
催し 栗東市制施行 20 周年記念式典
栗東市制施行後 20 周年を迎え、市

民の皆さんと今日までの発展を祝うと
ともに更なる飛躍を願い開催します。
式典では、本市の発展に貢献された

個人や団体の表彰などを行います。
日時…10 月３日㈰ 13:30 ～
場所…さきら 中ホール
式典概要（予定）…　
市政特別功労者・市政功労者表彰式、
20 周年記念動画放映、国際情報高
校演奏披露
うますぎる栗東大使との対談 ･ビデ
オメッセージなど

※規模を縮小しての開催とするため、
会場に入れない場合がありますので
ご了承ください

問合せ…秘書広報課 秘書係　
☎ 551-0102 ＦＡＸ 553-1280

催し 令和３年度平和祈念
栗東市戦没者追悼式

今年度は戦後 76 年目となります。
先の大戦をはじめとする戦役で国難に
殉じられた人に対し、追悼と併せて、
恒久平和について再認識するため、平
和祈念栗東市戦没者追悼式を執り行い
ます。
今年度も、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、会場の定員数を大
幅に縮小し、開催します。このため、
参列者は個別に案内をする対象者のみ
とさせていただきます。
ご理解のほど、お願いします。

問合せ…平和祈念栗東市戦没者追悼実行
委員会事務局（社会福祉課 社会福祉
係内）☎551-0118 ＦＡＸ553-3678

お知
らせ
お知
らせ ９月定例会は８月 31 日に開会

９月定例会は、８月 31 日から９月
28 日までの 29 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。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。

８月 31日㈫ 本会議（議案上程
など）

９月７日㈫
～９日㈭ 本会議（個人質問）
10日㈮
～ 14日㈫ 各常任委員会
15日㈬
～ 22日㈬ 決算特別委員会

28日㈫ 本会議（委員長報
告・採決）

（土・日・祝を除く）
問合せ…議会事務局
☎ 551-0137 ＦＡＸ 551-0146

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…①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）
②各種最新統計資料 ( 滋賀県や県内
市町の主な統計データ )
③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…700 円（税込）/１冊
申込み…９月 17 日㈮までに下記また
は各コミセンへ

※ 11月上旬にお渡し予定です
問合せ…情報政策課 統計係（市役所
２階） ☎ 551-0493 ＦＡＸ 554-1123

お知
らせ 2022 年版 滋賀県民手帳 予約受付中

募集内容…カレンダーの図案に使用す
るスポーツがテーマのイラスト

応募資格…県内在住・在学の小学生～
高校生

部門…小学１～３年生、小学４～６年
生、中高生の３部門

規格…A４サイズ横向きの用紙
画材は自由※油絵の具の使用や立体
的な作品は不可
※文字・キャッチコピーは不要

応募方法…９月30日㈭（当日消印有
効）までに、直接または郵送で右
記へ

※応募方法詳細はHPに掲載

表彰…各部門ごとに最優秀賞・優秀
賞・佳作（賞状と図書カード進呈）
応募者全員に参加賞

問合せ…〒520-8577滋賀県大津市
京町4-1-1（滋賀県 文化ス
ポーツ部国スポ・障スポ大
会課内）

第79回国民スポーツ大会・
第24回全国障害者スポーツ
大会滋賀県開催準備委員会
☎528-3338 ＦＡＸ528-4832
ホhttps://www.pref .
shiga.lg.jp/2024/index.
html

ＡＡＡＡＡＡＡ募集 第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会
カレンダーイラストコンクール

任期…11月1日～令和5年10月31日
募集人員…１人
内容…図書館サービスの充実のための
協議

応募資格…市内在住・在勤の、図書館
に関心のある 20歳以上の人

応募方法…９月25日㈯17時までに、
図書館の運営に関する抱負などを
800 字程度にまとめ、住所・氏名・
電話番号を明記し、直接または郵送
で下記へ

問合せ…〒520-3016栗東市小野223
栗東市立図書館
☎ 553-5700 ＦＡＸ 554-0792

　休館日：月・火曜日、9月 23日

募集 栗東市立図書館協議会
委員募集

1

新型コロナウイルス感染症対策により、本紙に記載の事業は、中止・変更となることがあります。
詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、各事業に記載の問合せ先へ、ご確認ください。
また、来庁時・事業への参加時などはマスクの着用と感染防止対策へのご理解・ご協力をお願いします。
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応募の中から一般投票で「眺望景
観ビューポイント」を選定し、滋賀
の景観を守り育てる施策に活用しま
す。
募集対象…眺望景観とは、特定の場所
から眺めることができる、一定の広
がりと奥行きのある風景を指しま
す。以下の条件を満たす風景を対象
とします。
①自然や街並みを含んだ風景
②ビューポイントから見える①に示
した風景の範囲がおおよそ2km以上
③①に示した風景以外の被写体の写
真に占める割合はおよそ５割以下

応募資格…どなたでも
応募方法…応募用紙（県 HP に掲載）
とビューポイントからみた眺望景観
をイメージできる写真（JPG 形式）
をメールで下記へ

問合せ…滋賀県 都市計画課 景観係
☎ 528-4184 ＦＡＸ 528-4906
メ fukei-shiga@pref.shiga.lg.jp
ホ http://www.pref.shiga.
lg.jp/ippan/kendoseibi/
machizukuri/317568.html

募集 滋賀の眺望景観
ビューポイント募集

お知
らせ
お知
らせ

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

支給対象者…
【ひとり親世帯分】
①令和３年４月分児童扶養手当受給者
②公的年金給付等受給者で、令和３
年４月分児童扶養手当全部停止の人

（申請していれば停止されたと推測
される人を含む）
③児童扶養手当全部停止または支給
要件を満たす未申請の人で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で収入が
児童扶養手当の支給水準以下になっ
ている人

【ひとり親世帯以外分】
④令和３年度住民税非課税の児童手
当または特別児童扶養手当の受給者
⑤令和３年度住民税非課税で平成
15 年４月２日から平成 18 年４月
１日生まれの児童を養育している人
⑥児童手当または特別児童扶養手当
の受給者もしくは平成 15 年４月２
日から平成 18 年４月１日生まれの
児童を養育している人で、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で収入が令
和３年度住民税非課税の人と同じ水
準になっている人

支給額…50,000 円 / 対象児童１人
申請方法…①・④は申請不要（①５月
11日支給済、④７月 16日支給済）、
②・③・⑤・⑥は所定の申請書類を
令和４年２月 28日㈪までに下記へ

※「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯
以外分」は併給不可。詳細は市ＨＰを
ご覧いただくか、お問合せください。

