
❖栗東市市民参画等推進委員会委員①
募集人員…４人
❖男女共同参画社会づくり推進協議会委員②
募集人員…２人
【上記①･②共通】
任期…委嘱日~2021年３月31日
応募資格…市内在住･在勤の20歳以上で

年数回の会議に出席できる人(本市の
他の各委員、議員、公務員を除く)

応募方法…応募用紙(担当課設置･市ホーム
ページに掲載)に意見書①「市民参画と協
働について」･②「男女共同参画社会づく
りについて」(400字程度)を添えて直接
または郵送で下記へ※４月19日㈮必着

問合せ…〒520-3088(住所記入不要)
栗東市役所 自治振興課 
☎551-0290　ＦＡＸ551-0432

募集 委員募集 募集 パブリックコメント
意見募集

❖栗東市公共下水道事業経営戦略(案)
将来にわたって市民に公共下水道事

業を持続的･安定的に提供していくた
めの指針として、中長期的な経営の基
本計画となる「栗東市公共下水道事業
経営戦略」の策定に取り組んでいます。
募集期間…４月１日㈪~ ４月19日㈮
問合せ…上下水道課 管理係

☎551-0135　ＦＡＸ554-3866
【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 (市役所１階)、各学区コ
ミセン

お知
らせ 職　員　採　用
採用年月日…2019年７月１日
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(角型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…４月１日㈪~19日㈮※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お問合せください。

職種 人数 職務内容
①行政職 １人程度 一般行政に関する業務
②保育士･幼稚園教諭職 １人程度 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…2019年５月５日㈷　場所…栗東市役所
　　　　　　　試験方法…①教養試験(大学卒業程度)
　　　　　　　　　　　　②教養試験(短期大学卒業程度)･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
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　ＦＡＸ554-1123

❖第三次栗東市食育推進計画策定会議
任期…委嘱日~2020年３月31日
募集人員…２人
応募資格…市内

在 住･在 勤 の
20歳 以 上 で、
年４回程度(平
日)の会議に出
席できる人(本
市の他の各委
員、議員、公務員を除く)
応募方法…応募用紙(担当課設置･市

ホームページに掲載)に作文「食育
についての思い」(400字程度)を添
えて直接または郵送で下記へ※４月
17日㈬17時必着
問合せ…〒520-3015栗東市安養寺190

(なごやかセンター内)栗東市役所
健康増進課 母子保健係
☎554-6100　ＦＡＸ554-6101

お知
らせ
お知
らせ 2019 年度市営住宅入居募集

2019年度市営住宅の入居募集(定期
募集)は次のとおり行います。

内容は「広報りっとう」お知らせ版
と市ホームページに掲載します。

募集受付期間 掲載号

第１回 ６/17㈪~25㈫ ５月号

第２回 11/ １㈮~12㈫ 10月号

※募集がない場合は掲載しません
問合せ…住宅課 住宅係

☎551-0347　ＦＡＸ552-7000

❖第28期「きらめきRitto」実行委員会公募委員
募集人員…３人程度
内容…男女共同参画社会の実現に向け

た地域の身近な課題をテーマにした
学習会などの企画や運営
応募資格…市内在住･在勤の20歳以上の人
応募方法…応募用紙(担当課設置･市

ホームページに掲載)を直接または
郵送で下記へ※４月19日㈮必着

募集 委員募集
❖栗東市子ども･子育て会議

子ども･子育て支援に関する施策の推
進のため、「栗東市子ども･子育て支援
事業計画」の進行管理、評価と「第２
期計画」策定に向けて意見を伺います。
任期…委嘱日~2021年3月31日
募集人員…２人
応募資格…市内在住･在勤の20歳以上

で、年数回の会議に出席できる人
(本市の他の各委員、議員、公務員
を除く)
応募方法…応募用紙(担当課設置･市

ホームページに掲載)に小論文「栗
東市の子ども･子育て支援について」
(400字程度)を添えて、直接または
郵送で下記へ※４月17日㈬必着
会議の開催…2019年度は年5回程度

(第1回開催日は5月下旬予定)
問合せ…〒520-3088(住所記入不要)

栗東市役所 子育て応援課 子育て支援係
☎551-0114　ＦＡＸ552-9320

発行 / 栗東市役所　編集 / 市民政策部 広報課
☎ 077-553-1234（代表）　FAX 077-554-1123（代表）
〒520-3088　滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号　http://www.city.ritto.lg.jp/

広報りっとう
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毎月20日は「栗東市防犯デー」です ～５月の「元号の改元」に便乗した詐欺に注意！～

「春のお庭」
conejoさん(40歳)

①



お知
らせ
お知
らせ

平成31年４月１日から、し尿･浄化
槽汚泥の収集運搬業の委託･許可を本
市が行います。

それに伴い、「納入通知書」「領収書」
の発行者名が「湖南広域行政組合委託
業者」から「栗東市委託業者」に変更
になります。ご承知ください。
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

