


　新緑の美しい季節を迎え、豊郷町内の各校園では田植えやバケツ稲づくりが行われました。
　豊郷小学校、日栄小学校では「たんぼの子」体験授業サポーター、PTA農芸部ほかボランティアの
皆さんの指導のもと、田植えを行いました。両小学校とも当日は好天に恵まれ、子どもたちはどろんこ
になりながら、熱心に取り組んでいました。また、通りがかった散歩中の豊郷幼稚園や愛里保育園の園
児が田植えの様子を見学する一幕もありました。　
　崇徳保育園では、手植えをする場所の「代かき」から園児自身で行っています。田植え当日は浜大津
保育園（大津市）との交流を兼ねて、一緒に泥の感触を味わいながら楽しく植えることができました。
　豊郷幼稚園と愛里保育園の5歳児は毎年バケツ稲づくりに挑戦しています。小学校や近隣の農家さん
からご厚意でいただいた土を園まで運び、どろんこになりながら、土を作って、稲を育てています。
　秋には、立派に育った稲穂を収穫して、採れたてのお米を食べるのが楽しみですね。
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　4月17日に豊郷小学校で、5月2日には日栄小学校で全校生徒を対象に
春の交通安全教室が開催されました。子どもたちは豊郷駐在所と彦根警
察署のおまわりさんのご指導と、交通指導員、シルバーキャラバン隊、
スクールガードの皆さんのご協力のもと、交通ルールや安全な歩行、横
断旗の使い方等を学習しました。
　豊郷小学校では登校班に分かれ、実際に通学路を歩き、日栄小学校で
はグランド内に作られた模擬コースを回り、安全確認を行いました。
　交通事故にあわないように、学んだ交通ルールをしっかりと守りま
しょう。

　5月8日、大阪ガス株式会社様から社会貢献活動「小さな灯
運動」の一環としてLED合図灯を10個寄贈いただきました。
　受贈に際し、町長は「交通誘導での安全確保におおいに
役立てるものですので、ありがたいです」と感謝の言葉を
述べられました。
　いただきました合図灯は小中学校、保育園、幼稚園で活
用させていただきます。
　心よりお礼申し上げます。

合図灯寄贈

豊郷小学校

日栄小学校日栄小学校
豊郷小学校

日栄小学校

豊 郷小学校交通安全教室

日 栄小学校交通安全教室
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まちの話題

　春とは思えない汗ばむ陽気の４月２２日、社会教育委員の皆さんを審査員に春の花コンクールが行
われました。春の日差しをいっぱいに受けたパンジーが審査員を待っていたかのように、咲き誇ってい
ました。中には審査の手も止まるほど素晴らしい花壇も見受けられました。
　結果は、次のとおりです。

　爽やかに晴れ渡った５月１８日、豊栄のさと視
聴覚室で豊郷町エルダークラブの総会が行われ
ました。審議は順調に進み満場一致で議案は可
決され、好スタートを切りました。
　総会終了後、早速、自主活動「健康教室」が開か
れ、アザックとよさとの野村早苗さんを講師に、椅
子に座ってのストレッチ体操や反射神経を使って
のレクリエ―ジョンなどを教えてもらった会員さ
ん。ゆったりとした中にもしっかり筋力を維持する
内容で、「これなら無理せずできます。」との会員
さんの声も聞かれました。最後にニュースポーツ
のペタビンゴで交流を図りました。
　豊郷エルダークラブでは、会員を募集していま

す。町内在住５５歳以上女性の方ならどなたでも
加入頂けます。益々の長寿社会にあって、あなた
自身の生涯学習と地域活動への参画で、生きが
いを持ってはつらつと人生を楽しみませんか。

春の花々一斉に ＝春の花づくりコンクールより＝

最優秀

安食西

優　秀

吉　田

優　良

八　町

４　位

四十九院

最優秀

吉　田

優　秀

八　町

優　良

安食西

４　位

四十九院

最優秀

吉　田

優　秀

上　枝

優　良

雨降野

４　位

八　町

最優秀

吉　田

優　秀

雨降野

優　良

安食西

４　位

八　町

エルダークラブ始動です

小学生親子の部 中学生親子の部 その他団体の部 老人会の部
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まちの話題
 

　４月２２日（土）豊郷町民体育館において「スポーツ少年団入団式」が行われ、９４名の入団者が元
気よく入団式を迎えました。小林嘉津雄本部長からは「地域で学ぶ場であるスポーツ少年団の活動を
通して仲間と成長してほしい」と挨拶があり、堤清司教育長からは「団の中にあこがれの人を見つけ、そ
の人を目標に自分をみがいてください」と祝辞をいただきました。また、指導者を代表して剣道教室の
岡村浩孝室長からは「指導者の話をしっかり聞くことの大切さ」などの励ましのことばがありました。
最後に各団の代表者が「指導者や保護者への感謝の気持ちを忘れず一年間頑張りたい」などの一年間
の抱負を発表してくれました。入団式の後には、豊郷町スポーツ推進委員の楠田秀樹さんの指導でレ
クリエーションなどの交流会が行われ、団員同士のふれあいを楽しみました。　

平成２９年度 豊郷町スポーツ少年団入団式

各団代表者誓いの言葉

集合写真 交流会の様子

　私たち豊郷剣道教室は、小林嘉津雄先生をはじめ
とし、藤野彰先生、藤野啓子先生、岡村浩孝先生を中
心に、週に2回、楽しく一生懸命けいこしています。
　剣道には級審査と段審査があり、その審査に合
格するには、基本が大切になります。そのため、1
回のけいこをどれだけ集中できるかが合否を分け
ます。今は、個々の目標に向かってがんばって練習
しています。
　週に2回という少ない時間の中で集中してけい
こできているのも、先生方の指導のおかげだと思
います。
　これからも家族の支えと先生の指導に感謝の気
持ちを忘れずに真剣にけいこ
に励んでいきたいです。そして、
試合に出たときなどに、成果を
しっかりと発揮できるように、1
回1回のけいこに全力をそそい
でいきたいと思います。　　　

