
お知
らせ
お知
らせ歳末たすけあい見舞金
申請書配布場所…栗東市社会福祉協議

会、市内老人福祉センター、市内学童
保育所、市役所社会福祉課・子育て応
援課に設置、社協ホームページに掲載
申請方法…11月１日㈬~17日㈮に直

接または郵送で下記へ
※対象世帯など詳細は、「栗東ふくし」、

要綱（申請書）、ホームページに掲載
申請・問合せ…〒520-3015　栗東市安養

寺190　栗東市社会福祉協議会事務局
　（なごやかセンター内）　☎554-6105
　ＦＡＸ554-6106　ホhttp://ritto-shakyo.jp/

募集 平成 30 年度
「ごみ収集カレンダー」有料広告

掲載対象物…平成30年度版ごみ収集
カレンダー（6か月ごとの両面刷り・
A2サイズ）
受付期間…11月６日㈪~11月15日㈬

８:30~17:15（土・日を除く）
枠数…12枠(表面・裏面各６枠)
　※申込先着順
規格…１枠 縦80mm×横90mm以内

カラー刷り　※２枠以上の組み合わ
せ、表・裏の両面掲載も可
掲載料…８万円/ １枠
必要書類…①申込書②広告原稿
※掲載位置は申込み時に希望をお聞き

しますが、決定は市が行います。
※詳細はお問合せいただくか、市ホー

ムページをご覧ください。
申込み・問合せ…環境政策課　
　☎551-0341　ＦＡＸ554-1123

募集区画 永代使用料 募集数
A区 小区画 3.80㎡ 318,000円 １

B区
小区画 3.06㎡ 318,000円 ２
大区画 7.0㎡ 700,000円 ２
大区画 7.0㎡ 740,000円 １

C区 大区画 4.0㎡ 650,000円 ７

所在地…栗東市小野143番地

管理料…小区画2,400円、
　　　　大区画4,800円　※年間
申込資格…◦申込基準日（11月１日）に本市

に住所を有し、１年以上継続して本市に住
所を有する人 ◦栗東墓地公園の他区画を永
代使用していない人（同一世帯を含む）

申込方法…11月６日㈪~13日㈪８:30~
　17:15（土・日を除く）に、印鑑をお

持ちの上、下記へ(郵送不可)
使用者の決定…申込者が１区画に２人

以上のときは書類選考と抽選で決
定。１人の場合は書類選考のみ。
抽選日…11月24日㈮13:30から
抽選場所…市役所２階　第1･ ２会議室
永代使用料・管理料の支払い…使用決定

者は墓地永代使用料および管理料の納
入確認後、許可証を交付します。使用
決定後の管理料は月割計算とします。

申込み・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

平成 29 年度栗東墓地公園区画
永代使用権募集

募集 平成 30 年度滋賀大学
社会人学生募集

募集学部…教育学部学校教育教員養成
課程、経済学部（昼間・夜間）

出願期間…教育学部11月１日㈬~ ６日㈪、
　経済学部11月20日㈪~24日㈮
※選抜方法、期日など詳細はお問合せ

ください。
問合せ…滋賀大学　入試課
　☎0749-27-1023

お知
らせ 自衛官等募集
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

陸上自衛隊　
高等工科学校
生徒（推薦）

男子で中卒（見込含）
17歳未満の学校長
が推薦できる人

平成29年11月１日~
12月１日

平成30年１月６日~ ８日の
いずれか１日を指定

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒（一般）

男子で中卒（見込
含）17歳未満の人

平成29年11月１日~
平成30年１月９日

１次:平成30年１月20日
２次:平成30年２月１日~ ４

日のいずれか１日を指定
自衛官候補生 18歳以上27歳未満の人 随時 受付時に指定

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

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」を次のとお
り実施します。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

葉 山 小 学 校 11月２日㈭

 13:00~
　 13:30
（厳守）

葉山東小学校 11月６日㈪

治田西小学校 11月７日㈫

大 宝 小 学 校 11月９日㈭

大宝東小学校 11月16日㈭
大宝西小学校
（最終会場）

11月17日㈮
（最終日）

※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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納税など…介護保険料６期、市県民税３期、国民健康保険税６期、市営住宅使用料 11 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…10 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
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予定
　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…11月26日㈰ 
　　　　　　　8:30~16:30
問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　ＦＡＸ553-0250