小 ･ 中学生対象
子ども入院医療費助成

対象者…小･中学生
助成範囲…入院にかかる医療費のう

ち、保険診療内の自己負担分
※申請による払い戻し(福祉医療費
受給券の交付はありません)
申請方法…医療機関などの窓口で、

自己負担分の医療費をお支払後、
領収書などの必要書類を担当課へ。
後日、指定された口座に振り込み
ます。

※申請前に、加入している健康保険
で「高額療養費」「附加給付金」の
支給対象になるかどうかをご確認
ください。支給対象になる場合は、
健康保険から支給を受けてから、
「子ども入院医療費」の申請をし
てください

※福祉医療費受給券などを使って支
払われた自己負担分も払い戻しが
可能です

※他の医療費助成を受けられる場合
は、そちらの制度が優先されます。
各種医療受給券をお持ちの場合は、
必ず医療機関に提示してください

※自己負担分の医療費を支払った翌日
から５年以内に申請してください
(高額療養費の対象になる領収書や、
健康保険が適用されていない領収書
は２年以内)

※申請に必要な書類など、詳しくはお
問合せください
問合せ…保険年金課 福祉医療係
　☎551-0316　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
らせ

遠距離児童に対する
通学乗車券の交付

栗東市立小学校の児童で、通学距離
が片道４㎞以上の自宅に居住する児童
に対し、デマンドタクシーの利用に要
する乗車券を交付します。児童が在籍
する小学校を通じて申請してください。
問合せ…学校教育課 庶務係

☎551-0130　ＦＡＸ551-0149

お知
らせ 手当額の改定

2019年４月分から、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障
害者手当、福祉手当(経過的措置)の手当額(月額)が、下記のとおり改定されました。

手当 区分 2019 年 3月分まで 2019 年 4月分以降

①児童扶養手当 全部支給 42,500円 42,910円
一部支給 42,490円~10,030円 42,900円~10,120円

②特別児童扶養手当 １級 51,700円 52,200円
２級 34,430円 34,770円

③障害児福祉手当 14,650円 14,790円
④特別障害者手当 26,940円 27,200円
⑤福祉手当 ( 経過的措置 ) 14,650円 14,790円

※上記は、対象児童が１人の場合です。
※①の手当は、所得に応じて支給区分･金額が決定され、対象児童が２人以上の

場合は、支給区分･所得に応じた加算額も支給されます。
２人目の加算額…全部支給:10,140円、一部支給:10,130円~5,070円
３人目以降の加算額…全部支給:6,080円、一部支給:6,070円~ 3,040円
問合せ…①･②子育て応援課 児童･家庭福祉係

③~⑤障がい福祉課 障がい福祉係　  
☎551-0114　ＦＡＸ552-9320
☎551-0113　ＦＡＸ553-3678

お知
らせ
お知
らせ 特別児童扶養手当をご存じですか

特別児童扶養手当は、身体または精神に
中度以上の障がい注のある20歳未満の児童
を監護する父母や養育者に対し、その児童
の福祉の増進のために支給される手当です。
注…障がいの等級の判定は原則として、

所定の診断書などで認定医が行います
◆次のいずれかに該当する場合は支給

されません
①児童や父母などが日本国内に住ん

でいないとき
②児童が障がいを支給事由とする公

的年金を受けることができるとき
③児童が児童福祉施設などに入所し

ているとき
◆手当の額(2019年４月分以降)

１級(重度):52,200円/月
２級(中度):34,770円/月
※児童の障がいの等級に応じて支給
※父母などの前年の所得が限度額以

上の場合は支給を停止
問合せ…子育て応援課 児童･家庭福祉係

☎551-0114　ＦＡＸ552-9320

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月あたり４枚(1枚500円)
交付開始日…４月１日㈪
交付場所…市役所1階　障がい福祉課
※必要書類などは事前にお問合せくだ

さい
問合せ…障がい福祉課 障がい福祉係

☎551-0113　ＦＡＸ553-3678

お知
らせ
お知
らせ

４月分各種料金の振替日に
ご注意ください

４月27日㈯から５月６日㉁までの大型
連休に伴い、４月分各種料金の納期限日
が、連休あけの５月７日㈫となります。

口座振替の場合は、５月７日㈫に指定の
口座から引き落としとなりますので、振替
日までに料金などの準備をお願いします。
◦保育料(保育園･幼稚園)
◦市営住宅使用料
◦訪問介護料　◦訪問看護料
◦上下水道料金( ４月請求分)

