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産業振興課　☎35-8114

　農家民泊事業も今年で４年目を迎え、今まで引き受けてい
ただいたご家庭のおかげで評判を呼び、３年連続来てくれて
いる学校や「一度来てみたい」という学校など、この春には３
校の中学生が本町に修学旅行として訪れました。
　彦根市、東近江市、愛知郡、犬上郡で連携して湖東エリアと
して５校を受け入れたうち本町は、5月29日～30日に船橋市
立前原中学校の３年生37名が10軒の家庭で、６月５日～６
日には国立市立国立第二中学校の３年生34名が９軒の家庭
で、６月16日～18日には浜松市立東部中学校の３年生10名を３軒の家庭でそれぞれ迎えました。

　毎回受け入れられているベテランの受入家庭や、初めて受け入れられる家庭等その家での体験
や食事のメニューは様々ですが、どの家庭に来た子どもも農作業の体験や豊郷の伝統文化を体験
しながら家庭の皆さんと心の交流をされ、お別れの時は生徒も家族も涙々でした。
　受け入れられた家庭の皆さんも「受け入れる前には緊張して不安に思っていたけど、やってみた
ら素直な良い子ばかりだった。次回も是非受け入れたい。」とか「子どもや孫が帰ってきたみたいで
楽しかった。」と口々に心温まる感想をいただきました。

　この地域への注目度は非常に高くなっていて、９月11日（木）～12日（金）には３年前に受け入れ
た西東京市立田無第三中学校の受け入れを予定しています。
　まだまだ受入家庭を募集していますので、「一度試しにやってみたい」とか「話を聞いてみたい」
とお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

豊郷豊豊郷豊郷豊郷豊豊郷豊郷豊郷ののの魅力魅力がが高評価高評価評価！！
   都会からの修学旅行生が続々と！都会都会からのの修学旅行生が続々と！行生が続々旅行行生が続々と！
豊郷の魅力が高評価！
　   都会からの修学旅行生が続々と！

問い合わせ先　産業振興課　☎35-8114
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住民生活課　☎35-8115

し尿収集カレンダー　（8月分）

※し尿収集手数料にかかる、消費税額の改定について
　４月１日から、消費税率が８％へと改定されました。それに伴い、し尿収集手数料も１ℓあたり
12.22円に消費税額８％が加算されますので、ご理解ご協力お願いいたします。

※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ヶ月に1回、②は２ヵ月に1回、③は３ヶ月に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ヶ月に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ヶ月に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①②
安食南①

高野瀬②・沢①③・下枝①②③
石畑①・吉田①・雨降野①・八町①

三ツ池①②③
―

上枝②・杉②・日栄①②
四十九院①③・大町①③
安食南②・高野瀬③

1日（金）
 6日（水）
 8日（金）
12日（火）
18日（月）
19日（火）
21日（木）
25日（月）
28日（木）

安食西①②
安食南①

高野瀬②・沢①③・下枝①②③
石畑①・吉田①・雨降野①・八町①

三ツ池①②③
不　　定　　期

上枝②・杉②・日栄①②
不　　定　　期
安食南②・高野瀬③

午　後午　前日

×収集できない
もの

★濡れた古着・破れた古着・汚れのひどい古着・臭いのひどい古着
★繊維製品でないもの（紙くず、生ごみ、木くず、文房具、園芸用品等）
★裁断くず、反物等
★寝具類（掛布団、敷布団、肌布団、座布団、クッション、枕、電気毛布、こたつ布団、
ペットに使用した毛布類）

★インテリア類
　（じゅうたん、カーペット、畳上敷、カーテン類、ビニールシート、足ふきマット、
トイレットマット、便座カバー等）

★その他
　(かさ・雨具・カッパ類・かばん類・スリッパ・靴・履物類・ベルト類・ぬいぐるみ等)

問い合わせ先 住民生活課 ☎35－8115

■日  時 7月26日（土） 9時～11時30分（小雨決行） 
雨天の場合 7月27日（日）

■回収場所 豊郷町役場駐車場（豊郷郵便局西側）

　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入して保険料
を納めることになります。
　自営業者・学生・フリーターの方などが20歳になったときは、住所地の市町村役場
へ国民年金加入の手続きが必要です。また、厚生年金保険や共済組合の加入者（第２
号被保険者）に扶養されている配偶者の方が20歳になったときは、第２号被保険者の
勤務先を経由して加入の手続きを行うことになります。

　なお、第２号被保険者が20歳になったときは、加入の手続きは必要ありません。国民年金の加入手続
きをきちんとして、保険料を納めましょう。

問い合わせ先　住民生活課　☎35－8115
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税務課　☎35-8119
税だより

国民健康保険は、みなさま（国民健康保険加入者）から納付いただいた国民健康保険税で運営しています。
平成26年度より、国の制度改正に伴い、国民健康保険税の限度額と軽減措置を、次のとおり改正させて