豊郷剣道教室　小川 瑳恵

　今年、野球部に新入部員が6
名入ってきてくれて、やっと試合
ができるようになりました。な
ので、試合で勝てるようにみん
なでがんばっていきたいと思い
ます。

豊郷スポーツ少年団野球部
キャプテン　夏原 煌來

　僕たち、豊栄クラブジュニアは、総勢47名で、
晴れの日も、雨の日も監督をはじめ、4名のコー
チの指導の下、毎週土曜日と日曜日に練習してい
ます。
　練習でしたことを、試合でい
かせるように日々練習に励
み、県大会に出場できるよう
にがんばっています。
　豊栄クラブジュニアの応援よ
ろしくお願いします。

豊栄クラブジュニア
キャプテン　橋本 璃功

　ぼくたち豊郷ミニバスケットボールクラブは、久
保川コーチの指導のもと毎週2回練習しています。
　今年は人数が少ないですが、基本を忘れず、
チームのみんなで、練習をがんばり1つでも多く試
合に勝てる体力を作っていきたいと思います。
　これからも、コーチや保護
者の方々へ感謝する心を忘れ
ず、チームワークを大切にして
頑張ります。
　応援よろしくお願いしま
す。

豊郷ミニバスケットボールクラブ
キャプテン　　師　光夏

豊郷スポーツ少年団野球部

豊栄クラブアジュニア豊郷剣道教室

豊郷ミニバスケットボールクラブ
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　我が豊栄クラブジュニア（豊郷スポーツ少年団
サッカー部）は第４９回滋賀県少年サッカー選手
権大会の湖東ブロック予選において予選を勝ち抜
き、県大会出場を決めました。３７チームが予選に
参加する中、県大会出場枠８チームの座を目指し
て４/８から一次予選が始まり、約１ヶ月かけての
予選でしたが、見事に予選を突破することができ
ました。
　昨年は最終予選まで残ったものの、あと一歩の
ところで県大会出場を逃すという悔しい思いをし、
それからの子供たちの頑張りや努力・練習の成果
による成長の結果だと思います。
　県大会１回戦は６/４からサッカーの聖地『ビッ
グレイク』にて始まります。県内約１３０チームあ
りますが各ブロック予選を勝ち抜いた強豪、僅か
３２チームしかビッグレイクでプレー・出場するこ
とができません。湖東ブロック代表として練習の

成果が発揮できるよう、
悔いの残らないよう一生懸命プレーし、まずは初
戦突破できるよう頑張りたいと思います。また、団
員も随時募集しています。　時には厳しく・楽し
く、こんな仲間たちとサッカーを楽しみませんか。
体験も行っていますので、少しでも興味のある方
は気軽にお越しください。

代表監督　　長谷川博一

豊栄クラブジュニア 県大会出場！！

うんどう教室実施中 主催：豊郷町体育協会 号 外

　３年目に突入した「うんどう教室」今年度は指導者
に増田有紀先生をお迎えして月／２回（６月～１１月）
開催しています。自分自身の健康維持とリフレッシュ
をかねてご参加ください。
　講師の増田有紀先生はエアロビクス・ストレッチ体
操・親子体操の指導をする傍ら、国際若石健康研究
会の足もみ施術方法を学び、足を揉むことの大切さ
を伝えるとともに、身体の歪みを人間の原子感覚と
呼吸で整えていくバランス体操法と、気の流れを良く
し、しなやかな動きで筋肉を鍛えながら深い呼吸との
相乗効果で健康な身体をつくることを県内各地の教
室で指導し、「自分の身体は自分で守る」ことの大切
さを伝えておられます。これまでになかった健康法を
ぜひこの「うんどう教室」で体験してみてください。

日　時：平成２９年６月６日（火）～全１２回（第１、第３火曜日）
　　　　※受付午前１０時１５分
開　講：午前１０時３０分～午前１１時４５分
場　所：豊郷町民体育館　参加料：無料
持ち物：タオル・体育館シューズ、飲み物
服　装：動きやすい服装、できれば５本指の靴下
定　員：３０名　講　師：増田 有紀 先生
確認事項：軽度の運動が可能な方　歩行可能な方

お申し込み・問合せ先　豊郷町体育協会事務局（豊郷町民体育館内）　☎0749-35-2550　fax0749-35-2930

　　　　　 守山市在住
・国際若石健康研究協会認定講師
・健康普及指導士
・操体バランス協会３級指導員
・日本健康太極拳協会公認準師範

===== 講師プロフィール =====

　長きにわたり、民生・児童委員活動の中心的役割を担い、豊
郷町民生委員児童委員協議会長として組織の充実、要援護者台
帳の導入への取り組みなど、委員活動の充実と発展に貢献され
た功績により受章されました。謹んでお慶び申し上げます。

谷口　瑞明さん
（三ツ池）

藍綬褒章春の褒章
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産業振興課　☎35-8114　／　企画振興課　☎35-8112

郷町内郷町内豊郷町内豊郷町内ののののの 地地農地農地地ののののののの 借料賃借賃借料賃借料料ににににに ていついてついていていてついつい豊郷町内の農地の賃借料について
　豊郷町内の農地の賃借料について、下記のとおりお知らせしますので、農地の参考にしてく
ださい。下表の額は、平成28年度中に当委員会で取扱った農地の賃貸借を参考に算出した額
であり全町の平均です。それぞれの地域や圃場の形質などには違いがありますので、賃借料は
当事者双方で十分に話し合って決めてください。 豊郷町農業委員会

産業振興課
☎３５－８１１４

平成２９年４月 （10アール当り）

地帯区分

形状別

地域別

賃借料

田の部

平　　坦　　部

圃場整備地域

第１地域

7,000円

未整備地域

第２地域

5,000円

　国や県が実施する各種統計調査を行う登録調
査員を随時募集しています。
　応募のあった方を調査員として登録し、各種統
計調査に有償で従事していただきます。なお、統
計業務の内容や指定された調査区、調査員数の
関係により必ずしも全ての調査をお願いするとは
限りませんので、あらかじめご了承ください。