葉山･葉山東(栗東ニューハイツ、六地蔵団地除
く)･大宝･大宝西･大宝東･トレセン内厩舎･観音寺

お知
らせ
お知
らせ

2019年度ごみ収集カレンダーを２月下
旬に各自治会へ発送しました。手元にま
だ届いていない場合は、お住まいの自治
会にお問合せください。市役所(１階総合
案内、３階環境政策課)、コミセン(各学区
対象地域分のみ)でもお渡ししています。
2019年度から「国民の祝日･休日」も、
ごみの収集を行ないます。ただし、５月
１日･10月22日と年末年始はごみの収集
がありません。ごみ収集カレンダーでご
確認ください。
問合せ…環境政策課 生活環境係

☎551-0341　ＦＡＸ554-1123

ごみ収集カレンダーを
発送しました

し尿 ･ 浄化槽汚泥の
収集運搬業について

広報りっとう　2019年４月号

お知らせ版
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講座 ･
教室 健康安全運転講座
日時…5月21日㈫13:00~15:00
場所…滋賀ダイハツ栗東店(大橋4-1-5)
内容…「運転能力の維持に役立つ運動

･認知症予防」講師:滋賀県理学療法
士会、「正しい運転姿勢や死角の確
認、自動ブレーキ体験」
対象…運転免許を持つおおむね65歳

以上の市民
定員…20人※申込先着順　参加費…無料
※滋賀ダイハツと本市との協働事業
申込み･問合せ…長寿福祉課 地域支援係

☎551-0198　ＦＡＸ551-0548

お知
らせ
お知
らせマイナンバーカードの休日交付

◆マイナンバーカードは、申請から
交付まで1か月程度かか
ります。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。
休日開庁日…４月14日㈰８:30~12:30

◆休日開庁日は、住民票等、印鑑登録
証明書、戸籍証明等を窓口で取得で
きます。併せてご利用ください。
問合せ…総合窓口課

☎551-0110　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ 2019 年度 狂犬病予防集合注射日程

　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年１回受けることが法律で定めら
れています。４月 ･ ５月 ( ５月の日程は５月号に掲載 ) いずれかの集合注射また
はお近くの動物病院で個別注射を受けてください。
持ち物…犬の登録カード、問診表、手数料(注射3,400円、新規登録する場合は別途3,000円)

日　時 場　所 獣医師

４/19
㈮

９:30~10:00 コミセン治田東 竹谷元喜(アーク動物病院)
　☎561-6561
中川俊樹(中川動物病院)
　☎564-0028
★今村香(いまむら動物病院)
　☎565-5779

10:20~10:40 林公民館
11:00~11:30 コミセン葉山東
13:20~13:50 コミセン葉山
14:10~14:40 蜂屋農業倉庫

４/23
㈫

９:00~ ９:30 コミセン治田西 坂口裕隆(坂口どうぶつ病院)
　☎587-6160
八木良樹(くすの木動物病院)
　☎576-7700
★金子宗平(守山しっぽ動物病院)
　☎575-0286

９:50~10:20 栗東駅東口駅前広場(駐輪場前)
10:40~11:10 コミセン大宝西
13:20~13:50 市立図書館駐輪場
14:10~14:50 市民体育館駐輪場

４/24
㈬

９:20~ ９:40 上砥山公民館 由里和世(NISHIDAペットクリニック)
　☎585-6776
米田弘師(ヨネダ動物病院)
　☎587-6700
★橋本夏彦(草津犬猫病院)
　☎564-1232

10:00~10:40 雨丸公民館
11:00~11:40 コミセン金勝
13:30~14:00 下戸山自治会館
14:30~14:40 蔵町公民館

★印は、注射後に具合が悪くなったときの待機獣医師です。
※当日、大雨・暴風警報など発令の場合は中止します。
※犬の死亡や飼い主の変更などは、連絡と届出をお願いします。
問合せ…環境政策課 生活環境係　☎ 551-0341　ＦＡＸ 554-1123

❖土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦
覧帳簿の縦覧
期間…４月１日㈪~ ５月31日㈮
縦覧できる人…市内の土地･家屋に対

して課税される固定資産税の納税者
必要書類など…①本人の確認ができるもの

(運転免許証、保険証など)
②代理人が縦覧する場合は委任状、代理
人本人の確認ができるもの
③法人などについては委任状または代表
者印と、代理人本人の確認ができるもの

❖固定資産課税台帳(土地･家屋の該当
箇所のみ)の閲覧
期間…通年

閲覧できる人…納税義務者(自己の資産
について記載された課税内容)、借
地、借家人など(使用または収益の対
象となる部分についての課税内容)
必要書類など…①縦覧の①~③と同じ

②代理人などが閲覧する場合は委任
状(閲覧の対象となる固定資産を特
定し、閲覧に関する代理権を授与さ
れたことを証する書面)
③借地･借家人が閲覧する場合は、
賃貸借契約書、領収書など権利の成
立や有効性を証する書面の原本
問合せ…税務課 資産税係