いただくことになりました。加入者みなさまの、ご理解とご協力をお願いいたします。

改正内容改正内容
①課税限度額改正
　介護分の最高限度額が12万円から14万円に、支援金分の最高限度額が14万円から16万円に引き上
げになります。

変更前 変更後
　 医療分税率 介護分税率 支援金分税率 　 医療分税率 介護分税率 支援金分税率

所得割 5.8/100 2.0/100 2.6/100 所得割 5.8/100 2.0/100 2.6/100

資産割 21/100 6.0/100 8.0/100 資産割 21/100 6.0/100 8.0/100

均等割 21,000円 9,000円 8,000円 均等割 21,000円 9,000円 8,000円

平等割 18,000円 6,000円 7,000円 平等割 18,000円 6,000円 7,000円

最高限度額 510,000円 120,000円 140,000円 最高限度額 510,000円 140,000円 160,000円

②軽減措置の拡大
　低所得者に対する軽減措置の拡大のため、国民健康保険税の均等割額と平等割額の軽減を行っており
ます５割軽減と２割軽減の対象となる世帯の基準となる所得が引き上げられます。
（申請不要ですが所得税や住民税の申告をされていないと、軽減を適用することはできません。）

変更前 変更後

７割軽減
被保険者の総所得が３３万円以下
の世帯

７割軽減
被保険者の総所得が３３円万以下
の世帯

５割軽減
３３万円＋（２４.５万円×世帯主を除
く被保険者数）以下の世帯 ５割軽減

３３万円＋（２４.５万円×被保険者
数）以下の世帯

２割軽減
３３万円＋（被保険者数×３５万円）
以下の世帯

２割軽減
３３万円＋（被保険者数×４５万円）
以下の世帯

国民健康保険税（医療分・介護分・支援金分）の計算方法

国 民 健 康
保 険 税
医療分
介護分
支援金分

＝

所 得 割
加入者の所得
に応じて計算 ＋

資 産 割
加入者の固定
資産税に応じ
て計算

＋

均 等 割
加入者の人数
に応じて計算 ＋

平 等 割
一世帯ごとに
応じて計算

※介護保険料分は40歳から64歳までの人が対象となります。

Â

Â

平成26年度国⺠健康保険税課税限度額の改正・
軽減措置の拡⼤のお知らせ

加入や離脱の届出お忘れはありませんか？
　国民健康保険の加入、脱退の手続きは、変更があった日から14日以内に届出をお願いします。届
出をされませんと、未届け期間を遡って請求するため、税が高額になる場合や、また社会保険と二重
払いをしている場合があります。
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総務企画課　☎35-8112

平成26年度 滋賀県豊郷町職員採用初級試験
　平成26年度滋賀県豊郷町職員採用初級試験を次のとおり行います。

１．職種、採用人員及び受験資格

職　種 採用人員 受験資格

一般事務 １名 平成４年4月2日から平成９年4月1日までに生まれた方

保育士・幼稚園教諭 ２名

昭和63年4月2日から平成７年4月1日までに生まれた方で、
保育士の登録をし、かつ、幼稚園教諭免許を有する方、または、
平成27年3月31日までに保育士の登録見込み、かつ、幼稚園
教諭免許取得見込みの方

２．試験の期日、場所等
　第1次試験
　　■ 試 験 日　９月21日（日）

　　■ 場　　所　滋賀県立彦根翔陽高等学校（彦根市芹川580）

　　■ 試験方法　教養試験　…　 択一式により、公務員として必要な社会、人文および自然に関する一般
知識ならびに文章理解、判断推理、数的推理および資料解釈に関する一
般知能について筆記試験を行います。

　第1次試験の結果発表　10月中旬　  　　第２次試験　11月上旬　

　最終合格者発表　11月中旬

３．申込み、受付等
　受験手続および受付期間
　　■ 申込書の請求
　　 　申込書は、豊郷町役場総務企画課に請求してください。
　　 　郵送で請求する場合は、封筒の表に「初級請求（一般事務）」または「初級請求（保育士・教諭）」と朱書

し、返信用封筒(角形２号封筒＝33×24㎝に、120円切手を貼り、宛先を明記したもの）を同封して、
豊郷町役場総務企画課（〒529‐1169 犬上郡豊郷町大字石畑375番地）まで送付してください。

　　■ 受験の申込み
　　 　申込書に必要事項を記入し、豊郷町役場総務企画課人事給与係に提出してください。
　　 　申込書を郵送する場合は、封筒の表に「初級受験（一般事務）」または「初級受験（保育士・教諭）」と朱

書し、返信用封筒(長形３号封筒＝12×23.5ｃｍに、82円切手を貼り、宛先を明記したもの）を同封
して、必ず簡易書留または特定記録郵便等により送付してください。

　　■ 受付期間
　　 　７月22日(火)から８月８日(金)までの執務時間中（午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、
土曜日および日曜日は除く）に受け付けます。

