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モバイルでもっと便利に！
竜王町ホームページ　
モバイルでもっと便利に！

竜王町

http://www.town.ryuoh.shiga.jp

「広報りゅうおう」の配布方法
各世帯にポスティングでお届け
毎月１日に届かない場合があります。３
日経っても届かない場合は、未来創造課
58-3701までご連絡ください。

バックナンバーは、「町民
室」（庁舎１階）に設置また
は未来創造課（２階）まで
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【今月の取材協力】

未来創造課 58-3701 58-1388
info@town.ryuoh.shiga.jp

広報紙に対するご意見、
ご要望をお寄せください。
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竜王の風景写真をお寄せくださ
い。町ホームページで掲載します。

まちフォト
募集中！

応募はこちら応募はこちら

役場の開庁日時
月～金曜日（平日）／8:30～17:15

役場が休みのときの届出について
役場南側駐車場の職員通用口から当直室へ
お越しください。

戸籍の届出（受付のみ）
届出に伴う手続きが必要な場合は後日ご連
絡します。

死亡の届出（受付時間 8:30～17:15）
届出の受け付けと火葬許可証を交付します。
布引斎苑で火葬される場合は利用許可書を
交付します。

熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日夕方、また
は当日早朝に「熱中症警戒アラート」が発表されます。発表されてい
る日には、５つの熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。

1 外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう
2 熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう
3 普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう
4 外での運動は、原則、中止・延期をしましょう
5 暑さ指数（WBGT）を確認しましょう

発 表 時 の 予 防 行 動

環境省　熱中症

熱中症警戒アラート

持ち帰り・配達
店舗受取

持ち帰りや配達ができるか、どんなメ
ニューがあるかなど、店舗情報を町ホー
ムページで公開しています。
※ 飲食店のメニュー、値段、営業時間や休業
日が紙面と異なる場合があり
ます。事前に各店のホームペー
ジやSNS、電話などでご確認
ください。

竜王町の飲食店で
お持ち帰りを利用

「#竜王テイクアウト」の
ハッシュタグをつけて
ご自身の持つSNSに投稿!

買って帰ったら、全世界に竜王グルメをPR!

＃竜王テイクアウト

持ち帰った料理
を撮影する

８月上旬
町内で使える

飲食店応援クーポン
を発行します！

メニューは町ホームページをご覧ください
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店舗
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店舗
受取

店舗
受取

町ホームページの特設ページに掲載を希望される店舗を随時受け付けています。 商工観光課 58-3718 

麺屋びわお 竜王店

Trattoria Ciliegio

道の駅 竜王かがみの里

食事処 蒲生野

むら井

道の駅 アグリパーク竜王

喜楽屋

八幡屋
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湖華舞

バリバリジョニー竜王店

魚英
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里芭亭

Café moco moco

ラーメン食材

イタリア料理
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近江牛
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　長引くコロナ禍で苦しい環境に置かれている飲食店を
応援する取り組みとして、竜王町では、「コロナに負ける
な！ 町内飲食店応援プロジェクト」と題し、町内のテイク
アウトやデリバリーができる飲食店を町ホームページで
紹介しています。ぜひご利用いただき、みんなで町内の
お店を応援しましょう。

※ 詳細は町ホームページま
たは広報りゅうおう８月
号でお知らせします。

竜王で
うち飯
町内飲食店 応援プロジェクト

コロナに
負けるな！

＃竜王テイクアウト

テイクアウト 15店舗

みんなで地元飲食店を
盛り上げよう！
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食生活
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食生活
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たばこ

運動・
身体活動

歯と
口腔

こころ
の健康

今ここ!
継続中!

令和４年度の
重点テーマは
「栄養・食生活」

「健康診の促進」

「アルコール」

+

+
みんなの
健康寿命を
延ばそう!

　竜王町では、高血圧・糖尿病をはじめとする生活習慣病、またストレスや喫煙など、さまざまな健康課
題の解決をまち全体で取り組み、健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間）を延
ばすことを目的に、平成30年度から「りゅうおう健康ベジ７チャレンジ」を開始しました。
　健康になると、いいこといっぱい！通称「ベジチャレ」の取り組みを今日から始めてみませんか。

「ベジチャレ」では、健康維持に欠
かせない３つのポイントを中心に
年度ごとに重点分野を定め、さま
ざまな取り組みを行っています。

■1 野菜350g摂取の推進
■2 健康への７つの取り組み

●①健診受診の促進　●②栄養・食生活　●③運動・身体活動
●④歯と口腔の健康　●⑤たばこ　●⑥アルコール　●⑦こころの健康づくり

■3 塩分７g未満

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

平成30年度
重点テーマ

朝食を食べよう！
朝食は１日の始まりに欠かせない大切なエネルギー源
です。朝食を食べることによって、それまで眠ってい
た脳や体が目覚め、活動を開始する状態になります。

血圧チャレンジ！
塩分の摂り過ぎ、喫煙、運動不足など、好ましくない
生活習慣は高血圧を招く原因となります。日ごろから
自身の血圧を把握しておくため、家で測る「家庭血圧」
測定の習慣を付けましょう。
※ 高血圧の診断では、「診察室血圧」より「家庭血圧」が優先されます。

歯と口腔の健康！
歯と口腔が健康であること
は、心身の健康を維持する
ためにとても大切です。 減塩を心掛けよう！

塩分を摂り過ぎると、高血圧症や脳血管疾患、心疾患
など、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。
作るとき、食べるときに減塩しましょう！

脳にエネルギーを
チャージします

朝食で体全体が
目覚め、温まります

太りにくい体質になって
代謝が上がります

腸が動いて、
すっきり排便できます

脳がはたらく! 体をウェイクアップ!

肥満の予防! お腹が動き出す!

1日の塩分摂取量

7g未満 厳密には、
　男性…7.5g
　女性…6.5g
　高血圧者：6g未満一口30回！しっかり噛む うがい１回、ブクブク30回！

日常の“身体活動”を増やすことを目的に、ラジオ体操の
ポイントや座ってできる体操を簡単に楽しく学べます。

受動喫煙防止チャレンジ
吸わない！吸えない！吸いたくない！STOP受動喫煙

喫煙は生活習慣病や歯周病などの
発症原因となるだけでなく、非喫
煙者が自分の意志とは関係なくた
ばこの煙を吸わされてしまう「受動
喫煙」によって、家族や周囲のさま
ざまな人の健康を脅かします。

こころの健康
こころの健康は、バランスの取
れた食生活・適度な運動、心身の
回復のための良質な睡眠が大切
です。ストレスと上手く付き合
うことも欠かせません。

副流煙

「主流煙」より「副流煙」に含まれる
有害物質の方が多いんです！

主流煙

呼出煙

火がついている
ところから
上がる煙

タバコを吸う人
が吸い込む煙

タバコを吸う人が吐き出した煙

プラス10分動こうチャレンジ
今より10分多く身体を動かそう！

普段から体を動かしていると、生活
習慣病の発症リスクを抑える効果が
あるほか、認知機能の向上や骨・筋
肉の強化、こころの安定につながる
ことが明らかになっています。