☎551-0105　ＦＡＸ551-2010

お知
らせ 固定資産税の縦覧 ･ 閲覧

お知
らせ
お知
らせ KANSAI 多言語コールセンター

関西観光本部では、観光関係事業者向
けに、電話を通じた3者間通訳サービス
「KANSAI多言語コールセンター」を提供
しています。音声自動翻訳システムと有
人オペレーターの通訳サービスを登録不
要･通話料のみで24時間利用できます。
問合せ…KANSAI 多言語コールセン

ター 事務局　☎ 03-5366-6018

講座 ･
教室 健康体操クラブ

音楽を聞きながら歩いたり座ったり、
楽しく身体を動かします。(見学自由)
日時…毎月第１･ ３月曜日 10:00~11:30
場所…なごやかセンター
対象…どなたでも　講師…水野幸子さん
※会費は3,000円/6か月　※祝日は休み
問合せ…日高 ☎551-1001

❖2019年度国民年金保険料
2019年４月分~2020年３月分の国民年

金保険料は16,410円です。保険料は日本
年金機構から送付される納付書により金
融機関･コンビニエンスストアで納付でき
ます。(口座振替、クレジットカード納付
は別途手続が必要です)
❖2019年度も引き続き在学予定の人

は学生納付特例申請が簡素化
2018年度に学生納付特例の承認を受け

た人のうち、2019年度も引き続き在学予
定の申出をしている人は日本年金機構か
ら再申請の用紙が送付されます。同一の
学校に在学する場合は、必要事項を記入
の上返送することで申請ができます。

なお、承認された期間は老齢基礎年金
を受け取るために必要な期間に算入され
ますが、年金額には反映されません。将
来受け取る年金を増額するため、10年以
内であれば保険料を納めることができる
「追納制度」があります。
❖産前産後期間の国民年金保険料免除

の受付が開始
国民年金第１号被保険者の人が出産

する場合、一定期間の国民年金保険料
が免除となり、その免除期間は、保険
料納付済期間として将来の年金受給額
に算入されます。※手続きが必要
問合せ…草津年金事務所 国民年金課  

☎567-2220
市役所 保険年金課 年金係
☎551-0112　ＦＡＸ553-0250

お知
らせ
お知
らせ 国民年金について
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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 ７便
手原駅 発 ８:30 10:00 12:40 15:10
田舎の元気や 発 ８:34 10:04 12:44 15:14
旧和中散本舗 発 ８:37 10:07 12:47 15:17
中村 発 ８:42 10:12 12:52 15:22
大野神社 発 ８:45 10:15 12:55 15:25
九品の滝 発 ８:50 10:20 13:00 -
泣き地蔵 発 ８:58 10:28 13:08 -
道の駅こんぜの
里りっとう

着 ９:00 10:30 13:10 -
発 ９:00 10:30 13:10 -

金勝寺 着 ９:10 10:40 13:20 -

停留所名 ２便 ４便 ６便 ８便
金勝寺 発 - 11:40 14:00 16:00
道の駅こんぜの
里りっとう

着 - 11:50 14:10 16:10
発 - 12:00 14:20 16:20

泣き地蔵 発 - 12:02 14:22 16:22
九品の滝 発 - 12:08 14:28 16:28
大野神社 発 ９:35 12:13 14:33 16:33
中村 発 ９:38 12:16 14:36 16:36
旧和中散本舗 発 ９:43 12:21 14:41 16:41
田舎の元気や 発 ９:46 12:26 14:46 16:46
手原駅 着 ９:50 12:30 14:50 16:50

今年も「こんぜめぐりちゃんバス」を運行します。各ダイヤを調整し、JR 草津
線草津方面からの接続時間を短縮、金勝寺の拝観にもさらに便利になりました。
バス停は従来通りです。

【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 ( 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
　※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は半額
問合せ…栗東市観光物産協会　☎551-0126　ＦＡＸ551-6158　ホhttps://www.ritto-kanko.com/

運行期間…《春季》４月２0日~６月２3日《秋季》９月14日~１１月２4日　(土･日･祝日のみ)
運行運行ダイヤ…

催し 栗東ステークス競馬観戦教室
日時…５月12日㈰
　10:00~16:30
場所…JRA京都競

馬場 ビッグスワ
ン来賓室
※現地集合･解散
内容…セミナーを受講後、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（昼食代込み）
申込方法…４月17日㈬(当日消印有

効)までに、はがきの裏面に参加者
全員の住所･氏名･年齢･職業･電話番
号を明記して下記へ
※はがき1枚につき2人まで申込可能
※申込多数の場合は抽選
問合せ…〒520-3047