統計調査員の身分
　調査期間中は、非常勤の公務員となります。そ
れにより、調査で知った事柄を、調査期間中はも
ちろん調査が終わってからも他の人に漏らしてはな
らない守秘義務が課せられます。

登録していただける方
１． 20歳以上の方
２． 統計に関し理解と熱意を有し、
　  責任をもって調査事務を遂行できる方
３． 知り得た情報など秘密が保持できる方
４． 警察、税務、興信所等の業務に従事していない方
　  および選挙運動に直接関係のない方

企画振興課 
☎３５－８１１２（統計係）

業　務　内　容
　指定された世帯や事業所を訪問し、調査票の配
布・聞き取り・回収など。

問い合わせ先

問い合わせ先

登録統計調査員

問い合わせ先

毎月勤労統計調査に
ご協力をお願いします
　毎月勤労統計調査は、賃金（給与）や
労働時間、雇用の変動状況を明らかに
することを目的に、厚生労働省が実施し
ている調査で、その結果は労働・経済
関連施策の基礎資料として各方面に広く
活用されています。
　調査の対象となる事業所には知事が
任命した統計調査員が訪問しますので、
調査へのご理解とご回答をお願いいたし
ます。

毎月勤労統計調査
（第一種事業所）

毎月勤労統計調査
（第二種事業所）

毎月勤労統計調査
特別調査

30人以上

５～29人

１～４人

通年・
毎月末

通年・
毎月末

年１回・
７月末

滋賀県県民生活部統計課農林学事統計係
☎ 077-528-3392　
FAX 077-528-4835

常用
労働者数 実施時期調査の種類

として活躍いただける方を募集しています
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総務課　☎35-8111

( 例 ) 直ちに避難。直ちに避難。屋内に避難してください。
　　　ミサイルの一部が落下する可能性があります。
　　　屋内に避難してください。 

近くに
ミサイル
落下！

●屋外にいる場合：口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性
　　　　　　　　　の高い屋内または風上へ避難する。
●屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉する。 

メッセージが流れたら

落ち着いて、直ちに行動してください。
メッセージが流れたら

落ち着いて、直ちに行動してください。

窓から離れるか、
窓のない部屋に移動する。
窓から離れるか、
窓のない部屋に移動する。

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を守る。
物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を守る。

できる限り頑丈な建物や
地下街などに避難する。
できる限り頑丈な建物や
地下街などに避難する。

屋内に
いる場合

建物が
ない場合

屋外に
いる場合

問 8　近くにミサイルが着弾した時はどうすればいいですか。
答　弾頭の種類に応じて被害の及ぶ範囲などが異なりますが、次のように
行動してください。

　　・ 屋外にいる場合は、口と鼻をハンカチで覆いながら、現場から直ち
　に離れ、密閉性の高い屋内の部屋または風上に避難してください。

　　・ 屋内にいる場合は、換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を
　 密閉してください。

問7　ミサイルが着弾した後は何をすればいいですか。
答　弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が大きく異なります。そのため、
テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて情報収集に努めてください。
また、行政からの指示があればそれに従って、落ち着いて行動してくだ

問 6　車から出ると危険な場合はどうしたらよいですか。
答　高速道路を通行している時など、車から出ると危険な場合には、車を安全な場所に止め、車内で姿
勢を低くして、行政からの指示があるまで待機してください。

問 5　弾道ミサイルの情報が伝達されたとき、自動車の車内にいる場合はどうすればよいですか。
答　車は燃料のガソリンなどに引火するおそれがあります。車を止めて頑丈な建物や地下街などに避難し
てください。周囲に避難できる頑丈な建物や地下街などがない場合、車から離れて地面に伏せ、頭部
を守ってください。
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総務課　☎35-8111

弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。ミサイルが日本に落下する可能性があ
る場合は、J アラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流
すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。

弾道ミサイル落下時の
行動について

❶速やかな避難行動 ❷正確かつ迅速な情報収集
行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

Twitterアカウント 
首相官邸災害・危機管理情報

@Kantei_Saigai

http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/
hogo_manual.html

武力攻撃やテロなどから身を守るために

ミサイル落下時には、
こちらから政府の対応状況を
ご覧になれます

国民保護ポータルサイト

事前に確認しておきましょう。 首相官邸
ホームページ 
www.kantei.go.jp/

弾丸ミサイル落下時の行動に関する Ｑ＆Ａ

問3　自宅（木造住宅）にいる場合はどうしたらよいでしょうか。
答　すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下街などがあれば直ちにそちらに避難してください。それが
できない場合は、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。

問 2　なぜ頑丈な建物や地下街などへ避難するのですか。
答　ミサイル着弾時の爆風や破片などによる被害を避けるためには屋内（できれば頑丈な建物）や地下街
など（地下街や地下駅舎などの地下施設）への避難が有効だからです。

問１　ミサイルは発射から何分位で日本に飛んでくるのでしょうか。
答　北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する場合、極めて短時間で日本に飛来することが予
想されます。例えば、平成２８年２月７日に北朝鮮西岸の東倉里（トンチャンリ）付近から発射された
弾道ミサイルは、約１０分後に、発射場所から約 1,600ｋｍ離れた沖縄県先島諸島上空を通過してい
ます。なお、弾道ミサイルの種類や発射の方法、発射場所などにより日本へ飛来するまでの時間は異
なります。

問4　建物内に避難してから気を付けることはありますか。
答　爆風で壊れた窓ガラスなどで被害を受けないよう、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ
移動してください。
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保健福祉課　  ☎35-811６

臨時福祉給付金(経済対策分)の
　　 申請受付を開始しています。

　児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援するという趣旨のも
とに父母等保護者に支給するものです。

　「一億総活躍社会」の実現に向け、「住民税非課税者」を対象に臨時福祉給付金を支給します。

提出期間：平成 29年 6月末まで

提出時に必要な添付書類提出時に必要な添付書類提出時に必要な添付書類提出時に必要な添付書類現況届の提出について現況届の提出について
）に月6月年 6毎年毎（毎年 6月に提出）（毎年 6月に提出）（毎年 6月に提出）