▶1000歩deプラス10（テン）
こまめに動いて歩数をアップ（目安は＋1000歩
（=10分））

▶ラジオ体操２回deプラス10（テン）
朝・昼のラジオ体操で活動量アップ

「プラス10分動こう教室」開催中

日　程／10：00～11：30
令和
3年 7/21㊌ 8/4㊌ 9/8㊌ 10/13㊌ 11/24㊌
12/22㊌ 令和

4年 1/26㊌ 2/9㊌ 3/9㊌

ストレッチで左右差を発見！
動かしにくい側のストレッチ
を多めにして、ゆがみを調整
しよう！

これまでの取り組みは
町ホームページの特設コンテンツで
振り返ることができます。

※小さじ１=6gです

場所 防災センター・町公民館
講師  中原今日子さん（健康運動指導士）
内容   ラジオ体操、ながら運動、

座ってできる軽体操など
託児   事前申込
申込   前日までに

保健センター 58-1006へ予約
血管が傷むと？
心臓 心筋梗塞・狭心症など
脳 脳梗塞・脳出血・認知症など
腎臓   慢性腎臓病など

問健康推進課 健康づくり係（保健センター） 58-1006

 良質な睡眠のために
□ 就寝・起床時間を一定にする
□ 睡眠時間にこだわらない
□ 寝る前にリラックスタイムを
□ 寝酒は逆効果
□ 就寝前のスマホやタブレットは控える　など

check
！

チラシ（PDF）

栄養・
食生活

取り組みポイントや野菜たっぷり減塩レシピも！

重点テーマ
令和元年度

重点テーマ
令和２年度

重点テーマ
令和３年度

正常な血管 傷んだ血管

特集

継続中継続中!
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します!

保険料の軽減措置について
所得の低い人や職場の健康保険（国民健康保険、国民健康保険組合は除く）の被扶養者であった人には、保険
料の軽減があります（段階的に軽減内容が見直されています）。
世帯の所得に応じた軽減
世帯主と加入者全員の所得が一定以下の人は、所得水準に応じて「７割・５割・２割」のいずれかの割合で保険
料の均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減割合 対象者の所得要件（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計）

７割 43万円＋10万円×（年金・給与所得者数－１）を超えない世帯
５割 43万円＋「28.5万円×世帯の被保険者数」＋10万円×（年金・給与所得者数－１）を超えない世帯
２割 43万円＋「52万円×世帯の被保険者数」＋10万円×（年金・給与所得者数－１）を超えない世帯

※ 国保と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けたものについて、高齢者特別控除（総所得金額等から15万円を控除）を適用します。
※ 年金・給与所得者とは、前年中の給与収入が55万円を超える、または65歳以上で公的年金等収入額125万円を超える人が該当します。

職場の健康保険の被扶養者であった人への軽減
　制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人は所得割額の負担はなく、均等割額が
制度加入月から２年間５割軽減されます。

詳しくは「医療保険料額決定通知書」に同封するチラシをご覧ください。

福祉医療費助成制度
受給券・助成券の更新手続きについて

問住民課 医療年金係 58-3702

有効期限が７月31日の福祉医療費
受給券・助成券などをお持ちの人

で、引き続き対象となる人は更新の手続
きをお願いします。なお、申請受付後の
審査において対象の確認ができた人のみ
受給券などの交付を行います。
〔申請場所〕住民課（庁舎１階）
〔持ち物〕通知書／加入している健康保険
証（コピー可）／現在お持ちの受給券・助
成券／その他指定書類（通知書に記載）
※ 令和３年１月１日以降の転入者は、前住所地
での総所得金額が記載された令和３年度の住
民税所得・課税（非課税）証明書が必要です。

  郵送での申請手続きにご協力ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なる
べく窓口での申請を避け、郵送での申請をお願
いします。郵送方法は通知書をご覧ください。

対象者 受付期間

心身障がい者 7月12日㊊～16日㊎
母子家庭・父子家庭など

7月20日㊋～28日㊌65歳～74歳の低所得者

区　分 対象者（受給要件） 所得要件

心身障がい者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
または療育手帳をお持ちの人 あり

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳１･ ２級と自立支
援医療受給者証（精神通院）をお持ちの人 あり

母子家庭
父子家庭

18歳未満の児童を養育している母子・父子
家庭の児童とその母・父など あり

65歳～74歳老人
（低所得）

本人・配偶者・扶養義務者が共に住民税非課
税の人 あり

ひとり暮らし
寡婦

以前母子家庭であった母で、１年以上ひと
り暮らしの状態にある65歳未満の人 あり

ひとり暮らし
高齢寡婦

以前母子家庭であった母で、１年以上ひと
り暮らしの状態にある65歳～74歳までの人 あり

母子家庭老人
父子家庭老人

母子家庭の母等・父子家庭の父等の要件を
満たす75歳以上の人 あり

通知書は
７月中旬ごろ

に送付

75歳以上の人、65歳以上で一定の障がいのある人の医療制度
後期高齢者医療制度の保険証を更新します

問竜王町 住民課 医療年金係 58-3702 ／ 滋賀県後期高齢者医療広域連合 077-522-3013

保険証の更新に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入している人全員の保
険証が新しくなります。８月１日以降は、現在お持ちの保険証（うぐいす色）

は使用できませんので、ご注意ください（有効期限をご確認ください）。
※８月以降に75歳の誕生日を迎える人には、誕生日までに被保険者証が郵送されます。

保険料の計算方法
令和３年度の１年間の保険料の額や支払い方法についての通知書は、７月中に郵
送でお送りします。
令和２・３年度保険料率

保険料の納め方
特別徴収（年金からの天引き）
年金からあらかじめ差し引かれます。
普通徴収（納付書や口座振替によるお支払い）
納付書または口座振替の方法でお支払いください。
保険料は取り扱い金融機関や郵便局、役場窓口の
ほかコンビニエンスストアでも納付できます。口
座振替を希望する人は、通知書・通帳・口座届け出
の印鑑を持参の上、金融機関でお手続きください。
※ 国民健康保険税を口座振替されていた人も後期高齢者医
療制度加入時に、新たに保険料の口座振替の手続きが必
要となります。