栗東市手原3-1-30
栗東市観光物産協会
☎551-0126　ＦＡＸ551-6158

催し保育士再就職支援研修会
保育士資格をお持ちで、現在保育士

として就業していない人に、最新の保
育事情や実技を学ぶ講座で、保育現場
への復帰を支援します。
日時…５月15日㈬９:30~11:30、

13:30~15:30、５月22日㈬10:00~
11:30、13:30~15:30

　※午前･午後の連続講座(いずれかの
みの受講も可能)
※22日の午後は保育所などの見学
場所…滋賀マザーズジョブステーショ

ン(エルティ932 ３階)
対象…保育資格があり県内の保育施設

への就職･再就職を希望する人
申込方法…５月８日㈬までに下記へ
問合せ…滋賀県保育士･保育所支援セ

ンター ☎516-9090

催し 済生会滋賀県病院
看護の日イベント

日時…５月18日㈯９:00~15:00
場所…済生会滋賀県病院1階 外来フロア
内容…「身長･体重･骨密度測定」、「ち

びっこ看護師 白衣体験」、「親子で
聴診器･点滴･脈拍測定体験」、「認知
症の簡単な検査･相談」など
参加費…無料　申込み…不要
問合せ…済生会滋賀県病院 ☎552-1221

講座 ･
教室 栗東市手話講座 ( 入門課程 )

聴覚障がい者の生活や関連すること
に理解や認識を深めるとともに、手話
で自由に日常会話ができることを目指
し、講座を開催します。伝えあうこと
を楽しみながら、手話の基本を身につ
けてみませんか。
日時…５月21日㈫~12月３日㈫

毎週火曜日 19:00~21:00 全28回
その他、土･日曜日に実地学習の予
定あり(開催日未定)
場所…危機管理センター２階 防災研修室
対象…次のすべてに該当する人

①市内在住･在勤者の18歳以上の人
②手話学習経験がないか、手話サー
クルなどでの活動経験がおおむね１
年未満の人
③全日程受講可能な人
定員…25人※申込多数の場合抽選
受講料…無料　

※テキスト代3,240円程度(入門と
基礎で1冊)と実地学習の参加費な
どは自己負担
申込方法･･･４月１日㈪~24日㈬に申

込書(担当課設置)を直接または郵送
で下記へ
問合せ…障がい福祉課 障がい福祉係

☎551-0113　ＦＡＸ553-3678

講座 ･
教室 子育て講座
❖はじめましての会･JAF交通安全ショー
日時…４月22日㈪10:30~11:30(受付10:20~)
場所…治田東児童館
内容…児童館の紹介とお楽しみの出し

物、交通安全ショー
講師…児童館職員、JAF交通安全ドレ

ミぐるーぷ
対象…市内在住の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
持ち物…飲み物など
申込期間…４月９日㈫~12日㈮10:30~17:00
❖乳幼児の歯と健康
日時…５月16日㈭10:30~11:30(受付10:20~)
場所…治田東児童館
内容…乳幼児の歯の話、子どもの歯を

磨くときのコツなど
講師…歯科衛生士 宮川ゑみ子さん
対象…市内在住の未就園児親子
定員…35組　参加費…無料
持ち物…飲み物など
申込期間…４月23日㈫~26日㈮10:30~17:00

◦申込みは、直接または電話で下記へ
(受付は開館日のみ)

◦本人(家族分)のみ先着で受付
◦当日７時以降に暴風警報･特別警報が

発令されている場合、講座は中止

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
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募集ピアノはともだち出場者募集
日時…７月７日㈰13;00
場所…さきら 大ホール
内容…ピアノソロ、連弾、ピアノを含

む他楽器(歌)との演奏
講師…武田優美、野村祐子
定員…30人(組)※応募多数の場合抽選
参加費…5,000円/ １人
申込方法…４月15日㈪必着で申込書

(さきら､ 各コミセンに設置)を直
接、郵送またはFAXで下記へ
問合せ…〒520-3031栗東市綣2-1-

28 さきら内　栗東音楽振興会
☎551-1455　ＦＡＸ551-2272

栗東芸術文化会館さきら
☎551-1455　ＦＡＸ 551-2272

チケット予約☎ 551-1414
休館日…４月１日㈪･8日㈪･15日㈪･22日㈪
❖NHK-FM「リサイタル･パッシオ」

公開収録　観覧者募集
若手から中堅まで確かな実力を持つ

演奏家が生み出す情熱(パッシオ)あふれ
るクラシック音楽を、司会者とのトー
クとともに届ける番組の公開収録です。
日時…５月25日㈯15:00開演(14:15開場)
場所…さきら 大ホール　入場料…無料
出演…清水徹太郎(テノール) 

西川茉利奈(ヴァイオリン)
司会…ピアニスト 金子美勇士
応募方法…往復はがき(私製を除く)で応募
「往信用表面」に〒520-3031　栗東
市綣2-1-28 栗東芸術文化会館さきら
「リサイタル･パッシオ」係、「往信
用裏面」に郵便番号･住所･名前･電話
番号、「返信用表面」に郵便番号･住
所･名前を記入、５月７日㈫必着
※１枚の応募につき２人入場可
※応募多数の場合抽選
※未就学児入場不可

