
　総合窓口課横に設置している証明書
自動交付機は、証明書交付の利便性向
上のためコンビニ交付サービスを開始
したことから、平成30年３月31日を
もって廃止します。平成30年４月以
降は利用いただけなくなりますのでご
注意ください。
　自動交付機を利用する際に必要な
「住民カード」は、廃止後も引き続き
「印鑑登録証」として利用していただ
くことになります。窓口で印鑑登録証
明書を発行する際に必ず提示が必要と
なりますので、捨てずに大切にお持ち
ください。

　なお、本市では平成28年２月から、
プラスチック製の「マイナンバー（個人
番号）カード」を利用して、コンビニの
マルチコピー機から、住民票の写しと印
鑑登録証明書の取得ができるサービスを
開始しています。全国のコンビニで利用
できるほか、窓口での証明発行手数料
よりも50円安い300円で、休日や夜間
（６:30~23:00）も取得できます。
※マイナンバーカードの取得には、申請

から交付まで1か月程度かかります、
お早目に申請ください。

問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　FAX553-0250

お知
らせ 平成 30 年３月 31 日で証明書自動交付機を廃止します お知

らせ
お知
らせ

～新成人のみなさん～
20 歳になったら国民年金

　国民年金は20歳以上60歳未満の人
は加入することが義務付けられていま
す。
　20歳になったら、忘れずに国民年
金の加入手続きをしましょう！
　国民年金は、老後の生活保障だけで
なく、万が一、病気やケガで障がいが
残ったときや、一家の働き手が亡く
なったときなど、もしものときに年金
を受け取ることができます。
　加入の届出や保険料の納め忘れがあ
ると、年金が受け取れないこともあり
ます。「あの時に…」と後悔する前に、
国民年金に加入しましょう！
学生の人は…

学生の人で収入などが少なく保険料の
支払いが困難な場合は、在学期間中の
保険料の納付を猶予する「学生納付特
例制度」があります。対象は大学など
に在学する20歳以上の人で、本人の
前年所得が118万円以下の人です。
※学生以外の人でも、経済的な理由な

どで保険料の支払いが困難な場合
は、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料納付免除・猶予制度（50
歳未満）」があります。
問合せ…草津年金事務所　　　　　　
　　☎567-2220(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔｲﾙ)
　　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

　老齢年金を受けている人には、１年間
の年金の支払い総額などを記載した「源
泉徴収票」が１月中旬に送付されます。
確定申告の際に提出してください。
問合せ…年金ダイヤル
　☎0570-05-1165

お知
らせ
お知
らせ 年金の源泉徴収票が送付されます

◆メリット
◦本人確認の身分証として利用
◦コンビニで証明書を取得できる
◦マイナンバーの証明書類として利用
◦ｅ-Ｔａｘなど各種サービスの利用
◆申請をお手伝いします
　総合窓口課設置のタブレット端末を
使って、オンライン申請ができます。
操作など職員が申請補助します。（写
真も端末で撮影できます。）
日時…２月28日㈬まで（土・日・祝

を除く）、１月28日㈰８:30~16:30
対象…本人・家族がパソコンやスマー

トフォンをお持ちでない人
持ち物…交付申請書（通知カードの下

に添付されているはがきサイズの申
請書※通知カードを受け取った日以
降に氏名や住所を変更した人は、変
更手続きの際に受け取ったA4サイ
ズのもの）

◆申請済みの人には、準備が出来しだ
い「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。

休日交付日時…１月28日㈰８:30~16:30
問合せ…総合窓口課
　☎551-0110　FAX553-0250

お知
らせ マイナンバーカードを申請しませんか

募集職種…

【保育園】月額雇用保育士（クラス
担任）、月額雇用保育士、時間雇用
保育士、早朝・薄暮保育士、看護師、
調理師、調理補助員、業務補助員
【幼稚園】月額雇用幼稚園教諭（ク
ラス担任）、月額雇用幼稚園教諭、
時間雇用幼稚園教諭、看護師、業務
補助員、給食配膳員

【幼児課、学校給食共同調理場】
栄養士、管理栄養士
募集期間…１月22日㈪まで
　※平日の８:30~17:00
試験日…１月28日㈰午前中
※応募方法・職務内容・勤務条件などは、市ホー

ムページをご覧いただくか、お問合せください。
問合せ…幼児課
　☎551-0424　FAX551-0149

募集 平成 30 年度栗東市立保育園・幼稚園等の臨時職員募集
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①

納税など…市県民税４期、国民健康保険税８期、介護保険料８期、市営住宅使用料１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㈬・22 日㈪　9:00 ～ 12:00　場所：なごやかセンター　相談室