　　 　郵送の場合は、締切日（８月８日）までの消印のあるものに限り受け付けます。
　　問い合わせ先　　総務企画課☎35－8112
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人間ドック・脳ドック2次募集人間ドック・脳ドック2次募集ののお知らせお知らせらせ人間ドック・脳ドック2次募集のお知らせ

国民健康保険国民健康保険に加入されているに加入されてれている 　
　　70歳70歳以上以上75歳75歳未満の未満のみなさまへみななさまさまへへ
国民健康保険に加入されている　　　
　　70歳以上75歳未満のみなさまへ

　平成２６年４月２１日から平成２６年５月９日まで、人間ドック・脳ドックの検診費用の補助について申請を受
け付けましたが、定員に満たなかったので2次募集をさせていただきます。

◎補助を受けられる方
　豊郷町在住で35歳以上75歳未満(平成26年3月31日時点)の国民健康保険加入者で国民健康保険
税の滞納のない方。
※健診実施日に他の保険に加入された場合は、助成対象となりません。
※助成は、人間ドックか脳ドックのいずれかのみ受けることが出来ます。
※国保メタボ健診(特定健康診査)を受けた方は人間ドックの補助対象外となります。（脳ドックの補助
は受けていただけます。）

◎申込方法
　国民健康保険被保険者証と印鑑をご持参の上、医療保険課の窓口で
申込みをしてください。お電話での申込みはできませんのでご了承ください。

◎申込期間
　平成２６年７月２２日（火）から８月１日（金）まで

◎再募集人員
　人間ドック　１5名　　脳ドック　７名

　8月より国民健康保険高齢受給者証（薄橙色）の更新となります。
　前年の所得判定により負担割合を確定し、7月下旬頃世帯ごとに送付いたしますので、ご確認お願いし
ます。
　なお、医療機関等を受診される時には、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証をご一緒に提示して
ください。

見本

問い合わせ先　医療保険課☎３５－８１１7

うすだいだいいろ

医療保険課　  ☎35-8117
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地域包括支援センター　  ☎35-8057

問い合わせ　医療保険課 ☎35－8117
　　　　　　地域包括支援センター ☎35－8057

　自宅で簡単に行える「筋力アップ体操」を習慣にして、からだの老化を
防ぎましょう。

②前かがみにならないように注意しながら、
ゆっくり腰を落とします。
できるだけひざがつま先
より前に出ないようにし
ます。

介護予防をして介護予防をして

　申請は豊郷町役場医療保険課で受け付けております。
　また、サービスの利用や生活上の困りごとについては地域包括支援センターにご相
談ください。

～こんなとき～
「お風呂に入れなくなった」など、生活の中で誰かの介助が必要になった時、ご相談く
ださい。

介護保険の申請窓口をご存知ですか？

③ひざが4分の1くらいまで曲がったら、
今度はゆっくり伸ばして
もとの姿勢に戻ります。

※膝を無理に曲げるといためやすいので、
　つらいときは曲げる角度を浅くしましょう。

※しっかりとした
　椅子または机に
　つかまる。

10回程度 １日３回
行いましょう。

①両足を肩幅くらいの広さに開き、
　椅子の背もたれなどにつかまります。
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医療保険課　  ☎35-8117

栄養相談栄栄養相養相相談談いたしますいいたししますます栄養相談いたします

　妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが、難聴や心疾患、白内障、精神
や身体の発達に遅れ等の障害を伴う「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあります。
　滋賀県では、下記の方を対象に風しんに対する免疫が十分あるか確認するための抗体検査を無料で実
施しています。

■対象者
　滋賀県に居住する次のいずれかに該当する者
　・妊娠を希望する女性
　・妊娠を希望する女性の配偶者など同居の方
　・風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居の方

■実施場所
　①協力医療機関（次のページを参照してください）
　②県内各健康福祉事務所（保健所）
　※予約方法など詳細は、直接実施機関にお問い合わせください。

■実施時期
　平成26年4月１日～平成２７年3月３１日

■検査費用
　無料

■検査結果
　・協力医療機関で受けられた場合は、検査を受けられた医療機関で結果をお知らせします。
　・県内健康福祉事務所（保健所）で受けられ場合は、検査後約２週間後に郵送で結果をお知らせします。

＜問い合わせ先＞
　　　滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課 （☎077－528－3633）
　　　湖東健康福祉事務所（彦根保健所） （☎２１－0284）

　健診や、日々の生活、病院で疑問に思ったこと、「食事の見直しってどうやればいいの？」と
いうあなたの思いに、栄養士が親身になって、見直しのお手伝いや相談をいたします。

実施日：7月17日（木）・8月21日（木）・9月9日（火）
時間：午前9時～午後3時（予約制）　
　お時間につきましては医療保険課までお問い合わせください。

実施場所　豊郷町役場内（実施日により実施会場がかわります。）

風しん抗体検査について

大人の

問い合わせ先　医療保険課　☎35－8117
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医療保険課　  ☎35-8117