問合せ…子育て応援課 児童・家庭福
祉係 ☎ 551-0114 ＦＡＸ 552-9320

お知
らせ
お知
らせ

治療と仕事の両立支援
相談窓口

がんなどの長期療養が必要な労働者
が、「仕事を理由に治療を中断」「治療
を理由に仕事を辞める」ことがないよ
う、治療と仕事の両立支援の相談を受
付けています。相談は無料です。
事業主・産業保健スタッフからの相

談にも応じます。
センターのほか、県内８病院に出張

相談窓口を設けています。ぜひ、ご利
用ください。
問合せ…滋賀産業保健総合支援セン
ター ☎ 510-0770 ＦＡＸ 510-0775

お知
らせ
お知
らせ

後期高齢者歯科健康診査を
受診しましょう

今年度中に 76 歳と 81 歳になる人
を対象に歯科健康診査を実施します。
この健診では、歯と歯ぐきの状態に加
え、噛む力、飲み込みの検査など口腔
機能全般についてチェックします。
食べたいものを食べるためには、お

口の中も健康であることが必須です。
この機会にぜひ受診してください。

費用は無料です。
対象…昭和20年４月１日～昭和21
年３月31日・昭和15年４月１日～
昭和16年３月31日に生まれた人
※対象者には９月上旬頃に案内を送
付します

※受診できる歯科医療機関は、滋賀県
歯科医師会会員歯科医療機関です。

問合せ…滋賀県後期高齢者医療広域連合
☎ 522-3013 ＦＡＸ 522-3023

お知
らせ
お知
らせ 年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金
などの収入やその他の所得が一定基準
以下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるも
のです。
新たに給付金の支給対象となる人に

は、８月下旬より日本年金機構から請
求書類が送付されますので、手続きを
してください。
初めて年金を受給する人は、年金の

請求手続きと併せて、年金事務所また
は市役所で請求手続きをしてください。

職員を装った不審な電話や案内に
ご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電
話で家族構成や金融機関の口座番号・
暗証番号を聞いたり、手数料などの金
銭を求めたりすることはありません。
このような電話や案内に対応しない

ようにご注意ください。

給付金専用ダイヤル（ナビダイヤル）
☎ 0570-05-4092

問合せ…
草津年金事務所　お客様相談室
☎ 567-1311( 自動音声 )
市役所 保険年金課 年金係
☎ 551-0112　ＦＡＸ 553-0250

お知
らせ
お知
らせ

市・県民税の年金からの
引き去り（年金特別徴収）

令和３年４月１日時点において満
65 歳以上で、公的年金の収入がある
人は、市・県民税が年金から引き去り
されます（年金特別徴収）。
令和２年４月２日から令和３年４月

１日の間に65歳に到達した人は、６
月と８月（１期・２期）はご自身で納
付いただき（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。
詳細は令和３年６月10日付けで送

付している「令和３年度 市民税・県
民税納税通知書」を確認してください。
なお、国民健康保険、後期高齢者医

療保険、介護保険等の引き去り金額が
年金支払金額の半分を超える場合など
は、市・県民税は年金から引き去りさ
れません。
問合せ…税務課 市民税係
☎ 551-0106 ＦＡＸ 551-2010
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下水道の役割のひとつに、大雨による「雨水の排除」があります。
「下水道の日」は、この役割にちなみ、台風シーズンである 210 日を過ぎた

220 日（立春から数えて）の９月 10 日頃が適当であるとされたことにより定
められました。
この日を機会に、下水道の役割や正しい使い方について考えてみませんか。

◆下水とは？
家庭や工場から出る「汚水」と、街に降った「雨水」を合わせて「下水」と呼

びます。
本市の汚水は、道路や地面の下の汚水管を流れて矢橋帰帆島の浄化センターで、

きれいな水にしてから琵琶湖に放流されています。この汚水処理によって、私た
ちの生活衛生が保たれ、環境が保全されています。
雨水は、汚水管とは別の道路側溝や雨水管によって河川に流すことで、まちを

浸水から守る役割を果たしています。
◆流してはいけないもの
下水道の施設は、大部分が地下にあり、損傷時の修理は大変です。次のものは

流さないようにしてください。
◦トイレットペーパー以外のもの（トイレ）
◦アルコールやガソリンなど、揮発性や引火性の高い溶剤など
◦野菜くずや残飯、髪の毛などの固形物
◦下水道管の中で固形化してしまう天ぷら油などの廃油
問合せ…上下水道課 上下水道管理係 ☎ 551-0135 ＦＡＸ 554-3866

お知
らせ ９月 10 日は下水道の日

お知
らせ
お知
らせ

小型特殊自動車・
農耕作業用自動車の課税

フォーク・リフト、ショベル・ロー
ダなどの小型特殊自動車や、乗用装置
のあるトラクター、コンバイン、田植
機などの農耕作業用自動車（最高時
速 35㎞未満）は軽自動車税（種別割）
の課税対象となります。
※公道を走行しない（工場内や田畑
でしか使用しない）車両でも、課
税されます

※現在使用していない車両でも、所
有していれば課税されます

該当する車両を取得した人（法人）
または、現在未申告の車両を所有して
いる人（法人）は、軽自動車税（種別割）
の申告手続きをして標識（ナンバープ
レート）の交付を受けてください。
課税される金額…
小型特殊自動車：5,900 円
農耕作業用自動車：2,000 円

問合せ…税務課 市民税係　
☎ 551-0106 ＦＡＸ 551-2010

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」の更新を行っています。
本年度も下記の家庭を対象に、調査員が訪問し水道メーターの位置などの調査

を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
期間・時間 対象 内容 委託業者

上
水
道
調
査

９月上旬～
10月下旬
９:00
～ 17:00

令和２年度中に給水管の新設・
移設・修理のいずれかの工事
を実施した家庭（１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・種類
の確認

㈱パスコ

下
水
道
調
査

９月上旬～
10月下旬
９:00
～ 17:00

令和２年度中に公共汚水ます
を設置した家庭および下水道
管を布設した地域（１戸あた
り 10分程度）

公共汚水ます位置
（測量）・構造の
確認

㈱かんこう

※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、
提示を求めてください。

※敷地内に立ち入る時は、原則、事前に声をおかけしています。
問合せ…上下水道課 上下水道工務係 ☎ 551-0122 ＦＡＸ 554-3866

お知
らせ 上下水道管路調査

お知
らせ
お知
らせ

屋外広告物クリーンキャン
ペーン ( 県下一斉 )

国土交通省では、９月１日から 10
日までを「屋外広告物適正化旬間」と
して設定し、これを受けて、県内一斉
に「屋外広告物クリーンキャンペーン」
を実施します。
屋外広告物の適正化のため、この機

会に広告物を所有または管理されてい
る人は、安全点検を実施し、老朽化に
よる倒壊などの恐れがある屋外広告物
の撤去または改修などの適切な措置を
講じてください。
◆屋外広告物とは
立看板、広告塔などの屋外に設置さ