　特別徴収制度は、給与支払者（事業
主）が所得税の源泉徴収と同様に、毎
月従業員に支払う給与から住民税を徴
収し、納入する制度です。
　地方税法により、給与を支払う事業
者は原則として、住民税を特別徴収す
るよう定められています。特別徴収す
る税額は市で計算を行い、事業所へ通
知します。
　なお、従業員が常時10人未満の事
業者は、申請により、通常12回の納
期を２回とすることができます。

【特別徴収のメリット】

◦給与所得者（従業員）の納め忘れや、
納期ごとに金融機関へ納税に出向く
必要がなくなる。
◦普通徴収（個人での納付書、口座振替

による納付）の４回に比べ、特別徴収
は12回なので、従業員（納税義務者）
の１回当たりの負担が少なくなる。
問合せ…手続きに関すること：
　税務課☎551-0106　ＦＡＸ551-2010
　制度に関すること：
　滋賀県総務部税政課☎528-3213

お知
らせ 市・県民税（住民税）の特別徴収制度 お知

らせ
お知
らせ

《国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料》年間支払額

　１年間に納付した国民健康保険税・
介護保険料・後期高齢者医療保険料は、
年末調整および確定申告で社会保険料
控除の対象となります。納付書または
口座振替（普通徴収）で納付した人に
は、平成29年中の支払額の通知書を
11月中に送付する予定ですのでご利
用ください。
※年金からの引落し（特別徴収）で納

付している人は、年金保険者から平
成30年１月に送付される「公的年
金等の源泉徴収票」でご確認くださ
い。なお、年金から引落しされた支
払額は、その年金受給者にのみ社会
保険料控除が適用されます。

◆国民健康保険税
　納税義務者（世帯主）に送付します。
確定申告に使用するため、12月末日
までの支払額が必要な人は、平成30
年２月１日以降に下記へ
問合せ…税務課　市民税係
　☎551-0106　ＦＡＸ551-2010
◆介護保険料
　特別徴収で納付している人で、年末調整
に使用するため事前に必要な人は下記へ
問合せ…長寿福祉課　介護保険係
　☎551-0281　ＦＡＸ551-0548
◆後期高齢者医療保険料
　特別徴収で納付している人で、年末調整
に使用するため事前に必要な人は下記へ
問合せ…保険年金課　高齢者医療係
　☎551-0361　ＦＡＸ553-0250

◆すこやか住まい助成事業
　65歳以上（介護保険の第2号被保険
者で要介護または要支援の認定を受け
ている人を含む）の障がい老人の日常
生活自立度判定基準で「ランクA」以
上と判定されている人で、日常生活で
の支障があり、住宅の改修が必要な人
の既存住宅の小規模改造について、そ
の費用の一部を助成(介護保険の住宅
改修を優先に利用すること)。
※所得制限あり
◆紙おむつ費用助成事業
　在宅で、常時紙おむつが必要な人
に、その費用の一部を助成。
※介護認定「要介護３」以上、１年以

上の居住要件と所得制限あり　
※入院・施設入所期間中は除く
◆徘徊高齢者家族支援サービス
　認知症により徘徊行動のある(また
はおそれのある)高齢者のいる家族が、
安心して介護ができるよう、GPS機
能のついた端末機器の利用について、
その初期費用を助成。GPSを利用し
た位置検索システムにより、高齢者の
所在地を確認し、その位置情報を提
供。端末機器の利用者負担は月額500
円(消費税別)、位置情報提供料は1回
につき200円(消費税別)。
◆認知症高齢者事前登録制度
　認知症により行方不明になるおそれ
がある高齢者などの情報を、家族など
の申請により登録し、草津警察署、担
当の圏域地域包括支援センターに事前
提供し、早期に行方不明者の発見保護
につなげる仕組み。
◆緊急通報システム事業
　急病などの緊急事態が発生した場合