今
月
の



募集 パブリックコメント意見募集
❖栗東市特別支援教育推進計画(案)
　市では、「第2期教育振興基本計画」に
基づく、特別支援教育のさらなる充実の
ための上記案に対する意見を募集します。
❖栗東市いじめ防止基本方針(改定案)
　市では、いじめ防止対策推進法に基
づき、「栗東市いじめ防止基本方針」
改定のための意見を募集します。
募集期間…１月 15 日㈪ ~ ２月９日㈮
資料の閲覧場所…担当課、市ホームペ

ージ、情報公開コーナー（庁舎１階）、
各学区コミセン
問合せ…学校教育課　
　☎ 551-0130　FAX 551-0149

　平成29年分所得税等の確定申告、
市・県民税申告期間は、２月16日㈮
~ ３月15日㈭です。草津税務署では、
還付申告の相談会を開設しますので、
ご利用ください。当日は申告書の提出
もできます。
❖公的年金等受給者・給与所得者の還

付申告相談
日時…２月７日㈬
　９:30~12:00、13:00~15:30
（受付9:30~11:30、13:00~15:00）
場所…栗東市役所２階 第１会議室
対象…①公的年金などを受給している

人で所得税などの還付申告をする
人、②医療費控除による所得税など
の還付申告をする人、③平成29年
中に退職し、年末調整ができていな
い人、④給与所得者で、住宅借入金
等特別控除を受けられる人　など
（※事業・不動産・譲渡所得などが
ある人を除く）

必要書類…公的年金や給与所得などの源
泉徴収票（コピー不可）、社会保険料
や生命保険料などの控除（支払）証明
書（給与所得者で、年末調整済のもの
は除く）、印鑑、振込口座のわかるも
の（本人名義の口座に限る）など
②の医療費控除は、平成29年分から
領収書の提出の代わりに医療費控除
の明細書の添付が必要となりました。
医療を受けた人、病院、薬局ごとに
医療費を合計して明細書を作成し添
付してください。※医療費の領収書
は自宅で５年間保存する必要があり
ます。（税務署から求められたときは、
提示または提出しなければなりませ
ん。）※平成29年~31年分の確定申告
については、従来どおり領収書の添
付によることもできます。
④の住宅借入金等特別控除を受けら
れる人は、事前に国税庁ホームペー
ジで必要書類をご確認いただくか、
草津税務署までお問合わせください。

❖【重要】確定申告書に記載するマイ
ナンバーについて
　確定申告書の手続きには、マイナン
バーの記載と本人確認書類の提示また
は写しの添付が必要となります。
【例】①個人番号カード（番号確認と

身元確認）、②通知カード（番号確
認）および運転免許証、健康保険の
被保険者証など（身元確認）

❖公的年金等を受給している人の申告
　公的年金等の収入金額の合計額が
400万円以下で、かつ、公的年金等に
係る雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には、所得税等の確定
申告をする必要はありません。
※確定申告が不要でも、市・県民税の

申告が必要な場合があります。
※所得税および復興特別所得税の還付

を受ける場合は、確定申告書を提出
してください。

❖自宅のパソコンで確定申告書が作成
できます

　国税庁ホームページ（http://www.
nta.go.jp）の「確定申告書等作成コー
ナー」では、画面の案内に従って金額
などの必要事項を入力することで、税
額などを自動計算し、確定申告書を作
成することができます。ぜひご利用く
ださい。
※草津税務署の駐車場は２月１日㈭~

３月15日㈭は利用できません。
※草津税務署内の確定申告会場の開設

は２月16日㈮からとなります。
※草津税務署の相談受付時間は16時

までです。（混雑状況により、早め
に受付を終了する場合があります）
問合せ…

　所得税および復興特別所得税について

　草津税務署 個人課税部門　
　　☎562-1315（自動音声案内）
　市・県民税について

　市役所税務課 市民税係
　　☎551-0106　FAX551-2010

お知
らせ 草津税務署からのお知らせ

　１月４日よりコミュニティセンター
（６か所）に、新しく「小型家電回収
ボックス」を設置します。資源の有効
利用と環境汚染防止のため小型家電の
リサイクルにご協力ください。（料金
はかかりません）
　回収できる家電のサイズは回収ボッ
クスの投入口（25cm × 10cm）に入
るものになります。
※投入口より大きい家電は年２回程度

