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愛里保育園
大字吉田1454番地

豊郷町豊郷町豊郷町 挙選挙選議会議員一般選議会議員一般議会議員一般選挙選挙挙選挙選選挙挙選挙豊郷町議会議員一般選挙豊郷町議会議員一般選挙

入場券は、一 人 一 枚のハガキ式で発送していますので、投票される日まで大切に保管してください。
入場券には、投票所名を記載しています。別の投票所では、投票できませんので、お出かけ前に投票所名をご確
認ください。入場券をなくされた方は、投票日当日、投票所係員に申し出ることで投票ができます。

投票には入場券をお忘れなく

投票日10月20日（日）7時00分～20時00分まで

選挙管理委員会　☎35-8111

8
2019年
10月号



A

B

C

D

E 住所移転のため、豊郷町以外に居住

F 天災または悪天候により投票所に到達することが困難

令和元年 10 月　　　日

氏　　名

生年月日 明・大・昭・平・西暦

性 別 男 ・ 女

年　　　月　　　日

刑事施設等に収容

疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難

上記以外の用事（買物、レジャー等）または事故のため、豊郷
町以外または町内に外出・旅行・滞在

仕事、家事、学業、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬
祭等に従事

次のA～Fのいずれかに○を付してください。

期日前投票宣誓書

私は、　　　　　　　　　　　  の当日、下記の事由に該当する見込みです。

ここに真実に相違がないことを宣言し、期日前投票用紙を請求します。

問い合わせ　豊郷町選挙管理委員会（総務課）　☎35-8111

投票所入場券の裏面が「宣誓書」として使用できます。
　　　〇期日前投票をされる方は、「宣誓書」の記入が必要です。
　　　〇あらかじめ記入(自署)してご持参いただくと、投票所での手間がなくなります。
　　　〇なお、からだのご不自由などで書くことが困難な方は、投票所でお申し出ください。

宣誓書の書き方例　　（投票所入場券裏面）

期日前投票をされる方へ期日前投前投票票をされ投票をされる方へる方へ方へ期日前投票をされる方へ

投
票
所
入
場
券
を

忘
れ
ず
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

期日前投票に来庁していた
だく日付を記入してください

当日選挙に行けない理由の
A～Fのいずれかに○をつけ
てください

氏名・生年月日等は忘れず、
自署してください

　豊郷町の未来を決める大切な選挙です。必ず投票しましょう。
　投票にあたっては、期日前投票期間に投票するか、投票日の当日に定められた
投票所において投票することができます。

豊郷町議会議員一般選挙

投票日に投票に行けない人も投票できます

期日前投票
10月16日（水）～10月19日（土）
時　間　８時30分～20時00分まで
投票所　豊郷町役場 別館３階会議室

選挙管理委員会　☎35-8111
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住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード
や公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。

住民票とマイナンバーカードに

旧姓（旧氏）が併記できます

旧姓（旧氏）を併記するためには、どうしたらいいの？

旧氏とは？ 「旧氏（きゅううじ）」とは、その人の過去の戸籍上の氏のこと
です。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載が
されています。

旧姓は1人に1つだけ
つけられるよ！

旧姓併記のための請求手続は2段階!

STEP２
用意した戸籍謄本等と一緒に
マイナンバーカード（通知カード）を
持って、現在お住まいの
市区町村へ行こう！

STEP1

旧姓が記載された
戸籍謄本等を用意しましょう

入手方法は３種類！
①本籍地の市区町村に請求
②郵送で取り寄せる
③コンビニで発行（※）

コンビニのマルチコピー機から発行できます。
発行できるのは戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している
市区町村のみです。
詳しくは「コンビニ交付」のHP
（https://www.lg-waps.go.jp）をご確認ください。

（※）

用意ができたら
提出しよう！

戸籍謄本戸籍謄本戸籍謄本

住民票にも

旧姓（旧氏）欄が
！

所
　
　
　
　
住

氏
旧

名
氏

女
　
　
　
男

主
　
帯
　
世

柄
　
　
続

明 大 昭 平 令

年　月　日　生
番号　花子

○ ○

○○県□□市△
△町◇丁目◎番

地▽▽号

ばん  ごう はな  こ

○○  ○○

氏 名 番号 太郎 

住 所 ○○県□□市△△町◇丁目
◎番地▽▽号

平成元年 4月 1日生 2025年 4月 1日まで有効

性別 男

旧氏　□□　令和元年11
月5日

氏 名  子花 ］○○［ 号番
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 3月31日生 2025年3月31日まで有効
性別 女

※様式例

マイナンバーカードに
旧姓（旧氏）が併記されることで、
旧姓が各種証明に使えます！

カードをお持ちの方は
追記欄に旧姓が

追記されます（記載例）

旧姓！
ここに

入ります！

旧姓！
ここに

入ります！

2019年11月5日（火）からスタート！

こんなとき
に！

契約書

各種の契約や銀行口座の名義に
旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

就職・転職時など、仕事の場面でも
旧姓で本人確認ができます！

こんなとき
に！

氏 名  子花 ］○○［ 号番
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 3月31日生 2025年3月31日まで有効

性別 女

氏 名 番号 太郎 
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 4月 1日生 2025年 4月 1日まで有効

性別 男

旧氏　□□　令和元年11月5日

旧姓（旧氏）併記はこんなときに役立つ！

きゅう　 うじ

住民生活課　☎35-8115
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　豊郷町では、町民がこぞって教育を考える気運を高め、町全体で「心豊かでたくま
しい」豊郷の子どもの育ちを支える環境づくりを促進することを目的に、１１月１日を「豊
郷教育の日」と設定し今年で５年目になります。
　当日は、保育園・幼稚園・小学校・中学校を地域のみなさんに公開する「フリー参観日」
を実施します。オープンスペースがある小学校の教室、コンピュータ室や図書室、ま
た子どもたちの遊びや学習の様子を直接ご覧ください。
　子どもや孫が通っていなくてもどなたでも教育施設をご覧になれます。来年子どもが
入学（入園）される保護者の方や、お住まいの校区以外の小学校の参観も可能です。「地
域の子どもは、地域で育てる」そのためにもぜひ、ご参観ください。