に、簡単な操作で受信センターをとお
して消防署や協力員へ連絡ができる機
器を設置。また、24時間対応の健康
相談も利用可能。高齢者ひとり暮ら
し、高齢者世帯が対象。利用者負担は
月額500円。
◆配食サービス事業
　老衰、心身の障がい、疾病などの理
由により、栄養改善が必要で、特に調
理困難と認められた人に、栄養バラン
スのとれた食事（昼食のみ）を提供す
るとともに安否の確認を行う。高齢者
ひとり暮らし、高齢者世帯に属する人
が対象。利用回数は週４日まで。利用
者負担は１食につき400円。
◆福祉タクシー運賃助成券交付事業
　通院のために乗車・降車の介護を要
し、交通手段をタクシーに依存してい
る人に高齢者福祉タクシー運賃助成券
を交付。介護認定「要介護１」以上、
在宅のひとり暮らし高齢者または高齢
者世帯で非課税世帯の人が対象。市指
定のタクシー会社で利用できる助成券
(月額2,000円分)を交付。
※他の施策で自動車燃料費助成券また

は福祉タクシー運賃助成券の交付を
受けている人は除く。

◆買い物支援サービス等協力事業者
　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注の一覧表
を市のホームページで公開。
注…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
問合せ…長寿福祉課　高齢福祉係
　☎551-1940　ＦＡＸ552-9320

お知
らせ 栗東市の高齢福祉施策
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お知
らせ
お知
らせ

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
　国民年金保険料は、所得税や住民税
の申告で社会保険料控除の対象となり
ます。（平成29年1月から12月中に納
付した保険料全額が対象）
　社会保険料控除を受けるためには、
納付したことを証明する書類の添付が
義務付けられています。
　このため、国民年金保険料を納付し
た人には、日本年金機構から「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」
が送付されます。

平成29年１月１日~ ９月30日の間
に納付した人→11月上旬送付
平成29年10月１日~12月31日の間
に今年はじめて納付した人→翌年2
月上旬送付

　家族の国民年金保険料を納付された
場合も、本人の社会保険料控除に加え
ることができます。年末調整や確定申
告の際には、必ずこの証明書（または
領収書）を添付してください。
問合せ…ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570-003-004（ナビダイヤル）
　☎03-6630-2525（ＩＰ電話などから）
　平日８:30~19:00（12/29～１/ ３除く）
　第２土曜９:00~17:00

お知
らせ
お知
らせ 1

いい
1 月 3

みらい
0 日は「年金の日」

　ご自身の年金記録や将来の年金受給
見込額を確認し、未来の生活設計につ
いて考えてみましょう。
　ぜひ、この機会に「ねんきんネット」
をご利用ください。
問合せ…草津年金事務所　国民年金課
　☎567-2220

お知
らせ
お知
らせ

全国瞬時警報システム (J-ALERT)
全国一斉情報伝達試験放送

　気象警報や緊急地震速報などの緊急情
報を人工衛星を利用し瞬時に伝達する全国
瞬時警報システム（J-ALERT）について、
総務省消防庁により情報伝達体制の万全を
期すため、全国一斉自動放送の試験が実施
されます。
　本市でも市内に設置している防災行政無
線（屋外拡声器）から試験放送が流れます
ので、ご理解とご協力をお願いします。
日時…11月14日㈫11:00ごろ配信
放送場所…防災行政無線（市内75か

所の屋外拡声装置）
放送内容…上りチャイム音→「これは、

Jアラートのテストです」×３回→
「こちらは、防災栗東市です」→下
りチャイム音

問合せ…危機管理課　総合防災・危機管理係
　☎551-0109　ＦＡＸ551-0149

お知
らせ
お知
らせ ｢無期転換ルール｣ がはじまります！

　無期転換ルールとは、有期労働契約
が更新されて通算５年を越えた時、労
働者の申込みにより期間のない労働契
約（無期労働契約）に転換できるルー
ルです。
　なお、通算５年のカウントは、平成
25年４月１日以降に開始した有期労
働契約が対象であるため、平成30年
４月以降、多くの労働者に無期契約へ
の転換を申し込む権利が発生します。
詳しくは、お問合せください。
問合せ…滋賀労働局 雇用環境･均等室
　☎522-6648　ＦＡＸ 527-3277