↑新しい保険証はびわ色

※ 令和２年度から保険料率が改定されてい
ます。保険料率は２年ごとに見直されます。
※ 令和３年度の保険料は令和２年中の所得
に基づいて計算します。

被保険者一人当たり

4万5512円

均等割額 年間保険料額
上限額

64万円
（総所得金額等－43万円（基礎控除））×

所得割率 8.7％

所得割額

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」を更新します

　入院時や高額な外来診療を受けるときに、医療機関の
窓口で認定証（現役並みの所得者は「限度額適用認定証」）
を提示すると、支払いの上限が限度額までとなり、非課
税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。
〔対象者〕
●住民税非課税世帯の人
●住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
〔手続き〕令和３年８月以降も引き続き交付対象となる人
は更新手続きは不要です。新規対象者は被保険者証を持
参の上、住民課でお手続きください。

65歳以上の皆さんへ
令和３年度から介護保険料が変わりました

問福祉課 高齢者福祉係（福祉ステーション） 58-3705

３年に１度の介護保険事業計画の見直しにより、65歳以上の人の介護保険料を改定しました。第８期計画
では、より負担能力に応じた保険料率を設定するため12段階に細分化しています。

令和３年度～５年度（第８期）の介護保険料
段階 本人 世帯 区　分 保険料率 保険料（年額）

1

非
課
税

非
課
税

生活保護、老齢福祉年金受給、
本人課税年金収入＋合計所得金額=80万円以下 0.3 22,320円

2 本人課税年金収入＋合計所得金額=80万円超～120万円 0.5 37,200円
3 本人課税年金収入＋合計所得金額=120万円を超える 0.7 52,080円
4

課
税

本人課税年金収入＋合計所得金額=80万円以下 0.9 66,960円
5 本人課税年金収入＋合計所得金額=80万円を超える 1.0 74,400円
6

課
税

本人の合計所得金額が120万円未満 1.2 89,280円
7 本人の合計所得金額が120万円～210万円未満 1.3 96,720円
8 本人の合計所得金額が210万円～320万円未満 1.5 111,600円
9 本人の合計所得金額が320万円～420万円未満 1.7 126,480円
10 本人の合計所得金額が420万円～620万円未満 1.8 133,920円
11 本人の合計所得金額が620万円～820万円未満 1.9 141,360円
12 本人の合計所得金額が820万円以上 2.0 148,800円
※令和３（2021）年度は、低所得者の軽減強化により、第１段階から第３段階について軽減されています。

基準額（第５段階）

年額： 74,400円
月額： 6,200円

詳細は
こちら
（町HP）

ご理解
ご協力を

お願いします
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健康だより

ヘルスケア
healthcare

新型コロナワクチン接種が始まります

●健康推進課（保健センター） 58-1006

乳幼児健診
内 容 対 象 日 程 時間・場所 持ち物

４カ月児 令和３年３月生
7/29㊍ ・受付時間は別途案内

・保健センター

・母子健康手帳
・質問票
・食生活質問票（10カ月児健診のみ）
・バスタオル（診察時に使用）

10カ月児 令和２年９月生

２歳６カ月児 　　平成30年12月生
　　平成31年１月生 7/13㊋

マタニティサロン 要予約
対 象 日 程 時間・場所 内 容

妊娠週数16週以降の妊
婦、パートナー、家族 7/30㊎ 9：30～11：30

保健センター
妊娠中や出産後の体や気持ちの変化・生活上の注意、沐浴指導
など助産師からのお話／赤ちゃんサロンとの交流

赤ちゃんサロン
対 象 日 程 時間・場所 内 容

１歳未満の赤ちゃんと
保護者など

7/16㊎
7/30㊎

9：30～11：30
保健センター 育児相談、授乳相談、栄養相談、離乳食展示（7/16のみ）

●社会福祉協議会 58-1475 ●健康推進課（保健センター） 58-1006

対象●０歳児～未就園児と保護者
日時●月～金曜日（平日） 9：30～12：00／13：00～15：30
場所●保健センター ２階

イベント 日 程 内 容
水に触れて遊ぼう 7/1㊍～ 夏到来！天気のいい日はテラスで水遊びをします。
七夕会 ※要予約 7/7㊌10：30～／13：30～ 「鏡ふれあいプラザ」で行います。※保健センターでのひろばは休みです。
おはなしタイム 7/8㊍10：30～ 町立図書館へお出掛けし、好きな絵本を選んで読みます。
応急手当講座 ※要予約 7/14㊌10：30～ 家庭でできる応急手当を消防職員から学びます。

対象●０歳児～未就園児と保護者
時間●9：30～12：00／13：00～15：30
日 程 7/2㊎・9㊎・16㊎
場 所 弓削ふれあいプラザ
内 容 室内遊び

●竜王幼稚園 57-0009 ●竜王西幼稚園 58-2356

竜王幼稚園
イベント 日 程 受　付 内　容 駐車場

夏の遊びをしよう 7/21㊌
9：40～

9：30～9：40
絵本室横 夏ならではの遊び、おやつの時間 園舎北側駐車場

園庭駐車場
年間
予定

9/14㊋ 幼稚園で遊ぼう｜10/2㊏ 運動会招待｜11/24㊌ 就園時親子面談｜12/8㊌ 幼稚園で遊ぼう
R4・1/19㊌ 入園説明会｜2/18㊎ 一日体験入園

竜王西幼稚園
イベント 日 程 受　付 内　容 駐車場

夏の遊びを楽しもう 7/26㊊
9：40～

9：30～9：40
たんぽぽ組 夏ならではの遊び 西小学校の駐車場

年間
予定

9/9㊍ 体を使って遊ぼう｜10/2㊏ 運動会に来てね｜10/27㊌ 秋の遊びを楽しもう｜11/24㊌ 就園時親子面談
R4・1/19㊌ 入園説明会｜2/18㊎ 一日体験入園

《共通事項》 対 …対象　持 …持ち物
対 次年度就園予定児（平成28年４月２日～平成31年４月１日生まれ） 持 上履き・マスク（保護者も）、水筒、帽子、着替え

時間●月～金曜日（平日）9：00～17：00
対象●妊娠中の人、就学前児童の養育者

相談内容
育児の悩み事や困り事などに専
門の相談員がお伺いします。こ
どもひろばにいることもありま
すので、気軽にお声掛けください。

両園どちらでも
参加できます

町立図書館へお出掛けし、好きな絵本を選んで読みます。

どもひろばにいることもありま
すので、気軽にお声掛けください。

いちごだいすき！
いちごだいすき！

64歳以下の人へ竜王町における「新型コロナワクチン接種のお知らせ」を６月24日に発送しました。
接種は集団接種会場または町内医療機関で受けられます。
接種希望者は必ず予約をし、接種日に 接種券、予診票、本人確認書類、体温計 を持って会場へお越しください。
高齢者、基礎疾患のある人でまだ接種できていない人も受け付けます。