現況届の提出について
（毎年6月に提出）

現況届の提出について
（毎年6月に提出）

　6月分以降の児童手当を受給するには、現況
届の提出が必要です！
　現況届は、毎年 6月1日の状況を把握し、6
月以降も引き続き受給要件（児童の監督・保護、
生計同一関係など）を満たしているかどうか確
認するためのものです。
　なお、現況届を提出されない
と6月分以降、児童手当の支払
いができませんので、ご注意く
ださい。

・請求者が被用者（会社員など）の場合
　→健康保険被保険者証の写し（勤務先名の記
　載のあるもの）
・平成29年1月1日現在で豊郷町に住民登録が
なかった方

　→前住所地の市町村長が発行する平成29年
度児童手当用所得証明書（平成28年分所
得）

※この他にも、必要に応じて提出していただく
書類があります。

・平成 28年度臨時福祉給付金の受給対象者
　※ただし、「住民税が課税されている方の扶養となっている場合」や「生活保護の受給
者となっている場合」などは対象外です。

支給対象者

・平成 28 年１月１日
　※基準日時点で豊郷町の住民基本台帳に記載されている方

基準日

・対象者１人につき 30,000円 (１回限り)

支給額

　受給の可能性がある対象者には、すでにお知らせと申請書を郵送でお送りし
ていますので、申請される際は、お知らせに記載している受付期間や必要書類等
を十分ご確認ください。

15,000
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医療保険課　  ☎35-8117

豊郷町医療保険課　☎35ー8117

11
2017年
6月号



医療保険課　  ☎35-8117
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医療保険課　  ☎35-811７

　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留郵便で発送します。

●8月１日 は、年に一度の被保険者証の更新日です
　　更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入しておら
れる方全員の被保険者証が新しくなります。

●8月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　　平成 29 年 8 月１日以降は、今お持ちの被保険者証は使え
ませんのでご注意ください(有効期限をお確かめください。)。

後期高齢者医療制度のお知らせ

8月1日から有効の

新しい被保険者証を７月にお送りします

平成2９年度の 保険料の額を７月にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成 2９年度の 1年間の保険料
の額や、 お支払いの方法についての通知書を、 7 月に郵便でお送りします。

●保険料の計算のもとになるのは
　　平成 2９年度の保険料は、 平成28年中の所得にもとづいて計算します。

●保険料の支払方法は
　　通知書の 「特別徴収」 の欄に金額が記載されていれば、その金額を年金から直接お支払いいただ
きます。｢普通徴収｣の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただきます。

すすす

☎豊郷町医療保険課　☎35-8117　または
滋賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 077-522-3013　HP:http://www.shigakouiki.jp/

●｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣とは
　　入院時や高額な外来治療をや、高額な外来診療を受けられると
きに、 医療機関に｢ 限度額適用・標準負担額減額認定証｣ (以下、
｢限度額認定証｣という。)を提示すると、入院時食事代が減額され、
医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額までとなります。

●対象となる方は
　　後期高齢者医療制度の被保険者の方で、平成 29年度の住民
税が世帯全員非課税の方 (課税世帯の方は交付対象外です。)

●手続き方法は
　　平成 29年 7月 31 日まで有効の｢限度額認定証｣をお持ち
の方で、平成 29年 8月以降も該当する方には、新しい被保
険者証に同封して郵送します (申請手続きは不要です。)。
●対象となる方で限度額認定証をお持ちでない方は
　　被保険者証と印鑑 ( 認印で可 ) をご持参のうえ、市町の窓
口で申請してください。

医療制度の改正
について

　全ての方が安心して医療を受けら
れる社会を維持するために、高齢者
と若者の間での世代間の公平が図ら
れるよう、負担能力に応じたご負担
を求める形で以下２点について制度
が改正されました。
●平成29年4月から、後期高齢者医
療保険料の軽減率が変わりました

　　詳しい案内は、7 月に医療保険
料額決定通知に同封して郵送す
るチラシをご覧ください。

●平成29年8月から70歳以上の皆さま
の高額療養費の上限額が変わります

　　詳しい案内は、7 月に被保険者
証に同封して郵送するチラシを
ご覧ください。

びわ色に
なります。
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医療保険課　  ☎35-8117
こんにちは保健師です

彦根保健所  各種相談案内

内　　容　保健師、医師による個別相談を行います（必要に応じて別日に心理士による相談も行います）
開催日時　医師による相談：奇数月第2木曜日 午後 3時～5時　*7月は第1木曜日
　　　　　心理士による相談：毎月第4火曜日    午前10時～5時　*8月は第3月曜日

月
医　師
心理士

6月

27日

7月
6日*
25日

8月

21日*

9月
14日
26日

10月

24日

11月 
9日
28日

12月

26日

H30年1月
11日
23日

2月

27日

3月 
8日
27日

日

開催場所　　彦根保健所(彦根市和田町４１番地) 　　担 当 者　　医師・心理士・保健師
予約・お問い合わせ　　彦根保健所　☎２１－０２８３

内　　容　◎性感染症に関する相談および性感染症（梅毒）の抗体検査
               ◎エイズ（HIV、AIDS）に関する相談およびHIV抗体検査
               ◎肝炎ウイルスに関する相談および肝炎ウイルス抗原・抗体検査

受付時間　　午後1時30分～3時
定　　員　　定員７名

登録受付対象者

内　　         容

受付時間　午前9時30分～11時
定　　員　定員４名

登録を希望される方のうち、骨髄・末梢血液細胞の提供の内容を十分に理解され
た年齢が18歳以上54歳以下の健康な方で、かつ体重が男性45㎏以上、女性
40㎏以上の方。
彦根保健所が行う登録業務は、骨髄提供希望者の登録手続き１次・２次同時検査
の採血とします。３次検査以降骨髄移植までは、公益財団法人日本骨髄バンクか
ら連絡が行われ、そのうえで実施されます。