医療機関名 所在地 電話番号
いけだ耳鼻咽喉科 彦根市西今町948-5 27-3317
おがわ耳鼻咽喉科クリニック 彦根市古沢町181 22-8799
おおはし内科循環器科クリニック 彦根市後三条町649 30-3800
岡田医院 彦根市橋向町44 22-1505
きたむら内科医院 彦根市長曽根南町448-25 22-9617
医療法人　橘地医院 彦根市栄町２丁目6-47 23-2057
KKCウエルネスひこね健診クリニック 彦根市古沢町181 24-3011
小林医院 彦根市京町２丁目7-38 22-0247
医療法人社団小森医院 彦根市旭町2-18 22-2714
医療法人　しみずクリニック 彦根市中央町3-55 21-3525
医療法人青葉会　神野レディスクリニック 彦根市中央町3-73 22-6216
医療法人青葉会 神野レディスクリニック　アリス 彦根市八坂町2888番地1 29-9025
医療法人青葉会 神野レディスクリニック　ソフィア 彦根市川瀬馬場町1082-1 25-5566
医療法人湖葉会　すみよしクリニック 彦根市小泉町106-1・103号 30-1835
高崎医院 彦根市西葛籠町164 28-0210
医療法人　高山内科循環器科 彦根市日夏町2680-35 28-7007
医療法人辰巳医院 彦根市西沼波町269-18 22-1180
田中クリニック 彦根市開出今町1516-18 27-1611
たなか小児科 彦根市川瀬馬場町1082-7 28-8801
つじ泌尿器科クリニック 彦根市西今町1131-23 23-7714
医療法人　堤医院 彦根市原町850-179 24-0533
医療法人　徳田医院 彦根市出路町218-1 43-7001
医療法人玄一会　なかつか内科医院 彦根市川瀬馬場町1082-5 29-0981
医療法人中西医院 彦根市芹橋２丁目9-14 22-1152
医療法人優心会　中橋整形外科クリニック 彦根市高宮町1793-3 26-5088
医療法人社団成仁会　成美記念クリニック 彦根市賀田山町1405-3 28-1323
西川医院 彦根市鳥居本町1732 22-3887
ひまわり診療所 彦根市平田町230-10 27-2473
藤野こどもクリニック 彦根市戸賀町36-6 47-5311
ふせクリニック 彦根市地蔵町190-8 46-3711
松木診療所 彦根市平田町678-10 22-5185
宮下内科 彦根市芹橋２丁目9-56 22-0383
医療法人社団　安澤内科診療所 彦根市高宮町2290 22-0954
医療法人友仁会山崎外科 彦根市河原３丁目1-20 22-1888
横野医院 彦根市大薮町2035-4 24-1515
上林医院 愛知郡愛荘町目加田882 37-2003
医療法人　北村医院 愛知郡愛荘町蚊野1732 37-2008
中川クリニック 愛知郡愛荘町沓掛382 42-2225
医療法人　成宮クリニック 愛知郡愛荘町市917-7 42-2620
野口小児科 愛知郡愛荘町沓掛388 42-3050
医療法人矢部医院 愛知郡愛荘町愛知川1332-1 42-2167
重森医院 犬上郡豊郷町四十九院867 35-2068
医療法人　たけは内科医院 犬上郡豊郷町下枝23-2 35-8015
医療法人 社団健友会　若松医院 犬上郡甲良町尼子2019-1 38-2482
小菅医院 犬上郡多賀町敏満寺1261 48-0024
小菅医院多賀診療所 犬上郡多賀町多賀1328 48-1650
株式会社平和堂健康管理室 彦根市小泉町31 23-3212
※その他の医療機関での検査を希望される場合は、県ホームページをご覧ください。

滋賀県風しん抗体検査事業委託医療機関一覧
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福祉医療費受給券（マル福）等の更新について福祉医療費受給券（マル福）等の更新について

保健福祉課　☎35-8116

　現在交付されております乳幼児、子育て応援医療以外の「福祉医療費受給券」は平成２６年７月３１日をもって
有効期限が終了しますので、更新手続きを下記の日程で行います。
　更新には、本人、配偶者および扶養義務者の所得の確認が必要となりますので、所得の申告がお済みでない方
は申告をしてください。(申告がないと更新ができませんので、ご注意ください。)
　なお、該当される方には７月中旬に、個別に案内通知をお送りしますので、持参いただくもの等ご確認のうえ、
更新手続きにお越しください。

≪手続場所≫　豊郷町役場　保健福祉課　
≪受付時間≫　９：００～１７：００
≪更新手続きの日程表≫

 

　「社会を明るくする運動」は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運動で

す。強調月間でもある７月は、「犯罪や非行を
防止し立ち直りを支える地域のチカラ」をテ
ーマに啓発活動などが展開されています。
　７月１日、この運動に伴う「法務大臣メッセ
ージ」伝達式が役場本館正面玄関前で行われました。また保護司や更生保
護女性会を中心に構成する「社会を明るくする運動」豊郷町推進委員会の
皆さんが、町内の大型商業施設などで啓発ウエットティッシュを配って、「犯
罪のない明るい社会を」と呼びかけられました。

