュニティ
マネジメント学科准教授 笠井賢紀さん
　パネルディスカッション

「20年後の栗東市を語ろう」
問合せ…

　表彰式：元気創造政策課　秘書係
　　☎551-0102　ＦＡＸ553-1280
　講演：広報課　広報広聴係
　　☎551-0641　ＦＡＸ554-1123

お知
らせ
お知
らせ

平成 30 年度入学
小学１年生の健康診断

　平成30年４月に小学校へ入学する
幼児の「就学時健康診断」を実施しま
す。この健康診断は、学校保健安全法
に基づき小学校入学前に心身の発達状
況や疾病の有無などを診断し、治療勧
告や保健上必要な助言を行います。必
ず受診してください。所要時間は、２
時間程度です。
対象…平成23年４月２日~平成24年

４月１日生まれの幼児
※対象者には、9月中旬に封書で案内

しています。
会　場 実施日 受付時間

治田東小学校 10月17日㈫  13:00~
　 13:30
（厳守）

金 勝 小 学 校 10月20日㈮
治 田 小 学 校 10月31日㈫

※各小学校とも駐車スペースが限られ
ています。車での来場はご遠慮くだ
さい。

※指定の期日に受診できないときは、
事前に下記までご連絡ください。
問合せ…学校教育課 学校保健係
　☎551-0130　ＦＡＸ551-0149
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①

納税など…市営住宅使用料10月分、介護保険料５期、固定資産税３期、国民健康保険税５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㈫・20 日㈮　9:00 ～ 12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の

児童手当の支払い…10月期（６～９月分）の支払いは10月10日㈫です。



お知
らせ
お知
らせ 消費税の軽減税率制度説明会

　準備はまだまだ先？いいえ、そろそ
ろスタートです！
日時…10月24日㈫15:20～、
　11月22日㈬15:00～
　（各回とも１時間程度）
会場…さきら　対象…どなたでも
※会場の収容人数を超えた場合には、

受付を終了する場合があります
※駐車場は、有料です
◆各税務署では、11月まで、随時、

軽減税率制度説明会を開催していま
す。詳しくは、国税庁ホームページ
のバナー「消費税軽減税率制度」を
クリックしてご覧ください。

問合せ…草津税務署 法人課税第一部門
　☎562-1315（内線６１３）

※音声ガイダンスに沿って、「２」
を選択してください。

お知
らせ
お知
らせ 10 月は年次有給休暇取得促進期間です！

　年次有給休暇は、労働基準法で定め
られた労働者に与えられた権利です。
◆働いている皆さんへ

仕事を計画的に進めていけるように、
年次有給休暇についても職場と調和
を図り計画的に取得しましょう。

◆経営者の皆さんへ
来年(度)の事業計画を検討するに当
たっては、従業員の年次有給休暇取
得を考慮し年次有給休暇を取得しや
すい職場づくりに取り組みましょう。

問合せ…滋賀労働局　雇用環境・均等室
　☎523-1190　ＦＡＸ527-3277

お知
らせ
お知
らせ

栗東市国民健康保険に加入されている 40 ～ 74 歳のみなさん
今年の特定健診、もう受診されましたか？

　特定健診は、生活習慣病を予防する
ための大事な健診です。まだ受診して
いない人は、県内実施医療機関で11
月30日までに受診しましょう。
持ち物…国民健康保険被保険者証、特

定健診受診券、記入済み質問票、前
年度の健診結果票（お持ちの人のみ）
自己負担金…無し
※受診券を紛失した場合は再発行しま

すので、下記へ連絡ください。
※11月30日までに受診できない人は、

有効期限を12月31日に延長するこ
とが出来ます。延長を希望される
人は下記へ連絡ください。（ただし、
11~12月は、インフルエンザの予防
接種等により医療機関が混み合うた
め、早期受診にご協力ください。）

※現在治療中の人や、医療機関で検査
を受けている人も特定健診の対象者
です。「治療中だから健診は不要」
という人は、医療機関からの治療中
データの提供にご協力ください。
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