20 4 18 1 22 5 19 3 17 7 21 5 19 9 16 6 20 6 20
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月H30年1月

20 4 18 1 22 5 19 3 17 7 21 5 19 9 16 6 20 6 20

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月H30年1月

登録受付日程

開催日程

実施場所　彦根保健所(彦根市和田町４１番地)
予約・お問い合わせ　　彦根保健所　☎２１－０２８３

実施場所　　彦根保健所(彦根市和田町４１番地)
担 当 者　　医師・心理士・保健師
予約・お問い合わせ　　彦根保健所　☎２１－０２８３

　思春期・青年期の方で、色々なことに悩んだり、うまく対処できずに社会とのかかわりを避けて家庭にひきこ
もりがちになっていることで悩んでいる本人や家族からの相談に、医療・保健・福祉の側面から対応します。

　白血病、重症再生不良性貧血などの血液難病患者にとって有効な治療法である骨髄移植を推進するため、骨
髄提供希望者を確保することが重要な課題です。骨髄提供希望者の登録受付は、滋賀県骨髄データセンターに
おいて実施されていますが、さらに充実を図るため彦根保健所においても登録受付を実施しています。

　特定感染症の早期発見・早期治療の支援を行い、感染の予防やまん延防止を目的に彦根保健所では次の相
談および検査を行っています。検査は完全予約制で費用は無料です。おひとりで悩まず、ぜひご相談ください。

ひきこもり相談のご案内

骨髄提供者登録推進事業のご案内

特定感染症相談・検査事業のご案内
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医療保険課　  ☎35-8117　／　地域包括支援センター　  ☎35-8057
こんにちは保健師です

　昨年、滋賀県健康推進員連絡協議会は30周年を迎え、気持ちも新たに歩みを進めてまいりたいと
思います。

　本年度も引き続き「私たちの健康は私たちの手で」を合い言葉に、国保特定健診をはじめ各健
（検）診を多くの方に受診していただけるよう取り組みを進めてまいります。健診を受診し、結果に応
じて病気の予防・早期発見・早期治療することが、健康な生活へと繋がります。

　また、長寿国だからこそ健康寿命を延ばしていくことが重要となります。将来を担う若い世代へのア
プローチで、次世代につながる食育に取り組み、豊郷町が“元気で健康な町”になるよう健康推進員
全員で活動してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

豊郷町健康推進員協議会　会長　竹川　富美子

　地域における健康づくりのリーダ
ーとして「私たちの健康は私たちの
手で」を合い言葉に、活動されてい
ます。健康的な生活の実現を目指
すために健康づくりの5本柱である
「栄養」「運動」「休養」「健診」「生き
がい」を基に、地域の健康課題の解
決のために、健康づくり事業への積
極的な参加と実践、地域住民への
普及啓発に努めていただいている
ボランティアさんです。

健康推進員とは

平成29年度健康推進員名簿 （敬称略）

田中　富美子
楡　　豊子
西村　瑠美
岡野　幸子
岡野　敬子
本田　恵子
大西　ミネ子
北川　美鈴
藤川　照代
竹川　富美子
早川　洋子
善利　京子
七里　咲江
中村　恵美子
北村　好子
西澤　みさを

山本　惠子
楠田　八重子
髙橋　美知代
上田　恭子
上田　善子
清水　直美
西澤　明子
清水　和美
上田　由美子
宮尾　文子
西山　淳子
元持　真里子
山田　栄美子
染川　文子

四十九院

区 区氏　名 氏　名

下枝

上枝

吉田

雨降野

八町
八目

安食西

安食南

三ツ池

大町
高野瀬

沢

生活基本チェックリスト・認知症チェックシート

ご 協 力ありがとうございました
　65歳から77歳の方（介護保険未申請の方）で回
答いただいた全員の方に結果を送付（7月頃）します。
　自分の生活機能の振り返りをして、元気な人も心
身の衰えが気になる人も、早いうちから積極的に介
護予防に取り組みましょう！ 
　まだ提出しておられない方は、返信くださいます
ようよろしくお願いいたします。

☎35ー8057

健 康 推 進 員 活 動

地域包括支援センター
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屋根より高いこいのぼり

「子育てひろば」始まりました

　泥んこあそびや水
あそびが楽しい季節
になってきました。
この時期は、日差し
が強くて運動遊びを
すると汗ばむ日や雨
降りで肌寒い日があ
ります。小さい子ど
もは、体温調節が苦
手です。それぞれの
気温に対応できる脱
ぎ着のしやすい服装
にして、体調を崩さ
ず健康に過ごしたい
ですね。

　安全で楽しい雰囲気の中で親子が集い、交流し
遊ぶ中で、子ども同士、保護者同士がつながって
多くの人に見守られながら、ともに育ちあえる楽
しい「ひろば」にしたい
と思います。
※ひろばは、2階で開催しま
す。対象外の方は、1階プ
レイルームで自由に遊ん
でいただけます。

　色紙でこいのぼりを作りました。子ども達もお母さんと一緒に
折ったり、目玉やうろこを書いたりしてお手伝いしました。色と
りどりのこいのぼりを飾ってセンターが明るくなりました。

　5月9日(火)うさぎひろば(1歳児)の開
講式を実施しました。ふれあい遊びをし
たりお話したり、お母さんや子ども達の
笑顔がいっぱいの和やかなひと時を過ご
しました。

　5月11日(木)ぞうひろば(2歳児以上)
の開講式を実施しました。お母さんと
一緒にバルーンをしたりパネルシア
ターを見たり、楽しいひと時を過ごし
ました。

　５月16日(火)ひよこひろば(0歳児)の
開講式を実施しました。小さいグループ
に分かれての井戸端会議では、子どもの
様子や子育ての悩みなど色々な話題で盛
り上がりました。

　「サーキットごっこ」をしました。でこぼこ道を歩
いたりトンネルをくぐったり、お家の人と一緒に体を
いっぱい動かして遊びました。

　5月15日(月)豊郷幼稚園で人形劇『力太郎』を観劇し
ました。初めて見る人形劇の迫力に驚く子もいました
が、お母さんと一緒に楽しく見ることができました。

子育て支援センター　  ☎35-2450
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子育て支援センター　  ☎35-2450