実施する「集団回収」で無料回収し
ます。「集団回収」の実施時期・場
所などは、広報・ホームページなど
でお知らせします。
設置場所…コミセン葉山・治田・
　治田西・大宝・大宝西・金勝
回収時間…コミセン開館時間内 
問合せ…環境政策課 生活環境係
　☎ 551-0341　FAX 554-1123

お知
らせ
お知
らせ

コミュニティセンターに
小型家電回収ボックスを設置

催し 栗東市ボーイスカウト・ガールスカウト体験入団
　スカウトは独自の教材をもとに、年間をとおして、生活に役立つ知識と、より
よい社会人としての基本の習得を目標に学びます。
　当日は、餅つきのあと、説明会を行います。ぜひご参加ください。
日時…１月14日㈰12:00～餅つき、15:00～説明会※活動は11:00に開始しています
場所…大宝神社　参加費…無料　対象…平成30年度の５歳児~中学校３年生
問合せ…栗東市ボーイスカウト・ガールスカウト（太田）　☎090-1220-3189

広報りっとう　2018.1.1

お知らせ版

②

　公式Facebookページ「うますぎる栗
東」では、市の情報のほかに、市民記
者「りっとうミツケーター」が取材し
た市内各地の「うまい」発信しています。
　皆さんのまわりの、うまいヒト・
モノ・コトを紹介しませんか？
　人・お店・スポット、
イベントなど、広報課へ
情報提供いただきまし
たら、「りっとうミツケ
ーター」が取材に伺います。
問合せ…広報課 広報広聴係
　☎551-0641　FAX554-1123
　メkohokocho@city.ritto.lg.jp

お知
らせ
お知
らせ

「うますぎる栗東」で
紹介しませんか？



２月は転倒防止重点取組期間です
「STOP!転倒災害プロジェクト」

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html

お知
らせ
お知
らせ 積雪や路面凍結による転倒に注意！

　大津労働基準監督署管内では、この
時期、積雪や路面凍結などによる転倒
災害が多発しています。
　凍結などによる転倒災害は、平成
29年１月から２月の２か月で16件発
生しました。なかでも昨年１月14日
の積雪後の４日間に９件の転倒災害が
発生しており、あらかじめ積雪、路面
凍結などに備えることが重要です。
　冬季の転倒災害を防ぐため、次のこ
とに気をつけましょう。
◦天気予報に気を配る
◦時間に余裕を持って出発する
◦駐車場の除雪・融雪は万全に、出入

り口などにも注意する
◦適切な履物、歩行方法などの教育をする
問合せ…大津労働基準監督署
　☎522-6678

お知
らせ
お知
らせ 償却資産（固定資産税）の申告

　固定資産税では土地・家屋のほか、
償却資産（外構、機械、器具、備品な
どの事業用資産）も課税対象となりま
す。償却資産の所有者は、毎年１月１
日現在の所有状況について申告をして
いただく必要があります。
申告が必要な人（個人・法人）…

◦１月１日現在、栗東市内で会社や
個人で工場や商店を経営している人
や、駐車場やアパートなどを貸し付
けている人で、償却資産を所有して
いる人
◦１月１日現在、栗東市内に事業用
の資産を所有している人（その資産
の貸主を含む）
提出期限…１月31日㈬
※償却資産の多少にかかわらず、平成

30年１月１日現在所有しているも
のについて申告をお願いします。
問合せ…税務課 資産税係
　☎551-0105　FAX551-2010

お知
らせ
お知
らせ 栗東市いきいき活動ポイント事業

集まろう･語ろう･つながろう 交流会
　いきいき活動ボランティア登録者
で、施設での活動を行っている人同士
の情報交換を目的に交流会を開催しま
す。日頃の活動や悩みなどを気軽に話
し合い、ゆるやかなつながりをつくっ
てみませんか。
　いきいき活動ボランティアに登録希
望の人には、交流会終了後に説明会を
実施します。
日時…１月30日㈫13:30~15:00
場所…なごやかセンター 集会室
対象…◦いきいき活動ボランティア登

録者で、施設で活動している人や施
設活動に関心のある人
　◦今後いきいき活動ボランティアに

登録しようとする人
※すでにいきいき活動手帳をお持ちで当

日持参の人には１スタンプ押印します。
※交流会と説明会に参加するとボラン

ティア登録することができます。交
流会申込時にあわせてお申込みくだ
さい。
申込み…栗東市社会福祉協議会
　☎554-6105
問合せ…長寿福祉課 高齢福祉係
　☎551-1940　FAX552-9320

