若者も暮らしたい 希望かなえる 輝竜の郷～心弾む 新時代へのチャレンジ～
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４月１日
竜王こども園
開園します
この春、園児たちが

元気に楽しく初登園！

特集

園歌が
できました！
竜王こども園 園歌

あそぼうね

えがおさく

きょうもたのしく

わらってる

なむらのさとに

おひさまにこにこ
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徹底反復学習の理念を踏まえ、
「遊びこむ・遊びきる」をキーワードに、じっくり繰
り返し活動することにより学びに向かう力を育み、
小学校以降の学習の基礎を培っていきます。

４月１日、
「町立竜王幼稚園」と「町立竜王西幼稚園」を

3

小学校以降の学習に
つながる
「学びの基礎」の育成

一つにし、幼稚園型認定こども園として３歳児～５歳児

遊びや生活の中でネイティブスピーカー
と楽しく英語に触れ合う体験に継続
して取り組み、小学校以降の英語教
育につないでいきます。

4

大特長

※毎月広報紙でお知らせします。

を対象とした「町立竜王こども園」が新しく誕生します。

小学校・中学校につながる
英語教育の取り組み

竜王
こども園の

こども園で遊ぼう

（未就園児対象：０歳～）

まな人との関わりを大切にしな

豊かな自然環境の中で自立心や主
体性を育み、生きる力の基礎を培う教育を進めると
ともに、集団での生活の中で友だちと関わり、遊び
を通して社会性や道徳性、
規範意識を育てていきます。

▼５月24日㊋予定

竜王町では、令和２年度から、

個々の子どもに寄り添いながら、
集団の中で一人ひとりの育ちに
つなげるための教育・保育を進めます。

※毎月広報紙でお知らせします。

がら就学前教育や保育の充実を

豊かな環境の中で育む
情操教育の充実

これまでの幼稚園教育を継続し

一人ひとりの園児への
手厚い指導と支援

図ります。

（次年度就園予定児対象）

1

ながら、より保護者のニーズに

ちびっこの日

０７人の園児たちが、竜王

▼５月12日㊍予定

対応できる保育機能を備えた、

入園式

認 定 区 分につ い
て は、 入 園 案 内
をご覧ください。

こども園でたくさんの経験と思

▼４月12日㊋

公立の就学前教育保育施設の設

開園式

い出をつくるとともに、心豊か

▼４月11日㊊

置をめざし、移行に伴う準備を

大切にする子ども

保育開始

でたくましく成長できますよ

・自分も友だちも

▼４月４日㊊

進めてきました。

１号認定の預かり保育および２号認定の保育を
必要とする子どもは、学年別または異年齢で自
ら選んで楽しむ活動の時間を過ごします。
※認定区分等により降園時刻は異なります。

・夢中になって遊ぶ子ども

開園

う、保護者の皆さんをはじめ、

・元気いっぱい健康な子ども

▼４月１日㊎

新しくなった竜王こども園で

めざす子ども像

今後のスケジュール

地域の皆さんの温かいご支援、

朝の会／みんなで楽しむ活動
（クラス・学年・園全体）

は、従来からの幼稚園教育を基

自ら選んで楽しむ活動

ご協力をお願いします。

身辺整理

新しく完成した「町立竜王こども園」
の看板

盤に豊かな体験活動と、さまざ

共通時間
18：00

園目標

みんな大好き
笑顔あふれる
竜王こども園

片付け 掃除

16：30

うたってる

竜王こども園

給食準備 給食

14：00

ことりもちっちと

健康観察

竜王こども園

登園

ゆめがあふれる

9：00

しろいくも

早朝保育開始

ひろがるみどり

7：30

かがみやま

生活の流れ

よんでみようよ

時間

そらのした

認定こども園の一日（例）

おおきくひろい

竜王こども園

こえがする

うたがあふれる

ありました

げんきなみんなの

ちいさなたねが

だいちのこ

かわいいめ

げんきにそだて

みらいのこ

ぴょこんとでたよ

おおきくなあれ

竜王こども園

学

はながあふれる

作詩／山本

作曲／仙波暢子

動
画
で
視
♪聴

3/4 株式会社 丸安商事 様より

「園旗一式」を 寄贈 いただきました!!