※参観時間は９時00分～（保育園、幼稚園は９時30分～）の午前中とさせていただ
きます。なお、中学校は午後も参観可能です。（部活は15時45分～）
 ※参観の方の出入り口は、正面玄関のみとします。
 ※不審者対策のため、正面玄関にある参観者名簿に記名をお願いします。
 ※上履き（スリッパ）をご持参ください。
 ※園や学校の敷地内禁煙にご協力ください。

豊郷教育の日
11 月１日（金）小学校・中学校　9時 00分～

　　　　　　　 保育園・幼稚園　9時 30分～

町内各校園でフリー参観日を実施します。（午前中（中学校は午後も可））

問い合わせ　豊郷町教育委員会　☎35-8131

施　設　名

豊郷幼稚園

愛里保育園

崇徳保育園

豊郷小学校

日栄小学校

豊日中学校

参観場所

各保育室・園庭

各保育室・園庭

各保育室

各教室等

各教室等

各教室等

内　容　等

年齢や季節に応じた活動

年齢や季節に応じた活動
（保護者による保育士体験期間）

子どもたちの遊びと生活
（モットー「遊んで学んで遊びまくろう！」）

平常の教科等の授業
認知症学習（6年）

平常の教科等の授業　
親子給食（1年）　親子活動（1,4,5,6 年）　

平常の教科等の授業と部活

教育委員会事務局　☎35-8131
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夏
休
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の
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長
い
夏
休
み
。
町
内
の
小
学
校
や
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豊郷幼稚園

たんぽぽ組(3歳児)

ふじの　あつむ

　キャンプに行った日の朝、い
つもより早く目が覚めたら、泊
まっていたサイトの横を流れ
る川に霧がかかっていました。
とても幻想的な風景に子供も
しばし、無言になっていまし
た。普段と違う光景や経験を
ずっと憶えていて欲しいなと
思いました。

チューリップ組(3歳児)

もんち　まお

　お盆はおじいちゃん、おばあ
ちゃんのお家で過ごしました。
お墓のお花を選んだり、お仏壇
のまわりをきれいにしたり、
色々な準備をしてくれました。
　お盆は、おじいちゃんのお母
さんやお父さんがお家に帰っ
てくるんだよーという話を聞
いて、見てくれてるかな？喜ん
でくれてるかな？と、ニコニコ
楽しそうにしていました。

ゆり組(５歳児)

きたがわ　あん

　ツバメが玄関に巣を作りま
した。そのひな達４匹が7月末
に巣立ちました。
　家族みんなでカラス、ヘビ
対策をして、無事に大きくなり
ますようにと願っていたので、
巣立った時は皆で喜びました。
時々、４匹で帰ってくる姿がほ
ほえましいです。

すみれ組(５歳児)

ないとう　みさと

　ほとんど毎日、お手伝いを頑
張ってくれました。少しだけで
終わってしまう日もありました
が、毎日すると決めた洗たくも
のたたみだけでなく、野菜を
切っていると「てつだう！」とは
りきって言ってきたり「なにか、
おてつだいない？」とよく聞い
てくれて、書ききれなかった細
かいことも色々手伝ってくれ
て、たのもしかったです。

ひまわり組(４歳児)

うえだ　あお

　5月に生まれた弟のお世話
をがんばりました。弟が生まれ
てから嬉しさ半面、ちょっとや
きもちもあって・・・と少し大変
な所もあるけど、弟は可愛くて
仕方のない様子。れいくんが
泣いてると「あおくんがトント
ンしてあげる」と言って、トント
ンしに行ってくれたり、「どうし
たのー？れいくん。にぃにや
でー」とかけ寄ってくれたり、お
願いすると「分かったー！！」とあ
やしてくれるあおくん。これか
らもれいくんのお世話よろしく
ね。兄弟仲良く。

教育委員会事務局　☎35-8131
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豊郷小学校

１年　髙井　空（たかい　そら）
　うみにいきました。てんきがよくて、とてもきれいでし
た。おおきないわに、たくさんかいがついていたり、さか
なやいかやくらげがいました。おみずがしょっぱくて、お
よぐのもたいへんだったけど、とてもたのしかったです。
【保護者から】
　自分で泳ぎ、潜ったりしなが
ら、海の生き物を観察すること
ができました。楽しい夏の思い
出になりました。

うみにいきました

３年　西山　陽香（にしやま　はるか）
　わたしはお母さんとわらびもちを作りました。こなをま
ぜるのがすごくたいへんでした。かためてからきなこを
つけて食べました。フルーツポンチにいれて食べたけど、
きなこにつけて食べた方がおいしかったです。こんどは、
もっとちがうりょう理にちょうせんしたいです。
【保護者から】
　夏なので冷たいおやつをと考えわらびもちを作ったの
ですが、混ぜるのが大変で汗をかきながら作ることになっ
てしまいました。料理を作るのは大変ですが、好きになっ
てくれたら嬉しいです。

わらびもちを作りました

水槽の掃除

５年　古川　海生（ふるかわ　みなり）
　私の家にはメダカが８匹います。フンもとても多いので水
が汚くなっていました。それで、私はメダカの水槽の掃除を
しました。はじめに水草、石、ビー玉を取り出し、次にメダカを
バケツに移しました。スポンジを使ってガラス面と底の面を

ごしごしと磨きました。なかなか汚れがとれなくて苦労しまし
た。汚れが取れたらすすぎをして、水槽に置き水を入れ、水
草、石、ビー玉を元に戻し、メダカを移しました。きれいな水
槽になって、メダカたちはとても喜んでいるようでした。
【保護者から】
　メダカを傷つけないように、慎重にバケツに移しながら掃
除をしていました。水槽もとてもきれいになりました。

日栄小学校

2年　勝間　陽人（かつま　はると）
　おばあちゃんといっしょにがりばんいんさつをしまし
た。がりばんいんさつは、むかしのいんさつです。てつの
えんぴつとろうげんしをつかって絵をかきます。何回もや
りなおしました。けど、たのしかったです。
【保護者から】
　おばあちゃんと昔の印刷の体験に行きました。物作り
が好きですので、とても興味をもって取り組んでいたよう
です。貴重な体験をさせてもらいました。

がりばんいんさつ

4年　間　蓮（はざま　れん）
　８月３日、びわ湖についての勉強をしました。オオクチ
バスのかいぼうをしました。胃をひらいてみると小魚の
ほねがありました。びわ湖にいるプランクトンの調査や水
質調査にはメッセンジャーというきぐを使うことがわかり
ました。　
【保護者から】
　びわ湖について知らないこと
がまだまだたくさんありました
ね。楽しい貴重な一日でした。　