予診票の
記入は必ず
事前に！

シールは
剥がさないで
ください

12歳 ～ 64歳 への

集団接種会場 竜王町公民館

◉実施期間　
電話予約開始日 １回目 定員（各日） ２回目

7/2㊎ ～ 8/27㊎ 7/5㊊ ～ 9/8㊌ 120人 7/26㊊ ～ 9/29㊌

◉接種時間
開始時間 受付時間

14：00～16：00 開始時間の10分前 ※それより前は駐車場等で待機

◉集中接種日　※ネット予約のみ
１回目 ２回目 定員

① 7/18㊐  8/8㊐㊗ 516人

② 8/22㊐ 9/12㊐ 516人

受付時間

9：30～11：30／13：00～15：00

◉電話で
竜王町ワクチン接種
コールセンター

 58-5320
　  　　平日9：00～17：00

接種は1人２回必要です。
１回目の予約で

２回目の接種日が決まります。

◉インターネットで
二次元コードを読み取って

予約サイトへ

個別接種

接種可能な医療機関 予約方法

かりもと整形外科クリニック  専用電話 070-8949-3330
　　            16：00～18：00

にしぶち医院
(かかりつけの患者のみ対象)  来院受診時に窓口へ（電話は不可）

弓削メディカルクリニック  予約専用サイト

竜王町国民健康保険診療所（医科）  予約専用サイト

※接種日、人数は診療所により異なります。予約は各診療所の方法に従ってください。

学生やお勤めの人へ
平日受けられない人は
日曜日の集中接種日を
ご予約ください

予約開始
7/16㊎から

接種開始
7/26㊊から

集団・個別接種とも
接種費用は

無料 です

st
ra

wb
er

ry

※詳細は接種券に同封しているチラシをご覧ください。

https://rsv.covid19.s-kantan.
jp/town-ryuoh-shiga-v-u/

24H受付

https://covid19.
e-chusya.com/06190/
top2.php

https://covid19.
e-chusya.com/96030/
top2.php

予約開始
7/2㊎
9：00～

予約方法

りゅうすく●

子育
てナ
ビ
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暮
ら
し

コ
ラ
ム

耳より消費生活
Vol.18

携帯電話のメッセージには相談者本人の居住地、問い合わせ先
には自治体等の窓口と電話番号が記載されているケースもあり、
一見すると自治体等からのメッセージに思えます。ワクチン接
種は全て無料ですので、自治体から金銭を求めることはありま
せん。金銭を求められた時点で怪しいと疑いましょう。今後、
似たような事例で「特別に優先接種できるサイトを案内する」な
どといったメッセージが届き、偽サイトへ誘導される手口も想
定されますので、ご注意ください。

自治体職員を名乗る人物から「ワクチン接種の説
明に行く」と電話があり、来訪の約束を取りつけ
個人情報を聞き出す詐欺です。ワクチン接種の
申し込みに関して、職員が説明のために来訪し
たり、個人情報や口座情報を電話で聞くことは
ありませんので、聞かれても答えないようにし
ましょう。

自治体職員を名乗る人物から「ワクチン接種の予約
を代行する」と来訪があり、部署名等を聞くとごま
かして帰っていったという相談もあります。職員が
ワクチン接種の予約代行のために訪問することはあ
りません。万一、電話で来訪の約束をしてしまった
場合や怪しい人物が来訪してきた場合は玄関の扉は
開けず、きっぱりと断りましょう。断ってもしつこ
い場合や恐怖を感じた場合は、すぐに警察等に相談
してください。

●国民生活センター　新型コロナワクチン詐欺　消費者ホットライン 0120-797-188／毎日10:00～16:00
●竜王町消費生活相談窓口（防災センター） 58-3703／平日 8:30～17:00
●消費者ホットライン 188（いやや）

新型コロナワクチン接種に関する不審な電話や訪問があった場合はご相談ください

  事例 2  「説明に伺う」と住所などの個人情報を聞かれた

新型コロナワクチン
接種

に便乗した詐欺にご注
意を！

緊急啓発
詐欺
・

悪質商法

新型コロナワクチン接種に関して、現金を要求することは
絶対にありません。これらの手口は全部詐欺です。手口を
知っておくことで、被害の未然防止に備えましょう。

  事例 1  「10万円振り込めばワクチン接種の優先順位を上げる」とメールが届いた

  事例 3「ワクチン接種の予約を代行する」と電話や来訪がある

い
りま
！んせ

ワクチン接種の申し込み
を受け付けた。説明に伺
うので住所や都合のいい
日を教えてほしい

10万円を振り込めば、ワク
チン接種の優先順位を上げ、
接種日をお知らせします。
●●町　
●●-●●●●

予約取りづらいでしょ
う？ワクチン接種の予
約を代行しますよ

みんなの思い乗せ、トーチつなぐ
東京2020五輪聖火リレーランナー町内を走行
５月27日～28日、東京2020オリンピック聖火リレー
が滋賀県で開催され、県内19市町を約170人のランナー
が走行しました。竜王町では第１走者に雨

あめのもり
森正

まさき
記さん

（弓削）、第７走者に村
むらち
地志

もとま
麻さん（綾戸）が選ばれ、竜王

中学校前から苗村神社までを、沿道に向かって手を振り
ながら笑顔で走り抜けました。聖火のともったトーチは
ランナーそれぞれの思いを乗せ、開会式が行われる東
京オリンピックスタジアムへとつながれます。

話題沸騰！梅が竜王の新名物に⁉  
「Goodうめクラブ」の梅狩り体験
６月６日・13日、薬師地先にある梅林で梅狩り体験が開か
れ、収穫を楽しむ参加者でにぎわいました。これは、地域に
密着した社会貢献活動を行う「Goodうめクラブ」が地主に
代わって管理、手入れした梅のおいしさを多くの人に知っ
てもらおうと、毎年開いているもの。地元の名物にと開発
された「梅みそ」も好評で、梅目当てに行列ができる盛況ぶ
りをみせました。同クラブ代表は、「年々リピーターが増え、
今年は実も完売です」と人気の高まりを喜んでいました。

地元近江牛生産者を応援！
ダイハツ労働組合が近江牛の購入支援
コロナ禍で苦境に立つ地元近江牛生産者を応援するた
め、昨年７月からダイハツ工業株式会社滋賀（竜王）工
場の労働組合が仲立ちし、同社社員へ近江牛の販売が
行われています。バーベキューや帰省時の手土産にと、
これまでに約83kgが販売され、地元生産者から感謝の
声が届けられています。同組合では、引き続き「社員全
体で地域貢献の意識を高めていく」という思いのもと、
地域に根差した活動を続けられます。