～笹飾りと歌声に願いを込めて（崇徳保育園）～
　７月１日、崇徳保育園の園児たちによる七夕パレードが行われました。
このパレードは「社会を明るくする運動」の活動の一環として取り組んで

こられ、隣保館、
豊郷駅、豊郷郵便
局、役場を順に訪
れ笹飾りと「たな
ばたさま」の歌を
プレゼントしてくれました。地域が明るくなるよ
うにと願いのこもった笹飾りは役場を訪れた方
の心を和ませてくれました。

７月中７月中にに更新手続き更新手続きををお願いします。お願いしま願いしますす。。７月中に更新手続きをお願いします。

※受付当日は窓口が大変混雑し、お待ちいただく
　ことも予想されますので、ご了承くださるよう
　お願いします。

受　付　日
７月２２日（火）
７月２３日（水）
７月２４日（木）
７月２５日（金）

　　　　 字　　　　　　　名　　　　　　　　　
石畑・四十九院・安食西・安食南・八目　　
高野瀬・沢・吉田・八町　　　　　　　　　
三ツ池・雨降野　　　　　　　　　　　　　
大町・下枝・上枝・杉・日栄　　　

第６４回第６４回 社会を明るくする社会社会を会を るくるくすくするる運動する運る運運動社会を明るくする運動

▲法務大臣のメッセージ伝達式

▲「未来ある 明るい社会になりますように！」

▲街頭啓発

12
2014年
７月号



保健福祉課　☎35-8116

　去る5月10日(土)豊郷町ふれあいプラザにて、平成26年度いきいきサロンの始業式が開催されました。いきいき
サロン事業とは「療育手帳を持つ方々が集団活動を通じてメンバー相互の交流（仲間づくり）を行うなど、様々な経
験を通して必要な能力を培うこと」を目的のひとつとして行っている事業です。今年度、年間18回の事業を計画して
います。調理実習などを通し、参加者が地域で自立した生活ができるような事業を展開していく予定です。

　いきいきサロン事業に関するお問い合わせは、豊郷町役場保健福祉課(☎35-8116)もしくは豊郷町社会福祉協
議会(☎35-8060)までご連絡ください。

■給付の対象者
　平成26年度の町民税が課税されていない人が対象です。
　ただし、町民税非課税の人を扶養している人が課税される場合や、生活保護を受けておられる人は対象となりません。
■給付額
　○給付対象者１人につき10,000円（１回限り）
　　（給付対象者のなかで年金や手当を受けている人は5,000円 が加算される場合があります。）

豊郷町障がい者在宅支援事業
～いきいきサロン事業～

― 臨時給付金のお知らせ ―― 臨時給付金のお知らせ ―
臨時福祉給付金について

■給付の対象者
　次のどちらの要件も満たす方
　①平成26年１月分の児童手当・特例給付を受給　　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
■対象児童
　給付対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童　
　※ただし、次の児童は対象外です。　  ○「臨時福祉給付金」の対象者　○生活保護の被保護者
■給付額
　○対象児童１人につき 10,000円（１回限り）

《申請手続き》
　給付対象となる可能性のある方には、「豊郷町からのお知らせ」を郵送にて個別にお送りします。
　　○申請期間
　　  平成26年８月 １日(金)から11月 ４日(火) まで
　　○受付場所
　　  平成26年８月 １日(金)から ８月13日(水) まで　役場別館３階会議室(専用窓口を設けます。)
　　  平成26年８月18日(月)から11月 ４日(火) まで　保健福祉課窓口

子育て世帯臨時特例給付金について

*給付金に関する詳しい内容は、全戸配布チラシやホームページ等でお知らせします。
　　  問い合わせ先　保健福祉課　☎35-8116
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夏休み わくわく学習会
教育委員会　  ☎35-8131　／　隣保館　  ☎35-0611

～ スタートして 6 年目の学習会。学習習慣と生活リズムを支えることを願って ～

☆2014年度  豊郷小＆日栄小☆

夏休みわくわく学習会のお知らせ
　　

　今年の夏も『 夏休みわくわく学習会 』を実施します。
この学習会は、両小学校と教育委員会が連携して計画を
進めている夏季休業中の学力補充教室です。子どもたち
は、国語と算数の復習を中心としたプリント学習に取り組
みます。その際、小学校の先生方だけでなく、近隣の大
学よりボランティアスタッフとしてお兄さんやお姉さんた
ちも学習の支援をしてくださいます。
　“ わかる楽しさやがんばった達成感を子どもたちに感じてほしい ”“ 夏休み中の生活リズムを整えなが
ら家庭学習をする習慣を身につけてほしい ”と願って行う学習会です。昨年度の両小学校の参加率の平
均は約８４％。今年も、夏の暑さに負けることなく一人でも多くの子どもたちが自主的に参加して学習に
臨んでくれることを期待しています。