れ、公衆に向けられて、常時または一
定期間継続して表示された広告物を
「屋外広告物」と定義しています。こ
れらの場合、営利を目的とするものに
限りません。屋外広告物を掲出するに
は、許可が必要となります。詳しくは、
市ＨＰをご覧ください。
問合せ…都市計画課 景観 ･ まちづく
り係　☎ 551-0116 ＦＡＸ 552-7000
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阪神・淡路大震災では、昭和56年以
前に建築された住宅が、昭和57年以降
のものに比べて大きな被害を受けまし
た。このことから、昭和56年６月の建
築基準法施行令改正前の耐震基準（旧耐
震基準）による建物には、地震への抵抗
力が弱いものが多く、これらの建物は早
急に耐震性を確認し、必要に応じて補強
するなどの対策が求められています。
そこで、本市では木造住宅の耐震化

を支援しています。
◆木造住宅の無料耐震診断と補強案作成
対象建築物…（次の要件をすべて満た
すもの）
①市内の建築物で、昭和56年５月
31日以前に着工され、完成している
②延べ面積の２分の１を超える部分
が住宅用に供されている
③階数が２以下で、かつ延べ面積
300㎡以下
④木造軸組工法のもの（枠組壁工法
または丸太組工法でないもの）

対象者…対象建築物を所有する人
業務の内容…住宅の耐震に対する安全

性を確認するため、派遣された耐震
診断員が無料で診断します。診断の
結果、耐震性がないと判定された場
合は、補強するための補強案と概算
費用内訳書を無料で作成します。

◆木造住宅耐震改修事業補助
耐震性の低い木造住宅を耐震改修さ

れる人に対し、工事費用の一部を補助
します。
補助対象事業…（対象の建築物、対象

者は木造住宅の無料耐震診断と同じ）
①一般診断法による耐震診断の結
果、総合評点が 0.7 未満の住宅で、
耐震改修工事を行うことにより総合
評点が 0.7 以上になるもの
②設計者・工事施工者が、滋賀県木
造住宅耐震改修工事事業者登録名簿
に登録されている者
③工事が令和４年 3 月末までに完
了するもの

※申込手続き・補助条件など、詳細は
市HPに掲載

申込み・問合せ…住宅課 建築・施設係
☎ 551-1943 ＦＡＸ 552-7000

お知
らせ 自宅の耐震性を無料で診断してみませんか

お知
らせ
お知
らせ 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

ゼロを目指す日です。
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。

【運動の重点事項】
◦子どもと高齢者を始めとする歩行者の
安全の確保

◦夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等
の保護など安全運転意識の向上

◦自転車の安全確保と交通ルール遵守の
徹底

◦飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
◦横断歩道利用者ファースト運動の推進
◆栗東市内人身事故発生状況

令和３年
（１月～６月）前年同時期比

件数 68件
（４件）

＋７件
（＋２件）

死者数 １人 ±０人
負傷者数 ８６人 ＋18人
※件数（　）内は、子どもが巻き込ま
れた交通事故件数
昨年同時期に比べ、市内の交通事故

件数は増加しています。
また、子どもが巻き込まれる事故も

増加しています。
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。
◆「栗東交通安全パトロール隊」
市内のボランティア団体で、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。
新規隊員の募集もしていますので、

交通安全啓発活動に関心のある人は下
記までご連絡ください。
問合せ…交通政策課 交通政策係
☎ 551-0291 ＦＡＸ 552-7000

お知
らせ
お知
らせ ブロック塀撤去費用補助

地震に強い安全なまちづくりを推進
するため、道路に面した危険なブロッ
ク塀などの撤去に補助金を交付してい
ます。
対象者…①市内に存するブロック塀等
を所有し、当該ブロック塀を撤去す
る人（市内在住要件は、問いません）
②撤去工事が年度内に完了する見込
みのある人

対象ブロック塀…
①高さが 60cm以上
②道路に面している
③撤去後高さが全て 60cm未満

補助金額など…ブロック塀等の撤去に
要する壁面 6,000 円 /㎡により算
出する額または、撤去費用の２分の
１に相当する額のどちらか低い額
で、１敷地当たり 15万円を限度

※申込み手続き・補助の条件などの詳
細は市HPに掲載

※所有のブロック塀等について、今一
度安全点検をお願いします。

申請・問合せ…住宅課 建築・施設係
☎ 551-1943 ＦＡＸ 552-7000

お知
らせ
お知
らせ いけがき設置費用補助

道路に面した生垣は緑のまちなみを
つくるとともに、防災上の機能も併せ
持っています。
本市では、まちの景観を良くし、住

みよい環境と災害に強い街づくりを推
進するため、「いけがき」を設置する
住民に補助金を交付しています。
補助金額…
◦新設の場合：２千円 /延長１ｍ
（最高金額５万円）

◦ブロック塀などを取り壊して設
置する場合：３千円 /延長１ｍ

（最高金額 7万５千円）
※ 1ｍ未満の端数は切り捨て
※いけがきを設置した後は、樹木の健
全な育成・管理に努めいただきます
ようお願いします

※補助を受けるには前面道路の幅員、生
垣の延長、石垣・樹木の高さ、樹木
の種類などの条件があります。補助
を希望する場合は事前に問合せの上、
生垣の設置前に申請してください

申請・問合せ…都市計画課 公園・区画
整理係 ☎551-0121 ＦＡＸ 552-7000
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お知
らせ
お知
らせ「うちエコ診断」受診者募集

“家庭の省エネ”をアドバイスする
「うちエコ診断」の受診者を募集しま
す。
環境省認定の公的資格を持つ「うち

エコ診断士」が地域に出向き、受診家
庭の省エネ・地球温暖化対策のアドバ
イスを無料で行います。
省エネ対策はCO2 排出量や光熱費

の削減につながります。「省エネ・節
電提案会」の開催を希望される自治会
や企業などや、個人で「うちエコ診断」
の受診を希望される人は下記にご連絡
ください。
問合せ…滋賀県地球温暖化防止活動推
進センター 
☎ 569-5301 ＦＡＸ 569-5304

催し 旧和中散本舗 秋の特別公開
江戸時代、和中散という薬を売る「ぜ

さいや」の本舗として栄えた大⻆家住
宅。公開期間中、予約なしで見学する
ことができます。
国の重要文化財に指定されている主

屋などと、名勝に選ばれた庭園をぜひ、
ご覧ください。
日時…９月 23日㈷～ 26日㈰
10:00～16:00（受付は15:30まで）

場所…旧和中散本舗（六地蔵 402）
手原駅からバス乗車「旧和中散本舗」
下車すぐ
手原駅から徒歩 30分
無料駐車場あり

入場料…500 円（高校生以上）
200円（小・中学生）

問合せ…（一社）栗東市観光協会（栗
東観光案内所内）
☎ 551-0126 ＦＡＸ 551-6158
ホ https://www.ritto-kanko.com

市内で発見したすべての物、人、自然、
「栗東八景」を含む名所旧跡などの写真
を募集中です。今回は、栗東の現在だ
けでなく、過去の写真や画像でも応募
可能です。
応募期限…１月 31日㈪
応募規定…現在の栗東（過去約２年）
の写真に加え、栗東の古き時代の暮
らしや様子を映し出した写真