　市内で事業を営んでいる人、創業を
お考えの人向けに、無料で何度でも相
談可能な「りっとう元気力向上相談会」
を開催しています。
　滋賀県よろず支援拠点と連携し、効
果的な商品の陳列方法など身近な事か
ら、経営の事まで多様な相談に、ファ
イナンシャル・プランナー、中小企業
診断士、税理士、カラーコーディネー
ターなど各種専門家が対応します。ま
ずは、気軽にお申込みください。
日時…毎月第４月曜日 
　10:00~11:00、11:00~12:00 の２枠

※事前予約制※別日程での相談可
場所…市役所 会議室
申込み・問合せ…商工観光課
　☎ 551-0236　FAX 551-0148

お知
らせ
お知
らせ

ビジネスチャンス拡大
「りっとう元気力向上相談会」

お知
らせ
お知
らせ

滋賀県特定（産業別）最低賃金改定
平成 29 年 12 月 29 日発効

◦ガラス・同製品、セメント・同製品、
衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊
維製造業…888円
◦はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業…891円
◦計量器・測定器・分析機器・試験機、

光学機械器具・レンズ、電子部品・
デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業…875円
◦自動車・同附属品製造業…896円
◦各種商品小売業…818円
問合せ…滋賀労働局 賃金室 ☎522-6654

お知
らせ
お知
らせ第 64 回文化財防火訓練

　１月26日の「文化財防火デー」に
伴って、防火訓練を実施します。
日時…１月28日㈰８:30から
場所…日吉神社一帯（野尻94）
※当日は開催地周辺で消防車両などが

出動します。
問合せ…スポーツ・文化振興課
　　☎551-0131　FAX552-5544
　湖南広域消防局中消防署☎552-0119

お知
らせ
お知
らせ

滋賀県立盲学校
専攻科入学志願者説明会

日時…１月19日㈮13:30～
場所…滋賀県立盲学校（彦根市西今町800）
対象…両眼の矯正視力がおおむね0.3以

下で、あん摩マッサージ・指圧、鍼、
灸をとおして職業自立を目差したい人

申込み…滋賀県立盲学校 担当:ロイ･
ビッショジト　☎0749-22-2321

お知
らせ
お知
らせ 高額療養費の申請をされる皆さんへ

　国民健康保険被保険者で、同じ月内
に支払った医療費が自己負担限度額を
超え、高額療養費の申請をする人は、
申請時に対象月の医療費の領収書が必
要となります。
　確定申告の医療費控除で領収書の原本
の提出を予定している人は、あらかじめ
領収書のコピーをとり、保険年金課の窓
口で高額療養費の申請をしてください。
必要書類…国民健康保険被保険者証、

認印、対象月の領収書、通帳など払
込先が分かるもの、マイナンバー（個
人番号）がわかるもの
問合せ…保険年金課 国民健康保険係
　☎ 551-1807　FAX 553-0250

お知
らせ
お知
らせ 湖国寮入寮生募集

　湖国寮は、東京や東京近郊の大学・
専門学校などに通う滋賀県出身の学生
のための寮で、朝夕食付きで健康管理
面でも安心です。
場所…武蔵野市西久保二丁目15-30
対象…18歳以上の学生
費用…寮費35,000円/月（２人部屋の場

合）、給食費25,000円、光熱費別途
問合せ…（公財）湖国協会
　☎・FAX0422-55-1135
　ホhttp://www.kokokuryo.com
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催し 第 26 回吟道部門発表会
“新春に詠う”

日時…２月４日㈰10:00~16:00
会場…さきら 小ホール
内容…独吟、構成吟の発表
入場料…無料
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　FAX551-2272

催し

催し

第 13 回栗東市民茶会

第 28 回新春謡曲大会

日時…２月18日㈰10:00~14:30
会場…さきら和室、喫茶アプリ
内容…お茶席と点心席
お茶券…1,500円（さきらで販売）
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　FAX551-2272

日時…１月26日㈮13:00~16:00
会場…コミセン治田東 和室
内容…謡曲の発表　入場料…無料
問合せ…栗東市文化協会（さきら内）
　☎551-1455　FAX551-2272

講座・
教室

第３期栗東 100 歳大学
第２回公開講座

日時…２月１日㈭10:00~11:30
場所…ウイングプラザ４階 研修室E
内容…講演「健康は腸から」

腸は、栄養の消化吸収、免疫による生
体の防御、消化管ホルモン、神経系に
より、生命の維持に必要不可欠で、健
康の源！そのメカニズムを紐解きます。
講師：（医）友仁会事業統括管理（元
滋賀医科大学学長）馬場忠雄さん