――　夏休み わくわく学習会　開催日　――

☆日栄小学校☆☆日栄小学校☆☆豊郷小学校☆☆豊郷小学校☆
７／２４（木）・７／２９（火）
８／　１（金）・８／　５（火）
８／１９（火）・８／２２（金）

７／２５（金）・７／３1（木）
８／　５（火）・８／　７（木）
８／１９（火）・８／２6（火）

＜長浜バイオ大学科学実験実施日＞ ＜長浜バイオ大学科学実験実施日＞ 

登下校中の子どもたちの安全を見守り、子どもたちへの励ましの声かけを
してください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

　夏休み中で集団登下校がないため、子どもたちは自分で登下校
をします。子どもたちが安全に気をつけて登下校をしているか、見
守っていただきますようお願いします。
　地域のみなさまに、「いってらっしゃい。」「わくわく学習会に行く
の？えらいね。」「がんばってきてね。」などの声をかけていただくこ
とが、子どもたちの“よし、がんばろう”というやる気を高め、自
信につながります。子どもたちへの地域のみなさま方のあたたか
い見守りと励ましを、どうぞよろしくお願いします。　　   

【担当：教育委員会事務局・地域総合センター（隣保館）　辰巳】

◆昨年度の子どもの感想より◆＜抜粋＞
＊大学の人が来てくれて、楽しく勉強がで
　きました。
＊わくわく学習会でたくさんのプリントが
　できました。サポーターの先生はやさし
　くてよかったです。スライム作りは、みん
　なで楽しめました。

町民の
みなさま方へ
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隣保館　  ☎35-0611
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参
加
者し
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！

募
集

ガオー！！
神戸でみんなを待っているぞ！

小・中学
生のた

めの

を

震災体
験学習！

震災体
験学習！

　1995年に発生した阪神・淡路大震災時に避難所だった神戸市長田にある神戸市立地域人材支援
センター（当時の二葉小学校）および新長田のまちへ出向き、地域の人々との交流から伝わる
被災者の想いや、長田のまち歩きを通して見えてくる復興への道のりなど、体験型プログラム
の中から防災についての重要性とともに、人と人との絆の大切さを学んでいただきます。五感
を通して感じられる内容ですので、夏休みのひとつの思い出としてぜひ参加いただきますよう、
ご案内いたします。

＊日   時　  ８月１１日（月）８:00～1８:00(雨天決行)
＊行き先　　神戸市立地域人材支援センター

　　　　　　（旧二葉小学校：神戸市長田区二葉町)

＊対象者　　小学3年生から中学3年生および保護者

＊定　員　　20名（申込締切日を7月２８日㊊ とし、定員になり
　　　　　　次第、締め切ります）

＊参加費　　一人につき1,000円

＊申込先　　豊郷町隣保館　☎35-0611（担当：山﨑・角井）

＊お申込み・お問い合わせは平日の勤務時間内にお願いいたします
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滋賀県警察官募集
◆第２回滋賀県警察官採用試験
（第１次試験）９月２１日（日）
（試験会場）滋賀大学 教育学部
（試験区分・採用予定人員）
 男性A（大卒程度） １０人程度
 女性A（大卒程度） ３人程度
 男性B（高卒程度） １２人程度
 女性B（高卒程度） ３人程度
【Ａ区分】 昭和59年4月2日以降に生まれた男女で、

四年制大学を卒業または平成27年3月31
日までに卒業見込みの者

【Ｂ区分】 昭和59年4月2日から平成9年4月1日までに
生まれた男女で、上記Ａ区分に該当しない者

（受付期間）８月１日（金）～３１日（日）まで
　インターネットでの申込みは８月２８日(木)１７時まで
　詳しくは、滋賀県警察のホームページ
　 http://www.pref.shiga.lg.jp/police/をご
確認ください。 

（問い合わせ先）
　☎フリーダイヤル０１２０－２

フレッシュ

０４－３
サイヨー

１４

自衛官募集
◆自衛官候補生
（応募資格） 平成27年4月1日現在において18歳以

上27歳未満
 学歴は問いません。
（受付期間）男子：受付中（※１）～９月９日（火）
 女子：８月１日（金）～９月９日（火）
◆一般曹候補生
（応募資格） 平成27年4月1日現在において18歳以上27歳未満
 学歴は問いません。
（受付期間）８月１日（金）～９月９日（火）
◆海上・航空自衛隊航空学生
（応募資格） 平成27年4月1日現在において18歳以上21歳未満
 学歴：高校卒(見込含)
（受付期間）８月１日（金）～９月９日（火）
そ の 他　（※１） 平成27年3月高校卒業予定者につ

いては、8月１日から受付を開始
 ●各種目とも男女問わず募集
（問い合わせ先）
　自衛隊滋賀地方協力本部　彦根地域事務所
　☎２６－０５８７
　ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/shiga/