曜日 月 火 水 木 金 土 日

午前
19 ☆☆
楽しい歌の
コンサート

20★★
子育てひろば

ひよこ

21★★
子育てひろば

うさぎ

22 英語で遊ぼう 23
「シャボン玉」で

あそぼう

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前
26 27★★

子育てひろば

ぞう

28 
「7月のカレンダー」

を作ろう

29★★
子育てひろば

ひよこ

30
「7月のカレンダー」

を作ろう

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前
3
「七夕飾り」を

作ろう

4★★
6月 7月生まれ
誕生会

5 6 ★★
子育てひろば

ひよこ

7
「ぴよぴよお話会」
に参加しよう

 

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前
10 英語で遊ぼう
「シャボン玉」
で遊ぼう

11★★
子育てひろば

うさぎ

12 ☆☆
親子ヨガ教室
忠田先生

13★★
子育てひろば

ぞう

14  

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

午前
17

海の日で
おやすみ

18 英語で遊ぼう
『水遊び』を
楽しもう

19
「水遊び」を
楽しもう

20 ★★
子育てひろば
「縁日ごっこ」

21

午後 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば 遊びのひろば

リクエストデ－

リクエストデ－

リクエストデ－

リクエストデ－

リクエストデ－

・★★… 町内在住で該当年齢のお子さんと保護者さんのみの参
加です。“ひろば”に参加されない方は、1階のプレイルー
ムで自由に遊んでください。

・☆☆… 町内在住・町外在住のどなたでも事前に申し込みをし
ていただいてご参加ください。

　　　　(欠席の場合は、材料の準備の都合がありますのでご連

絡ください。連絡先☎35ー2450)
・ リクエストデーとは、当日センターへ来てくれたお子さんが

センターの物で自由に遊んだり描いたり作ったりして遊びま
す。午前中、みんなで一緒に活動するわけではありません。

・参加者の年齢・人数により内容が変更になる場合があります。
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新しく入った本のなかから

町立図書館　☎35-8040

町立図書館　☎35-8040　／　社会教育課　☎35-8010

どい　かや（著）
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し尿収集カレンダー　（7月分）

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。
※字名の後にある○印の数字は、お申し込みいただいた収集回数を表しています。
　①は1カ月に1回、②は２カ月に1回、③は３カ月に１回での収集申し込みを表します。
　　(例)「安食西①」の場合は、１カ月に１回収集で申し込んでいただいている安食西のお宅の収集日です。
　なお、今月の収集予定表に記載のない字については、翌月以降の収集となります。
※不定期でお申し込みの方は、原則として「不定期日」での収集となります。
※１カ月に２回のお宅については、原則１回目をご自分の字の月１回収集日（①）に行い、２回目を１回
目から15日後（2～3日は前後します）に収集します。

問い合わせ　湖東広域衛生管理組合（☎ ３５－４０5８） 
    　　　　  クリーンライフ湖東有限責任事業組合（☎ ３５－５２０５）

安食西①②③
安食南①

沢①②・下枝①
―

石畑①・吉田①②③
雨降野①②・八町①②

三ツ池①③
―

大町①②・四十九院②・高野瀬①②
八目②・安食南③

―

　安食西①②③
  安食南①

沢①②・下枝①
不定期

石畑①・吉田①②③
―

三ツ池①③
日栄①

大町①②・四十九院②・高野瀬①②
八目②・安食南③

不定期

午　後午　前日

住民生活課　  ☎35-8115

３日（月）
６日（木）
10日（月）
11日（火）
13日（木）
18日(火)
20日（木）
24日（月）

27日（木）

28日（金）

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう

　平成29年４月分から平成30年３月分
までの国民年金保険料は、月額16,490
円です。保険料は、日本年金機構から送
られる納付書により、金融機関・郵便
局・コンビニで納めることができます。

　また、クレジットカードによる納付や
インターネット等を利用しての納付、そ
して便利でお得な口座振替もあります。

お問い合わせ先
彦根年金事務所　☎0749-23-1114

新婚ご夫婦新新婚ご婚ご夫ご夫夫婦ににに結婚記念結結婚婚記念念品記念念品をを
プレゼントします！プレゼントしますす！！

新婚ご夫婦に結婚記念品を
プレゼントします！

　町をあげてご結婚
をお祝いし、新婚生
活を応援する為に、
オリジナルフォトフ
レームを贈呈いたし
ます。

対象　４月以降婚姻届を豊郷町に提出し、結婚
後豊郷町に住まわれる新婚夫婦

※画像はイメージです

問い合わせ　住民生活課　☎35ー8115
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「人権なんでも相談所」のご案内
　豊郷町では、毎月１回隣保館・相
談室において、人権擁護委員による
「人権なんでも相談所」を開設して
います。
　ここでお受けした内容は徹底して
守られますので、安心して「人権な
んでも相談所」をご活用ください。 問い合わせ先　人権政策課　☎35－8113

　また、大津地方法務局彦根支局においては、平日(火曜日から木曜日)の９時30分～16時30分
まで管内の人権擁護委員が常駐していますので、お気軽にご相談ください。
　なお、詳しいことについては、大津地方法務局彦根支局総務係　☎22ー0242までお問い合わ
せください。

６月の相談日です　(13：30～15：30)

月　日

６月 23日

曜 日

金

担 当 委 員
人権擁護委員
２名

場　　所
豊郷町隣保館
（相談室）

行政サービスについての相談は、行政相談委員さんへ
７月の相談日は18日（火）13時～15時30分
 場　所　　豊郷町役場別館３階会議室
 相談員　　古市　和子さん

ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
 問い合わせ
　 総務課　☎35－8111

もう登録されましたか？もうもう登う登録登録さ録されされまれままししたたか？か？＝災害情報等＝＝災害災害情害情報情報等報等等のののの総合情報配信システム＝総合総合合情報情報報配信配信信シスシステステムム＝テム＝ム＝もう登録されましたか？ ＝災害情報等の総合情報配信システム＝
　災害情報等の情報をメールで受信できるシステム「総合情報配信システム」で