「今夏も近江牛の購入支援に取り組みます！」と意気込む皆さん

トーチを掲げ町内を走行する村地さん（左）と雨森さん（右）

買い物客に紙芝居を上演するなどして祭りを分かりやすく説明

伝統絶やさない工夫で魅力発信！
竜王グランまるしぇにケンケト祭りの衣装などを展示
６月６日、三井アウトレットパーク滋賀竜王で開かれた
「竜王グランまるしぇ」に、山之上の「ケンケト祭り」で使
う衣装や道具などが展示されました。毎年５月３日に行
われていた祭りはコロナ禍により今年も中止。祭り継承
の機運を絶やさないよう、町観光協会が展示を企画し、
映像や紙芝居を使って祭りの由来を説明しました。立ち
寄った買い物客は、「コロナが落ち着いたら見に来たい」
と町の伝統文化に興味関心をそそいでいました。

まちのホッとニュース随時、町ホームページ
でまちの話題を公開し
ています。

りゅうおうりゅうおうりゅうおうりゅうおうりゅうおうりゅうおう
きらりんニュース
竜王町 検索

「今年も丸々とした実でいいね」と収穫を楽しむ親子連れ
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夏を楽しもう！
海が好き　山が好き

7/1木 ～ 31土 ❷おとな特集コーナー
海と山、両方の魅力を満喫したい欲張りなあなたに、
コロナ禍でも楽しめるアウトドアの本や自然を感じら
れる本を展示します。

昭和にタイムスリップ！
レトロに憧れて

7/31土まで ❸暮らし特集コーナー
玩具、建築、デザイン…。昔懐かしい昭和レトロな雰
囲気が楽しめる本を集めました。

竜王町立図書館
57-8080　 57-8081　 綾戸1021　 10:00～18:00（金曜日のみ～20:00）

展示

能面作品展～伝統と幽玄の世界へ～

7月3日㊏～31日㊏ 展示ケース（１階 交竜フロア）
能面は見る角度や光の当たり方で、
喜びや悲しみ、希望や絶望など、さ
まざまな表情を見せます。今回展示
する18作品の能面は、ヒノキを切り、
面を打ち、彫って色を付けるまで寸

分のゆがみ、へこみ
も許されない細かい
工程を経ながら一つ
一つ手作業により丹精込めて作られて
います。きりっとした気品あふれる作
品を、ぜひご覧ください。
【出展】能面づくり「湖面会」（竜王町・
近江八幡市）

●TEL／58-1005
●開館時間／8:30～22:00
●休館日／年中無休（12/29～1/3除く）
●利用・貸館／ホール・会議室・和室・調理室・談話
室・工作室など使用状況については事前にお問い合
わせください。
●申込／公民館でお手続きください。
●地域学校協働本部／２階（学校・園支援について）
●竜王町ふれあい相談発達支援センター／３階
TEL／58-3741

足の下のステキな床
今井晶子 ほか／著
グラフィック社

1970年代から残る国内
のすてきな床が大集合。
それぞれの個性とともに
職人技や店主のセンスが
光ります。床から見え隠
れするお店の歴史もお楽
しみください。

公 民 館 情 報

全国で子どもが犠牲になる事故が相次いで
いることから、子どもらの道路横断をドラ
イバーに知らせる横断旗50本を寄贈いただ
きました。旗は子どもたちを交通事故から
守るため、町内の小学校を中心に通学や外
出時の交通安全に役立てられます。

未
来
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
犠
牲
に
な
る

事
故
が
無
く
な
り
ま
す
よ
う
に

▼

地域の福祉向上のため毎年運動を展開され、
知育玩具などを寄贈いただいています。今
年はプラスチック製の組み立てブロック玩
具（レゴブロック）を寄贈いただきました。
寄贈品は町内の幼稚園で大切に使わせてい
ただきます。

活
動
続
け
て
40
年
、

積
み
重
ね
る
こ
と
で
大
き
な
力
に

▼

贈る
喜び

、贈られる幸せ

寄贈のご紹介
温かなご厚意に心より感謝し、

お礼を申し上げます

大阪ガス株式会社「小さな灯運動」
 滋賀地区 様

近江八幡地区交通安全協会 様

入口

朗読
サービス室

1

2

3

おはなし室

もはやプロ級！
写真クラブ竜王 第２回写真展

7/4日 ～ 31土 ❶展示コーナー
平成27年に、町公民館
の写真講座から自主活
動グループ「写真クラ
ブ竜王」を立ち上げた
会員の皆さんが、これ
まで撮り続けてきた写
真を発表します。

図書館情報

本の紹介

 ★おはなし会
7/3土・10土 ・24土 11：00～
対象／３歳以上
内容／毎回変更します

★ おひざでだっこのおはなし会
7/1木・17土 11：00～
対象／３歳くらいまでの親子
内容／両日とも同じ

★ 託児サービス
図書館利用時にお子さんをお預
かりします。
7/9金 10:30～12:30
対象／0～３歳児まで
時間／時間内１時間までの利用（事前予約は不可）

★ ふらっとスペースYoruca?（ヨルカ）
学校帰りに立ち寄れる放課後の居場所に
7/14水 15:00から中学校の完全下校時間まで
対象／主に中学生

親子で作る、大人気の教室
第７回 
かんたんたのしい親子絵本づくり教室

7/31土 14：00～16：00 視聴覚室
世界に一つしかない
絵本（全８ページ）を
親子で作ってみませ
んか。子どもの成長
の記録や夏休みの思
い出づくりにもなり
ます。
【対象・定員】図書館の貸出カードをお持ちの４歳児ク
ラス以上の親子５組（先着順）
【講師】辻

つじ
芽
めぐみ
丘美さん（元中学校美術科講師）

【申込】7/3㊏から図書館の開館時間中に受け付けます。

イベント

info.

展 示

本の特集

July 7 2021
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

■ 休館日／
月・火・祝

● 整理休館日
７月は無し

ホーム
ページ

※ フロアマップ内の番号
に対応しています

pickupickupickupickuPickupickupickupickupickupickupickupickupickupup

PickupickupickupickupickupickupickupickuPickupup

1213 Ryuoh  2021.7 2021.7  Ryuoh



＊広告のご依頼は未来創造課 58-3701へお問い合わせください。掲載要領は町ホームページでもご覧いただけます。
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ご登録・
ご予約お待ち
しています！