【写真部門】サイズは四つ切または
ワイド四つ切の単写真
応募用紙（協会ＨＰに掲載）と作品
を下記へ

【Instagram 部門】
①協会公式アカウント「栗東市観光
協会（＠rittokankokyokai）」をフォ
ロー
②自身のアカウントに以下の内容を
記載して投稿
◦ #栗東フォトコン 2021、＃くり
タグラム

◦写真の題名と短文のコメント

◦撮影場所の説明または位置情報
◦撮影時期
※アカウントは公開設定にし、応募
作品は投稿の１枚目に限る

審査など…【写真部門】令和４年２
月～３月に審査し４月に協会 HP、
SNS、観光案内所内展示などで発表
【Instagram部門】毎月翌月審査

賞金・賞品…【写真部門】総額５万円
【Instagram 部門】毎月２つの作品
に栗東にちなんだ賞品を進呈

※詳細は協会HPをご覧ください
問合せ…（一社）栗東市観光協会
☎ 551-0126 ＦＡＸ 551-6158
メ ritto-kankokyokai@io.ne.jp
ホ https://www.ritto-kanko.com/

お知
らせ 第 29 回 RITTO フォトコンテスト

お知
らせ
お知
らせ

第 75 回滋賀県美術展覧会
作品募集

この展覧会は、県民が創作活動の成
果を発表したり、身近に芸術を鑑賞す
る場を目指しています。
今年は、リニューアルオープンした

滋賀県立美術館での 5 年ぶりの開催
となります。
期間…工芸・書：12 月９日㈭～ 14
日㈫、平面・立体：12 月 17 日㈮
～ 22日㈬

応募資格…県内在住・在勤・在学の人
（中学生以下は除く）

部門…平面、立体、工芸、書
※規格の詳細は財団HPに掲載

出品料…1,300 円 / １点（令和３年
４月１日時点で 18 歳未満の人は
650円）

作品搬入…平面・立体・工芸・書：県
立文化産業交流館（米原市） 11/27
㈯、平面・書：草津市立草津クレア
ホール 11/27 ㈯・28 ㈰、立体・
工芸：県立美術館（大津市） 11/27
㈯・28日 各日 10:30 ～ 16:00

※詳細はHPに掲載しています。
問合せ…（公財）びわ湖芸術文化財団 
地域創造部 
☎ 523-7146 ＦＡＸ 523-7147

お知
らせ
お知
らせ

９月・10 月は「自動車点検
整備推進運動強化月間」

「点検・整備で
クルマと環境に思いやりを」

～安全と環境保全には、
点検・整備が必要です～

◦令和２年９月から11月までに発生し
た自動車の路上故障件数は９万件。
この中には、確実な点検・整備の実
施で未然に防げたものもあります。

◦クルマの点検は日々劣化するクルマ
を維持していくのに必要です。

※日常点検のチェック項目など、国土
交通省HPをご覧ください

問合せ…国土交通省 近畿運輸局滋賀
運輸支局 検査・整備・保安部門
☎ 585-7252 ＦＡＸ 500-8085

お知
らせ
お知
らせ

交通実態調査
（パーソントリップ調査）

交通実態調査は、交通計画・防災計
画・環境改善など、安全で快適なまち
づくりに生かされます。調査票が届き
ましたら、ご協力お願いします。
調査対象…近畿２府４県の世帯から無
作為に抽出

調査内容…平日・休日の、ある１日の、
「滞在場所や活動・目的、移動手段」
など

調査方法…WEB または調査票による
回答

調査主体…国土交通省・滋賀県
問合せ…滋賀県 都市計画課 都市計画係
☎ 528-4182 ＦＡＸ 528-4906
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催し 高齢者・障がい者のための
成年後見相談会

滋賀県司法書士会、（公社）成年後
見センター・リーガルサポート滋賀支
部が相談会を開催します。
日時…９月 23日㈷ 13:30 ～ 16:30
（16:00 受付終了）

場所…ウイングプラザ栗東
問合せ…滋賀県司法書士会
☎ 525-1093 ＦＡＸ 522-1396
（平日９:30～12:00、13:00～16:00）

催し 走井で稲刈り体験
金勝山の麓「走井（はしり）」で稲

刈り体験をしませんか。
田植え体験は新型コロナウイルス拡

散防止のため実施出来ませんでした
が、地元で稲刈りに向けて苗を植えて
準備しました。
参加者には、秋に開催予定のイベン

ト「ハーべスタ・イン走井」の会場で
きれいな空気と清流で育てた美味しい
お米と交換できる無料交換券を進呈。
日時…９月 19日㈰９:30 ～ 11:30
※小雨決行

集合場所…栗東市荒張 555（広徳寺
下）※公共交通機関はありません

持ち物…作業手袋（必須）、長靴、長袖、
長ズボン、着替えなど
 ( 鎌は主催者が準備します )

参加費…１家族 1,000 円　個人参加
500円

申込み・問合せ…明日の走井を考える
会（小林）☎ 090-2705-6368

協賛…こんぜ清流米研究会

ＡＡＡＡＡＡＡ講座・
教室

滋賀県盲ろう者通訳・介助
者養成講座

目的…盲ろう者（視覚・聴覚両方に障
がいがある人）に対する、コミュニ
ケーション手段と移動介助の知識と
技術の習得を行う事により、盲ろう
者通訳・介助者を養成し、盲ろう者
福祉を増進させる。

対象…県内在住在勤の 18 歳以上で、
講座終了後、滋賀県盲ろう者通訳・
介助者に登録し、活動できる人

日時…９月 30日～翌２月 24日 毎週
木曜日

場所…滋賀県盲ろう者支援センター
（近江八幡市安土町上豊浦 1521 ハ
イツ浅野 1号室・7号室）

定員…20 人（定員を超えた場合抽選）
受講料…無料
申込方法…９月 13 日㈪（消印有効）
までに住所、氏名、生年月日、電話
番号を、郵送（ハガキ可）、FAX ま
たはメールで下記へ

修了条件…全 80％の出席とする
※詳細はHPに掲載
問合せ…〒 523-0817
近江八幡市浅小井町 925 
NPO法人しが盲ろう者友の会 
☎ 0748-31-2522（月・水・金９:00
～ 17:00） ＦＡＸ 0748-31-2523
メ shiga-mo.l@ec4.technowave.ne.jp
ホ http://shigamourou.egoism.jp/