びわ湖水産センターの見学

がんばったほうがん集め

6年　青山　充歩（あおやま　みほ）
　８月１１日にほうがん集めがありました。今年は、４人だけ
でほうがんを集めたので、すごく疲れて足が棒のようになり
ました。たくさんの人が「お疲れ様」と言ってくれたので、最
後まで頑張れました。　

【保護者から】
　今年で最後のお地蔵さんで
す。年長者として、少ない人数
で頑張れました。少しさびしい
けど、これからも小さい子たち
のお世話をしてほしいです。

教育委員会事務局　☎35-8131
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● 心身ともに健康なからだづくり
　保育園生活のなかで、基本的生活習慣の確
立や食育活動を通して、からだを十分に動かし
いろいろな運動遊びを経験したりすることで、
健やかな心とからだが育つことを願っていま
す。

　長い時間保育園で過ごす子どもたちにとっ
て、居心地の良い環境を作り出し、子どもたち一
人ひとりが主体的に「おもしろそう」「やってみよ
う」と心を動かす遊びを大切にしています。

● 安心できる環境のなかで、
　　　　　子どもの主体性を育む

　地域の方々との交流を通して人の温かさに触
れ、子どもたちに優しさや思いやりの心を育み
ます。
　また、保護者のニーズに応えるために、一時預
かり保育や早朝・延長保育、育児講座等を実施
し、子育て支援の充実を目指しています。

● 地域に開かれた保育園

　一人ひとりのキラリと光る所を大切に「あり
のままのあなたがステキ」と受け止め、子ども
たちに寄り添いながら自尊感情を高めていき、
生きる力の基礎を培っていきます。

● 違いを認め合う素敵な仲間づくり

みんなで支え合って子育てを！
どうぞ当園をご利用ください。

一人ひとりが安心して
笑顔で過ごせる保育園

　当園は、昭和の初期に開設された保育園で、
仏教保育・人権保育を柱にしています。そうし
た中、子どもも大人もみんなが手を携えて、「お
かげさま」という心で、毎日を過ごしていけるこ
とを願っています。
　国の保育所保育指針も改定となり、０歳児か
らやりたい遊びに熱中する！ということにますま
す力を入れています。

●「しなやかな心と体づくり」を目指して
　文字通りのびのびした遊びを中心に、農作業
の実体験・食育、お年寄りや他園との交流、仏参
などさまざまな活動を通して、子どもたち一人ひ
とりが心豊かに、たくましく育ってくれることを
目指しています。
　乳児の「育児担当制」、幼児の「キッズサッカ
ー」なども大事にしています。

　子育て相談、保育参加や親子活動などの企
画も、お仕事に支障がない範囲で随時行って
います。
　保育時間は、土曜日を含めて７時00分から
19時00分までお預かりできる体制を整えて
います。

● 保護者の皆さんとともに

崇徳保育園 愛里保育園
0063-53☎0773-53☎

☆小さい子どもたちも、自分の意思をしっかりもっています。

☆時間も忘れる
くらい遊びこん
で、いろいろな
ことを自分自身
で学んでいきま
す。

季節に応じた遊びを思
い切り楽しみながら、
心も身体も大きく成長
します。（プール遊び）

乳児クラスでは家庭的
な雰囲気の中で、基本
的な生活習慣を身に
つけます。（乳児保育）

園庭では異年齢での触れ合い
を通じて、思いやりの心を育み
ます。（園庭での異年齢交流）

教育委員会事務局　☎35-8131
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いっぱい感じて
　　　　いっぱい人とふれあって
　　　　　　　　　　　　　豊郷幼稚園

3 歳児…『カン。カン。カ
ン。電車が通ります。し
ばらくお 待 ちくださ
い。』『はーい。ちょっと
休 憩。』友 達と同じイ
メージを持って、一緒に
遊ぶ楽しさを味わって
います。

4 歳児…園庭で友達
と一緒に、砂遊び。試し
たり、工夫したり、繰り
返し遊ぶことを楽しむ
中で気づく力や考える
力が、育っています。

5 歳児…栽培活動や
クッキングを通して、
食べ物に関心を持っ
たり感謝する心を育
てたりしています。

めざす子どもの姿は、
＊明るく元気な子
＊よく考えて行動する子
＊人と協力しあう思いやりのある子

● やってみたい・知りたい・ためしてみたい
　子どもたちの興味・関心を大切にし、遊びを
通して、生きる力の基礎を育みます。

● 豊かな心を育て、温かいつながりを大切に
　友だち・先生・小学校、中学校のお兄さん・
お姉さん・地域の人たちとつながって、優しさ
や思いやりのある豊かな心を育みます。

● しなやかな体・健やかな心
　思いっきり体を動かす心地よさを味わい、健
康な心と体を育て、健康の基盤となる『食育』
を大切にしています。

● 身近な自然や地域の文化に関わって
　身近な動植物への興味・関心を高め、命の大
切さに気づいたり、江州音頭を踊ったり、お茶会
に参加したりして、地域や日本文化にふれる機
会を大切にしています。

豊郷幼稚園令和
2年度

☎35-8132
園児募集

保育園児の募集について
対 象 園 児

０歳～５歳児 ( 令和２年４月１日現在)
家庭において保育することができない児童

保 育 時 間

7 時00分～19 時00分（ただし、園により異なります。）

受 付 期 間

１１月１日 ( 金 ) ～１１月１５日 ( 金 )

申請書等配布・受付場所

各園または教育委員会事務局
　　　　　　　（豊郷小学校旧校舎内）　　　　　　
　年度途中の入所を希望される場合も、上記
の期間に申し込みいただきますよう、お願い
します。
　また、入所基準に満たない場合および申込
状況等によっては、審査の結果、継続児童であ
っても希望どおり入所できないことがありま
すので、あらかじめご了承ください。
　マイナンバーの記載が必要となっているた
め、封入・封緘し、封筒に氏名を記入の上、提
出いただきますようご協力お願いします。

　マイナンバーの記載が必要となっているた
め、封入・封緘し、封筒に氏名を記入の上、提
出いただきますようご協力お願いします。

対 象 園 児

３歳児 (平成28年４月２日～
　　　　　　平成29年４月１日に生まれた人）
４歳児 (平成27年4月２日～
　　　　　　平成28年４月１日に生まれた人）
５歳児 (平成26年４月２日～
　　　　　　平成27年４月１日に生まれた人）