同社創立50周年の記念事業の一環と、地域への恩返しを兼ね
て、竜王こども園の園旗一式を竜王町へ寄贈いただきました。
寄贈式で教育長は、
「幼稚園から認定こども園へ移行する新しい
出発の記念になり、大変ありがたい」と謝辞を述べました。
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栄えある受賞を心よりお慶びいたしますとともに、

人権擁護委員法務大臣表彰

令和３年度統計功績者表彰

2021.10.25

このような素晴らしい名誉ある賞をいただ
き、大変ありがたく思っております。これ
からも微力ながら地域の人権意識を高めて
いけるよう、がんばってまいります。

総務大臣表彰・経済産業大臣表彰

出原 喜代子さん

平成22年４月より人権擁護委員に就任し、長年にわたり学校・園での人権教室の開催

このような賞をいただき、感謝申し上げま
す。今後も皆さんのより良い暮らしにつな
がるよう、統計調査に努めていきます。

ではら・きよこ

や社会福祉施設の訪問、人権相談活動に尽力。また、彦根人権擁護委員協議会の副会

2

０２１年９月～２０

さくらい・きよみ

2021.11.25

※

櫻井 喜代美

さ
ん

今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

平成15年から、国勢調査や工業統計調査、経済センサスなど、毎年さまざまな統計

2

２年３月の町把握分を掲載しています。

長や人権相談員などを歴任され、幅広い人権擁護活動が高く評されました。

の調査員として多年にわたり統計行政の推進に貢献。真摯な対応で調査対象からの
信頼も厚く、迅速かつ適正な調査が高く評されました。また、積極的に研修会へ参

厚生労働大臣表彰

加し、自己研鑽に努めるなど、他の統計調査員の模範となる功績が認められました。

2021.12.7

令和３年度援護事業功労

西村 久一さん
にしむら・ひさかず

戦争の悲惨さ平和の尊さを次の世代に伝え
るべく、今後も全力で戦没者の追悼と慰霊、
恒久平和への祈りを込めて活動を推進して
まいります。

総務大臣表彰

奥村 修吾さん

町に貢献できればと調査に従事しましたが、
思いもよらない表彰に感激しています。こ
れを励みに今後も精進していきます。

おくむら・しゅうご

平成11年に竜王町遺族会理事に就任して以来、竜王町・蒲生郡・滋賀県遺族会などの
役員を22年間にわたり歴任し、事業推進に尽力。また、英霊顕彰をはじめ、戦没者遺

令和２年の国勢調査事務において、丁寧かつ正確な調査に尽力。また、調査対象へ

族の援護と福祉増進、恒久平和活動推進に多大に貢献、その功績がたたえられました。

の協力依頼や調査票回収時に積極的なコミュニケーションに努める、調査員として
適正に業務を遂行したことなどが高く評されました。

滋賀県農林水産激励賞

2021.12.16

統計協会会長表彰

令和３年度滋賀県農林水産表彰
高野いちご園

かつみ・ふぢえ

竜王が誇るイチゴブランドを育てることを目標に、いろんな挑戦をしてきました。
コロナ禍をみんなで乗り切って、まちの農業を盛り上げていきたいです。

平成25年度の住宅・土地統計調査より、さまざまな統計の調査員として多年にわた
り従事。2019年全国家計構造調査では、地域に密着した調査で回収率の向上に多大

平成29年に就農して以来、技術研鑽に努め、無農薬のイチゴ栽培に取り組む傍ら、

に貢献、堅実な調査に尽力されました。また、令和２年の国勢調査では指導員として、

経営規模を計画的に拡大し、就労体験も積極的に行うなど農業の発展と地域の活性化