お知
らせ
お知
らせ

滋賀県労働雇用政策課
公式 Twitter「働くなら滋賀」

　キャッフィーが滋賀県内の合同企業
説明会の開催案内や、職業訓練、各種
認証企業情報など、就職に役立つ情報
をつぶやきます。フォローお待ちして
います。登録は無料ですが、通信料は
利用者の負担
となります。
問合せ…滋賀県商工観光労働部
　労働雇用政策課　☎528-3759

働くなら滋賀
で検索してください

お知
らせ
お知
らせ 11 月は「労働保険適用促進強化週間」

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、
職場の皆さんが安心して働くため、政
府が管理運営する保険制度です。
　労働者を１人でも雇用する事業主
は、業種や規模の大小に関わらず、す
べて労働保険に加入することとなって
います（農林水産の一部の事業を除
く）。
　加入手続きがまだの事業主は、今す
ぐ最寄りの労働基準監督署・ハロー
ワークでお手続きください。
問合せ…滋賀労働局　　☎522-6520
　大津労働基準監督署　☎522-6641
　ハローワーク草津　　☎562-3720

お知
らせ
お知
らせ 最低賃金改定

　滋賀県最低賃金は、10月５日から
１時間813円となりました。
　雇用形態を問わず、県内の事業所に
雇用されるすべての労働者に適用され
ます。最低賃金は賃金の最低額を保障
するとともに、労働条件の改善に重要
な役割を果たしています。
※特定の産業には特定（産業別）最低

賃金が定められています。
問合せ…滋賀労働局　労働基準部
　賃金室　☎522-6654

お知
らせ
お知
らせ

滋賀労働局・大津労働基準監督署・
大津公共職業安定所の移転

移転先…滋賀労働総合庁舎
　大津市打出浜14-15（大津警察署向かい）
移転部署…

◦滋賀労働局（総務部総務課、労働保
険徴収室、労働基準部労災補償課
（分室））、大津労働基準監督署：
現庁舎業務終了10月27日㈮
新庁舎業務開始10月30日㈪
◦滋賀労働局（雇用環境・均等室、総

合労働相談コーナー、労働基準部監
督課・賃金室・労災補償課・健康安
全課）、大津公共職業安定所：
現庁舎業務終了11月２日㈭
新庁舎業務開始11月６日㈪
◦滋賀労働局（職業安定部職業安定

課・職業対策課・助成金コーナー・
訓練室・需給調整事業室）：
現庁舎業務終了11月10日㈮
新庁舎業務開始11月13日㈪
問合せ…滋賀労働局　☎522-6647

お知
らせ
お知
らせ「女性の人権ホットライン」強化週間

　ＤＶ、性的な嫌がらせ、ストーカー
などの事案は、依然として数多く発生
しています。女性をめぐるさまざまな
人権問題に悩んでおられる皆さんに、
専用電話による相談を受け付けます。
全国共通「女性の人権ホットライン」

☎0570-0
ゼロななゼロのハートイン

7 0 - 8 1 0
期間…11月13日㈪~19日㈰
時間…８:30~19:00
　※土・日は10:00~17:00
相談内容…夫・パートナーからの暴力、

職場でのいじめ、セクシュアル・ハ
ラスメント、ストーカーなど、女性
をめぐるさまざまな人権問題。

相談担当者…法務局職員、人権擁護委員
※相談無料（通話料は除く）で、秘密

は厳守します。
※この期間以外にも、平日８:30~17:

15に法務局職員・人権擁護委員が
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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講座・
教室 女性のための囲碁教室
日時…毎月第２･ ４月曜日
　　　13:30~17:00
場所…守山市民交流センター（守山市役所前）
対象…女性の囲碁初心者~経験者
定員…20人　参加費…500円/月
申込み・問合せ…守山碁友会　渕田
　☎090-9090-5149