受 付 期 間

１１月１日 ( 金 ) ～１１月１５日 ( 金 )

申請書配布・受付場所
幼稚園または教育委員会事務局
　　　　　　　( 豊郷小学校旧校舎内 )

幼稚園児の募集について

教育委員会事務局　☎35-8131
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医療保険課　☎35-8117

肺がん・結核検診の巡回（後期）が始まります

肺がん・結核検診を受けるとどんな病気がみつかるの・・・・？

　今年度まだ肺がん・結核検診を受診していない方は、年齢が対象であるかをご確認いただき、この機会
にぜひ受診してください。お住いの字ではない場所でも受診可能です。下記の中でご都合の良い時間帯・
場所にお越しください。

＊気になる症状等がありましたら、検診を待たずに医療機関を受診してください。
＊他のがん検診につきましては、豊郷町ホームページをご参照ください。
＊ 5月の町の検診もしくは医療機関で胸部レントゲンを年内に実施済みの方は、重複受診となりますので
ご遠慮ください。

検診名 内容 対象 受診料

肺がん検診
検診車で胸のエックス線検査をします。
喫煙本数・喫煙年数で基準値に該当し、
希望される方は痰

たん

の検査が受けられます

豊郷町に住民登
録がある40 歳以
上の男女 無料

結核検診
検診車で胸のエックス線検査をします。
この検診で肺がん検診の判定も受けら
れます

豊郷町に住民登
録がある65歳以
上の男女

　豊郷町では、5年間で15人にがん、もしくはがんの疑いがあることがわかりました。60歳代の方にも
みつかっています。去年は大丈夫でも今年になってみつかる場合もありますので、肺がん・結核検診は毎年
受けましょう！
　また、受診した方でがん検診の精密検査対象となった方は肺に異常のある可能性が高いです。精密検査
は必ず受診しましょう！

実  施  日 受付時間 場所

11月12日
(火 )

  9時30分～10時00分 三ツ池教育集会所
10時45分～11時15分 大町教育集会所
12時00分～12時30分 豊郷町隣保館
14時00分～14時30分 上枝しらふじの館
15時15分～15時45分 豊郷小学校旧校舎群駐車場

非結核性抗酸菌症って？
菌による感染で、結核の症
状と似て、「咳、血痰、発熱、
倦怠感」が主な症状だよ。
結核と違って症状は軽度だ
けど、治療が長期間にわたっ
て必要なんだ！

滋賀県健康づくり
キャラクター　
「しがのハグ＆クミ」　

がん・がんの疑い  15人 （16％）

肺結核・肺結核の疑い  7人（8％）

非結核性抗酸菌症  4人（4％）

食道裂孔ヘルニア  4人（4％）

肺以外の疾患  8人（9％）

その他の肺病変  42人（44％）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）  4人（4％）

心不全  7人（7％）

肺気腫  4人（4％）

豊郷町肺がん検診5年間精密検査結果
 2014年～2018年

※異常ありの方のみ集計しています。
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医療保険課　☎35-8117

高齢者のインフルエンザ予防接種について

10月は乳がん月間です

　　　　　 国保特定健診・
成人すこやか健診のお知らせ

　豊郷町では、高齢者のインフルエンザによる重症化を防ぐため、インフルエンザ予防接種を実施します。
　なお、対象の方については個別にお知らせしています。

　乳がんは、乳腺にできる“がん”で、日本人女性の11人に１人が
乳がんにかかるといわれています（出典：国立がん研究センターがん
情報サービス「がん登録・統計」）。
　乳がんは、早期に発見し、治療すれば多くが治る病気です。毎月
1回、自己触診を行い、40歳になったら2年に1回の検診を定期
的に受けましょう。

＊予防接種実施医療機関については、対象者の方に送付していますご案内をご覧ください

今年度まだ受診されていない方は、大切なご自身のため、ご家族のためにぜひ健診を受けましょう。

対象者 接種回数 接種費用 実施期間

①
豊郷町に住民登録がある接種日
当日 65歳以上で接種を希望さ
れる方

１回 1,000 円

10 月1日（火）から
　　　　　12 月 31日（火）

＊医療機関により実施日が
異なりますので、接種を希
望される医療機関まで直接
お問い合わせ・お申し込み
ください

②

豊郷町に住民登録のある60 歳
以上65歳未満の方で、心臓・腎
臓または呼吸器の機能に自己の
身辺の日常生活活動が極度に制
限される程度の障害を有する方お
よびヒト免疫不全ウイルスにより
免疫機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する方

今年度最後です！

日 時 ：
受 付 場 所：
受 診 料：

持 ち 物：

そ の 他：

11月10（日）・11日（月）　9 時 00 分～１１時 00 分受付
豊栄のさと　エントランスホール
無料

①国保特定健診受診券　　　　①成人すこやか健診受診票兼質問票
②質問票　　　　　　　　　　　（お持ちの方）
③国民健康保険被保険者証
※①②がお手元にない方は医療保険課までご連絡ください。
両日とも、がん検診・結核検診・骨粗しょう症検診があります。
（詳細は広報 9月号をご覧ください）

特定健診 成人すこやか健診

すべての健診が

無料
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【風しんとは？】
　風しんウイルスの飛沫感染によって起こり、発熱・発疹が現れるなどの症状があります。

　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、心臓病、白内障、精
神や身体の発達の遅れなどを伴う「先天性風しん症候群」にかかることがあります。
　妊娠中は予防接種を受けることができません。妊婦の周りで風しん予防をすることが大切です。抗体が十
分あるか確認するために、抗体検査を受け、抗体が不十分である場合は、予防接種を受けることをお勧めし
ています。

▶今年度は昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性にクーポン券を送付しています
▶昭和37年4月2日～昭和47年4月１日生まれの男性で、今年度検査を希望される方は、クー
ポン券を発行することができますので、医療保険課までお問い合わせください
▶クーポン券を実施医療機関に持っていくことで、同検査を無料で受けられます。検査結果で
抗体価が低かった方は、予防接種を無料で受けられます

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性は無料で受けられます
（2019年～2021年の3年間）