迅速かつ正確な審査を遂行するなどの功績がたたえられました。

に大きく寄与。次代を担う農業者の模範として、将来の活躍が期待されています。

「座（Tｈe）
・満天の星空」

「髪で笑顔に ヘアドネーション」
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全国入選

（県特選・滋賀県知事賞）

齊内 愛音さん
さいうち・のの （守山中２年）

2

部／小学校 ・ 年生の児童

5

さいうち・みと （西小６年）

第４部／中学校の生徒

ートを
アンケ
るのが
め
と
ま
った！
か
白
面

第

（県特選・滋賀県知事賞）

齊内 心透さん

賞
連続入
く
ご
す
い！
うれし

特選・滋賀県知事賞

、
ラフや
星のグ
ーを
ダ
ー
インベ
が
描くの
った！
か
し
楽

全国入選

2021.9.15

「知っている？竜王町」

2021.11.29 ※受賞時の学年を掲載

第 回「滋賀県統計
グラフコンクール」入選

第69回「統計グラフ全国コンクール」入選

第３部／小学校５・６年生の児童

今後も各種調査において、丁寧な説明と対
応を心掛け、信頼関係を築いた上で調査に
ご協力いただけるよう努めてまいります。

勝見 ふぢ江さん

エラ・デ・オリベイラ・リリア・キミエさん

3
4

米田 明加さん

71

よねだ・はるか （西小４年）
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13水

4/

9:00～ 9:10 綾戸集落センター
9:30～ 9:40 川守会議所
9:45～ 9:55 林公民館
10:00～10:10 庄広場
10:30～10:40 下弓削大型農機具倉庫
10:45～10:55 川上遊園地

10:10～10:20 新村公民館
10:25～10:35 西山公民館
10:45～10:55 山中公民館
11:00～11:10 さくら団地集会所前広場
11:20～11:30 岡屋構造改善センター
13:10～13:20 小口公民館
13:30～13:40 鏡集落センター横公園
13:45～13:55 西横関集落センター
14:00～14:10 西川自治会館
14:15～14:25 須惠農業機械格納庫

12木

5/

9:00～ 9:15 鏡集落センター横公園
9:20～ 9:35 美松台公民館
9:50～10:00 松が丘（旧）集会所前
10:10～10:30 山之上コミュニティセンター
10:35～11:05 竜王町防災センター
※状況により集合注射を延期または中止する場合が
あるため、町ホームページをご確認ください。

7
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手数料

持ち物

狂犬病予防注射�������������� 3500円

・愛犬カード
・集合注射の案内はがき

 犬病注射料2950円
狂
+予防注射済票550円

犬の登録�������������������������� 3000円
※登録済みの場合は不要

注射当日の主な注意

事前に案内はがきを送付しています。

動物病院でも接種可能
動物病院では、年間を通して狂犬病

犬 の体調が分かる人、注射の際

予防注射を受けることができます。

くること
妊娠している犬、人をかんだ犬、
老犬、病気や異常が見受けられ
る犬（発熱・下痢など体調不良や、
ほかのワクチン接種で副作用を
示したことがあるなど）は、注射
の前に申し出ること
冬 生まれの仔犬は一定の接種間
隔を空けて接種すること
※かかりつけの動物病院にご相談く
ださい。