ご存じですか？行政相談委員
～困ったら　一人で悩まず　行政相談～

10月16日㈪から22日㈰は行政相談週間
　行政相談委員は、皆さんの身近な相
談相手として、国の事務に関する苦情
などの相談を受け付け、助言や関係行
政機関に対する通知などを行っていま
す。相談は無料で、秘密は厳守されま
す。予約も不要です。
相談日…毎月10日・20日
　※土・日・祝日の場合は、次の平日
　９:00~12:00
※毎月10日は、社会福祉協議会が実

施する「心配ごと相談」と同時開催
場所…なごやかセンター　相談室
行政相談委員…

　奥村眞成・永尾道雄・鈎敦子
問合せ…滋賀行政評価事務所行政相談課
　☎523-1100
インターネットによる行政相談受付
　https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

栗東市担当の行政相談委員に
滋賀行政評価事務所長から感謝状

　本市の行政相談委員の鈎敦子さん（安
養寺）が、永年の行政相談活動の業績を
高く評価され、滋賀行政評価事務所長か
ら感謝状が贈呈されました。
　心からお慶び申しあげますとともに、
今後益々のご活躍を期待しています。

お知
らせ
お知
らせ 浄化槽の法定検査

　浄化槽の設置者（管理者）は、浄化
槽が正常に機能し生活排水などが十分
浄化されていることを確認するため、
保守点検や清掃とは別に、「法定検査」
を毎年１回受けることが法律で義務付
けられています。
　浄化槽をお使いの人は毎年１回、必
ず法定検査を受けてください。
◆法定検査についての問合せ先
◦11人槽以上の浄化槽
　（公社）滋賀県生活環境事業協会
　　☎554-9271
◦10人槽以下の浄化槽
　栗東総合産業㈱　☎552-1711

（治田、治田西、治田東、大宝、大
宝西、大宝東、金勝学区および日吉
が丘自治会）

　日映興業㈱　☎552-8311
（葉山、葉山東学区（日吉が丘自治
会を除く））
問合せ…環境政策課
　☎551-0336　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

　顔写真付き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される予定です。
　この機会にぜひマイナンバーカード
を申請してください。
※申請した人には、カードの準備がで

き次第「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…10月29日㈰8:30~16:30
問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　ＦＡＸ553-0250

　市内の皆さんから寄せられた募金は
「栗東のまちをよくする」ため、皆さ
んの身近なところで活用され、地域福
祉活動を支える大きな力となります。
　ご協力お願いします。
問合せ…栗東市共同募金委員会
　（栗東市社会福祉協議会内）
　☎554-6125
　ＦＡＸ554-6106

お知
らせ
お知
らせ

10 月１日から全国一斉に
「赤い羽根共同募金運動」が始まります 募集 JICA ボランティア

　技術や経験を生かし、開発途上国の
人びとと共に生活し、相互理解を深め
ながら行う海外でのボランティアで
す。日本政府のODA（政府開発援助）
の一環として、国際協力機構（JICA）
が実施する事業です。
募集期限…11月１日㈬12:00まで
応募資格…◦青年海外協力隊／日系社

会青年ボランティア：20~39歳の日
本国籍を有する人
◦シニア海外ボランティア／日系社
会シニア・ボランティア：40~69歳
の日本国籍を有する人

問合せ…(独)国際協力機構関西国際セ
ンター（JICA関西）　

　☎078-261-0352
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お知
らせ
お知
らせ 年金相談（予約制）

　年金に関するご相談は、予約制によ
る年金相談を実施しています。
　また、街角の年金相談センター草津
(近鉄百貨店草津店5階)でも、実施し
ていますのでご利用ください。
◆草津年金事務所
予約可能相談開始時間…