情報を受信するには、登録（※１）が必要です！

ー豊郷町で配信する情報についてー
■災害情報（避難勧告などの緊急情報など）　
■火災情報（彦根・犬上郡等で発生した火災情報）
■防犯情報（不審者情報など）
■感染症等流行情報（インフルエンザなど感染症）
■食中毒注意報情報（保健所の発表情報）
■光化学スモッグ情報（光化学スモッグ注意報）
■捜索者情報（認知症等の徘徊時捜索情報）
※「火災情報」「災害情報」は、24時間、時間を問
わず配信されます。それ以外の配信情報は、平日
時間内のみ配信となります。

ー登録（※１）方法についてー
　次のQRコードまた
は登録用メールアド
レスから登録をお願
いします。

豊郷町：touroku@toyosato-town.jp
に空メール

　　　　jouhou@toyosato-town.jp
より案内メールが届きます。

問い合わせ先　総務課☎35－8111

豊郷町職員を募集します平成30年４月採用

試験区分　行政職（上級）　２名
　　　　　保健師　　　　　１名
年　　齢　平成２年４月２日から
　　　　　平成８年４月１日まで
　　　　　に生まれた者
受付期間　平成29年６月23日(金)
　　　　　までの執務時間中

第１次試験
　※行政職のみ２日間行います
【第一日目】平成29年７月23日(日)
　　　教養試験（大学卒業試験程度）
【第二日目】平成29年７月29日(土)※
　　　集団討論・集団面接ほか

※保健師職の採用試験は、第二日
目はありません。
　その他詳しいことは、豊郷町役
場ホームページもしくは総務課
までお問い合わせください。

問い合わせ先　総務課　☎35ー8111
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での転倒災害を職職場で場ででのの転転倒災倒災災害害を
防止しましょう防止防止しましょうう

職場での転倒災害を
防止しましょう

　転倒災害は誰にでも身近で起こりやす
く、職場で最も発生件数の多い災害です。
　厚生労働省では転倒災害を撲滅するため
「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進
し、転倒災害防止のための特設サイトを開
設しておりますのでご参照下さい。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/
tentou1501.html

※お問い合わせ先
　彦根労働基準監督署
　☎0749―22―0654

滋賀県レイカディア大学米原校
大学祭の開催について

　滋賀県レイカディア大学米原校では、下
記の日程で大学祭を開催します。在学中の
38期生（２年生）と39期生（１年生）の
園芸学科・北近江文化学科・健康づくり学
科の熟年学生が大学で学んだ学習成果を発
表します。各学科趣向をこらした来客者へ
のプレゼントや、卒業生の地域活動につい
ての展示・発表もあります。

・開催日時
　平成29年7月26日（水）
　13時～15時　作品展示、実践＆体験コーナー
　7月27日（木）
　10時～15時　作品展示、実践＆体験コーナー
　7月28日（金）
　10時～15時　ステージ発表、作品展示

・開催場所
　滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール

・問合せ先
　滋賀県レイカディア大学米原校事務局
　〒521-0016　米原市下多良2-137
　 （県立文化産業交流会館内）
　   ☎0749－52－5110

　子育てをしながら働き続けられるよう、仕事
と家庭の両立を図ることは大変重要です。
　平成29年10月１日から、改正育児・介護休
業法がスタートします。その内容は次のとおり
です。
　また、就業規則（育児・介護休業規定）をこの
内容に則して改正する必要があります。
①育児休業期間が、保育所等に入所できないなど
一定の場合には、子が１歳６か月経過後、２歳に
なるまで再延長できるようになります（この場
合、育児休業給付金も２歳まで受給できます。）。
②事業主は、労働者又はその配偶者が、妊娠・出産
したことを知ったときに、当該労働者に対し、個
別に、育児休業等に関する制度を知らせるよう
努めることが必要となります。
③未就学児（小学校入学前の子）を養育する労働者
が働きながら子育てしやすいよう、育児に関す
る目的のために利用することができる制度を設
けるよう努めることが必要となります。

（問い合わせ先）
　滋賀労働局雇用環境・均等室
　☎077ー523ー1190
　http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

甲種防火管理新規講習（前期）
日　　時：７月１2日(水)・同１3日(木) ９：００～１６：００
場　　所：彦根市消防本部（彦根市西今町４１５番地） 
定　　員：72人（先着順、彦根市消防本部管内在住、在勤者を優先）
申込期間：６月１2日(月)～同１6日(金)
受 講  料：４,２８０円（テキスト代を含む）　
問い合わせ先：彦根市消防本部予防課
　　　　　　  ☎２２－０３３２　FAX：２２－９４２７
※電話・インターネットでの申込みはできません。

応急手当普及員養成講習会
日　　時：8月１6日(水)～同１8日(金)8：3０～17：10
場　　所：彦根市消防本部（彦根市西今町４１５番地） 
受講対象者：彦根市消防本部管内の事業所や防災組織等に
              属し、応急手当の指導に従事する方
定　　員：２０人 　申込期限：7月14日(金)
費　　用：無料（ただしテキスト代約4,000円が必要です）
詳しくは、彦根市ホームページをご覧ください。
http//www.city.hikone.shiga.jp/index.html
問い合わせ先：彦根市消防署 本署救急係 ☎22－6119

防災管理者講習のお知らせ
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乳幼児健診 6月・7月分
場所は 豊栄のさと いきいきルーム です。

お子さんの体調がすぐれない・発熱（37.5 度以上）等の場合は、必ず保健師
（☎35-8117）までご連絡下さい。

広告

甲賀市在住
　中国楽器「二胡」先輩（前西さち子）、ギター後輩
（いけだけい）とで平成26年５月に結成。２人のハー
モニーにより懐かしい曲や癒し系の曲を中心に演奏
をしています。また地域活動のイベントにも出演。
　ユニット名は、野菜の「ケール」が健康に良いよう
に、私たちの音楽が皆さんの心のサプリメントになれ
ばいいなあ～と思って名づけられました。