❖デュオ･シュリューゲルツォイク　
コンサート
パーカッションとピアノ。異色の

デュオによるコンサート。
日時…５月26日㈰15:00開演(14:30開場)
場所…さきら 小ホール
出演…宮本妥子(パーカッション)、塩見亮

(ピアノ)、ゲスト:竹林秀憲(フルート)
入場料…一般3,000円、高校生以下

1,500円※さきら友の会会員は1割
引(2枚まで)
※全席自由※未就学児入場不可
チケット…発売中

市民体育館･市内体育施設の休館日…
　４月１日㈪・８日㈪･15日㈪･22日㈪、５月７日㈫

❖各種体育･スポーツ大会激励金交付
各種スポーツの全国大会、国際大会に出

場される団体･個人を対象に、(公財)栗東市
スポーツ協会が激励金を交付します。
対象…(公財)日本スポーツ協会･協会

加盟競技団体が開催する全国･国際
大会に出場する市内在住の人
申込み･問合せ…市民体育館

❖ジュニアレスリング教室
日時…４月３日~ ３月25日

毎週水曜日 18:00~20:00
場所…栗東市民体育館
対象…小学１~ ６年生
定員…30人※申込先着順
参加費…2,000円/月( ４回)
講師…栗東市レスリング協会
申込方法…随時受付(月単位で申込可)、

参加費と印鑑をお持ちの上、下記へ
問合せ…栗東市民体育館
❖すっきり体操(春期)
日時…４月９日･23日、５月14日･28日、

６月11日･25日 10:30~11:30
場所…栗東市民体育館
対象…どなたでも　申込み…不要
参加費…200円/ １回(当日支払い)

※６回中５回参加で最終回無料
講師…村中朝子　問合せ…栗東市民体育館
❖第56回市民卓球大会兼県体予選会
日時…４月28日㈰９:00~
場所…栗東市民体育館
対象…市内在住･在勤･在学の人
種目…団体戦/中学生男子･女子(１ダブル

ス･４シングルス)、一般(３シングルス)
個人戦/中学生の部(男･女)、小学生、一
般の部(男･女)、壮年の部(50歳以上男
･40歳以上女)、若葉(初心者･男女混合)
参加費…団体戦200円/１人(一般は600円

/ １チーム)、個人戦300円/ １人(中学
生以下は100円)

申込み…当日受付(中学生は各学校でとりまとめ)
問合せ…卓球協会(片山)☎090-5668-9393

❖第36回市民テニス大会(ダブルス)
日時…５月５日㈷９:00~

※雨天予備日：5月12日㈰
場所…野洲川運動公園テニスコート
対象…市内在住･在勤･在学の人
参加費…1,500円/1チーム
申込方法…４月28日㈰17時までに参

加費を添えて市民体育館へ
問合せ…テニス協会(西井)

☎090-3843-5904
メnightmare.jack@ezweb.ne.jp

❖乗馬教室
日時…５月９日㈭･10日㈮･16日㈭

･17日㈮　8:30～12:00※雨天決行
場所…JRA栗東トレーニング･センター乗馬苑
内容…初歩的な乗馬を楽しく指導
対象…県内在住･在勤の40歳以下の初

心者で初回必ず受講出来る人
定員…20人※申込先着順
参加費…2,000円
講師…日本中央競馬会職員
申込方法…４月４日㈭９時から受付、

参加費と印鑑をお持ちの上、下記へ
※電話受付不可
問合せ…栗東市民体育館

❖春の歩こう会
「日吉大社歴史探訪ハイキング」
日時…５月11日㈯８:15~17:00

※雨天予備日：５月18日㈯
定員…40人※申込先着順
参加費…1,500円(拝観料･保険料含)

※電車代は実費
行程…手原駅(８:15)集合→(電車移動)→

坂本比叡山口駅( ９:32)~公人屋敷~生
源寺~日吉東照宮~日吉大社~奥宮(八王
子山)~八講堂千体地蔵~旧竹林院~比叡
山口駅(16:09)→(電車移動)→手原駅
(16:57)《約７kmの行程》※行程は予定
持ち物…弁当、飲み物、タオル、帽

子、雨具など登山に必要なもの
申込方法…４月５日㈮９時から受付、

参加費を下記へ※電話受付可(ただ
し、窓口を優先的に受付)
問合せ…栗東市民体育館
❖第44回市民バドミントン大会
日時…５月19日㈰９:00~受付
場所…栗東市民体育館
対象…市内在住･在勤･在学の人、市内