平日８:30~11:00、13:30~16:00
第２土曜９:30~11:00、13:15~15:30

申込み・問合せ…☎567-1383
　☎0570-05-1165(ねんきんダイヤル)
◆街角の年金相談センター草津
予約可能相談開始時間…

平日８:30~10:00、15:00~16:00
申込み・問合せ…☎564-4311
※ご連絡の際は、基礎年金番号のわか

る年金手帳や年金証書をご準備くだ
さい。

講座・
教室 トレーニング機器利用講習会
　あなたらしい暮らしのために身体づ
くりをしてみませんか？
日時…11月２日㈭･ ９日㈭･16日㈭･
　30日㈭　全４回　13:30~16:00　
場所…なごやかセンター内　機能回復訓練室
内容…講義と実技指導　
対象…65歳以上の市民
定員…15人※申込先着順　
参加費…200円/ １回
持ち物…お薬手帳、筆記用具、水分補

給できるもの
※申込時に健康状態をお伺いします。

場合によっては主治医の意見書をい
ただいたり、参加を見合わせていた
だくことがあります。

※全４回の講習会を修了された人に利
用者証を発行します。

※ 講 習 会 修 了 後 は 月~金 曜 日 の
８:45~12:00に週２回程度、月額
1,000円で機器を利用可能。
申込み・問合せ…長寿福祉課
　☎551-0198　ＦＡＸ551-0548

講座・
教室 RIFA 英会話講座【後期】
期間…

　11月９日~翌３月１日　全14回（木曜日）
　　初級（午前）、中級・上級（午前・午後）
　11月６日~翌３月５日　全14回（月曜日）
　　初級（午後）
場所…コミセン大宝東
クラス…全６クラス（全て英語で進行）
レベル 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※申込先着順
　（最少開講人数　各クラス７人）
受講料…一般14,000円、会員11,000円
申込方法…10月16日㈪９:00から電話、FAX、

メールまたはホームページで申込み
申込み・問合せ…栗東国際交流協会
　（自治振興課内）　☎551-0293
　（月~金曜日９:00~17:00）ＦＡＸ551-0432
　メmail@rifa.jp　ホhttp://rifa.jp/

講座・
教室 知って得する講座
日時…10月17日㈫10:00~11:30
場所…コミセン治田東　大会議室
内容…【講話「自分の生き方」～ステ

キにおしゃれを楽しもう～】
講師：山本文子さん（メイクアップ
講師、腸・エステセラピスト）
【元気いっぱい！～楽しいひとときを～】
講師：ちあばーる夢組（平均年齢
64歳のチアダンスグループ）　
持ち物…スカーフやマフラー、筆記用

具・飲み物
参加費…無料　　
主催…社会教育ボランティア「もくもく会」
申込期限…10月16日㈪
申込み・問合せ…生涯学習課
　☎551-0145　ＦＡＸ552-5544

催し第 22 回大宝西ふれあい解放文化祭
差別に気づくアンテナを！学んで知って行動へ！
　人と人がふれあいつながることで部
落差別をはじめとするあらゆる差別を
なくし、人権を大切にする意識を高め
るために開催します。
日時…10月21日㈯11:00～、22日㈰10:30～
場所…美里自治会内、ひだまりの家
内容…模擬店、人権啓発劇の発表など
問合せ…ひだまりの家
　☎552-1000　ＦＡＸ552-1154

お知
らせ
お知
らせ

農地中間管理機構への
平成 29 年度申込受付

　農地中間管理事業は「農地中間管理
事業の推進に関する法律」により実施
されている農地の賃借の仕組みです。
　平成29年滋賀県の2回目の申込み受
付を行います。
　農地の貸付・借受希望者は下記へ。
受付期限…11月10日㈮まで
　土・日・祝日を除く８:30~17:15
申込み・問合せ…農林課☎551-0124
　栗東市農業協同組合営農課
　　☎552-0575
　滋賀県農地中間管理機構大津・南部支所
　　☎516-4570
　(公財)滋賀県農林業担い手育成基金
　　ホhttp://shiganou.com/

お知
らせ
お知
らせ「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）

　「国の教育ローン」は、高校、短大、
大学、専修学校、各種学校や外国の高
校、大学などに入学・在学するお子さ
んのいるご家庭を対象とした公的な融
資制度です。
融資額…350万円以内/子ども１人
金利…年1.81％　固定金利