定員…100人※申込先着順　参加費…無料
申込み・問合せ…長寿福祉課 地域支援係
　☎551-0198　FAX551-0548

「栗東100歳大学」って？
　原則65・66歳の人を対象に、平成
27年９月から開講している大学です。
　第１期生が平成28年、第２期生が
平成29年７月に卒業。平成29年10月
に第３期生を迎え、全40回の講座を
行っています。
　大学生はこれからの生き方の実践に
活かそうとグループディスカッション
などをとおして学びを深めています。

催し第 23 回「生き方カフェ」
　医療介護の専門職をもっと身近に！
自分や大切な人の生き方、旅立ちを一
緒に考えましょう。
日時…１月 19 日㈮ 13:30~15:30
場所…なごやかセンター 集会室
対象…栗東市内在住・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　FAX 551-0548

講座・
教室 Japanese Cooking

和食作りをとおして
日本文化にふれよう！

　鶏の照り焼き、かきたま汁、ほうれ
ん草のおひたしをつくります。 
日時…１月 27 日㈯ 11:30~14:30 
場所…コミセン大宝東 調理室・和室 
定員…20 人※申込先着順 
参加費…RIFA 会員・外国籍住民 300

円、非会員 800 円、小学生以下無料 
持ち物…エプロン、三角巾など 
申込期限…１月 17 日㈬
申込み・問合せ…栗東国際交流協会

（自治振興課内）月 ~ 金曜日９:00~17:00
　☎ 551-0293　FAX 551-0432
　メ mail@rifa.jp　ホ http://rifa.jp/

講座・
教室

第８回 済生会がんセンター公開講座
「近年の消化器がん治療」

日時…１月 13 日㈯ 14:00~16:00
場所…済生会滋賀県病院 5 階
　　　なでしこホール
内容…特別講演「肝臓がんの先端医療」
講師…京都府立医科大学
　消化器内科 教授 伊藤義人さん
参加費…無料　申込み…不要
問合せ…済生会滋賀県病院
　☎ 552-1221

催し 字幕付き映画
「ベトナムの風に吹かれて」

　ベトナムへ引き取った母の介護と、
それを支えるベトナムの人びととの心
あたたまる日々を綴った感動作。
日時…２月11日㈰　①10:30開演
　10:00開場、②14:00開演13:30開場
場所…さきら　大ホール
入場料…一 般1,000円、 小･中 学 生

600円※当日は各200円増し
チケット取扱い・問合せ…上映会実行

委員会（滋賀県立聴覚障害者センター
内）☎561-6111　FAX565-6101

催し 滋賀のモノづくり企業
合同就職面接会

　若年求職者を対象とした合同就職面
接会です。滋賀の「モノづくり企業」
で働きませんか？
日時…１月30日㈫13:30～16:00
　（受付12：30）
場所…クサツエストピアホテル 瑞祥の間
対象者…おおむね45歳未満の人（平

成30年3月新規学校卒業者は除く）
参加企業…約60社（産業支援プラザ

ホームページでご確認ください）
問合せ…（公財）滋賀県産業支援プラザ産

業・雇用創造推進センター（９:00~17:45）
　☎551-1424　FAX511-1418
　ホhttp://www.shigaplaza.or.jp/sksc4/

講座・
教室

アフェレシス～治療が難し
い病気に対する新戦略～

日時…２月３日㈯ 10:00~11:30
場所…草津市立市民交流プラザ５階
対象…どなたでも※当日参加可　
定員…100 人※当日先着順　参加費…無料
問合せ…滋賀医科大学医学部看護学科

臨床看護学講座　☎ 548-2440
　担当 : 藤生（月 ･ 水 ･ 木９時 ~16 時）

講座・
教室

地域の美味しさ再発見！
栗東産大豆を使った料理教室

日時…１月20日㈯９:30~14:00
場所…コミセン治田東
対象…市内在住・在勤の人
定員…20人※申込先着順
参加費…500円/ １人
持ち物…エプロン、三角巾、タオルなど
申込み・問合せ…農業委員会事務局
　☎551-0319　FAX551-0148

講座・
教室 子育て講座
❖ヘアカット
日時…１月 29 日㈪ 10:30~11:30
場所…治田児童館　プレイルーム　
講師…きれいやプラスワン美容室
　　　久保美子さん 
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…１月 15 日㈪ ~19 日㈮９:00~17:00
❖音楽コンサート
日時…２月 15 日㈭ 10:30~11:30
場所…ひだまりの家
駐車場…十里グラウンド
講師…マミーズバンド「奏」 
対象…市内在住の未就園児親子
定員…40 組　参加費…無料
申込期間…２月１日㈭ ~ ８日㈭９:00~17:00
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　FAX 551-2330
◦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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日時…３月 18 日㈰
① 10:00~11:30、② 13:00~16:30