※条件・審査有り

人と猫との共生を図るまちづくり

地域猫活動

気 軽に わ
合
お問い い
さ
だ
せく

活 動 の 進 め 方 、補 助 金 の 申 請 方 法 などにつ い て
⃝滋賀県動物保護管理センター
⃝生活安全課 生活環境係

活動および補助金申請の流れ
事前に、滋賀県動物保護管理センターへご相談ください

0748-75-1911

58-3703

地域猫活動紹介
リーフレット（PDF）

地域猫補助金チラシ
（PDF）

竜王町で犬の登録をしている人には、

犬の体を清潔にしておくこと
に犬をおさえられる人が連れて

活動補助金
使えます

「命を守る」
「増やさない」

9:35～ 9:45 東出第二公民館
9:50～10:05 西出公民館

５万円

地域猫活動とは？

地域ぐるみ（自治会など）で、飼い主のいない

猫（野良猫）の世話をしながら、鳴き声やふん

9:15～ 9:25 岩井農村公園

会場にはたくさんのワンちゃんが
集まります。出掛ける前に首輪・
リードのチェックをお忘れなく！

尿、 餌 の 放 置 な ど、 野 良 猫 ト ラ ブ ル の 解 決 に 取 り

4/

組 む 活 動 の こ と で す。 こ れ 以 上 飼 い 主 の い な い 猫

14:25～14:40 松が丘（旧）集会所前

を 増 や さ ず、 猫 に よ る 被 害 を 少 し で も 減 ら す 方 法

14:10～14:20 希望が丘入口（公園前）

として、いま、全国で活動が広がっています。

13:40～14:00 美松台公民館

9:00～ 9:10 田中農業構造改善センター

推奨しています

最大

13:25～13:35 美松台グリーンホール駐車場

20水

地域猫活動を
地域猫活動
を

庭や畑にふんや
オシッコをされ
て困る！

どうすればいい？！

滋賀県では、地域猫活動に対して不妊去勢手

13:10～13:20 山面集落センター

産まれてる

術や餌などの費用の一部を補助しています。

11:15～11:25 鵜川コミュニティー消防センター

野良猫対策として
野良猫対策
として

物置で子猫が

滋賀県が活動を支援！

11:00～11:10 橋本集落センター

は
年に一度
を！
予防注射

受ければ
みんなで
！
いわん
怖くな

10:15～10:25 信濃集落センター

狂犬病予防の
注射
合合
集集

9:15～ 9:25 駕輿丁公民館

竜王町では

鳴き声がうるさくて
眠れない…

犬の体調や会場に行くのが不安な場
合は、動物病院を利用しましょう。

事前準備

地域の調査と準備
飼い猫と野良猫の数や分布数を
調べ、不妊去勢手術の対象とな
る猫を把握します。餌を与えて
いる場所や、ふん尿の被害がひ
どい場所などを調査し、今後の
猫の管理方針を検討します。

地域には、猫を大事に思ってい
る人、迷惑している人、無関心
な人など、さまざまな思いを持っ
た人がいます。時間をかけて話
し合い、地域猫活動について地
域全体の合意を得ましょう。
ste p

ste p

補助金申請
滋賀県動物保護管理センターへ
申請書を提出し、費用の補助を
受けます。
滋賀県HP
「猫について」

ste p

滋賀県

地域猫活動

補助金

この機会に犬の登録を
狂犬病予防法に基づき、生後91日
以上の犬に犬の登録と、狂犬病予防
注射を毎年１回受けさせることが義
務付けられています。交付された注
射済票と鑑札は必ず犬に装着しま
しょう。もしも飼い犬が迷子になっ
ても、装着されている鑑札から確実
に飼い主の元に戻すことができます。

問 生活安全課 生活環境係

58-3703

実績報告

猫の管理
餌やトイレの管理を適正に行う
ことで、庭などへのふん尿が減り、
被害に悩まれていた人への理解
が進みます。

猫の頭数や頭数の変化を確認し、
効果を検証。報告書を滋賀県動
物保護管理センターへ提出し、
費用の補助を受けます。step1に
戻って地域全体の取り組みであ
ることを確認しましょう。
ste p

ste p

不妊去勢手術の実施
地域で管理すると定めた猫を、
まずは捕獲します。不妊去勢手
術を施し、元いた場所に戻します。

不妊手術済みの
証しに耳先がカット
されています
ste p

2022.4 Ryuoh
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コ ラム

子育てnavi
文・人権擁護推進員

母国に帰ると聞かされ、最

５年生のときに家族全員で

と同じ」と言っていました。

人はたくさんいる。私たち

人が悪いのではない、良い

人でも悪い人がいる。朝鮮

た が、 私 の 親 は 常 々「 日 本

別的な考え方の人もいまし

た。身近な人の中には、差

化に触れることができまし

にとっては、進んだ生活文

を食べたことがなかった私

いることが珍しく、イチゴ

とや畑でイチゴを栽培して

の 省 エ ネ 床 暖 房 ）が あ る こ

は、 家 に オ ン ド ル（ 朝 鮮 式

当時、町内の朝鮮人集落に

楽しく過ごしていました。

きもありましたが、仲良く

もの戯れでけんかをしたと

本人と変わりません。子ど

慣れないだけで、何一つ日

いました。名前が少し聞き

には朝鮮人の女の子が３人

した小学校の１年生

和

は大事です。

を絶え間なく継続すること

た。身近な人権教育・啓発

解できるようになりまし

で少しずつ正しいことが理

が、人権研修会や書物など

差別意識が残っていました

どものころに刷り込まれた

大事だと思います。私も子

めて正しく認識することが

形成を考えると、歴史も含

いの人権を尊重する社会の

代も超えて人類の共存、互

ないものでしょうか。幾世

と隣人のお付き合いができ

がっています。朝鮮の方々

のものが現在の生活につな

どによって伝えられた多く

鮮半島を経由し、通信使な

振り返れば、大陸文化が朝

す。日本、竜王町の歴史を

まり良くないように思えま

はなく、韓国とも関係はあ

す。現在、北朝鮮とは国交

のが忘れられない思い出で

見送りに行き、共に泣いた

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

時間⃝月～金曜日（平日）9：00～17：00

子育て相談・乳幼児健診・サロン

育児の悩み事や困り事などを専門の相談員が伺い
ます。相談員は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。