募集 食育事業 参加団体募集
サツマイモの収穫体験により、農業

で子どもの育成を支える食育事業への
参加団体を募集します。収穫体験した
サツマイモは一部持ち帰りができます。
期間…９月 27 日㈪～ 10 月８日㈮の
平日 ※晴天のみ実施、悪天候の場
合順延

場所…治田小学校近くの農地
※駐車場はありません

対象…市内の子ども関係団体など
参加費…無料
※事業参加後、感想レポートの提出を
お願いします

申込み…９月 15 日 ( 水）までに、団
体名、人数、住所、電話番号、メー
ルアドレスを下記へ

問合せ…栗東市農業振興会事務局
☎ 551-0124 ＦＡＸ 551-0148
メ nourin@city.ritto.lg.jp

催し サツマイモの収穫体験
土に触れ、農業への親しみと、収穫

の喜びを体験してください。
日時…10 月６日㈬ 10:00 ～ 16:30
※晴天のみ実施、悪天候の場合順延

場所…治田小学校近くの農地
※駐車場はありません

対象…市民
体験費用…200 円 / １株（収穫した
サツマイモは持ち帰ることができ
ます）

申込み…９月 15 日㈬までに、住所、
氏名、電話番号、メールアドレスを
下記へ

問合せ…栗東市農業振興会事務局
☎ 551-0124 ＦＡＸ 551-0148
メ nourin@city.ritto.lg.jp

催し 子どものための養育費
電話相談会

滋賀県司法書士青年会は全国青年司
法書士協議会と共催で、養育費に関す
る電話相談会を開催します。
相談は無料、予約不要です。

日時…９月 25日㈯ 10:00 ～ 16:00
相談専用番号…0120-567-301
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◆棚田ボランティア募集
直近活動日…９月５日㈰９:30～15:00
集合場所、申込みは上記と同じです。
ボランティア内容など詳細は、おう
み棚田ネットHPをご覧ください。



お知
らせ 秋の金勝の観光には「こんぜめぐりちゃんバス」を

運行期間…９月18日～11月28日※土・日・祝のみ
10月11日㈪は平日運行します

運行ダイヤ…

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 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

【往路】手原駅→金勝寺 【往路】金勝寺→手原駅

定員…27 人（座席は 16席）※当日先着順 
料金…　（詳細は協会ＨＰに掲載）

乗車可能区間 大人 小学生
１日フリーパス 手原～金勝寺 600円 300円

片道 例手原駅～道の駅こんぜの里りっとう・金勝寺 500円 200円
相互乗車 草津駅～上桐生…道の駅こんぜの里りっとう・

金勝寺～手原駅 710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…栗東市観光協会 ☎551-0126 ＦＡＸ551-6158 ホ https://www.ritto-kanko.com

バスのおともに！めぐりちゃんセットと特産品
手原駅 8:30、10:00 発の便の利用者限定で、田舎の元気やで販売している、

おにぎりとお茶がセットになった「めぐりちゃんセット」を予約いただけます。
発車５分前までに観光案内所で予約してください。（おにぎりのみも対応して
います）
めぐりちゃんバス運行期間中の栗東観光案内所は朝８:15 から 17:00 まで開

いています。午後からのお出かけでも、観光に関するお問い合わせや特産品の
お買い物にご利用いただけます

「未来ノート」今の思いを伝えよう　自分らしく最期まで生きていくために

開催日 場所 定員 主催
第 37回 10月 8日㈮ コミセン葉山 30人 葉山地域包括支援センター
第 38回 10月 14日㈭ なごやかセンター 30人 栗東地域包括支援センター
第 39回 10月 18日㈪ ゆうあいの家 25人 栗東西地域包括支援センター
※時間はいずれも 13:30 ～ 15:00
※内容は全て同じです。申込みはいずれか１か所のみ。( 自宅から近い場所への
参加がお勧めです )

対象…市内在住・在勤の人
参加費…無料
申込み…９月１日㈬から受付開始。直接または電話で下記へ
問合せ…長寿福祉課 地域支援係 ☎ 551-0198 ＦＡＸ 551-0548

「未来ノート」は自分にもしものことがあった時のために、伝えておきたいこ
とをまとめておくノートです。元気な時から人生の最期やこれからの未来を考え、
そのことを大切な誰かと話すきっかけにしてほしいという思いから「未来ノート」
ができました。
一緒に「未来ノート」を書いてみませんか？
未来ノートはおひとり 1冊、お持ち帰りいただけます。

催し 生き方カフェ大切な人や自分の最期を考え
生き方を見つめる集いＡＡＡＡＡＡＡ講座・

教室 安心安全のまちづくり講座
これからの人生を心豊かに過ごすために

～エンディングプランとは？～
日時…10 月７日㈭ 13:30 ～ 15:00
場所…コミセン金勝 大会議室
定員…30 人※申込先着順
講師…金融広報アドバイザー 丸山高
信さん

内容…これからの人生を心豊かに過ご
すため、エンディングプランと「エ
ンディングノート」のつくり方を学
びます。
受講者に「エンディングノート」を
進呈。

申込み・問合せ…
生涯学習課 生涯学習推進係 
☎ 551-0145 ＦＡＸ 552-5544
コミセン金勝
☎ 558-1100 ＦＡＸ 558-0079

ＡＡＡＡＡＡＡ講座・
教室 9 月のはつらつ教養大学

新型コロナウイルス感染症まん延防
止等重点措置に滋賀県が対象となりま
した。
このことから、感染症拡大防止のた

め、９月のはつらつ教養大学は中止と
します。
ご理解ご了承ください。

問合せ…生涯学習課 生涯学習推進係
☎ 551-0145 ＦＡＸ 552-5544

ＡＡＡＡＡＡＡ講座・
教室 知って得する講座

社会教育ボランティア「もくもく会」
の主催で、10 月 12 日㈫ 10 時から
コミセン治田東で予定していました

「知って得する講座」は、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大の状況を受け、
中止とします。
ご理解ご了承ください。

問合せ…生涯学習課 生涯学習推進係
☎ 551-0145 ＦＡＸ 552-5544
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催し 音色祭（おとねさい）

安養寺山音楽会主催の野外コン
サート。
音楽会の若手メンバーや、学生の

ブループなど、日頃の練習の成果を
披露します。
日時…９月 26日㈰ 13:00 ～ 17:00
※雨天中止

場所…第一児童公園
（市役所横、通称「しろ公園」）

問合せ…安養寺山音楽会 野村
☎ 090-8825-7509

日時…９月 27日㈪ 10:30 ～ 11:30
（受付 10:20 ～）

場所…治田東児童館　プレイルーム
内容…間伐材で作った運動遊具や木の
おもちゃなどであそぶ

講師…プレようちえんキララ 代表 竹
中好美さん

対象…市内在住未就園の１歳半から３
歳の子どもと保護者

定員…10 組　
参加費…無料
持ち物…親子ともに、動きやすく汚れ
てもよい服装、タオル

申込期間…９月 14 日㈫～ 17 日㈮
９:00 ～ 16:30

※ BIWA-TEKU参加イベントです
※飲料はお茶か水に限ります
※申込みは土曜日を除く開館日のみ電
話・来館で本人（保護者分）のみ先
着順受付。　定員に達しない場合は、
引き続き受付。FAXでの申込不可