※「母子家庭」などは年1.41％
※平成29年７月12日現在
返済期間…15年以内

※「母子家庭」などは18年以内
問合せ…教育ローンコールセンター　

☎0570-008656（ナビダイヤル）
　☎03-5321-8656

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「絵手紙で年賀状作り」

日時…11月25日㈯９:30~12:00
場所…コミセン治田東
講師…宮川眞由美
定員…30人※申込み先着順
申込期限…11月17日㈮
申込み・問合せ…くりちゃん絵手紙
　　代表 宮川眞由美　☎552-0932
　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
❖離乳食講座（初期～中期）
日時…11月１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…お問合せいただくか、セン

ターだよりをご覧ください
申込期間…10月23日㈪~25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 第 41 回栗東市美術展
日時…11月１日㈬~ ５日㈰10:00~17:00
　※２日㈭は19時まで、５日㈰は16時まで
会場…さきら 小ホール・展示室、練習室４
展示作品…平面・立体・工芸・書・写真
入場料…無料
※車での来場はさきら駐車場をご利用ください。（有料）
問合せ…栗東市美術展実行委員会
　（スポーツ・文化振興課内）☎551-0318

催し 栗東青年会議所 公開例会
日時…10月12日㈭19:00~21:00
　　（18:30開場）
場所…栗東市商工会館３階　研修室E
内容…行政・企業・市民が連携したま

ちづくりについて
講師…(株)たねや 代表取締役社長
　山本昌仁さん、栗東市長　野村昌弘
定員…100人　参加費…無料
問合せ…栗東青年会議所　例会委員会 
　090-6552-3332（鈴木）

❖高齢者手作り作品交流展　
日時…11月８日㈬13:00~11日㈯12:00
場所…なごやかセンター
内容…絵画、書、写真、工芸、手芸、

文芸作品の展示
申込締切…10月27日㈮（申込用紙は

各コミセン、老ク連に設置）
作品搬入…11月７日㈫13:00~15:00
作品搬出…11月11日㈯12:00~14:00
❖高齢者生きがい実践交流会
日時…11月11日㈯９:30~12:00
場所…なごやかセンター
内容…【講演】「管理栄養士が教える“老

化を遅らせる食事のコツ”」講師：健
康増進課　浅野　【舞台発表】２団体

❖体験教室　※申込必要
料理教室…11月10日㈮９:30~12:30
健康体操…11月10日㈮13:00~15:00
場所…なごやかセンター
申込み・問い合せ…栗東市老人クラブ

連合会事務局　（火曜日～金曜日
　10:00～15:00）☎554-6108

催し 栗東市高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業

催し 第 11 回東海道ほっこりまつり
　今年も岡・目川地区の旧東海道の一
部を車両完全通行止めにして開催しま
す。歴史街道を活かしたイベント、模
擬店などで東海道の歴史・文化の雰囲
気を味わい「ほっこり」できるまつり
です。ぜひお越しください。
日時…10月22日㈰10:00~19:30

※交通規制は９:00~20:30※小雨決行
場所…栗東市岡・目川　旧東海道
主催…東海道ほっこりまつり実行委員会
ホhttp://toukaido-hokkorimatsuri.blogspot.jp/

❖囲碁将棋大会
日時…10月22日㈰10:00~16:00
　　　受付９:30
会場…さきら　和室・研修室
内容…囲碁、将棋とも上･中･初級に分

かれて対戦
参加費…無料※駐車料100円サービス券あり
申込み…当日会場にて受付

❖菊花展
日時…11月１日㈬~ ３日㈷
　９:00~17:00※最終日15:00まで
会場…さきら　アトリウム
入場料…無料

❖短歌・俳句作品募集
　11月11日・12日の「作品展」に展示。特選作
品には賞状と盾、応募者には参加賞があります。
応募期限…10月18日㈬
応募規定…自作未発表の作品で、短歌