催し 正置友子講演会
『子どもたちと絵本を読む』

　子どもゆめ基金助成活動
「子どもたちと本の世界を楽しむ」
日時…11月19日㈰13:00
場所…市立図書館　大会議室
定員…80人※申込先着順　参加費…無料
申込み・問合せ…りっとう子ども文庫

連絡会（図書館内）　☎553-5700

講座・
教室 介護支援従事者養成講座

合間の短時間 仕事をしたいあなたへ
　本講習を全て受講すると、介護予防・日
常生活支援総合事業の緩和した基準による栗
東市訪問サービスＡ注事業に従事可能です。
日時…12月４日㈪・11日㈪・18日㈪、

１月15日㈪・22日㈪　９:20~13:00
場所…ウイングプラザ４階　研修室D
対象…16歳以上（労働基準法第56条

に基づく最低年齢を満たす）の人
内容…高齢者の特徴・認知症の理解、

自立を妨げない生活支援ほか
定員…30人※申込多数の場合抽選
受講料…無料
注…身体介護を含まない家事援助
申込み…長寿福祉課　地域支援係
　☎551-0198　ＦＡＸ551-0548

催し 滋賀県立障害者福祉センター
「障害者週間啓発イベント」

日時…11月26日㈰ 午前の部10:30~
　12:00、午後の部13:00~15:00
場所…滋賀県立障害者福祉センター
内容…午前の部：バランス感覚や柔軟

性を高める運動の紹介、セラバンド
を使った筋力アップ運動の体験
午後の部：ボッチャ実演・体験など
（ライトニング滋賀）
共通：車いすに乗る障がいの重い
子どもも大人も遊べる体験ブース
（(福)びわこ学園　びわこ学園医療
福祉センター草津）
対象…どなたでも　参加費…無料
問合せ…滋賀県立障害者福祉センター
　☎564-7327　ＦＡＸ564-7641

催し かむカムフェスタ 2017
　ステージ、各ブースで盛りだくさん
の催しものを企画しています。歯・口
の健康について、観て・聞いて・触れ
て、楽しく学んでみませんか？
日時…11月12日㈰10:30~16:00
場所…草津エイスクエア SARA南館
　中央イベント広場
問合せ…（一社）草津栗東守山野洲歯

科医師会　☎581-3355

「考えよう！食品ロスと生ごみ減量」
　賞味期限と消費期限の違いはご存知
ですか？家庭からできる食品ロスと生
ごみ減量について考えてみましょう。
日時…11月18日㈯13:30~15:45（13:00開場）
場所…市役所２階 会議室　申込…不要
講師…北井弘さん（大阪ごみ減量推進

会議、ごみ減量ネットワーク代表）
問合せ…環境政策課　生活環境係
　☎551-0341　ＦＡＸ554-1123

講座・
教室 ごみ減量とリサイクルに関する学習会

お知
らせ

オール滋賀ＤＥインターンシップ
春季参加学生募集

　県内に本社・事業所のある企業などでの
就業体験の参加学生（学部・学年不問）を募集。
期間…平成30年２月17日㈯~27日㈫

のうち５日間以上
募集期限…12月22日㈮
問合せ…滋賀インターンシッップ推進

協議会事務局（㈱Re-birth）
　☎548-8422

催し きらきら広場～コンサート～
　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、未就園児親子のた
めのファミリーコンサートを開催します。
日時…11月29日㈬10:00~11:00（９:30受付）
場所…さきら　中ホール
講師…山本かずみさん（大阪音楽大学

音楽学部声楽科卒業）
対象…市内在住の未就園児親子
定員…360席　参加費…無料
申込期間…11月６日㈪から定員（満

席）になるまで　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

※駐車場は有料で台数に限りがあります
・申込みは本人（家族分）のみ先着で受

付け。あわせて360組で締切り。
・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は中止します。

催し栗東高校オープンスクール
　滋賀教育の日の一環として、学校施
設や部活動の見学会を実施します。
日時…11月４日㈯９:00~13:00
場所…栗東高校（栗東市小野618）
対象…どなたでも　申込み…不要
問合せ…滋賀県立栗東高等学校 教頭 木下
　☎553-3350　ＦＡＸ554-1537