採 　 用

ひとりで悩むの、もうやめよう。
「こころんだいやる」

　子育てやいじめ、不登校、虐待、進路など子どもに
関する相談なら、なんでも受け付けています。こんな
ことを相談してもいいのかなと思わず、もし、ひとり
で悩んでいたらまずはお電話をください。悩みをも
つ本人または保護者の相談に専門の相談員が応じま
す。匿名でも結構です。秘密は守ります。
　こころんだいやる ☎０７７-５２４-２０３０
 （全国共通ダイヤル） ☎0570-０７８-３１０
　　　　午前９時～午後９時
　　　　（１２／２９～１／３を除く毎日）
　　　　滋賀県子ども・子育て応援センター

悪質な投資勧誘にご注意！！
「きんざい金融ホットライン」

　「未公開株」「私募債」「ファンド」「不動産」「エネ
ルギー資源」など様々な投資商品について投資詐欺
が発生しています。悪質業者は、言葉巧みに投資話を
持ち掛け、すぐに取引しないと、権利がなくなるなど
と急がせ、早くお金を渡すように要求してきます。お
金を渡す前に、ぜひ近畿財務局へ相談してください。
　きんざい金融ホットライン　☎０６-６９４９-６２５９
多重債務の相談は
　近畿財務局　多重債務相談窓口　☎０６-６９４９-６５２３
　　　　午前９時～午後５時（平日）
　　　　近畿財務局きんざい金融ホットライン

税関では、お預かりしている次の通貨・
証券などをお返ししています。

① 終戦後、外地から引き揚げて来られた方々が、上陸
地の税関または海運局に預けられた通貨・証券など

② 外地の総領事館や日本人自治会などに預けられた
通貨・証券などのうち、その後日本に返還されたもの

◆ ご本人だけでなく、ご家族からもお問い合わせや
返還請求をすることができます。
(問い合わせ先)
　大阪税関　監視部　取締総括部門 ☎06-6576-3115
　大阪税関　京都税関支署 滋賀出張所 ☎077-564-3410
　いずれも８時３０分～１７時(土日・祝日を除く。)

彦根市立病院からのおしらせ
初診の選定療養費について

　彦根市立病院では従前から初診の方には選定療養費（紹介状のない初診
患者さんから徴収する特別の料金）を負担していただいておりますが、7月１
日から、次の対象者にも、初診にかかる選定療養費を負担していただきます。
選定療養費の額：２，１６０円
対 象者：平日受付時間外および土日祝日の診察で、
次の①.②の両方に当てはまる患者さん
①他の医療機関からの紹介状がない患者さん
②入院・事故など緊急でやむを得ない事情がない患者さん
　日頃から「かかりつけ医」を持つ「地域医療連
携」の推進にご協力ください。
　日曜日と祝日の受診は、まずは彦根休日急病診療
所をご利用ください。
（問い合わせ先）市立病院医事課　☎２２－６０５０

相 　 談 お 知 ら せ
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あなたの夢が拓きます 放 送 大 学

　出願期間    平成26年６月15日
～平成26年８月31日

入学試験はありません。 １科目でも学べます。
大学卒業資格が取得できます。自宅で学べます。

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。
放送大学 滋賀学習センター ☎077－545－0362
〒520－2123　大津市瀬田大江町横谷１－５　　龍谷大学瀬田キャンパス内

10 月 入 学 生 募 集

広告欄

   ☎まずはお電話でご相談ください☎
豊郷町シルバー人材センター
　　　　　　　　℡ (０７４９)３５－４６０６
　　　　　　　　Fax (０７４９)３５－４６２１　　
豊郷町石畑５１８番地(豊郷小学校旧校舎群内）

●庭木や果樹の剪定や
　伐採、併せて枝葉の
　処分、植栽、消毒を
　頼みたいとき。

●庭園や空き地、休耕田、
　畑地の除草（鎌による手刈
　か・機械による機械刈）や、
　併せて草の処分、除草剤の
　散布を頼みたいとき。

●家事、事務所の援助
　(お掃除・洗濯) の
　サービスが必要なとき。

●簡易な建物等の修繕が
　したいとき。
　　

～

場　　　所　 豊郷町役場別館３階会議室
相　談　員　　上田　祐男さん
問い合わせ    総務企画課 　☎35－8112

 ご相談は　
無料・予約不要・
秘密厳守です。

保健行事予定

７月
日 受 付 時 間 事　　　業 対　　　　　象 場所

15日（火）
13:00～13:15 10か月児健診 平成25年９月生まれの児 い
13:45～14:00 ４か月児健診 平成26年３月生まれの児 い

16日（水） 13:00～13:15 ３歳６か月児健診 平成22年12月・平成23年１月生まれの児 い

25日（金）
9:30～11:00 栄養相談 食生活や栄養について相談のある人（予約制） い

9:30～11:00 乳幼児相談 概ね１歳までのお子さんの健康や子育てについ
て相談のある人 い

８月
6日（水） 13:00～13:15 １歳６か月児健診 平成24年12月・平成25年１月生まれの児 い

12日（火）
9:30～11:00 栄養相談 食生活や栄養について相談のある人（予約制） い

9:30～11:00 乳幼児相談 概ね１歳以上のお子さんの健康や子育てについ
て相談のある人 い

体育協会体協

⼩・中学校の
就学援助制度について
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(７月14日～８月12日)