２首以内、俳句３句以内
応募方法…官製はがきの裏面に作品を縦書

きで書き、住所・氏名・電話番号を明記
して、封書、FAXまたは直接下記へ

応募…〒520-3031　栗東市綣２- １-28
　栗東芸術文化会館さきら内
　栗東市文化協会事務局　ＦＡＸ551-2272

作品募集中！どなたでも、
どんな菊でも１点から出展できます。
出展者には参加賞があります。

 搬入日時…10月31日㈫10:00~12:00 
 搬出日時…11月３日㈷15:00~16:00
 ※搬入搬出は各自でお願いします。
 申込期限…10月25日㈬16:00

❖作品展・いけばな体験教室
日時…11月11日㈯10:00~16:00
　　　11月12日㈰10:00~15:30
会場…さきら　小ホール　
内容…各流派のいけばな展示、短歌・

俳句・古文書の作品展示、公募作品
の入選作発表
入場料…無料
【いけばな体験教室】

定員…20人※各日11時から先着順
対象…高校生以下　参加費…無料
❖呈茶席
日時…11月11日㈯裏千家
　11月12日㈰表千家　10:00~15:00
会場…さきら　アトリウム
内容…表千家・裏千家のお点前
お茶券…300円※さきらで取扱い

❖芸能まつり
日時…11月12日㈰
　　　　第１部10:00~12:00
　　　　第２部12:45~16:00
会場…さきら　中ホール
内容…郷土芸能・雅楽などの伝統芸能、

謡曲、詩吟、箏、大正琴、和太鼓、舞
踊、民謡、コーラス、手品などの発表
入場料…無料
※駐車料100円サービス券あり

催し 第 42 回栗東市文化祭 申込み・問合せ…栗東市文化協会
☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272

催し 第４回ボランティアなごやかまつり
日時…10月７日㈯10:00~14:00
場所…なごやかセンター
内容…ステージ発表、展示、体験コー

ナー、模擬店など、『ナチュラル』によ
るフルート&アイリッシュハープの演奏

問合せ…栗東市ボランティア市民活動
センター　☎553-0056

催し きらきら広場～ミニ運動会～
　本市の地域子育て支援センターと保育園、幼
稚園、幼児園、ひだまりの家、児童館などの職
員が協働で開催する楽しいイベントです。
日時…10月25日㈬10:00~11:30
場所…栗東市民体育館　第１アリーナ
内容…体操、親子体ほぐし遊び、サー

キット、玉入れ、バルーン
対象…市内在住の１~ ５歳児（平成23年４月２

日~平成28年４月２日生れ）の未就園児親子
定員…60組　参加費…無料
持ち物…水分補給のお茶、オムツ、タ

オルなど必要と思われるもの、体育
館用の靴と靴を入れる袋

申込期間…10月10日㈫~13日㈮10:00~12:00
申込み・問合せ…電話・来館受付

地域子育て包括支援センター
（大宝東児童館内）☎551-2370
地域子育て支援センター金勝
（金勝児童館）　☎558-3527
地域子育て支援センター治田東
（治田東児童館）　☎554-6115
地域子育て支援センター※電話受付のみ
（治田西カナリヤ第三保育園内）　☎553-3907

・申込みは電話･来館で、本人（家族分）
のみ先着で受付け。あわせて60組の
定員で締切り。

・当日午前６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 アグリ秋桜まつり
日時…10月21日㈯・22日㈰９:00~18:00
場所…アグリの郷栗東
内容…芋掘り体験、コスモス摘みほか
問合せ…道の駅アグリの郷栗東
　　☎554-7621
　農林課☎551-0124　ＦＡＸ551-0148

催し いちょうまつり～黄
き

な祭
さい

～

　今年も黄色がテーマです。何か黄色
いものを身につけてご来場ください。
日時…10月８日㈰10:00~15:00
会場・内容…【市役所エリア】市内中学生

の吹奏楽による演奏会、抽選会、フリー
マーケット、模擬店、安養寺博物館など
【たこ公園エリア】ワークショップ、音
楽会、模擬店など　【椿山古墳エリア】
野点、ワークショップなど

問合せ…市役所前いちょう通り振興会
　事務局（栗東市商工会内）☎552-0661
　安養寺景観まちづくり協議会事務局
　（都市計画課内）　☎551-0116

湖東の丘陵と近江商人のふるさと
日時…10月25日㈬９:00出発（バスで現地へ）
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…10月4日㈬から受付開始
※詳細は各コミセン・栗東市老人クラ