※当日午前７時以降に暴風警報・特
別警報が発表されている場合講座
は中止

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 ＦＡＸ 554-6116

❖親子英語（ハロウィン）
日時・場所…
① 10月 11日㈪大宝東児童館
② 10月 21日㈭治田西児童館 
いずれも 10:00 ～ 11:00

内容…ハロウィンを楽しもう！
講師…コスモスイングリッシュクラブ 
対象…２歳～３歳の未就園の子どもと
保護者

定員…各 15組※申込先着順
持ち物…筆記用具など　
参加費…無料
申込み…10 月１日㈮９時から電話・
メールで受付。
※申込みはいずれか１か所のみ

❖親子リトミック
日時・場所…① 10月 13日㈬ 治田児
童館　② 10月 14日㈭ 大宝児童館　
③ 10月 18日㈪ 葉山児童館 
いずれも 10:30 ～ 11:30

内容…「リズムにのって楽しく遊びま
しょう！」

講師…リトミック研究センター滋賀第
一支局職員 

対象…１歳～３歳の未就園の子どもと
保護者

定員…各 15組※申込先着順
持ち物…筆記用具など　
参加費…無料
申込み…９月 22 日㈬９時から電話・
メールで受付。
※申込みはいずれか１か所のみ

お知
らせ 子 育 て 講 座

❖もくもく広場

上記２講座の申込み・問合せ…
生涯学習課　
☎ 551-0145  ＦＡＸ 552-5544
メ syogaigakusyu＠ city.ritto.lg.jp

休館日…９月6日㈪・13日㈪・27日㈪、10月4日㈪
❖さきらアトリウムコンサートvol.110

～クラリネット＆ハープによるシャ
ンソンの薫り～
フランスシャンソンを中心としたユ

ニット「ら・フエとコト」。憂いと哀
愁に満ちた異国情緒たっぷりの音楽を
お楽しみください。
日時…９月23日㈷14:00～15:00（予定）
場所…さきら 中ホール　※鑑賞無料
内容…愛の賛歌ほか
出演…ら・フエとコト、森健太郎（ク
ラリネット＆アコーディオン）、上
野まどか（ハープ）

❖世界音楽紀行 Vol.2 
～音楽でめぐる心の旅～
さきらジュニアオーケストラ・アカ

デミー講師によるトリオ結（Yui）第
２回定期公演。
日時…10 月 24日㈰ 15:00 開演
（14:30 開場）

場所…さきら 小ホール
内容…ヘンデル：私を泣かせてくださ
い、ベートーヴェン：ピアノソナタ
第 14番「月光」、井藤麻依子（編曲）：
星めぐりの歌ほか

出演…トリオ結（Yui）－井藤麻依子
（作曲・ピアノ）、上田明美（ピアノ）、
伴真由子（ソプラノ）

チケット料金（税込）…一般 2,500 円、
25歳未満 1,500 円
※友の会は 1割引（2枚まで）
※自由席 ※ 4歳から入場可

❖さきらジュニアオーケストラ
第 12 回定期演奏会
さきらジュニアオーケストラ、年に

一度の定期演奏会。ベートーヴェン交
響曲第 7 番、モーツァルトのヴァイ
オリン協奏曲第３番などを演奏しま
す。子どもたちによるわがまちのオー
ケストラの演奏をお楽しみください。
日時…11 月 7日㈰ 15:00 開演
（14:30 開場）

場所…さきら 大ホール
出演…秋山和慶（指揮）、山本大心（ヴァ
イオリン独奏、さきらジュニアオー
ケストラOB)

チケット料金（税込み）…一般 1,000
円、高校生以下 500 円※友の会は
1割引（一般のみ・2枚まで）

※全席指定※ 4歳から入場可
チケット発売日…一般発売　9 月 12
日㈰ 10 時～（発売初日は電話、オ
ンライン受付のみ）、さきら友の会
先行受付日　9 月 11 日㈯ 10 時～
21時 ( 電話、オンライン受付のみ・
１会員につき４枚まで )

❖暮らしうるおう「うるし」作品展
さきらカルチャークラブ 6 年目と

なる「うるし講座」受講生の作品を展
示します。塗り重ねるごとに美しさを
増す漆器作品を是非ご観覧ください。
日時…9 月 23日㈷～ 26日㈰
10:00 ～ 17:00

場所…和室　※入場無料

栗東芸術文化会館さきら　☎ 551-1455 ＦＡＸ 551-2272 チケット予約
☎551-1414
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ＡＡＡＡＡＡＡ講座・
教室 RIFA 英会話講座【後期】

栗東国際交流協会（RIFA）の英会
話講座では、イギリス出身の講師から
生きた英語を学ぶことができます。
グループ学習形式の講座で、一緒に

英会話を学ぶ仲間づくりにもつながり
ます。
皆さんの受講をお待ちしています。

日時…【午前の初級・中級・上級、午
後の中級・上級】10 月７日～翌２
月 17日 木曜日 全 15回
【午後の初級】10 月４日～翌２月
14日 月曜日 全 15回
レベル 午前 午後
初級 9:15～10:15 12:30～13:30
中級 10:20～11:20 18:30～19:30
上級 11:25～12:25 19:35～20:35

場所…コミセン大宝東（ウイングプラ
ザ 3階）

クラス…全 6 クラス（授業は全て英
語で進行します） 

定員…各クラス 15 人（最少開講人数
各クラス 7人）

受講料…一般 15,000 円
会員 12,000 円

申込み…9 月 21 日㈫ 9:00 から受付。
HP・電話・メール・FAXで下記へ

問合せ…栗東国際交流協会（RIFA)
（自治振興課内） 
☎ 551-0293（月～金9:00～17:00）
ＦＡＸ 551-0432 メmail@rifa.jp
ホ http://rifa.jp/

RIFA では、外国人と日本人が、
一緒に国際交流を楽しめるボラン
ティアや会員を募集しています。 
ぜひ事務局へお問合せください。

休館日…９月６日㈪・13日㈪・21日㈫・27日㈪、10月４日㈪
❖栗東・馬に親しむ日
9 月に JRA 栗東トレーニング・セ

ンター乗馬苑で開催を予定しておりま
したが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止します。
❖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

大会に出場する団体・個人を対象に、
支援金を交付します。
対象…国民体育大会、全国障害者ス
ポーツ大会に出場する栗東市在住の
選手

申請・問合せ…栗東市民体育館　
❖第 17 回健康づくり事業

秋の健康測定会
日時…９月 25日㈯９:30 ～ 12:00
場所…栗東市民体育館 第２アリーナ
定員…100 人※申込先着順
対象…どなたでも
参加費…無料
申込み…９月１日㈬～22日㈬までに
直接または電話で下記へ