豊郷町総合健診会場で、風しん抗体検査が受けられます

　　の風しん抗体検査と
予防接種の実施について

成人男性

実 施 日
受 付 時 間
場 所
持 ち 物

：11月10日（日）・11日（月）
：9時00分～11時00分
：豊栄のさとエントランスホール
：クーポン券・本人確認書類（運転免許証など）

クーポン券が届いたら
積極的に抗体検査を
受けましょう

滋賀の医療福祉を守り育てる県民フォーラム
日　時：11月16日（土）
　　　　13時 30分～ 16時 30分
場　所：東近江市能登川コミュニティセンター
　　　　（東近江市躰光寺 262）　　　
　　　　ＪＲ琵琶湖線　能登川駅西口下車
　　　　徒歩 10分
参加料：無料
申込み：医療福祉・在宅看取りの
　　　　地域創造会議　事務局
　　　　（滋賀県庁医療福祉推進課内）
　　　　☎ 077-528-3529
　　　　ＦＡＸ077-528-4851
　　　　Eメール info@chiikisouzoukaigi-shiga.jp
　　　　URL mitori.siga.jp

内　容：
【オープニング】
ＭＡＥ　Ｇ　ＢＡＮＤさんによるバンド演奏
手話歌と共に演奏されるＪポップを中心とした
　　　　　　　オリジナル曲をお楽しみください。

【記念講演】
テーマ：「両親を自宅で介護して～ときにはずぼらも大切なこと～」
講　師：春やすこ氏（タレント）　

【排泄県民講座】
テーマ：「知って得する介護のコツ！」
　　　　　見て・聞いて・触れて、快適な排泄ケア
講　師：彦根市立病院　地域連携センター長
　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師　北川智美さん

医療保険課　☎35-8117

18
2019年
10月号



10月17日～23日は「薬と健康の週間」です

健康推進員活動

野菜食べ隊キャンペーンを実施します！
　成人一人あたりの野菜の必要量は1日350ｇと言われていますが、滋賀県民の摂取量は
約280ｇとまだまだ不足しています。
　野菜の摂取量アップをめざして、健康推進員が啓発活動を行います。

　かかりつけ薬剤師・薬局を決めて、薬が重複していないか、薬同士の相互作用がないかチェックして
もらいましょう。

薬の正しい使い方
1 添付文書（注意書）などを必ず読んでから使用する
2 定められた用法・用量を正しく守る
3 食前・食後・食間など指示された服用時間を守る
4 むやみに噛んだり、つぶしたりしない
5 他の人に譲ったり、量を減らして子どもに使用しない

薬の正しい保管の仕方
1 湿気、直射日光、高温を避けて涼しい
    場所に保管する
2 子どもの手の届かないところに保管する
3 有効期限や使用期限を過ぎたものは使
    用しない

後発医薬品（ジェネリック医薬品）をご存知ですか？
後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に発売される、先発
医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。
後発医薬品（ジェネリック医薬品）を希望される場合は医師・薬剤師にご相談ください。

日 　 時

場 　 所
内 　 容

：10月27日（日）
  9時30分～11時00分頃
：丸善　アスト店　店頭
：

「医薬品副作用救済制度」を知っておいてください
　薬は正しく使っていても、副作用の起きる可能性があります。万一、入院治療が必要になるほど
の被害が起きた時、医療費や年金などの給付を行う公的制度があります。

・請求先は、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）
・救済制度相談窓口　☎0120-149-931　Eメール：kyufu@pmda.go.jp

食育ティッシュ配布
野菜のレシピ紹介
あなたが食べている野菜を
                 量ってみよう

お買い物の際に是非お立ち寄りください。

医療保険課　☎35-8117
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住民生活課　☎35-8115

し尿収集カレンダー　（11月分）

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①②③・下枝①③
石畑①②・吉田①②③
雨降野①・八町①②
三ツ池①・杉③・日栄①
高野瀬①②③・八目②
大町①②・四十九院②③

1日(金)
7日（木）
11日（月）
14日（木）
18日（月）
21日（木）
25日（月）
28日（木）

不定期
  安食南①

沢①②③・下枝①③
石畑①②・吉田①②③

不定期
三ツ池①・杉③・日栄①
高野瀬①②③・八目②
大町①②・四十九院②③

午　後午　前日

※「ー」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。

　平成31年４月分から令和２年３月分
までの国民年金保険料は、月額16,410
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。

問い合わせ
　彦根年金事務所　☎23-1114

　無責任な飼い主のため、道路や公
園などが犬のふんで汚されています。
　犬のふんの後始末は飼い主の義務
です。

● 犬の散歩をするにはふ
・

ん
・

がつきもので
す。飼い主が責任をもって後始末して
ください。
● 犬の散歩をするときは、必ずふ

・

ん
・

の始
末ができる用意をしてください。（シャ
ベル、ビニール袋等）
● 犬を運動させるときは、必ず引綱をつ
けて行ってください。
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人権政策課　☎35-8113　／　地域包括支援センター　☎35-8057

第３回
男女共同参画料理教室のご案内
料理テーマ「簡単おもてなし料理」
メニュー ・デビルドエッグ ・トマトともずくの生姜和え
 ・アボカドと豆のサラダ ・ごまチョコレート

日　　時 11月11日（月）　９時30分スタート
場　　所 豊栄のさと　栄養指導室
持 ち 物 エプロン・三角巾・手拭きタオル
講　　師 松本 富 さん（彦根市在住）
参 加 費 無料
募集人数 16名（先着） ※豊郷町在住または在勤者
申込期間 10月21日（月）～10月31日（木）
 （土日、祝日は除く）
申 込 先 人権政策課　☎35-8113、FAX：35－5270

第３回は簡単おもてなし料理です！
これを覚えておけば急なお客さんで
も自信をもってお・も・て・な・し
できます！みなさんぜひお気軽にご
参加ください！！

湖東圏域 福祉の職場説明会
事業所職員によるプレゼンテーションや相談・面談ブース、相談コーナー、

カフェコーナーにより、福祉関連の就職活動を支援します。
日　時　11月8日（金）　15時00分～19時00分
場　所　ビバシティ彦根2階（彦根市竹ヶ鼻町）ビバシティホール
対　象　湖東圏域にある福祉の職場に就職を希望している人、または関心のある人
参加料　無料
主催　彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
共催　彦根公共職業安定所、滋賀県社会福祉協議会
　※事前申し込みは不要です。お気軽に会場までお越しください。