場所…滋賀県立障害者福祉センター プール
内容…①【水中チャレンジ！】25 ｍに挑

戦、水中レクリエーション、②【記録会】
自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ（各
25 ｍ・50 ｍ）、100 ｍフリーリレー

対象…①４歳以上の障がいのある人、障
がいのない人、②小学校１年生以上の
障がいのある人、障がいのない人

定員…① 30 人、② 100 人
　　　※申込み先着順
参加費…無料
申込方法…１月５日㈮ ~ ２月 12 日㉁

に申込書（センターのホームページ
に掲載）を下記へ（郵送可）※障が
いのない人は、２月１日㈭から受付

問合せ…滋賀県立障害者福祉センター
　☎ 564-7327　FAX 564-7641
　ホ http://www.shiga-fukushi-center.com/

催し 滋賀県立障害者福祉センター「第 34 回水泳記録会」

催し にこにこカフェ・大宝の郷
　毎週水曜日、開催しています。アッ
トホームな雰囲気で、ゆったりと楽し
い時間を一緒にすごしましょう。どな
たでも気軽にお越しください。時間帯
は出入り自由です
日時…毎週水曜日 11:00~15:00
場所…大宝の郷（JA 大宝の奥）
内容…体操、介護相談、ゲーム、おや

つ作りなど
参加費…無料
問合せ…大宝の郷（担当：永島）
　☎ 554-7557
　栗東市地域包括支援センター
　☎ 551-0285　FAX 551-0548

催しにこにこカフェ・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。美味しいもの
を食べながら、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、地域の人など、どなたでも参
加できますので、気軽にお越しくださ
い。
日時…１月 21 日㈰ 11:30~13:30
場所…こんぜの郷デイサービスセンター
内容…ミニゲーム、介護予防体操、簡

単な昼食作り、介護相談
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　FAX 551-0548

休館日…１月1日㈷~3日㈬・15日㈪・22
日㈪・29日㈪、２月５日㈪

栗東芸術文化会館さきら
☎ 551-1455　ＦＡＸ 551-2272

❖さきらアトリウムコンサート 
　vol.100Anniversary
　光奏-ひかりかなでる-
　1999年のさきら開館から始まった
アトリウムコンサートが100回目を迎
えます。記念の今回はクラシック音楽
とフラメンコの異色の組み合わせでお
楽しみください。
日時…１月28日㈰16:30~17:30
会場…さきら アトリウム※鑑賞無料
内容…彼方の光、リバーダンスほか
出演…Miqui（フラメンコ）、宮本妥子

（打楽器、マリンバ）、塩見亮（ピア
ノ）、中澤秀治（フラメンコギター）

市民体育館・市内体育施設の休館日…
　１月１日㈷~3日㈬・９日㈫･15日㈪・
22日㈪・29日㈪、２月５日㈪

栗東市民体育館
☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379

❖第 55 回 市民スキー・スノーボード教室
日時…２月４日㈰６:20 集合
　６:30 出発～ 17:30 帰着予定
　※天候により中止します
集合場所…栗東市民体育館
会場…奥伊吹スキー場 ( 米原市 )
対象…市内在住・在勤・在学の小学校３

年生以上※小・中学生は保護者同伴
定員…40 人※申込先着順
参加費…3,000 円 /1 人※用具レンタル代・

リフト代別途必要※小学生はリフト代無料
申込方法…１月 13 日㈯ ~23 日㈫に参

加費と印鑑をお持ちの上、栗東市民
体育館へ※電話申込み不可
持ち物…昼食、着替え、手袋（厚手）、

帽子、タオル、その他必要なもの
問合せ…栗東市民体育館

❖栗東陸上教室・体験教室
日時…１月 20 日㈯・27 日㈯
　９:30~12:00（予備日２月３日）
場所…野洲川運動公園 陸上競技場
対象…平成 30 年度の栗東陸上教室に

新規受講希望で２日間とも参加でき
る人（現小学３年生～５年生）

定員…30 人※申込先着順　参加費…無料
申込方法…１月 11 日㈭ ~17 日㈬に、①

住所②氏名（フリガナ）③学校名・学
年④生年月日⑤保護者氏名⑥連絡先を
メールで r-taikyo@wish.ocn.ne.jp へ
申込み・問合せ…野洲川体育館
　☎ 553-1006

❖第 12 回市民スケート教室　
　初めての人でも滑れるようになると
評判の教室です！
日時…３月 10 日㈯ 10:30~12:00
　　　（集合 10:00）
会場…滋賀県立アイスアリーナ
対象…市内在住 ･ 在学 ･ 在勤の小学 3