参加者
募集

日本人と朝鮮人

学年に合わせ、さまざまな遊びを通して親子で楽しむ子
育て教室です。同学年の親子同士の出会いと交流の中でさま
教室名

対象児

ぴよぴよ

2021年４月２日～
2022年４月１日生

よちよち

2020年４月２日～
2021年４月１日生

わくわく

2019年４月２日～
2020年４月１日生

主な内容

おせんべやけたかな

＊ベビーマッサージ

＊子育てお悩み相談室

手をおせんべに見立てて遊ぶよ！

＊フォトフレーム作り

♪

＊ミュージック・ケア

申

イ

「

ンクルーシブ教育」という言葉をしばしば耳にするようになりました。
「イ
ンクルーシブ」とは、日本語にすると「包み込むような／包摂的な」となり、

これは「ソーシャル・インクルージョン」
（社会的包摂）という言葉から由来し、
「あ
らゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包

♪

お・せ・ん・べ
やけたかな
♪
こ・げ・た・か・な

＊食育講座

＊親子ふれあい遊び
＊歯についてのおはなし

おせんべ
やけたかな ♪

＊運動会ごっこ

＊トランポビクス
（エクササイズ）

開催日程 令和４年５月～令和５年１月の間で月１回の金曜日（計８回）
参 加 費 全８回分で500円

文・ふれあい相談発達支援センター長

子どもが大好きな
手遊びは
ママやパパが
歌ってくれたら
大喜び！

おうちじかんを
ほっこり過ごそう

ざまな子育てを知りながら、みんなで子育て、親育ちしあう場です。

や～けた

開催場所 鏡ふれあいプラザ

共に学び生活できるように

対象⃝妊娠中の人、就学前児童の養育者

⃝健康推進課（保健センター） 58-1006

りゅうすく

30

年代、私が入学

寄りのバス停までみんなで

昭昭

人権コラム

同和問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため、
竜王町長の委嘱（任期３年）を受け、人権擁護委員の活動に協力
し、
人権尊重のまちづくり推進のために啓発活動を行っています。

子育て相談

こどもひろば・出張ひろば

ナビ

込 竜王町社会福祉協議会

①手のひらを人差し指で触る
②ひっくり返すを繰り返す

58-1475
（随時受付）

日程

♪

カレー味や、
しょう油味など
どんな味だったか、
焼けたあとのお話も
楽しんでくださいね！

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

③手を食べる
まねをする

お座りがOKなら
向き合って遊びましょう

内容

砂あそび

4/1㊎～６/30㊍

天気の良い日はテラスで砂遊び

おさんぽデー

4/5㊋ 10：30～

桜を見に川沿いをお散歩

こいのぼり制作

4/11㊊～28㊍

親子でこいのぼり制作

リズムは
動画で ♪

み、支え合う」という社会政策の理念を表しています。20年前の出来事です。ア
メリカの高校で体育の授業を見学したとき、バスケットボールをしている生徒た
ちの隣でボーリングをしている車いすの生徒たちがいました。バスケットボール
をしている生徒たちが自然にボーリングのピンを並べ、時には一緒に助け合いな
がら楽しくゲームをしていました。当時、日本では見ることがなかった光景だっ
たので、
「日本でもこんな光景が見られるようになれば」と感じたことが思い出さ
れます。インクルーシブ教育は「共生教育」、
「包括教育」などといわれ、障がいの
有無に関係なく全ての子どもたちが「共に学ぶ」ことを意味します。共にといって
も障がいの特性により同じように学ぶことが難しいこともあります。しかし、合
vol.31

理的配慮などにより支援・工夫をすることで解決できることもあります。百人い
れば百通り。みんな違って当たり前なのです。違いを認め合い、どのようにすれば、
みんなが「共に学び生活できるようになる」のかを考えて実行していくことが大切
ではないでしょうか。
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内容

乳幼児健診

対象

日程

４カ月児

令和３年12月生まれ

10カ月児

令和３年６月生まれ

4/28㊍

１歳６カ月児

令和２年８月・９月生まれ

4/19㊋

３歳６カ月児

平成30年９月・10月生まれ

4/20㊌

時間・場所

持ち物

・母子健康手帳
・質問票
・受付時間は別途案内
・食生活質問票（10カ月児健診のみ）
・保健センター
・聴力検査票（３歳６カ月児健診のみ）
・バスタオル（診察時に使用）