ブ連合会設置の申込用紙参照
申込み・問合せ…栗東市老人クラブ連

合会事務局　(火曜日～金曜日
　10:00～15:00)　☎554-6108

催し 栗東市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
第 17 回ふれあい健康ウォーキング

日時…10月31日㈫10:00~11:30
場所…コミセン大宝　大会議室
　※コミセン駐車場は利用できません
参加費…無料　定員…20人※申込み先着順
内容…効果、体操の体験、体操できる

場所、新規立ち上げについて
申込み・問合せ…長寿福祉課 地域支援係
　☎551-0198　ＦＡＸ551-0548

催しいきいき百歳体操体験会

休館日…10月２日㈪・16日㈪・23日
㈪・30日㈪、11月６日㈪

❖さきらジュニアオーケストラ
　第8回定期演奏会
　恒例の年1回の定期演奏会。モーツァルト作
曲交響曲大41番「ジュピター」、ベートーヴェ
ン作曲ピアノ協奏曲第４番ほかを演奏します。
日時…11月19日㈰15:00開演（14:30開場）
会場…さきら　大ホール
出演…秋山和慶（指揮）、伊藤恵（ピアノ独奏）
チケット料金（税込）…一般1,000円、

高校生以下500円にて発売中
※全席指定※４歳から入場可
※友の会は1割引（一般のみ）

❖さきらアトリウムコンサート vol.99
　松本尚子ヴァイオリン ソロコンサート
　クラシックだけでなく、タンゴや映
画音楽などさまざまなジャンルをスト
リングスの音色で彩ります。
日時…10月22日㈰13:00~14:00
会場…さきら アトリウム　入場料…無料
出演…松本尚子（ヴァイオリン）
　　　長井友里子（ピアノ）

❖しまじろうコンサート
　「しまじろうともりのきかんしゃ」
　しまじろうたちとワクワクいっぱい
の冒険に出発しよう！
日時…平成30年１月13日㈯
　①10:30②13:00③15:30（各回30分前開場）
会場…さきら　大ホール
チケット料金（税込）…一般2,400円
　※全席指定※３歳以上有料、２歳以下は保

護者１人につき子ども１人ひざ上無料、席
が必要な場合は有料※友の会は特別価格

発売日…一般発売10月15日㈰10時～（電話・オ
ンラインのみ）、友の会先行受付10月14日㈯
10~21時（電話のみ、一会員につき4枚まで）

❖糸賀一雄記念賞第十六回音楽祭
　「湖

うみ

からのまどろみ」
　県内の歌、打楽器演奏、ダンス・身体
表現の表現活動ワークショップに参加す
る障害のある人やその支援者など総勢200
人が出演する音楽祭。障害の有無、年齢、
表現ジャンルなどの垣根を越えたボーダ
レスで魅力あふれる世界を発信します。
日時…11月5日㈰14:00開演（13:30開場）
会場…さきら　大ホール
出演…表現活動ワークショップ（県内６か

所）、さきらジュニアオーケストラ、小室
等（音楽祭総合プロデューサー）、坂田明
（サックス）ほかゲストアーティスト
チケット料金（税込）…前売：一般

1,350円、障害者・シルバー・学生
900円、中高生450円、小学生以下
は無料 ※当日は券種により150円
～50円増※自由席

栗東芸術文化会館さきら　☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272 チケット予約
☎ 551-1414

市民体育館・市内体育施設の休館日…
　10月２日㈪・10日㈫・16日㈪・23日
㈪・30日㈪、11月６日㈪

栗東市体育協会 (栗東市民体育館 )

☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379

❖第44回市民武道祭
日時…10月29日㈰９:30～
場所…栗東市民体育館
参加団体…柔道、護身道、少林寺拳

法、空手道、相撲道、銃剣道、剣
道、居合道、杖道（予定）
問合せ…栗東市体育協会
❖第26回市民ビーチボール大会
日時…11月5日㈰９:30～
場所…栗東市民体育館
部門…男子の部、女子の部、男女混合の部
対象…市内在住･在勤の18歳以上の人
参加費…1チーム500円、個人200円
申込み・問合せ…10月14日㈯までに