「みんなでお出かけ
� 乗り合いサービス」

お酒で苦しまない
生活を取り戻しましょう

低所得者の介護保険施設の
利用負担額が軽減されます

経済的な理由などで介護保
険施設が利用できないこと
がないよう、申請により食費

と居住費の一定額以上は保険給付されま
す。継続して申請する場合は、福祉課へ申
請書を提出してください。
◆�要件
⃝ 住民税非課税世帯（世帯分離している

配偶者も非課税であること）
⃝預貯金など、その他要件有り
※詳細は町ホームページをご覧ください。
問  福祉課 高齢者福祉係（福祉ステーショ

ン） 58-3705

８月分
竜王町等主催行事の中止

新型コロナウイルス感染拡
大による竜王町等主催行事
の中止や最新の情報につい
ては町ホームページをご確
認ください。

【中止となった行事】
⃝ ふるさと竜王夏まつり（8/7㊏） 
問商工観光課 58-3718

⃝ 第40回記念竜王町文化祭（10/30㊏～
11/3㊌㊗）※代替事業有り

問竜王町公民館 58-1005

平和への願い、献花でつなごう
第11回竜王町平和祈念式

戦争の体験を風化させることなく、世界
の恒久平和を祈念するため、平和祈念式
典を挙行します。なお、今年は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、人数を制
限して開催します。
◆とき…7/31㊏ 9：30～（9：00～受付）
◆会場…竜王町公民館 １階 ホール
問総務課 総務係 58-3700

竜王町総合庁舎の
節電・省エネを実施します

竜王町では、節電・省エネルギーに向け
た取り組みとして、今夏も公共施設の節
電を実施しています。下記の期間中は住
民課の窓口をはじめ各課とも必要最小限
の職員で対応させていただきます。ご不
便をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
◆実施日…8/12㊍・13㊎・16㊊
節電・省エネの主な取り組み
❶適正な冷房運転
⃝室温が28度以上の場合に運転（8:30

～17:00）
⃝職員の服装の軽装化（ノーネクタイ・

ノー上着）
❷照明のON・OFFの徹底
⃝始業時刻の8：30までの消灯、昼休みの

12：00～13：00の消灯（来庁者がある
場合などは除く）

⃝蛍光灯の間引きや窓側照明灯の消灯
⃝時間外勤務は必要最低限の照明のみ点灯
⃝出張時、退庁時にはパソコンの電源オフ
問 �総務課 総務係� 58-3700

「介護保険負担割合証」を
送付します

要介護・要支援認
定者や事業対象者
には、利用者負担の
割合が記載されて
いる「介護保険負担
割合証」を交付しま
す。サービスを利用
するときは、介護保

険証と一緒に提示してください。なお、現
在介護認定を受けている人は、８月以降
の負担割合を記載した負担割合証を７月
中旬ごろに順次発送します。
問  福祉課 高齢者福祉係（福祉ステーショ

ン） 58-3705

年齢や体力を問わず、どなたでも安心し
て楽しめます。呼吸とポーズ、瞑想でゆっ
たり、ゆっくりと心身を整えます。〔とき〕
7/6㊋・13㊋・20㊋・27㊋10:00～〔場所〕
竜王町公民館〔費用〕3500円／月※体験料
1000円〔問〕竜王ヨガグループ

じっくりと彫り進む楽しさを味わいながら
愛着ある作品づくりに挑戦してみません
か。〔とき〕毎月第１土曜日13:30～16:00 
〔場所〕竜王町公民館〔費用〕1000円／回※
彫刻刀一式（約5000円）も販売〔問〕竜王木
彫倶楽部（竜王町公民館内・竜王町文化協
会事務局） 58-1005

お酒をやめたい、やめさせたい…、そん
な思いを抱えている人のための勉強会で
す。回復のヒントを得て、一緒に乗り越
えていきましょう。〔活動日〕7/6㊋13:00
～15:00、7/20㊋19:00～21:00〔場所〕竜
王町公民館〔参加費〕無料〔問〕竜王町アル
コール勉強会

木に命を吹き込む「木彫り」
に挑戦してみませんか？

◆町民の皆さんのさまざまな活動をお知らせします。掲載の希望は未来創造課 58-3701まで

着物の端切れなどを生かし、子どもの健
やかな成長を願った伝統工芸の「つるし飾
り」にチャレンジしてみませんか。〔活動
日〕毎月第３水曜日19:30～〔場所〕竜王町
公民館〔費用〕3000円／年〔問〕つるし飾り
サークル（竜王町公民館内・竜王町文化協
会事務局） 58-1005

作って飾って見て楽しい
つるし飾りにチャレンジ！

７月yogaテーマ�

「夏バテ予防改善」と「頭痛解消」
初
め
て
で
も
安
心

始
め
よ
う
！
ヨ
ガ
生
活

さまざまな国の曲に合わせ体を柔軟に動か
しながら健康維持もできるフォークダンス
(レクダンス）です。みんなで楽しく活動し
ています。〔とき〕毎月第２・第４木曜日
13:30～15:00〔場所〕竜王町公民館〔費用〕
1000円／月〔持ち物〕飲料、運動靴〔問〕竜
王楽々クラブ

一
緒
に
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

踊
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

枯れない花プリザーブドフラワーや季節
の生花を使ったアレンジメントで、花に触
れるひとときを楽しみませんか。〔活動日〕
生花（毎週火曜日13:30～／18:00～）プリ
ザーブド（第２火曜日13:30～／18:00～）
〔場所〕竜王町公民館〔問〕フラワーサーク
ルなでしこ

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
＆

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
教
室

お酒の飲み方大丈夫？
アルコール勉強会

お知らせ
掲示板

広く町民の皆さんが参加・応募できる「お
知らせ」「イベント」「募集」などの情報をお
届けします。

掲載の希望は、お問い合わせください。
未来創造課� 58-3701

介護に関わる全ての人の交流の場
ふきのとうカフェ

◆�日程…各回10：00～11：30
⃝ 7/6㊋「カフェトーク」
⃝  7/23㊎㊗「笑いと健康」（講師：びわこ

リハビリテーション専門職大学 辻
つじむら

村 
肇

はじめ
さん）

◆�場所…竜王町公民館２階研修室
◆�定員…30人
◆参加費…100円（飲み物代）
問  地域包括支援センター（福祉課） 

58-3704

マイナンバーカードによる
コンビニ交付サービス

◆取得できる証明書
⃝ 住民票の写し（本人または本人と同一

世帯）
⃝印鑑登録証明書（本人）
⃝所得証明書（本人の現年度分）
⃝ 課税・非課税証明書（本人の現年度分）
◆利用できる店舗
⃝ フレンドマート竜王店ほか平和堂店舗
⃝ 全国のセブン-イレブン、ローソン、ファ

ミリーマート
◆料金…１通300円
問  住民課 58-3702 

税務課 58-3750

ハワイアン音楽に合わせて踊ればあなたも
フラガール♪見学お待ちしています。〔問〕
ヴァアヒラ滋賀

クラス／場所：竜王町公民館
火曜 7/6・20 10:00～11:30
金曜 当面の間休止 ー
土曜 7/17・24 18:00～19:30

初心者OK！見学自由！
楽しく健康的なフラダンス

幾重にも重ねた絵で立体絵画を作る「シャ
ドウボックス」。オリジナル絵柄の作品も
作れます。〔とき〕月２回程度／10:00～
15:00〔場所〕竜王町公民館〔費用〕1500円
※初回は教材費3000円〔問〕パンプキンサ
ンタ（竜王町公民館内・竜王町文化協会事
務局） 58-1005