栄養と食事のお話と家族の交流会をいたします。
豊郷町、愛荘町、甲良町、多賀町の4町にお住まいの方ならどなたでも参加できます。
参加希望される方は、お住まいの地域包括支援センターまでご連絡ください。
日　時　11月7日（木）　13時30分～15時30分
場　所　多賀町総合福祉保健センター　ふれあいの郷
　　　　犬上郡多賀町多賀221-1　
　　　　当日連絡先☎48-8115

福祉の職場で働く先輩に出会えるチャンス！

問い合わせ　豊郷町地域包括支援センター　☎35-8057

問い合わせ　彦根市 介護福祉課　☎23-9660

認知症の方や家族の方、認知症の方を介護されている方必見！
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子育て支援センター　☎35-2450

♪夏の音楽コンサート♪♪♪夏の夏のの音音楽楽コンコンサ トンサーサート♪ト♪♪夏の音楽コンサート♪ 　8月９日(金)、豊郷小学校 旧
校舎群講堂で、「夏の音楽コン
サート」を開催しました。
　森野音楽教室の先生方によ
る歌や楽器の演奏や、大型絵
本「はらぺこあおむし」を歌で
読み聞かせしてくださるな
ど、大人も子どもも楽しめる
内容でした。
　すてきな音楽に触れ、楽し
いひとときを過ごしました。

　秋になると暑さも和ら
ぎ、お散歩には絶好のシー
ズンですね。歩くことは足
腰の発達や脳への刺激も含
めて、体にとてもよい影響
を与えます。車を使う生活
を見直して、親子一緒に歩
いてみませんか？
　子育て支援センターで
も、今月は散歩やネイ
チャーゲームなど、戸外で
の遊びを計画しています。
サーキットあそびなども取
り入れながら、丈夫な体を
つくるためのお手伝いをし
ていきたいと思います。

手形アートでプレゼントを作った手手形ア形アーアートでトでプでププレレゼンゼンントトを作を作っ作っったよ手形アートでプレゼントを作ったよ
　日頃お世話になっているおじい
ちゃん、おばあちゃんに感謝の気持ち
を込めて、色紙に子どもの手形を押
し、鶴と亀のアートにして、すてきな
プレゼントを作りました。
　おじいちゃん、おばあちゃんに喜ん
でもらえたかな？

ぞう・うさぎクラスぞぞう・うさうささぎクぎククララス
・9月生まれのお誕生会をしました8・9月月生生まれまれれののおお誕誕生会生会を会ををししまましした！

ぞう・うさぎクラス
8・9月生まれのお誕生会をしました！ ウーブリッウーウーブーブブリッリッックク ドロドロスライム（ド ドロスライドロロドドロロスラスライムライムイムム）ウーブリック（ドロドロスライム）

ウーブリックってなに？
　初めて聞く方も多いと思いますが、その正体は
〝水溶き片栗粉〟です。
　粘土みたいに固まるのに、持ち上げると指の間か
ら液体になって流れていってしまいます。不思議な
感触で、大人でもずっと触っていたくなりました。

英語であそぼう！
　毎月２回、講師の先生に来ていただいて、英語の歌に合
わせて一緒に歌ったり、踊ったり英語で絵本の読み聞か
せをするなど、楽しく英語に触れる時間を設けています。
　日時や曜日は毎月違いますので、カレンダーで確認を
して参加してください。

対象となるお子さんは、2019年４月２日以降に生まれたお子さんです。（町内在住の方に限ります）
11月から3月までの毎月1回、講師の先生に来ていただいて「ベビーマッサージ」を予定しています。　

「第1回目のひろば」は、日時：11月13日（水）10時～10時30分です。
申し込みは、随時受け付けています。たくさんのご参加をお待ちしています。　問い合わせ　☎35-2450

子育てひろば「こあらクラス」の参加者を募集しています。
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子育て支援センター　☎35-2450

し
じ
ま

午前 体育の日
休館日

 ★★
子育てひろば
ひよこクラス

 ★★
子育てひろば
うさぎクラス

｢サーキットあそび｣
を楽しもう

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

午前
英語であそぼう

即位礼正殿の儀
休館日

 ☆☆
「ネイチャーゲーム」
を楽しもう

「お散歩バッグ」
を作ろう

「どんぐりひろい」
にでかけよう

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

午前 「11月のカレンダー」
を作ろう

「11月のカレンダー」
を作ろう

 ★★
「ハロウィーン」
を楽しもう

 図書館の
「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 振替休日
休館日

 ★★
子育てひろば
ぞうクラス

英語であそぼう  ★★
子育てひろば
うさぎクラス

｢サーキットあそび｣
を楽しもう

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

午前
 ★★

10・11月生まれ
のお誕生会

 ★★
子育てひろば
 ひよこクラス

 ★★
子育てひろば
こあらクラス

 ★★
子育てひろば
ぞうクラス

木の実のリース
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
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町立図書館　☎35-8040

新しく入った本のなかから

今村　翔吾（ほか著） 齋藤　孝（著）

－

演題　「 絵本と子育て 」
日　　時 12月１日（日）　10時 30分～12時 00分
場　　所 豊郷小学校旧校舎２階　　おはなしルーム
講　　師 えがしらみちこさん（絵本作家）
対　　象 ・絵本やおはなしに興味関心のある方
 ・おはなしボランティアの活動に興味関心のある方（活動をされている方）
 ・保育園　幼稚園　小学校　中学校　の先生方
申込受付 11月１日（金）より　先着順　定員（50名）になり次第締め切り
 図書館カウンターもしくは 電話（35-8040）にてお申し込みください。
受 講 料 無料

おはなしボランティア養成講座 えがしらみちこさん講演会
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上下水道課　☎35-8123　／　社会教育課　☎35-8010

Vol.10

　地域に詳しい方に集まっていただき、現在４
字で民俗調査を行いました。調査では、特に昔の
食べ物について、たくさんお話をしていただきま
したので一部をご紹介します。

　昔は塩物屋や酒屋、醤油屋など商売をされて
いる方もおられましたが、ほとんどが農家で、自
給自足の暮らしをされていました。今のような
機械のない時代、農業は重労働で、農繁期には４
～５回も食事をされていたそうです。
　米は主食としてだけでなく、団子やかきもち、
あられなど様々なものに加工し、おやつとしても
食べられていました。
　当時のご馳走は「じゅんじゅん」という鶏のす
き焼きで、正月やお祭りの日など、特別な日に食
べたそうです。
　宇曽川に近い地域ではナマズなどの魚を釣っ
て食べるなど、地域差もみられました。