催し 第２回アクティブウェルネス
フォーラム in 滋賀

　「健康寿命延伸」をテーマに、健康
メニュー体験や講演、健康にまつわる
ブースを集結。
日時…11月５日㈰10:30~14:00
場所…イオンモール草津２階 イオンホール
定員…200人程度　入場料…無料
申込方法…11月１日㈬までに電話・

FAXまたはメールで下記へ
　※当日受付も可能です
申込み・問合せ…株式会社パーフェク

ト・トレーナーズ
　☎561-5559　ＦＡＸ561-5585
　メtoiawase@perfect-trainers.com

日時…11月25日㈯13:30~15:30
場所…コミュニティセンターやす
内容…体験談交流会　　参加費…無料
対象…女性オストメイト、家族・関係者など
問合せ…（公社）日本オストミー協会
　滋賀県支部　☎562-1733

催し 女性オストメイトの集い

講座・
教室 子育て講座
❖子どもの病気と健康
日時…12月13日㈬14:20~15:10
場所…金勝児童館　
講師…うつのみや医院 院長 宇都宮琢史さん
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…11月20日㈪~30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）
　☎558-3527　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。
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催し ハローキッズ 2017
～世界とつながろう～

開催日時・場所・テーマ…◦12月２
日㈯13:45~16:00　コミセン葉山
東「いろいろな国の人と一緒に遊ぼ
う！」◦12月17日 ㈰ ９:15~11:30
　コミセン大宝西「いろいろな外国
語を知ろう！」

対象…市内在住･在学の小学１~ ６年生
定員…各日30人※申込先着順
参加費…500円/ １回
申込方法…11月13日㈪９:00から受

付け。電話で下記へ。
申込み・問合せ…栗東市ハローキッズ

協議会　事務局（生涯学習課内）
　☎551-0496　ＦＡＸ552-5544

催し 栗東農業まつり
日時…11月18日㈯・19㈰９:30~15:30
場所…JA栗東市総合センター 桃李館
　　　田舎の元気や（小野493-1）
内容…地元新鮮野菜・加工品販売、農

産物品評会、栗東大なべ、各種模擬
店、ステージイベントほか
問合せ…農林課　農政係
　☎551-0124　ＦＡＸ551-0148
　JA栗東市営農課　☎552-0575

催し 障がい者理解を深めるための研修会
日時…12月３日㈰13:00~16:00
場所…ビバシティホール（彦根市）
内容…基調講演「障害者差別解消法の

説明と差別・合理的配慮の事例等紹
介」、シンポジウム「地域でともに生
きる～差別と合理的配慮を考える～」

対象…県民　定員…200人※先着順
参加費…無料
申込み・問合せ…（公財）滋賀県身体

障害者福祉協会
　☎565-4832　ＦＡＸ564-7641
　メinfo＠kenshinkyo-shiga.com

催し 第 10 回世界と出会う交流広場
in 滋賀がいいもん市

～ RIFA恒例の大イベント！～
日時…11月12日㈰11:00~15:00
場所…さきら　シンボル広場
内容…国際色豊かなステージ、各国食

べ歩き屋台、体験ブース、民族衣装
ファッションショーなど

※内容は変更になる場合があります
問合せ…栗東国際交流協会（RIFA）
　☎551-0293　ＦＡＸ551-0432

催し 第 30 回ライオンズクラブ
国際平和ポスターコンテスト展示会

　小学６年生が平和をテーマに描いたポス
ター391枚を展示します。未来を担う、子ども
たちの想いをぜひご覧ください。（対象小学校：
葉山東・治田東・治田西・大宝東・大宝西）
日時…11月11日㈯10:00~17:00
　12日㈰10:00~15:00
場所…栗東歴史民俗博物館　入場料…無料
問合せ…栗東ライオンズクラブ
　☎553-2211

催し第 14 回なかよしまつり
日時…11月12日㈰10:30~14:30
場所…第二栗東なかよし作業所
　　　栗東市小野445
内容…リサイクルバザー、模擬店（や