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

4/22㊎

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

対象

日程

時間・場所

１歳未満の赤ちゃんと
保護者など

4/8㊎
4/22㊎

9：30～11：30
保健センター

赤ちゃんサロン

内容

育児相談、授乳相談、栄養相談、離乳食展示（4/8㊎のみ）

2022.4 Ryuoh
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58-1005
58-1979
竜王町小口276-1
8：30～22：00／年中無休（12/29～1/3除く）
kouminkan@town.ryuoh.shiga.jp

ts
・
bu

竜王町公民館講座のご案内

u

受付時間（8:30～17:15／日祝除く）

D R A G O N
２０２２
C O L L E G E

ou
・m
a

申込期限

詳細は
こちら

ドラゴンカレッジ

充実した豊かな生活、生きがいある人生を送るためには、生涯にわたって学習を続けていくことが大切です。大人から楽しめる趣味を、何かはじめてみませんか？

クラフトバンド手芸 講座

まくらめ編み 講座

クラフトバンドを使った、かごなどの生活雑貨やバッグ・コースターなど
の編み方を学び、作品づくりを楽しみます。

手で編んだり結んだりして作る「まくらめ編み」で、ミサンガなどのアク
セサリーやタペストリー、バッグなどの生活雑貨を作ります。

▪日程…全７回／月１回（水曜日）

▪日程…全７回／原則第１土曜日

6/15

7/20

8/24
9/21
10/19
13：30～15：30

12/21

1/18

6/4

▪対象…20歳以上の人
▪場所…竜王町公民館
▪講師…山添潤子先生（やまぞえ・じゅんこ／竜王町）
▪定員…20人
▪受講料…5000円／年（材料費は別途必要）

▪対象…20歳以上の人
▪場所…竜王町公民館
▪講師…佐伯奈津美先生（さえき・なつみ／竜王町）
▪定員…各班10人
▪受費用…5000円／年（材料費は別途必要）

竹かご 講座

筆文字 講座

材料となる竹の伐採から、基本的な竹ひごの制作、本格的な竹細工の作
り方まで学べます。

字が苦手でも、初心者でも、あなたの文字がアートに変わる。あなたな
らではの筆文字にチャレンジしましょう。

▪日程…全７回／原則第３木曜日

▪日程…全７回／月１回（土曜日）

6/16

7/14
9/15
10/20 11/17 12/15
1/19
１班
（16：30～18：30）／２班（19：30～21：30）

6/11

▪対象…20歳以上の人
▪場所…竜王町公民館、竹林・里山
▪講師…村上瞳先生（むらかみ・ひとみ／守山市）
▪定員…各班10人
▪受講料…5000円／年（材料費は別途必要）

着順

先

講可

受

複数

○
○
○
○
○
○
11

7/2
9/3
10/8
11/5
12/3
1/21
１班（10：00～12：00）／２班（13：30～15：30）

FA

X可

▪対象…20歳以上の人
▪場所…竜王町公民館
▪講師…西村真澄先生（にしむら・ますみ／日野町）
▪定員…各班10人
▪受講料…5000円／年（材料費は別途必要）

c
re

令和４年度 公民館講座「ドラゴンカレッジ」受講申込書
申込書と受講料を添えて、公民館窓口へ直接ご持参ください。
※希望する講座および班を○で囲んでください。

まくらめ編み（ １班 ・ ２班 ）
筆文字（ １班 ・ ２班 ）
クラフトバンド手芸
竹かご（ １班 ・ ２班 ）
青年学級（演劇コース）
青年学級（人形劇コース）

Ryuoh 2022.4

7/23
9/17
10/29 12/10
1/28
2/25
１班（13：30～15：30）／２班（16：00～18：00）

！

Look

氏名（ふりがな）

……………………………………………………………………………………………………………………

住所

〒

……………………………………………………………………………………………………………………

電話番号（携帯電話）
－

LINEアプリは利用できますか
－

はい

いいえ

in g m e m b

er

s

新しい自分に出会ってみない？青年学級コース員募集

キャスト、裏方、衣装、照明、音響、メイクなど、演劇や人形劇、舞台に興味
のある人、舞台に立って表現してみたい人、青年学級で一緒に活動しませんか？
▪対象…町内在住の青年（高校生以上