　今後、他の字についても調査を行いますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。

安食西・雨降野・沢・下枝で
民俗調査を行いました。

問い合わせ　社会教育課　☎35-8010

ち   そう

豊郷町上下水道加入者のみなさまへ
　先日、消費税改正の関係で全戸配布させていただきました豊郷町上下水道料金早見表一覧
表のうち、60㎥の合算金額の欄（黒枠の部分）に誤りがありました。下記の表の（正）の金額が正
しい金額となりますので、お間違えのないようお知らせいたします。
　なお、この表に関してご不明な点がございましたら、上下水道課までご連絡ください。

問い合わせ　上下水道課　☎35-8123
豊郷町上下水道料金早見表一覧表（税込）

メーター口径 13㎜ 20㎜
使用水量 水道料金 下水道使用料 合算金額 水道料金 下水道使用料 合算金額

（誤） 60㎥ 17,928 18,036

（正） 60㎥ 18,260 18,370
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企画振興課　☎35-8112

日　　時　11月９日（土）13時30分～
会　　場   愛知川ふれあい本陣　
定　　員　24名（男女各12人ずつ）
内　　容　・男女で和モダン柄が可愛い

『ののすておりがみ』でイン
テリアづくり

　　　　　・人気の老舗和菓子店の大福を
食べながらお茶菓子タイム

参 加 費　男性：1,800円
　　　　　女性：1,000円
申込期限　10月30日（水）

令和元年度 湖東広域連携婚活応援事業

“出会いの秋” 婚活イベント第3弾・第4弾！

豊郷甲良都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の
変更案に関する公聴会開催のお知らせ

  滋賀県において、現在、豊郷甲良都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更を行
うことが検討されています。  このたび、その概ねの案がまとまりましたので、豊郷甲良都市計画区域に
お住まいのみなさまにお示しするとともに、広くご意見等をお聴きするため、公聴会を開催する予定です。 
　なお、公聴会に先立ち、案の閲覧および意見申出の受付が行われます。

○公聴会開催日程等
　日時 ： 10月30日（水）14時00分～
　場所 ： 豊栄のさと　視聴覚室

○案の閲覧および意見申出受付期間等
　期間 ： 10月15日（火）から10月23日（水） まで（土日祝を除く）
　閲覧および意見申出受付場所 ： 企画振興課窓口

・公聴会の詳細については、滋賀県ホームページ「公聴会開催のお知らせ」
　http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/machizukuri/19786.html をご覧ください。
・なお、閲覧期間中に意見申出がない場合は、公聴会を中止します。 

問い合わせ　滋賀県土木交通部都市計画課都市計画係　☎077-528-4182

＜イベント対象者・申込方法＞
参加条件：彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町に在住・在勤または将来移住する意思のある
　　　　　独身の25歳～45歳の男女（学生は除く）
申込方法：https：//kotokoi.netにアクセスまたは「KOTO恋]と検索！
お問い合わせ　RunLand（株）（１市４町受託者）
　　　　　　　☎0584-73-5123　FAX：0584-73-5123

秋　遠足の
第３弾は愛荘町！

日　　時　11月24日（日）11時00分～
会　　場   岡村本家（金亀酒造）
定　　員　24名（男女各12人ずつ）
内　　容　・男女で酒蔵を巡りながら謎解

きに挑戦
　　　　　・糀を使ったランチやデザート

を堪能
参 加 費　男性：2,500円
　　　　　女性：1,500円
申込期限　11月13日（水）

ンき解謎酒 de

コ

第４弾は豊郷町！
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税務課湖東分室　☎47-5710

令和2年 4月採用
滋賀県町村会等職員採用試験のご案内

　滋賀県町村会は、県内6町によって構成され、町行政の円滑な運営を図り、地方自治の振
興発展に寄与することを目的とした事業を実施しています。

試験区分　一般事務　1名程度
対象年齢　平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者。
一次試験　①試 験 日　12月8日（日）
　　　　　　②場　　所　草津市立市民交流プラザ (フェリエ南草津5階 )
　　　　　　③実施試験　職務基礎力試験　適性検査
受付期間　11月5日（火）～11月22日（金）
　　　　　　 その他、受験資格や応募方法など詳しいことは、滋賀県町村会ホームページを

ご覧いただくか、もしくは、滋賀県町村会事務局までお問い合わせください。
問い合わせ　滋賀県町村会　☎077-526-2222
　　　　　　http://www.shiga-chousonkai.jp/
　　　　　　（大津市松本一丁目２番１号　滋賀県大津合同庁舎５階）

公売日時　10月24日（木）　10時30分～11時00分まで
公売方法　入札
入札場所　滋賀県消費生活センター　３階研修室
　　　　　（住所：滋賀県彦根市元町４－１（滋賀県湖東合同庁舎））

公売財産 見積金額 公売保証金 執行機関
（土地） 滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字上り池11番４
 　　　宅地　　674.07　㎡
 滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字上り池11番１
 　　　雑種地　　222　㎡
 滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字上り池11番５
 　　　田　（現況：宅地）　319　㎡
（建物） 滋賀県犬上郡豊郷町大字三ツ池字上り池11番地４
 　　１階　　154.46　㎡
 　　２階　　　89.18　㎡

7,820,000円 790,000円 豊郷町

（土地） 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南字横大力718番１
 　　宅地　　664.64 ㎡
 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南字横大力718番３
 　　宅地　　50.16 ㎡
（建物） 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南字横大力718番地１
 　　　　　　154.84 ㎡
 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南字横大力718番地１
 　　１階　　36.78 ㎡
 　　２階　　36.78 ㎡

1,100,000円 110,000円 豊郷町

＊公売の詳細は豊郷町ホームページをご覧いただくか、下記担当課までお問い合わせください。
問い合わせ　税務課湖東分室　☎47-5710

 税務課　　　　　☎35-8119

不動産公売のご案内
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　年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法において定めら
れている要件を満たせば、申し出ることにより取得することができます（勤続年数や週所定労働日数等
に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。）。

＜働いている皆さまへ＞
　年次有給休暇の取得には、会社に申
し出ることが必要です。
　仕事を計画的に進めているように、
年次有給休暇についても、職場と調和
を図り計画的に取得しましょう。