第２回 フロアーコンサート

二胡とギターユニット 入場無料 無料カフェあり

主催：豊郷町文化協会　共催：豊郷町教育委員会

6月25日日
開場：14:00
開演：14:30～15:30
場所：豊栄のさと
　　　エントランス

アザックとよさと夏休み特別企画
希望が丘キャンプ参加者募集！

　夏休み特別企画！希望が丘野外活動センターにてキャンプを
実施します。
　自分たちが食べる食事を作ったり、夜はキャンプファイヤー
など普段体験することのできないことを学んでみませんか！
会　場：希望が丘野外活動センター
時　間：午後１時　豊郷町民体育館出発
対　象：小学５年生～小学６年生
参加費：アザック会員2,500円
　　　　非会員3,000円(保険代含む)
定　員：20名

平成29年７月22日(土)～23日(日)

詳細につきましては、NPO法人
アザックとよさと事務局まで…
☎0749ー35ー2550
たくさんの方々の参加お
待ちしています！

※14：00～
　　　カフェオープン

事　業・受付時間 健診日 対　象 持ち物など

4 カ月児健診
午後１時 45分～２時

　6月 27日（火） 平成 29年２月生まれ 母子健康手帳・バスタオル・
健診質問票・おたずね票・
すこやか親子おたずね票　7月 25日（火） 平成 29年３月生まれ

10 カ月児健診
午後 1時～ 1時 15分

　6月 27日（火） 平成 28年８月生まれ
母子健康手帳・健診質問票・
おたずね票・食事調査票　7月 25日（火） 平成 28年９月生まれ

２歳 6カ月児健診
午後 1時～ 1時 15分

　7月　5日（水） 平成 26年
11月・12月生まれ

母子健康手帳・健診質問票・おたず
ね票・食事調査票・聴力検査アンケ
ート・タオル・コップ

３歳 6カ月児健診
午後 1時～ 1時 15分

　7月 12日（水） 平成 25年 12月・
平成 26年 １ 月生まれ

母子健康手帳・健診質問票・おたずね
票・すこやか親子おたずね票・視力検
査問診票・歯の生活習慣おたずね票・
食事調査票・タオル・コップ

乳幼児相談
午前９時 30分～ 11時

6月 23日（金） 計測、お子さんの健康
や子育て、栄養につい
て相談がある人（予約
不要）

母子健康手帳
「母乳が足りているのかな？」「言葉
が遅い気がするかも？」「子育ての
振り返りがしたい」など気軽にご相
談下さい♪

7月 11日（火）
21日（金）
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(６月19日～７月23日)

５月31日現在

男 3,613人
前月比(＋3)

女 3,768人
前月比(ー4)

人口総数 7,381人
前月比(ー1)

世帯数 2,938世帯
前月比(＋6)

気をつけよう!　４月に豊郷町では、交通事故４件・犯罪５件が起きています。

体育協会体協

測定日 測定時間 天候 放射線量
5月15日㈪ 午前10時 曇 0.07μSｖ/ｈ
5月31日㈬ 午前10時 晴 0.06μSｖ/ｈ５月の

放射線量 自然放射線（通常0.01～0.2μSv/h程度）を超える数値は検出されませんでした。　※μSｖ／ｈ（マイクロシーベルト／時）
　測定の場所：豊郷町役場別館庁舎　正面玄関前（地上から１ｍ） 
　測定の方法：測定開始時から、30秒～１分～１分30秒　３回の測定の平均値を測定結果とする

豊郷町 行事予定
6月

19日 (月) サッカー教室 　振替休業日

20日 (火) 漢字マスターチャレンジテスト、教育相談週間（～30日）算数検定 　うんどう教室体協　リサイクルフェア（～28日） 　転倒予防教室
21日 (水) 乳児親子フォーラム
22日 (木) ４年関西電気保安協会出前授業
23日 (金) ヴィオラ＆チェロリサイタル 　 たんぽぽ・さくら組保護者活動

25日 (日) アザックとよさと スポーツ体験くつろぎコンサート（第2回フロアーコンサート）「ケールユニット」二胡とギター演奏
27日 (火) 郡特別支援学級交流会
28日 (水) サッカー 　認知症予防教室
29日 (木) 4年やまのこ 　期末テスト（～30日） 　転倒予防教室
30日 (金) 算数プレテスト 　第1回進路説明会

図書館休館日　　　　　6月（5日・12日・18日・19日・26日・29日）
7月

1日 (土) 第51回すもう大会 　子どもえいが会
3日 (月) 振替休業日 　書道
4日 (火) うんどう教室体協　転倒予防教室
5日 (水) サッカー教室 　ばら・あやめ組親子活動 　算数たしかめテスト
6日 (木) 歯科検診 　七夕のつどい 　切り絵・絵手紙
7日 (金) 七夕のつどい 　お泊り保育（～8日） 　ぴよぴよおはなし会
9日 (日) '17人権尊重をめざす町民のつどい 　魚つかみ＆魚バーベキュー
10日 (月) プール開き 　転倒予防教室
11日 (火) ６年すもう見学
12日 (水) サッカー 　登校班別会 　大掃除
13日 (木) 期末保護者懇談会（～14日）
14日 (金) あやめ組お泊り保育
15日 (土) あそび広場 　とことこおはなし会
16日 (日) 第8回ナイターグラウンドゴルフ大会体協

18日 (火) ＰＴＡ主催 食育教室、フリー参観個別懇談（～20日） 　期末保護者懇談会（～19日） 　うんどう教室体協　転倒予防教室
19日 (水) 人形劇 　給食終了 　個別懇談会 （～21日）　アザックウォーキング
20日 (木) 終業式
21日 (金) 保護者懇談会（～25日） 　中体連ブロック大会（～22日）
22日 (土) アザックとよさとキャンプ（～23日）

図書館休館日　　　　　7月（3日・10日・16日・17日・24日・27日・31日　）

23
2017年
6月号



24
2017年
6月号
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