クラブに所属する人
種目…男子シングルス･ダブルス、女子シングル

ス･ダブルス、混合ダブルス(１人２種目まで)
クラス…各A級･Ｂ級･Ｃ級
参加費…1種目1,000円/ １人

※中学生以下無料、当日支払い
申込方法…５月４日㈷までに栗東市バド

ミントン協会ホームページで申込み
ホhttps://www.ado-ritto.jp/

栗東市民体育館　　☎ 553-4321　ＦＡＸ 553-4379 申込受付時間(市民体育館)
　　　　　…９時～17時

❖４月１日より栗東市体育協会は栗東
市スポーツ協会に名称変更しました
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予約･問合せ…健康増進課(なごやかセンター内)　☎554-6100　FAX554-6101

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。

日 月 火 水 木 金 土
４/ １ ２ ３ ４ ５ ６
済 野 済 済 守 守 近 草 済 近 済 草

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

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

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

28 29 30 ５/ １ ２ ３ ４
済 草 済 近 済 済 済 守 済 草 済 草 済 済

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

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 済生会守山市民病院 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

日付の左下は小児救急、右下は二次救急 ( 内科 ･ 外科系 )

小児救急･二次救急診療当番

診療時間…土･日･祝日･休日: ９:00~翌９:00、平日:18:00~翌9:00

　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

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
　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

翌日まで診療が待てない急病患者対象の応急的な診療です。
診療科目…主に内科、小児科　診療日…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…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。

各種健診 ･検診の内容は、「健康づくりカレンダー」( 広
報りっとう４月号折込･健康増進課に設置･市ホームペー
ジに掲載 ) でもご確認いただけます。

乳幼児健診、各種健康相談の午前実施分は午前 7時、午
後実施分は午前11時時点で、本市に暴風警報 ･特別警報
が発令されている場合中止します。
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広報りっとう 表紙作品募集
規格：サイズ･カラー・
　　　方法･テーマは自由
　※ヨコ５cm×タテ３.５cmに
　　縮小しモノクロで掲載
応募資格：市内在住の人

詳しくはお問合せください
栗東市役所 広報課

TEL077-551-0641･FAX077-554-1123

掲載作品は栗東市公式フェイスブック
「うますぎる栗東」でカラーで紹介 !

広告欄 有料広告掲載のお申込み・お問合せは�広報課�☎551-0641�FAX554-1123へ（掲載料金：お知らせ版保健だよりページ：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。



保　　　健　　　だ　　　よ　　　り

健 診 内 容 対象児生年月日 実 施 日

４ か 月 児

2018 年 11 月 16日~ ４月12日㈮2018 年 11 月 30日
2018 年 12 月 １ 日~ ４月26日㈮2018 年 12 月 15日
2018 年 12 月 16日~ ５月10日㈮2018 年 12 月 31日

１ ０ か 月 児 2018 年 ６ 月 １ 日~ ４月17日㈬2018 年 ６ 月 15日

１歳６か月児
(幼児･保護者歯科健診含む)

2017 年 10 月 １ 日~ ４月11日㈭2017 年10 月 14日
2017 年10 月 15日~ ４月25日㈭2017 年 10 月 31日
2017 年 11 月 １ 日~ ５月９日㈭2017 年11 月 16日

２歳６か月児
(歯科健診含む)

2016 年 10 月 16日~ ４月18日㈭
(※午前)2016 年 10 月 31日

３歳６か月児
(歯科健診･尿･視力検査含む)

2015 年10 月 18日~ ４月18日㈭2015 年 10 月 31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)

乳幼児健康診査(４月１１日~５月１０日)

◦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
４月12日㈮ コ ミ セ ン 大 宝 東

９:00~10:30
※予約不要４月16日㈫ コ ミ セ ン 治 田 西

４月22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)

生活習慣病相談･禁煙相談･その他の健康相談(予約制)
日時…４月15日㈪13:30~15:30※日時相談可
場所…なごやかセンター　相談担当…保健師･管理栄養士

が　ん　検　診
対象…自覚症状のない人(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)

※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。
受診料無料の人…①70歳以上の人②65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。)

❖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(県内の実施医療機関)
※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歳未満の対象者お

よび70歳以上で過去３年以内に受診歴がある人には、
受診啓発を兼ねて2019年５月中旬に受診券を発送予定
です。受診券発送前に受診を希望する人、70歳以上の
検診希望者は、健康増進課へ連絡してください。

※乳がん検診の内容はマンモグラフィのみです。視触診は
ありません。

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
2019年度の対象者の予防接種実施期間は2020年3月31

日までです。接種希望者は早めに医療機関に予約をしてく
ださい。
対象…接種日当日、本市に住民登録しており、2019年度

に次の表の生年月日に該当する人(接種回数は1回)
※対象者には案内はがきを送付します
※過去に高齢者の肺炎球菌ワクチンを接種したことがあ
る人は対象外です
接種料…2,600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。接種の１週間前までに、印鑑をお持ちの
上、健康増進課へ申請してください。接種後の申請は認
められません。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。
持ち物…案内はがき、健康保険被保険者証(お持ちでない