年生以上の人
定員…25 人※申込先着順
持ち物…手袋
参加費…3,500 円（高校生以下 3,000 円）
申込方法…１月 27 日㈯ ~ ２月７日㈬に

参加費と印鑑をお持ちの上、下記へ
申込み・問合せ…栗東市民体育館

❖第 61 回耐寒アベック登山大会
日時…１月 21 日㈰９:00 ～※荒天中止
コース…金勝小学校グラウンド前
　　　　⇒金勝寺（約７㎞）

※天候、道路状況（積雪など）によ
り、県民の森をゴールまたは、九品
の滝を折り返すコースに変更します

競技部門…①小学生男子の部（４年生
以上の男子同士のペア）、②小学生女
子の部（４年生以上の女子同士のペ
ア）、③中学生男子の部（男子同士の
ペア）、④中学生女子の部（女子同士
のペア）、⑤一般の部（15 歳以上の
男女のペア・中学生不可）、⑥親子の
部（親子のペアまたはグループ）、⑦
ランの部（単独参加可・平成 14 年
４月 1 日以前に生まれた人）
フリー部門…⑧登山の部（単独参加可・

ただし小学３年生以下は同伴者が必
要）

参加費…300 円 / １人（中学生以下無料）
申込み…金勝第１幼児園駐車場（栗東

市御園 1009-1）で当日受付
問合せ…栗東市民体育館

❖すっきり体操（冬期）
日時…１/16・30、２/ ６・20、３/ ６・20
　　　10:00 ～ 11:30
会場…栗東市民体育館　講師…村中朝子
対象…どなたでも　申込み…不要
参加費…1 回 200 円（当日支払い）
　※６回中５回参加の人は最終回無料
問合せ…栗東市民体育館

広報りっとう　2018.1.1.

お知らせ版

⑤



お知
らせ
お知
らせ

滋賀県立成人病センターは
滋賀県立総合病院に名称変更します

　当院は昭和45年12月に集団検診を主として行う「成人
病センター」として開設され、診療内容を充実させなが
ら、多様な疾病に対する総合的な医療の提供を行ってきま
した。
　その一方で、開設当初の成人病という呼称が近年では生
活習慣病に変わり、当院の名称が診療内容を表現するもの
になっていないことから、平成30年１月１日より名称を
変更をします。
　県立病院の役割を果たすため、全ての診療科で、より質
の高い医療サービスを提供していきます。
問合せ…滋賀県立総合病院（旧滋賀県立成人病センター）
　☎582-5031　FAX582-5931

　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/ １ ２ ３ ４ ５ ６
済 野 済 済 守 守 近 草 済 野 守 済

７ ８ ９ 10 11 12 13
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

14 15 16 17 18 19 20
済 済 済 野 済 済 守 守 近 草 済 草 守 済

21 22 23 24 25 26 27
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 守 済 草

28 29 30 31 ２/ １ ２ ３
済 草 済 野 済 済 守 守 近 草 済 済 済 草

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
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】

　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（１月１１日~２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 ９ 月 １ 日~

１月26日㈮
平成 29 年 ９ 月 15日

１ ０ か 月 児

平成 29 年 ３ 月 １ 日~
１月17日㈬

平成 29 年 ３ 月 15日
平成 29 年 ３ 月 16日~

２月２日㈮
平成 29 年 ３ 月 31日

１歳６か月児

（幼児･保護者歯科健診含む）

平成 28 年 ７ 月 １ 日~
１月11日㈭

平成 28 年 ７ 月 15日
平成 28 年 ７ 月 16日~

１月25日㈭
平成 28 年 ７ 月 31日
平成 28 年 ８ 月 １ 日~

２月８日㈭
平成 28 年 ８ 月 13日

２歳６か月児

（歯科健診含む）

平成 27 年 ７ 月 １ 日~ １月11日㈭
(※午前)平成 27 年 ７ 月 15日

平成 27 年 ７ 月 16日~ １月18日㈭
(※午前)平成 27 年 ７ 月 31日

平成 27 年 ８ 月 １ 日~ ２月１日㈭
(※午前)平成 27 年 ８ 月 17日

３歳６か月児

（歯科健診･尿･視力検査含む）

平成 26 年 ７ 月 16日~
１月18日㈭

平成 26 年 ７ 月 27日
平成 26 年 ７ 月 28日~

２月１日㈭
平成 26 年 ８ 月 15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

１月12日㈮
２月９日㈮ コ ミ セ ン 大 宝 東

９:00~10:30

※予約不要

１月15日㈪・22日㈪
２月５日㈪ なごやかセンター

１月19日㈮ コ ミ セ ン 治 田 西

１月26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）

　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）
　　※今年度より視触診はなくなりました。
※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）。