懐かしいあの歌、この歌をみんなで集っ
て歌い合い、心癒されるひとときを過ご
しませんか？〔とき〕7/17㊏（第３土曜日）
13:30～15:00〔場所〕竜王町公民館〔ゲス
ト〕パイナップルさん〔参加費〕１人200円

（飲み物ほか）〔問〕歌声喫茶ポッケ

立体が織りなすアートな世界
シャドウボックス教室

歌うことが好きな人集まれ！
歌声喫茶で「歌とも」を作ろう

♫
♪

♩
こころとからだの癒しのフラ♪

こり固まった筋肉を
ほぐすポーズで

全身の血流を活性化、
代謝を上げて

夏の冷え知らずを
めざしましょう

和気あいあいと

作品作りを

楽しんでます

お酒の飲み方、大丈夫？

（PDF）

   information
みんなの掲示板
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＊広告のご依頼は未来創造課 58-3701へお問い合わせください。掲載要領は町ホームページでもご覧いただけます。
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Population 竜王町の人口

防衛省
自衛隊採用試験

自衛官候補生（陸海空）
◆資格…18歳以上33歳未満の人
◆受付…随時
◆試験日…受付時にお知らせ
◆ 処遇など…特別職国家公務員、特例退
職手当（約58万円～約95万円／１任期
満了ごと）、俸給月額（採用時から約３
カ月間14万2100円、以降17万9200
円～19万8100円〔大卒〕）
航空学生（海空）
◆資格
● 海…18歳以上23歳未満の高卒者（見
込み含む）
● 空…18歳以上21歳未満の高卒者（見
込み含む）
◆受付期限…９/9㊍まで
◆ 試験日…１次（９/20㊊㊗）２次（10月
中旬）３次（11月下旬ごろ）
◆ 処遇など…特別職国家公務員／俸給月
額17万9200円～19万8100円（大卒）
一般曹候補生（陸海空）
◆資格…18歳以上33歳未満の人
◆受付期限…9/6㊊まで
◆ 試験日…１次（9/18㊏・9/19㊐※指
定する１日）２次（10/9㊏・10/10㊐
※指定する１日）
◆ 処遇など…特別職国家公務員／俸給月
額17万9200円～19万8100円（大卒）

問自衛隊近江八幡地域事務所
0748-33-2103

相
さまざまな心配ごとの相談
心配ごと相談所

◆ 開設日…7/1㊍・12㊊・21㊌
10：00～12：00（予約不要）
◆場所…竜王町勤労福祉会館１階
◆ 相談内容…借金、離婚、相続、近所トラ
ブルなど、さまざまな心配事・困り事

問竜王町社会福祉協議会 58-1475

滋賀県シルバー人材センター連合会
シニア対象「講習会」

ガーデニングスタッフ技能講習
寄せ植えや種まきを体験しながら園芸を
学びます。
◆ とき…7/27㊋・8/17㊋・9/28㊋・10/27
㊌・11/19㊎・12/21㊋（全６日間）
10：30～15：30
◆場所…滋賀県婦人会館（近江八幡市）
◆締切…7/15㊍ ◆面談…7/19㊊
パソコン初級講習
入力方法やキー操作など初歩からパソコ
ンを学びます。
◆ とき…8/2㊊～6㊎・10㊋（全６日間）
10：00～16：00
◆ 場所…シルバー連合会事務所（大津市）
◆締切…7/16㊎ ◆面談…7/20㊋
対象・受講料・申込方法
◆ 対象…令和３年度内に満60歳以上の
県内在住者 ◆受講料…無料
◆ 申込…竜王町シルバー人材センターに
ある申込書に必要事項を記入し郵送
※宛先は申込書に記載

問公益社団法人 滋賀県シルバー人材セ
ンター連合会 077-525-4128

令和３年度の労働保険の
年度更新はお済みですか？

労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更
新手続きは、事業主が自主的に保険料を
申告・納付していただく大変重要な手続
きです。申告書の受付や作成方法につい
ては相談会をご利用ください。
◆ とき…7/1㊍～12㊊（8：30～17：15）
の開庁日
◆ 場所…滋賀労働総合庁舎（大津労働基
準監督署） 大津市打出浜14-15 
※他、県内各地で開催
◆ 申告期限…7/12㊊まで
問滋賀労働局 労働保険徴収室

077-522-6520

募「明るい選挙」を呼び掛ける選挙推進啓発用の作品募集

ポスターの部
◆ 資格…県内の小・中学校、中等教育学
校、高等学校、特別支援学校の児童また
は生徒で、一人１点に限る
◆ 規格…画用紙の四つ切り（542㎜×
382㎜）、八つ切り（382㎜×271㎜）、
もしくはそれに準じる大きさで、描画
材料は自由（紙や布など絵の具材料だ
けに限らない）
◆ 応募方法…作品添付用紙に、市町名・
学校名・学年・氏名（ふりがな）を明記
し、作品の裏面右下に貼り付けて応募
※様式は町選挙管理委員会より配布
標語の部
◆ 資格…県内在住者であれば、年齢を問
わず一人何点でも応募可能

◆ 応募方法…はがきに標語・住所・氏名
（ふりがな）・年齢を明記し応募
四コマ漫画の部
◆ 資格…県内在住者であれば年齢を問わ
ないが、出品は一人１点に限る
◆ 規格…A4サイズ（297㎜×210㎜）で、
カラー・白黒は問わない。
◆ 応募方法…作品の裏面右下に、住所・
氏名（ふりがな）・年齢を明記し応募
応募規定
◆ 内容…明るい選挙を推し進めることを
表すもの
◆締切…9/10㊎まで
◆提出先…竜王町役場 総務課（庁舎２階）
◆その他
●応募作品は原則、返却されません。
● 入賞作品の版権は主催者に属し、選挙
啓発に利用されます。

問竜王町選挙管理委員会（総務課内）
〒 520-2592 竜王町小口３
58-3714

全　体 11823人（－ 5 ）
男 6151人（± 0 ）
女 5672人（－ 5 ）

世帯数 4524世帯（＋ 1 ）
令和３年５月末現在 ／（ ）内は前月比

転　入 25人 （129）
転　出 31人 （59）
出　生 9人 （ 8 ）
死　亡 8人 （10）
令和３年５月中の届け出 ／（ ）内は前月数

自動車等燃料費
タクシー運賃助成券の交付

外出が困難な心身に障がいのある人を対
象に、自動車等燃料費またはタクシー運
賃助成券を交付します。
◆ 助成内容…１カ月当たり額面400円の
助成券２枚
◆対象…次の手帳の交付を受けている人
●身体障害者手帳１級～３級
●療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１
●精神障害者保健福祉手帳１級
◆要件…次の要件を全て満たす人
● 本人および配偶者（児童の場合は扶養
義務者全員）が町民税非課税であること
● 助成対象者が在宅であること（入院・
入所している期間は対象外）
● 自動車等の燃料費に対する助成は、障
がい者本人が運転する場合または自動
車税の減免を受けている場合
◆ 持ち物…印鑑（スタンプ式不可）、各種
障害者手帳、障がい者本人の運転免許
証または自動車税の減免を証明する書
類（自動車等燃料費助成の場合）
◆ 申込…持ち物全てと申請書を障がい福
祉係へ提出（申請書は窓口で配付）