人はその他本人確認できるもの)、接種料、接種料免除
決定通知書(お持ちの人のみ)、広域化事業関係書類(医
療機関への提出が必要な人のみ)
年齢 生年月日 年齢 生年月日
65歳 Ｓ29. ４. ２~Ｓ30. ４. １ 85歳 Ｓ９. ４. ２~Ｓ10. ４. １
70歳 Ｓ24. ４. ２~Ｓ25. ４. １ 90歳 Ｓ４. ４. ２~Ｓ５. ４. １
75歳 Ｓ19. ４. ２~Ｓ20. ４. １ 95歳 Ｔ13. ４. ２~Ｔ14. ４. １
80歳 Ｓ14. ４. ２~Ｓ15. ４. １ Ｔ９. ４. １以前に生まれた人

広報りっとう　2019年４月号

お知らせ版

⑦



募集 新入学児童写真撮影
ボランティア募集

栗東青年会議所では、毎年市内小学
校の入学式で写真撮影をしています。
学校やPTAにも協力いただき毎年の
恒例事業となっています。

新一年生の皆さんを一緒にお祝いし
ませんか？一眼レフカメラをお持ちで
なくても大歓迎です。
日時…４月８日㈪７:45~ ９:00頃

※全員の撮影が終わり次第終了
場所…各小学校
持ち物…一眼レフカメラ(お持ちの人)
応募方法…４月６日㈯までに下記へ
問合せ…栗東青年会議所 ☎077-553 -1250

メritto-jc@mx.biwa.ne.jp
(安田)☎080-1525-6462

①日本唯一のキノコの神様を祭る
菌
くさびら

神社の例大祭(栗東駅集合)
日時…５月５日㈷９:30受付
※ご朱印希望は申込時に伝えてください

(別途300円が必要)
②五穀豊穣を願う伝統行事

日吉神社のどぶろく祭り(手原駅集合)
日時…５月26日㈰９:30受付
下記は①･②共通
定員…各50人※申込先着順
参加費…500円(資料･保険代)
持ち物…弁当、水筒、雨具など
行程…全行程６時間　徒歩８km程
申込方法…受付中。電話で下記へ
問合せ…栗東市ボランティア観光ガイド

協会(手原駅 栗東観光案内所内)
☎551-0126(平日９時~17時)

催し 春の栗東ふれあいウォーキング

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

休館日…４月１日㈪･２日㈫･８日㈪･９
日㈫･15日㈪･16日㈫･22日㈪･23日㈫
･29日㈷~５月３日㈷･６日㉁~８日㈬

❖４月のテーマ展示(本館･西館)　
『書く』文章、小説、自分史、計画書、
手紙…私たちの周りは「書く」ことであ
ふれています。書くことを楽しむ、書く
道具を楽しむ、書いたものを楽しむ…「書
く」を楽しめる本を集めます。
❖おはなしタイム(西館･会議室)
日時…４月６日㈯11:00~
内容…絵本の読み聞かせほか
❖おはなしタイム(本館･会議室)
日時…４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…４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…４月27日㈯
　　　幼児14:00~　小学生15:00~
❖図書館ボランティア「マロン」

メンバー募集
   あなたの力で輝く図書館！一緒に
創ってみませんか？
活動日…毎月第１木曜日･第３金曜日
　　　　９:00~11:30
場所…栗東市立図書館(本館)
内容…書架整理、破損本修理、リサイ

クル本フェア開催、除草などの美化
作業活動 ほか
参加要件…図書館で行う下記ボラン

ティア講座(参加無料)の受講が必要
◦５月23日㈭10:30~12:00
◦ ４ 月17日 ㈬ か ら、 本 館 カ ウ ン

ターまたは電話で受付

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

休館日…４月１日㈪･8日㈪･15日㈪
･22日㈪、5月7日㈫~17日㈮

❖小地域展「出庭の歴史と文化」
栗東市内の各地域をとりあげ、地域

の歴史を掘り下げる小地域展シリーズ。
今回は、出庭地区を特集しています。
会期…５月６日㉁まで
場所…栗東歴史民俗博物館 第２展示室
展示解説会…４月20日㈯14時から
❖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…４月20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※申込多数の場合抽選
申込期限…４月10日㈬　参加費…200円

栗東自然観察の森
☎554-1313　ＦＡＸ 554-1662

休園日…４月１日㈪･２日㈫･８日㈪･９日㈫･15日
㈪･16日㈫･22日㈪･23日㈫、5月７日㈫~10日㈮

森ではもうすぐウワミズザクラが咲きだ
します。春の日差しの下を歩きませんか。

❖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春の森
日時…４月14日㈰･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…雨具など
参加費…無料　申込み…不要
❖ミニクラフト【フラワーベル】
日時…４月14日㈰･28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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広告欄 有料広告掲載のお申込み・お問合せは　広報課�☎551-0641�FAX554-1123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。