が　ん　検　診

❖がん検診無料クーポン券有効期限
　大腸がん検診…平成 30 年２月 28 日
　子宮頸がん検診・乳がん検診…平成 30 年３月 31 日
※対象者には平成 29 年５月下旬に送付しています。
※有効期限の延長はできません。有効期限が近づくと混み合い、希

望日の受診ができないことがあります。早めに受けてください。

日時…１月 15 日㈪、２月５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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催し RISS ミュージアムロビーコンサート 31
深く心に響くユーフォニアムの調べ
日時…1 月 21 日㈰ 14:00 開演
場所…栗東歴史民俗博物館 ロビー
出演…川北朋（ユーフォニアム）
　　　松尾京子（ピアノ）
曲目…チャルダッシュ、アルオーソと

アレグロ、花は咲く　ほか
問合せ…栗東音楽振興会（栗東芸術文

化会館さきら 内）　☎ 551-1455

休館日…１月１日㈷~４日㈭･８日㈷~10日
㈬・15日㈪・16日㈫・22日㈪･23日㈫・25
日㈭･29日㈪･30日㈫、２月５日㈪･６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。

◆土・日の開館時間は 10:00~17:00 です。

❖ 1 月のテーマ展示（本館・西館）　
　『変わるもの　変わらないもの』
　日々進化し、時代によって変わるもの
もあれば、いつの時代も変わらず、次の
世代に伝えていくものもある。流行、最
新技術や更新される記録などの「変わる
もの」、伝統工芸や残していきたい景色・
言葉などの「変わらないもの」、それぞ
れに関する本を集めます。
❖文庫まつり
◦市内の子ども文庫の紹介展示
　本館　１月 26 日㈮ ~ ２月３日㈯
　西館　２月４日㈰ ~ ２月 11 日㈰
◦おはなし会　２月３日㈯ 14 時～　
　場所…本館 小会議室
主催：りっとう子ども文庫連絡会
❖おはなしタイム（本館 ･ 会議室）
日時…1 月 6 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…１月 13 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…１月 20 日㈯ 11:00~
❖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…1 月 27 日㈯
　幼児 14:00~、小学生 15:00~

休館日…１月１日㈷~４日㈭・９日㈫･15
日㈪･22日㈪･29日㈪、２月５日㈪

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

◆１月５日㈮ ~12 日㈮は、第２展示
室を休室します。第１展示室「栗東
の歴史と民俗」のみご覧いただけま
す。

❖特集陳列「源平布引滝」
　栗東市手原にゆかりのある、浄瑠璃
や歌舞伎の作品「源平布引滝」にちな
んだ資料を展示しています。
会期…２月 25 日㈰まで
場所…栗東歴史民俗博物館 第 1 展示室
❖収蔵品展「仏教美術を中心に」
　本市内外の社寺から寄託いただいて
いる美術工芸品を中心に紹介します。
会期…１月 13 日㈯ ~ ２月 25 日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第 2 展示室
展示解説会…１/27 ㈯・２/10 ㈯ 14:00 ～
❖第 48 回 栗東市青少年美術展覧会
会期…1 月 26 日㈮ ~28 日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 研修室
内容…市内の幼稚園・保育園・小学校・

中学校、県立聾話学校に在校（在園）
する幼児・児童・生徒の図工・美術・
書写の作品から、個性あふれる力作
が展示されます（展示される作品は、
特選以上のものです）。

❖第 64 回 滋賀県教育美術展
会期…１月 31 日㈬ ~ ２月 14 日㈬
　※ 2 月 5 日㈪・13 日㈫は休館日
場所…栗東歴史民俗博物館研修室
内容…滋賀県内の幼児・児童・生徒を

対象とした、滋賀県教育美術展の特
選作品を展示します。
問合せ…滋賀県美術教育研究会事務局
　（滋賀大学教育学部附属小学校内）
　☎ 527-5251

休園日…１月１日㈷~４日㈭･９日㈫~11日
㈭･15日㈪･16日㈫･22日㈪・23日㈫・
29日㈪･30日㈫、２月５日㈪･６日㈫

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

真冬の森で、植物の冬越しや春を待つ
様子をゆっくり見て歩きましょう。
❖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真冬の森
日時…１月21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…１月14日㈰13:30~14:00
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【森のフォトフレーム】
日時…１月14日㈰・21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　申込み…不要
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