参加費を添えて栗東市体育協会へ
❖第41回市民陸上カーニバル
日時…11月３日㈷９:30～※小雨決行、荒天中止
場所…野洲川運動公園　陸上競技場
種目…一般男子・女子の部、中学生男

子・女子の部、小学生男子・女子の
部、マスターズ男子・女子の部
対象…市内在住･在勤･在学の人
　※上記以外の人は100円で参加可
参加費…無料
申込み・問合せ…10月22日㈰までに

栗東市体育協会へ※当日申込不可
❖秋季ミックスダブルステニス大会
日時…11月５日㈰９:00～※予備日11月12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…1チーム2,500円※当日支払
申込み…10月27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16回市民剣道大会
日時…11月12日㈰10:00～
場所…栗東市民体育館　第１アリーナ
部門…初心者演舞、小学生基本判定試

合、小・中学生個人試合、小学生団
体試合、紅白戦など 
対象…市内剣道部・連盟登録団体の人
参加費…1人200円 
申込み・問合せ…10月29日㈰までに

申込書・参加費（各団体取りまとめ）
を添えて栗東市剣道連盟・川本まで

　栗東市高野520-13
　☎090-6986-9989
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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

１０月は骨髄バンクおよび臓器移植普及推進月間です

　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

　骨髄バンクと臓器移植は皆さんの善意で成り立っていま
す。ドナー登録および臓器提供の意思表示にご協力ください。
問合せ…日本骨髄バンク　☎ 03-5280-1789
　日本臓器移植ネットワーク　☎ 0120-78-1069

夜間・休日お薬電話相談窓口

日 月 火 水 木 金 土

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

15 16 17 18 19 20 21
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 近 草

22 23 24 25 26 27 28
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

29 30 31 11/ １ ２ ３ ４
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 守 草

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 守 草

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

全血献血・献血併行型骨髄バンク登録会

日時…10月31日㈫　９:30~12:00、13:00~16:00
場所…栗東第一児童公園（市役所横）

健康づくりカレンダー (保存版)の変更

高齢者インフルエンザ予防接種

実施期間…10月～12月末日
対象…接種日に満65歳以上の栗東市民　接種料…1,500円
※生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は接種料が免除とな

ります。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。事後申請は認められませ
ん。免除になるのは実施期間中に１回のみです。
持ち物…健康保険証、健康手帳（お持ちの人のみ）
実施医療機関…栗東市･草津市･守山市･野洲市内の協力医療機関

　11ページ「平成29年度栗東市協力医療機関」に次の医
療機関が追加されました。
ありかた耳鼻咽喉科　（安養寺三丁目11- ９）
　☎596-3302　ＦＡＸ596-3309
　「高齢者インフルエンザ」が接種できます。(要予約）
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保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
乳幼児健康診査（１０月１１日~１１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５月16日~
平成29年５月31日 10月11日㈬

平成29年６月１日~
平成29年６月15日 10月27日㈮

平成29年６月16日~
平成29年６月30日 11月８日㈬

１ ０ か 月 児

平成28年12月１日~
平成28年12月15日 10月18日㈬

平成28年12月16日~
平成28年12月31日 11月10日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成28年４月１日~
平成28年４月15日 10月12日㈭

平成28年４月16日~
平成28年４月30日 10月26日㈭

平成28年５月１日~
平成28年５月15日 11月９日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成27年４月16日~
平成27年４月30日

10月19日㈭
(※午前)

平成27年５月１日~
平成27年５月12日

11月２日㈭
(※午前)

３歳６か月児
（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成26年４月16日~
平成26年４月30日 10月19日㈭

平成26年５月１日~
平成26年５月15日 11月２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
10月13日㈮・11月10日㈮ コ ミ セ ン 大 宝 東 ９:00~10:30

※予約不要
10月20日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西
10月23日㈪ なごやかセンター