きそば、ヨーヨー釣りなど）、ス
テージ（和太鼓演奏、国際情報高校
吹奏楽部、キッズダンサーズほか）、
自主製品販売（やきたてパン、みそ、
縫製品など）

◆着物の収集にもご協力ください
問合せ…第二栗東なかよし作業所
　☎554-5601　ＦＡＸ554-5655

休館日…11月6日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪、12月４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…11月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪、12月4日㈪
❖くりちゃんファミリーマラソン 
～第60回栗東クロスカントリー大会～

リオパラリンピック日本代表近藤寬
子さんと走ろう！
日時…11月23日㈷９:00~（雨天中止）
場所…野洲川運動公園陸上競技場ほか
部門（参加資格）…◦２kmファミリー

の部（２人以上の家族や仲間）、
◦２kmの部（小学生以上の個人）、
◦３kmの部（中学生以上の個人）、
◦５kmの部（平成14年４月１日以
前に生まれた人）
対象…どなたでも　※18歳未満は、

保護者の承諾が必要　※小学生以下
は、保護者などの引率が必要
参加費…300円/ １人　※当日徴収
※表彰、タイムの計測・順位の付与は

行いません
申込方法…参加申込書（市内体育館、各

コミセンに設置または市ホームペー
ジ・栗東市体育協会ホームページに掲
載）に、参加費を添えて当日会場へ
問合せ…栗東市体育協会
　スポーツ・文化振興課☎551-0318

❖第62回市民バレーボール大会　
日時…12月10日㈰９:00~
場所…栗東市民体育館
対象…市内在住・在勤の人
内容…９人制男女混合チームによる

トーナメント方式
参加費…500円/ １チーム
申込期限…12月９日㈯
申込み・問合せ…栗東市体育協会へ

❖栗東市卓球選手権（オープン）大会
日時…11月26日㈰９:00~
場所…栗東市民体育館　対象…どなたでも
種目…小学生の部（男女混合）、中学生男

子の部・女子の部、一般男子の部（A･B
クラス）、一般女子の部（A･Bクラス）

参加費…一般800円、中学生以下300円
　※当日徴収
申込方法…11月11日㈯までに、氏

名、学校名（小中学生）・参加種目・
クラス、電話番号を明記して下記へ
申込み・問合せ…卓球協会（片山）
　☎090-5668-9393　ＦＡＸ551-2282

❖栗東市バドミントン交流大会
日時…11月19日㈰９:20~
場所…栗東市民体育館　対象…どなたでも
参加費…1種目1,000円
　（中学生500円）※当日徴収
種目…男子・女子シングルス、男子・

女子ダブルス、混合ダブルス
※１人２種目まで出場可（シングル
スと混合ダブルスは兼ねられない）
各種目Ａ･Ｂ･Ｃ級のクラスあり
申込方法…11月４日㈯までにアドゼ

ミナールホームページから申込み
問合せ…栗東市バドミントン協会
　ホhttps://www.ado-ritto.jp/

❖いきいき運動教室
 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… 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※申込先着順（電話可）
参加費…5,000円（回数券方式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･問合せ…栗東市体育協会

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

11/ １ ２ ３ ４
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

12 13 14 15 16 17 18
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

19 20 21 22 23 24 25
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 済 済

26 27 28 29 30 12/ １ ２
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 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

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

高齢者インフルエンザ予防接種

日時…11 月 20 日㈪・12 月４日㈪ 13:30~15:30
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）
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保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
乳幼児健康診査（１１月１１日~１２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７月１日~
平成29年７月15日 11月24日㈮

１ ０ か 月 児

平成29年１月１日~
平成29年１月15日 11月15日㈬

平成29年１月16日~
平成29年１月31日 12月１日㈮

１歳６か月児
（幼児･保護者歯科健診含む）

平成28年５月16日~
平成28年５月31日 11月30日㈭

２歳６か月児
（歯科健診含む）

平成27年５月13日~
平成27年５月31日

11月16日㈭
(※午前)

平成27年６月１日~
平成27年６月15日

12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５月16日~
平成26年５月31日 11月16日㈭

平成26年６月１日~
平成26年６月13日 12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)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