＜事業主の皆さまへ＞
　来年（度）の事業計画を検討するに当たっては、従業員の
年次有給休暇取得を考慮しましょう。
　また、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇の取得日
を割り振ることができる制度（計画的付与制度）もあります。
年次有給休暇を取得しやすい職場づくりに取り組みましょう。

～労使一体となって 計画的に 年次有給休暇を取得しましょう！～
10月は年次有給休暇取得促進期間です！
【働いている皆さまへ　事業主の皆さまへ】

問い合わせ　滋賀労働局雇用環境・均等室　☎077-523-1190

ハロトレ博を開催します

　ＶＲによる職業訓練の体験、ハロートレーニ
ングアンバサダー（ＡＫＢ４８チーム８）による
トークショー、ハローワーク等による個別相談
も実施します。

日　時　１１月１６日（土）１１時00分から16時00分
場　所　イオンモール草津（イオンホール）
問い合わせ
　滋賀労働局訓練室　☎077-526-8608

（令和元年 10月 3日発効）

滋賀県最低賃金改定

１時間　866円
　常用･パートなど雇用形態を問わず、県
内の事業所に雇用されるすべての労働者
に適用されます。

問い合わせ
　彦根労働基準監督署　☎0749-22-0654
●賃金引上げのための助成金は滋賀労働局雇
用環境・均等室（☎077-523-1190）まで。

パスポートセンター
「米原出張窓口」からのお知らせ
　11月5日（火）は県立文化産業交流会
館の休館日のため、米原出張窓口はお休み
です。申請には平日の火・水・木曜日にお
越しください。なお、大津の窓口（ピアザ淡
海１階、大津におの浜一丁目１－２０）は、月
曜日～金曜日（祝日、振替休日、年末年始を
除く）に申請受付業務を行っています。　

問い合わせ　滋賀県パスポートセンター
　　　　　　☎077-527-3323

令和元年度
砂利採取業務主任者試験

試験日時　１１月8日（金）　
試験場所　滋賀県庁新館 7階大会議室
　　　　　（大津市京町四丁目1番 1号）
願書受付期間
　１０月１日（火）～１０月３０日（水）

問い合わせ
　滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課
　☎０７７-５２８-３７９１
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行政サービスに
ついての相談は、
行政相談委員さんへ

 相談員　 古市　和子さん

　　　　  ３階会議室
 場　所　 豊郷町役場別館

11月の相談日は19日（火）
　　　13時15分～15時30分

 問い合わせ　総務課　☎35-8111

ご相談は無料・
予約不要・秘密厳守です。

「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。

　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　☎22-0242 までお問い合わせください。

10月の相談日です　(13時30分～15時30分)

10 月 25日

月　日

金

曜 日

２名
人権擁護委員
担 当 委 員

（相談室）
豊郷町隣保館
場　　所

問い合わせ先　人権政策課　☎35－8113

お気軽にお電話下さい！
　高齢化がすすむなか、お金の心配なく安心して介護サービスを受
けたい、すべての高齢者・家族の願いです。
　しかし現状は介護職場の人手不足や、「負担が重くサービスを継
続できない」「特養に入れない」など悩みは深刻です。
　その悩みに答える「介護・認知症なんでも電話相談」を行います。
介護の専門家、「認知症の人と家族の会」の相談員がお答えします。

中央社保協　中央社会保障推進協議会
〒110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5
日本医療労働会館５階
☎03-5808-5344 FAX.03-5808-5345

公益社団法人 認知症の人と家族の会
〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下る
京都社会福祉会館２階
☎075-811-8195　FAX.075-811-8188

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づ
き建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営
む中小企業の振興を目的として設立された退職
金制度です。
　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、
Q＆Aなど建退共制度の知りたい情報が記載さ
れています。ぜひ、アクセスしてご覧ください!!

問い合わせ
　独立行政法人　勤労者退職金共済機構　
　建退共滋賀県支部　☎077-522-3232

検索建退共
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乳幼児健診 10月・11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）までご連絡ください。

広告
令和元年度 社会人専門講座

受講生の募集
「食べ物から探る私たちの健康」

◇第１回　11月12日（火）13時10分～14時40分
「滋賀で育む食の力
～腸内細菌パワーの最新情報～」

◇第２回　11月12日（火）14時50分～16時20分
「おいしく食べて健康に！

～あなたの適量を調べてみましょう～」
◇第３回　11月19日（火）13時10分～14時40分

「食べ物と薬
～食べ物で薬が毒に変わる～」

定　　員　20名…３回の講座すべてに出席可能
な方（申込先着順）

資 料 代　3,000円（初回当日、受付で納入）
申込締切　11月７日（木）必着

問い合わせ　　　　　　　　　　　　
滋賀県立大学地域連携・研究支援課

☎28-8210 

☆ 乳幼児健診の日程、問診票は豊郷町ホームページでも確認することができます。

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

　10月 29日（火） 令和元年（2019）
６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・バスタオル　11月 26日（火） 令和元年（2019）

７月生まれ

10 カ月児健診
午後 1時～ 1時 15分

　10月 29日（火） 平成 30年（2018）
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
　11月 26日（火） 平成 31年（2019）

１月生まれ

２歳 6カ月児健診
午後 1時～ 1時 15分 11月  ６日（水） 平成 29年（2017）

３月・４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 · 聴覚検
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 11月 13日（水） 平成 28年（2016）

４月・５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

10月25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♪

11月12日（火）
29日（金）
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(10月19日～11月16日)

気をつけよう!　８月に豊郷町では、交通事故１件・犯罪５件が起ています。

スポーツ協会

測定日 測定時間 天候 放射線量
9月13日㈮ 午前10時 晴 0.05μSｖ/ｈ
9月30日㈪ 午前10時 晴 0.05μSｖ/ｈ９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
10月

19日（土）
20日（日）
21日（月）
24日（木）
25日（金）
26日（土）
28日（月）
29日（火）
30日（水）
31日（木）

11月

1日（金） 体

2日（土）

5日（火）
6日（水）
8日（金）
9日（土）
10日（日） 体

11日（月）
12日（火）
13日（水）
14日（木）
15日（金） 体

16日（土）

男 3,613人
前月比(±0)

女 3,759人
前月比(ー5)

人口総数 7,372人
前月比(ー5)

世帯数 2,938世帯
前月比(+2)

男 3,619人
前月比(＋３)

女 3,739人
前月比(＋７)

人口総数 7,358人
前月比(＋10)

世帯数 3,011世帯
前月比(＋８)
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