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

10月16日㈪
11月６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。

❖医療機関で受ける検診（医療機関へ直接予約）
◦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）
※済生会滋賀県病院では第１･ ３土曜日にも実施されることになりました。
※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）。

※今年度より乳がん検診の視触診はなくなりました。

胃がん検診 肺がん検診
肺がん・結核検診

期日・場所

10月13日㈮・30日㈪　なごやかセンター
10月25日㈬
コミセン大宝 -
11月６日㈪

コミセン治田西 -
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◦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。

10月はがん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間
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休館日…10月2日㈪・3日㈫・９日㈪~11日㈬・
16日㈪・17日㈫・23日㈪・24日㈫・26日㈭・
30日㈪・31日㈫、11月３日㈷・６日㈪・７日㈫

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

❖10月のテーマ展示（本館・西館）
『マニアですか』
　ミニカー、菓子箱、雑貨…ついつい収
集してしまう愛しい物たち。鉄道、工場、
旅行など興味を極めたらマニアになりま
した。知れば知るほどハマってしまう
ディープな世界の本を集めました。

❖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…10月28日㈯
　幼児14:00~、 小学生15:00~
❖おはなしタイム（本館　会議室）
日時…10月７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
❖おはなし会（西館　会議室）
【おはなしグループタンタン】
日時…10月21日㈯11:00~ 
❖おはなしタイム（西館）
日時…10月14日㈯11:00~
内容…絵本の読み聞かせほか

❖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やイラス
トを募集し、紹介展示をします。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…１0月８日㈰まで
展示・投票期間…１0月27日㈮~11月19日㈰
結果発表…11月26日㈰

◆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。

◆土・日の開館時間は 10:00~17:00 です。

【しおりを作ろう！】
 　画用紙に絵を描き、オリジナルの
しおりを作ります。※小学生以下対象
日時…10月29日㈰10:00~12:00、14:00~16:00
所要時間…約10分　※随時参加
場所…本館カウンター前 
【図書館ツアー】
　普段見る事ができないブックポスト
の中や、書庫を案内します。
日時…10月29日㈰ ①10:30 ②11:30
所要時間…30分　定員…各回15人
受付…当日10時から本館カウンター

前で整理券配布
【本のシートかけ講座】
　あなたの大切な本に、図書館と同じ保護シー
トを貼ってみましょう。※中学生以上対象
日時…10月29日㈰14:00~15:00
場所…本館 大会議室　定員…12人
申込み…10日5日㈭から先着順受付

❖開館30周年記念事業「ありがとう！
　30周年 としょかんまつり」

休館日…10月2日㈪~13日㈮・16日㈪・
23日㈪・30日㈪、11月６日㈪

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

❖特集展示「手仕事の時代～文字から
たどる民俗資料のルーツ～」

　民具資料に記された文字情報を手が
かりに、今は博物館に収蔵される民具
がどこでだれの手で作られ、栗東へ
やってきたのかを明らかにします。
会期…10月14日㈯~11月26日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
展示解説会…10月21日㈯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…10月21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…10月11日㈬　参加費…200円

休園日…10月2日㈪・3日㈫・10日㈫~12日
㈭・16日㈪・17日㈫・23日㈪・24日㈫・
30日㈪・31日㈫、11月６日㈪~８日㈬

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

　秋晴れの心地よい季節となりまし
た。今月は、「森の秋まつり」を開催
します。あそびにきてくださいね。

❖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秋の森
日時…10月８日㈰・22日㈰
　　　13:30~15:00
場所…栗東自然観察の森　園内
対象…どなたでも
持ち物…雨具、筆記用具
参加費…無料　申込み…不要
❖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…10月９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
持ち物…雨具、帽子など
参加費…無料　申込み…不要
❖ミニクラフト【リスさんの贈り物】
日時…10月８日㈰・22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　申込み…不要
参加費…100円（材料代）
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栗東自然観察の森・
栗東歴史民俗博物館・
栗東市立図書館では、

秋のイベントを企画しています。
詳しくは本文10ページに掲載。

ぜひ、皆さんでお越しください。

催し ３施設・秋めぐり