問健康推進課 障がい福祉係（庁舎１階） 
58-5323

狂犬病予防注射を
受けさせましょう！

犬を飼っている人は、狂犬病予
防法により、生後91日以上の犬
には室内犬、室外犬を問わず、毎
年１回、狂犬病予防注射の接種
が義務付けられています。動物

病院でも狂犬病予防注射が受けられます
ので、動物病院へお問い合わせください。
※ 令和３年度の集合注射は終了しました。
問生活安全課 生活環境係 58-3703

危険‼ 水路やため池で
遊ばないでください！

ご家族や地域の皆さんへお願い
毎年、水路やため池に誤って転落し、死亡
する事故が後を絶ちません。特に農作業
が盛んになる４月から９月は水量が多く
なり非常に危険です。ため池に転落すると
大人でもはい上がることは難しいため、不
用意に水路やため池には近づかないでく
ださい。また、子どもの事故を防止するた
めには家族だけでなく、地域の皆さんが
日ごろから注意喚起することが大切で
す。これ以上痛ましい事故を起こさせな
いためにも、子どもたちには水路やため池
で遊ばないよう、声掛けをお願いします。
問農業振興課 農村保全係

58-3706

募 第10回子ども英語スピー
チ大会の参加者募集

◆ 日程…8/28㊏ 竜王町公民館 
◆ 部門…小学生の部、中学生の部
◆ 応募期限 …7/9㊎まで
◆ 応募方法 …申込用紙を学校または教
育委員会事務局へ提出（申込用紙は、学
校教育課・図書館・公民館の窓口）

問竜王町教育委員会事務局（学校教育課）
58-3719

国民健康保険加入者の皆さんへ
保険証が新しくなります

国民健康保険
被保険者証を
お持ちの人
に、新しい保
険証（もも色）

を送付します。なお、70歳～74歳の被保
険者については、高齢受給者証と保険証
を一体化した１枚の保険証「被保険者証
兼高齢受給者証」を送付します。
※ 新しい保険証は７月中に簡易書留郵便
でお届けします。
※ 不在の場合は「書留等ご不在連絡票」が
投函されますので、お早めに郵便局へ
お問い合わせください。

問住民課 医療年金係
58-3702

相 行政相談所

行政相談委員が行政サービスに関する苦情
や意見、要望などをお聞きし、相談者へアド
バイスや必要な関係機関へつなげます。
◆とき…7/12㊊ 10：00～12：00
◆場所…竜王町勤労福祉会館１階
問総務課 行財政係 58-3700

作品添付用紙のダウンロードや
詳細は町ホームページ ☞

対象の給油所・タクシーなど　
は町ホームページ ☞

Tax 税と料金

納期限　7月30日㊎
▶水道料金
▶下水道使用料
▶保育所保育料
▶幼稚園保育料
▶通学自動車使用料
▶学校給食費

納期限　８月２日㊊
▶固定資産税
▶国民健康保険税
▶後期高齢者医療保険料
▶介護保険料
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弊社の印刷技術を
活かした生活便利グッ
ズです。 猫の「手」なら
ぬ「しっぽ」を借りて、
少しでも日常を快適
にお過ごしください！

投稿者全員にプレゼント！

弊社の印刷技術を
活かした生活便利グッ
ズです。 猫の「手」なら
ぬ「しっぽ」を借りて、
少しでも日常を快適
にお過ごしください！

R E C I P E

発売中！
道の駅

アグリパ
ーク竜王

竜王かが
みの里

夏の暑さも
酸味でさっぱり

堀
ほりい

井  咲
えな

那 ちゃん
美松台

1st.HAPPY
 BIRTHDA

Y

８月生まれの１
歳大募集!／ 締

切日 7/12月

❶お子さんの名前（ふりがな）／誕生日 ❷保護者名／住所と自治会名／電話番号をお知らせください。

アインズ株式会社か
ら、エレベーターの
ボタンやドアノブに
触れずに使える「抗
菌紙マルチフック」
１セット（３つ入り）
を、投稿者全員にプ
レゼントします。

アインズ株式会社
竜王町鏡2291-3

58-8101

ピクルスの鶏そうめん
そうめん ···················································２束
お湯 ···························································適量
サラダチキン ······································· 1/2個
農家のピクルス···································· 1/2瓶
白ネギ（お好みでトッピング） ················５㎝
　 農家のピクルス（液） ···················大さじ２
　 めんつゆ ······································大さじ２

作り方
❶白ネギの白い部分を繊維に沿って細く
切り、10分水にさらす。
❷●サラダチキンを５ミリ程度に薄く切る。
❸ そうめんをゆで、流水で洗い水気を切る。
❹器に③を入れ、②と農家のピクルス、
白ネギをのせAを注ぐ。お好みで粒マ
スタードやわさびをつけて召し上がれ。

材料（２人分）

●A

農家のピクルス（野菜）
みずみずしい竜王産の新鮮な野菜をピクルスにして詰め込みまし
た。瓶の中身はシーズンごとに変わるので、季節の野菜を楽しめま
す。今が旬の夏野菜には水分やカリウムを豊富に含んでいるものが
多く、身体にこもった熱を下げる働きがあります。お酢でさっぱり、
そのまま食卓にも出せ、副菜としてあと一品足りないときの救世主
にもなる一品です。

「おいしい竜王レシピBOOK」P11

700円（220g） 主な野菜：大根、キュウリ、玉ネギ、唐辛子、日野菜、カボチャ、ナス、ラディッシュ

苗
なむら

村  清
きよまさ

正 ちゃん
川 守

川
かわきた

北 杏
あんじ

侍 ちゃん
西 川

混ぜて、のせて、かけて、使い方いろいろ！

集まれ！１歳の
りゅうおうっ子

！
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●用紙：適切に管理された森林の
木材を利用したFSC®認証用紙

●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない
水なし印刷

2021年7月1日（毎月1日）発行／竜王町役場 未来創造課 編集
〒 520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3　 0748-58-3701　 0748-58-1388
HP http://www.town.ryuoh.shiga.jp　 info@town.ryuoh.shiga.jp