3,588 3,756 7,344 2,809
2 2 ４ 7＋＋ ＋ ＋

図書館・社会教育課行事予定

各園・学校行事予定

７月
14日（月）登校班別会○小　5年振替休業○日　期末保護者懇談会（～17日）○中　ネイル体験○デ
15日（火）安全点検○小　
16日（水）身体測定（幼児）○愛　字別児童会⑤○日　転倒予防教室○デ
17日（木）身体測定（乳児）、傘踊り練習（５歳児）○愛　給食終了○小 ○日　人権の日○小　個別懇談（～22日）○日

18日（金）誕生会○愛　おとまり保育（～14日）（ばら、あやめ組）○崇　終業式○幼 ○小 ○日 ○中　小３交流会○小 ○日　保護者懇談会（～23日）○小
19日（土）愛知川花火パトロール○中
20日（日）アザックテニス教室○ア
22日（火）傘踊り練習（５歳児）○愛　中体連夏季総体ブロック大会（～23日）○中
23日（水）町内５歳児交流会○愛 ○崇 ○幼　夏季保育（3、４歳児）○幼　認知症予防教室○デ

24日（木）避難訓練○愛　サッカー教室（ばら、あやめ組）○崇　個別懇談（～29日）○幼　わくわく学習会①○小　水泳教室、字水泳○日
25日（金）わくわく学習会①、字水泳○日　ナイターグラウンドゴルフ大会○ア
26日（土）夏まつり○愛
27日（日）アザック潮干狩り＆海水浴○ア
28日（月）人形劇鑑賞○崇　水泳教室、字水泳○日　中体連夏季総体県大会（～29日）○中　書道○デ
29日（火）わくわく学習会②○小　水泳教室、字水泳○日
30日（水）パストラール訪問（5歳児）、おはなし会○愛　滋人教犬上研究会研究集会○中
31日（木）わくわく学習会②○日

８月
1日（金）個別懇談（希望者）○愛　わくわく学習会③○小
4日（月）個別懇談（希望者、～5日）○愛　3年生確認テスト○中
5日（火）わくわく学習会③○日
6日（水）わくわく学習会④、就学相談（～8日）○小　中体連近畿大会（～10日、兵庫県）○中
7日（木）わくわく学習会④○日
8日（金）夏季保育○幼
11日（月）避難訓練○愛

７月
日 時　　間 行　事　内　容 場　　　所

19日（土） 11：00～ とことこおはなし会 ○図えほんコーナー

27日（日） 14：30～
フロアーコンサート（第3回）　
クロマチックハーモニカ演奏　
出演　山森ふさ子＆ブルーレイク・サウンズ

○豊ホワイエ

　　　　図書館休館日　　　７月（１日・８日・15日・21日・22日・25日・29日）
８月

６日（水） 14：00～ 工作教室 ○図おはなしルーム
８日（金） 14：00～ 子どもえいが会 ○図おはなしルーム
９日（土） 14：00～ 夏休みおたのしみ♪おはなし会 ○図おはなしルーム
　　　　図書館休館日　　　８月（３日・５日・12日・18日・19日・26日・29日）

気をつけよう!　５月に豊郷町では、交通事故３件・犯罪８件が起きています。
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表紙：「目指せ！ 豊日 Ｎｏ.１ 輝け！ 最大級の Smile」（豊日中学校体育大会スローガン）
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問い合わせ　
住民生活課　☎35-8115　FAX35-4588

住民票などの時間外交付
８月は８日(金)と22日(金)です。

町税の納付には便利な「振替納税」をご利用ください。
　手続きは、預金口座に使用される印鑑をご持参のうえ、
金融機関または役場へお申し出ください。

問い合わせ
税務課　 35-8119　FAX35-4575

………国 民 健 康 保 険 税・
………固 定 資 産 税・

コンビニエンスストアでも納付できます。

主　　催
とっとまつり実行委員会　事務局(産業振興課)

☎３５－８１１４　

　日　時　８月２日(土）15：00～

　会　場　豊郷小学校旧校舎群

まつりりりりつりりりりりとっとまとととととととととととととととっとまつりとととと つつつっとま りりりりりりりりりとっと りりりりりりとととととととととととととととととっっとまつつつつつりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
in２０１４in２０１４n２０１４

とっとまつり
in２０１４

松田聖子さんのものまねショー
めぐまりこさん

８月は「食品衛生月間」です。
夏場の食中毒を予防する為に、手指の細菌を食品に移さないよう、こまめな手洗いを心がけましょう。

滋賀ハーモニカ・笑好吹（エコーズ）代表

よさこい演舞
　「アザック・とよさと」

よしもと芸人
　「めぐまりこ」

ＢＡＮダンスパフォーマンス　
バンド演奏など

抽選会もお楽しみに！

よいとちゃんも来るよ♪
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