11月13日㈪
なごやかセンター

９:00~10:30

※予約不要

11月27日㈪
11月17日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西
11月24日㈮ コ ミ セ ン 葉 山
12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）

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

11月14日㈫
なごやかセンター

11月14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　☎ 554-6100

❖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。

◦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)
　◦検便（2日間）
期間…11月まで　費用…500円
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休館日…11月３日㈷・６日㈪・７日㈫・13
日㈪・14日㈫・20日㈪・21日㈫・23日
㈷・27日㈪・28日㈫12月4日㈪・5日㈫

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

❖11月のテーマ展示（本館・西館）
『語り明かそう』真面目な話、面白い話、
懐かしい話。喋り出したら止まらない…そん
な時は語り明かそう。異色の対談やビッグ対
談、親子やコンビの対談などを集めました。

❖リサイクル本フェア
　図書館の除籍本や、寄贈本などを無
料で配布します。
日時…11月12日㈰①10:40~11:30、

②13:30~14:20、③15:00~16:00の３回
場所…市立図書館（本館）会議室
※①②の時間帯の入場には、11月４

日㈯10:30から市立図書館（本館）
で配布する整理券が必要（対象は市
内在住・在勤の人のみ）、③の時間
帯はどなたでも整理券なしで入場可

※本の取り置きや、個別の本に対する
ご要望・問合せはお受けできません。

❖おはなしタイム（本館 会議室）
日時…11月４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 会議室）
日時…11月11日㈯11:00~
内容…絵本の読み聞かせほか
❖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…11月25日㈯幼児14:00~、小学生15:00~

❖リサイクル本フェア用寄贈本募集
受付期間…11月10日㈮まで
受付場所…市立図書館（本館）※持込のみ
種類…一般書、児童書、雑誌など（汚損

本、破損本、書込み式の本、漫画、コ
ピー資料、布教目的本、青少年の健全
育成に害を与える本などは対象外）

❖図書館開館30周年記念事業「どこだ！」
　絵本から、キャラクターたちが逃げ
出した！図書館の児童コーナーの中か
ら、逃げ出したキャラクターたちを探
し出そう。全員見つけた人には、特製
しおりをプレゼント。
期間…11月26日㈰まで　対象…小学生以下

休館日…11月６日㈪・13日㈪・20日
㈪・24日㈮27日㈪~30日㈭、12月１
日㈮~４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…11月26日㈰まで
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
❖特集展示関連行事　講演会「古文書、

農具から見た滋賀県内の農具屋」
　古文書と実際の農具から、滋賀県内
の農具屋について考えます。
講師…大塚活美さん（京都府立京都学・

歴彩館 専門幹）場所…博物館研修室
日時…11月４日㈯14:00~16:00
定員…80人（当日先着順）
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…11月18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…11月８日㈬　参加費…200円

休園日…11月６日㈪・７日㈫・８日㈬・13
日㈪・14日㈫・20日㈪・21日㈫・24日
㈮・27日㈪・28日㈫、12月4日㈪・5日㈫

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

日に日に秋が深まり、森の木々の葉
や実が赤く色づき始めました。ゆっ
くり森を歩けばリスに会えるかな。

❖自然観察コース【自然観察会】
指導員やボランティアと紅葉の森を歩こう

日時…11月５日㈰・26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。虫メガネな

どがあると、より観察が楽しめます。
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…11月12日㈰・19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、筆記用具、帽子など
参加費…無料　申込み…不要
❖ミニクラフト【落ち葉のステンドグラス】
　森の素材を使ってクラフトしてみませんか
日時…11月12日㈰・26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）　
申込み…不要
❖自然だいすきコース【自然の素材で

つくるクリスマスリース】
日時…11月25日㈯９:30~12:00
場所…栗東自然観察の森　研修室
対象…18歳以上　定員…20人
　※11月９日㈭９時から先着順受付
持ち物…持帰り用袋、あれば剪定ばさ

み・ラジオペンチ
参加費…800円

広報りっとう　2017.11.1

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。