※感染症対策として参加人数を制限す
るため、事前申込みが必要です

※感染リスクの高い機器も今年度は設
置しません

問合せ…栗東市民体育館
❖第 41 回栗東市ソフトボール選手権大会
日時…10 月 10日㈰９:00 ～
場所…野洲川運動公園ソフトボール場
対象…栗東市民または、栗東市内で活
動しているチーム（中学生以上）

参加費… 1,000 円 / １チーム
申込み…９月 17 日㈮ 16:00 までに
参加費を下記へ

問合せ…栗東市民体育館 
❖かんたんエアロ＆ストレッチ

誰でもできる簡単なエアロビクスの教室
日時…土曜日 10:00 ～ 11:10  
場所…十里体育館
対象…どなたでも
参加費…300 円 / １回
講師…エアロビクスインストラクター 
斉藤泉美さん

持ち物…体育館シューズ、ヨーガマッ
トまたはバスタオル

申込み…当日受付
問合せ…十里体育館 ☎ 553-1701

❖栗東市テニス協会 秋季シングルス大会
日時…10 月 3日㈰ 
集合・受付：男子８:45 ～、女子  
11:00 ～ ( 予定 )
予備日：10月 10日㈰

場所…野洲川運動公園 テニスコート
対象…県内在住・在学の人
参加費…2,500 円 / 人（当日徴収）
申込み…9 月 20 日㈷ 17:00 までに、
直接市民体育館（電話申込不可）、
またはメールで下記へ

問合せ… 栗東市テニス協会（西井）
☎ 090-3843-5904
メ nightmare.jack1975@gmail.com

❖はじめてのジョギング教室
無理なく簡単に、健康維持、体力増

進ができるジョギング教室
日時…10月２日・９日・16日・23日
土曜日 全4回 15:30～17:00 
 ( 予備日 11月６日 )

場所…野洲川運動公園 陸上競技場 ほか
対象…どなたでも
定員…15 人程度
参加費… 2,000 円 / ４回※特典あり
講師…日本スポーツ施設協会公認ト
レーニング指導士

持ち物…ジョギングが出来る靴
申込み…９月 25 日㈯ 17 時までに参
加費を下記へ

問合せ…栗東市民体育館

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
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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
1 2 3 4
守 草 済 草

5 6 7 8 9 10 11
済 県 済 守 草 草 済
12 13 14 15 16 17 18
草 野 済 守 草 県 済
19 20 21 22 23 24 25
済 近 済 守 草 草 済
26 27 28 29 30
草 野 済 守 草

診療時間…土･日･祝日･休日：９:00~翌９:00、平日：18:00~翌9:00
※小児救急は済生会滋賀県病院を受診してください。

９月

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 市 立 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
県 県 立 総 合 病 院 582-5031 守山市守山５丁目４－３０

日 月 火 水 木 金 土
１ ２
済 草

3 4 5 6 7 8 9
済 県 済 守 草 近 済
10 11 12 13 14 15 16
草 野 済 守 草 県 草
17 18 19 20 21 22 23
済 県 済 守 草 草 済
24

31 25 26 27 28 29 30
草 草 野 済 守 草 済 草

10月

◆救急医療情報案内　☎553-3799
電話で現在診療中の医療機関を案内するサービスです。

案内を受けた病院・診療所に行かれる場合は、必ず電話で
確認を行ってください。　

◆子ども医療電話相談
休日や夜間の子どものケガや急病で、病院へ行った方が

よいか判断に迷ったとき、 アドバイスします。
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

◆医療ネット滋賀
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。　https://www.shiga.iryo-navi.jp/

◆湖南広域休日急病診療所
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2-7-3(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で伝えてください。

二次救急（内科・外科系）診療当番特定不妊治療費助成金交付事業
不妊治療のうち、体外受精および顕微授精による特定不

妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減のため、治療に要
した費用の一部を助成します。
申請期限…「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」
の助成の決定を受けた日から90日以内

※詳細は、市HPをご覧いただくか健康増進課へ

健康づくりカレンダー記載内容の変更
栗東市健（検）診・予防接種実施医療機関
あらき内科クリニック…
高齢者のインフルエンザ予防接種 予約必要→不要

休日や夜間の診療・相談

風しん定期予防接種（第５期）
実施期間…４月から翌２月末まで
※令和３年度（今年度）が最終年度予定です

対象…本市に住民登録をしている昭和37年４月２日から
昭和54年４月１日に生まれた男性

費用…無料
※持ち物・接種方法など詳細はクーポン券に記載
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問合せ…秘書広報課　☎551-0641　FAX553-1280

テレビで放送された広報番組や市内のニュース、
市民と協働で制作した PR動画、
応募作品など、栗東の魅力を
いろいろな角度から紹介します。

広
告



保　　　健　　　だ　　　よ　　　り
乳幼児健康診査（９月１日～９月30日)

健診内容 対象児生年月日 実施日

４か月児
（午後）

Ｒ３年４月26日～  9月10日㈮Ｒ３年５月10日
Ｒ３年５月11日～  9月24日㈮Ｒ３年５月23 日

10か月児
(午後)

Ｒ２年10月16日～ ９月3日㈮Ｒ２年10月28日
Ｒ２年10月29日～ ９月15日㈬Ｒ２年11月 8日
Ｒ２年11月9日～  ９月29日㈬Ｒ２年11月19日

１歳６か月児
(歯科健診含む)

（午前）

Ｒ２年３月１日～ ９月２日㈭Ｒ２年３月13日
Ｒ２年３月14日～  9月16日㈭Ｒ２年３月28日

２歳６か月児
(歯科健診含む）

(午後)

Ｈ31年２月26日～ ９月８日㈬Ｈ31年３月10日
Ｈ31年３月11日～  9月30日㈭Ｈ31年３月22日

３歳６か月児
(歯科健診･

尿･視力検査含む)
（午後）

Ｈ30年２月21日～ ９月２日㈭Ｈ30年３月５日
Ｈ30年３月６日～ ９月９日㈭Ｈ30年３月18日
Ｈ30年３月19日～  9月16日㈭Ｈ30年４月１日

場所…なごやかセンター
◦乳幼児健康診査は、新型コロナウイルス感染拡大防止策
をとり、実施方法や一部内容を変更し実施します。対象
者に日程・受付時間・持ち物・確認事項などを、事前に
個別通知しますので、来所前に必ずよくお読みください。
※個別通知がお手元にない場合は、健康増進課へ

◦今後の実施については、感染状況により、やむをえず急
な変更となる場合もありますので、来所前に市HPで確
認してください。
※市HPで「乳幼児健康診査」と検索

◦問診票（乳幼児健康診査問診票「すくすく手帳」）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、健康増進課へ

◦健診日に体調不良(発熱･下痢･嘔吐など)や、感染症で来
所できない場合は健康増進課へご連絡ください。

乳幼児健康相談（身体測定・育児相談）（予約制）

生活習慣病・禁煙・その他の健康相談（予約制）

乳幼児健康相談は、感染拡大防止策（健康チェック、人
数の制限など）をとり実施しているため、事前に予約が必
要です。健康増進課母子保健係までご連絡ください。
日時…９月13㈪・27日㈪９:00～11:30（要予約）
場所…なごやかセンター
持ち物…母子健康手帳、バスタオル（計測用）

日時…９月６日㈪、10月４日㈪13:30～15:30
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、医師と相談してください

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
決定通知書注を受付で提出した人
注…生活保護世帯、市民税非課税世帯の人が対象。受診日
の1週間前までに印鑑をお持ちの上、健康増進課へ。受診後
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あり

受診券が必要な検診…子宮頸がん、乳がん、胃がん（内視
鏡検査）いずれも２年度に１回で、対象要件・費用など
詳細は受診券に記載　※受診券は70歳未満の対象者と、
70歳以上で過去３年以内に受診歴がある人に、受診啓
発を兼ねて５月に送付しています。70歳以上の希望者
や受診券がない人は健康増進課へ

❖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)
◦胃がん検診（胃内視鏡検査）…50歳以上の人（済生会滋

賀県病院、南草津健診センター、近江草津徳州会病院、若草
診療所、せきがわ内科クリニック、みつだ内科クリニック）
期間…６月～翌２月

◦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）
検便検査（便潜血２日法）　期間…６～11月

❖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（バリウムによる胃部エックス線検査）…４０歳以上の人
◦肺がん・結核検診…40歳以上の人
胸部エックス線検査（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

胃がん検診
（胃部エックス線検査） 肺がん・結核検診

日程・場所
定員

９月７日㈫　なごやかセンター
40人 70人

９月10日㈮　コミセン葉山
９月30日㈭　コミセン大宝西

20人 30人
受診券 50歳以上は必要 不要
受診料 900円 胸部エックス線 700円

喀たん検査 700円
検診時間 ９:00～11:30（時間を区切り予約受付）

※50歳以上の胃がん検診対象者は医療機関での胃内視鏡
検査か集団検診バスでの胃部エックス線検査のどちらか
一方を２年度に１回受診可能です

※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(胸部エックス線検査)は受けないでください

※手術歴、身体状況等により検診を受診できない場合があります
※事前に配布する注意事項をよく読み、お越しください

◦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･特別警報が発表されている場合中止します。
◦各種検診の内容は、「健康づくりカレンダー」(市HP掲載)で確認できます。
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市制施行 20 周年記念
うますぎる栗東フォトグランプリ

栗東ならではの風景や、栗東の魅力
が伝わる写真を募集します。
美味いモノ、上手いコト（風景や史跡、

道端の草花など）、巧い人（巧の技を持
つ人や、ご近所の名物人物など）、身近
な「うまい！」をお寄せください。
応募期限…９月 17日㈮
応募資格…どなたでも
応募方法…①栗東市公式 Facebook
うますぎる栗東をフォロー
②うますぎる栗東のフォトグランプ
リについての投稿に写真付きでコメ
ント（撮影場所・内容を記載）

※ Facebook に登録ができない場合
や、その他の詳細は市HPに掲載

問合せ…秘書広報課
広報広聴係
☎ 551-0641 
ＦＡＸ 553-1280

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

休館日…９月６日㈪・７日㈫・13日
㈪・14日㈫・20日㈷・21日㈫・23日
㈷・27日㈪・28日㈫（火）、10月４
日㈪・５日㈫

❖９月のテーマ展示
本館「コミュニケーション～伝える力～」
会話、手紙、SNS…毎日の生活の中

で、気持ちが届く伝え方や技術など、
コミュニケーションに役立つ本を集め
ました。
西館「この町　あの町　どんな町」
公園、道路、商店街…町や町づくり

にまつわる本を集めました。
❖えほんタイム
西館：9月 4日㈯ 10:30 ～
本館（大会議室）：
【0～2歳向け】9月11日㈯10:30～
【3歳以上向け】９月12日㈰10:30～

内容…図書館職員による絵本の読み聞
かせ、絵本の紹介（15分程度）

定員…各回 15人※当日先着順
❖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、楽しみ方について図
書館職員がお話しします。
日時…【西館】10月5日㈫10:30～
【本館】10月 7日㈭ 10:30 ～
※内容は同じです。どちらか一回を
お申込みください。
※５日㈫は休館日のため、通常の利
用はできません。講座だけ開講します

対象…市内在住で、就学前のお子さん
のいる保護者

定員…各 10人
申込み…９月 1 日㈬から受付。直接
または電話で本館へ

※子ども連れで参加の場合は、申込み
時にお知らせください。

栗東歴史民俗博物館
☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

休館日…9月6日㈪～24日㈮・27日㈪、
10月４日㈪

❖特集展示「平和のいしずえ 2021
～戦時下のくらし～」
市民からの寄贈・寄託資料を中心に、

地域に暮らした人々が体験した戦争の
時代を振り返ります。
会期…9 月 5日㈰まで
場所…栗東歴史民俗博物館 第1展示室内
❖栗東市市制施行 20 周年記念展
「栗東のあゆみ」
平成 13 年（2001）10 月 1 日に、

栗東市が誕生して 20 年。栗太郡の歴
史や、栗東のあゆみを紹介します。
会期…9 月 25日㈯～ 11月 28日㈰
場所…栗東歴史民俗博物館 第2展示室
※入館受付は 16:30 まで

栗東自然観察の森
☎ 554-1313　ＦＡＸ 554-1662

休園日…９月 6 日㈪・7 日㈫・13 日㈪・
4 日㈫・21 日㈫・ 22 日㈬・24 日
㈮・27 日㈪～ 29 日㈬、10 月４日
㈪・5 日㈫

◆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 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
参加費…無料
持ち物…雨具など 
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…９月 19日㈰
10:30 ～ 11:00

場所…栗東自然観察の森 園内
対象…どなたでも
参加費…無料
持ち物…雨具など
申込み…不要
❖【ミニクラフト】走れ！！ＳＬ
竹を使って SL を作ります。動く車

輪付きで、走らせて遊べます。
日時…９月 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　
参加費…100 円
申込み…不要
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休館(園)日は当月と翌月10日までを掲載しています

問合せ…秘書広報課　   
　　　　☎551-0641℻553-1280

「栗東のヒト・モノ・コトに出会えるページ」。
市民記者「りっとうミツケーター」と市とが
協働で情報発信をしています。

うますぎる栗東 検索

広
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