▪練習時間…各コース月２回程度／

▪募 集コース…演劇コース・人形劇

▪受講料…無料

～おおむね35歳）

滋賀県

ruit

コース（各20人程度）

20：00～22：00

人形劇コース（全国青年大会出場時2018年）

2022.4 Ryuoh
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ついて
公民館の利用・貸館に

公民館情報
竜王町公民館
58-1005
58-1979
小口276-1
kouminkan@town.ryuoh.shiga.jp

8:30～22:00／年中無休（12/29～1/3除く）

調
 ール・会 議室・和 室・
貸館 ホ
など
作室
理室・談話室・工
、
 用状況を事前に確認し
申込 使
さい。
くだ
続き
お手
館で
公民

募集
培われた知識や技術…子どもたちに伝えてください

夏休みキッズスクール

交竜フロア・展示ケースほか

もが好きな人、教えることが好きな人、あなたの持

をテーマに五月人形の展示を行います。

【申込】公民館へご連絡ください。

期間中は威厳たっぷり、本格的な五月

【謝金】予算の範囲内で講師謝金をお支払いします。

主な活動
おやつ作りや料理

小学３年～６年生

サイエンス

天体観望や科学工作、野鳥観察など

小学１年～６年生

書道

硬筆・毛筆の基礎

小学２年～６年生

チャレンジ

スキーや山登りなど野外体験

小学４年～６年生

竜王ユースブラス

吹奏楽教室

小学３年～６年生

6
13
20
27

7
14
21
28

覧ください。

４/23は「子ども読書の日」

和柄がおしゃれ！

４/23～5/12は「こどもの読書週間」

着物リメイク展

❷こども特集コーナー

本や図書館がテーマの読み物や絵本を展示します。
紹介

本の

カエサルくんと本のおはなし
池上俊一／文

地域の皆さんに文化芸術を届けよう

公民館に文化作品を展示してみませんか？
日ごろの活動成果を発表する場として、ガラス

工芸、服飾作品など、作品ジャンルは問いません。
【費用】無料
【申込】公民館へご連絡ください。
※その他条件あり。
詳細はお問い合わせください。

住民の皆さんの目に触れる機会の多い

「広報りゅうおう」に

お店など
の
PRにぜひ
ご活用
ください

広告を掲載してみませんか？

掲載料■①年間通して（連続した１年分の号）の掲載は10万円、② ①を下回
る回数の掲載は１回につき１万5000円 申し込み■
「竜王町有料広告掲載の
取扱いに関する要綱」をご確認の上、掲載希望月の２カ月前までにお申し込
みください。 問い合わせ■未来創造課 人権広報係 58-3701
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地域学校協働本部／２階
ガラスケース内の展示の様子

【展示品（例）】絵画、書、写真、彫刻、木工、陶芸、

4/2土～27水

❶展示コーナー

竜王町社会福祉協議会主催
「いつまでも元気クラブ（生
涯現役事業）」の一つ、
「ミシン講座」の活動メンバーが、
着物をリメイクして作った洋服・かばん・ポシェット

で楽しむアイ
です。

新着

視聴覚ライブラリー／人権学習用DVD

映像で学ぶジェンダー入門③
結婚・家庭におけるジェンダー
夫婦別姓、事実婚をはじめ家事の

地域の方々の経験や知識、特
技などの情報と学校・園の要
望をコーディネートします。

分担、出産や子育てなど、結婚や

Information

階

センター／３
ふれあい相談発達支援

する相談
活面における発達に関

学習や生
支援を行います。
～17：15
58-3741 平日8：30

ご登録・
ご予約お待ち
しています！

家庭におけるジェンダーに関する

おはなし会

託児サービス

対象／３歳以上

10：30～12：30

4/2土・9土 11：00～

「みんなでお出かけ

乗り合いサービス」

す。着物が日常生活の中
テムに大変身

たいせつなことを正確にずっ
と先まで伝えたい――その
思いが文字を生み、
「本」が作
られるようになりました。
大昔の巻物からページをめ
くる現在の冊子の形になる
まで、本の歴史を分かりや
すく伝えた絵本です。

（午前９時から）～4/20水
【受付期間】4/9土

【展示期間】約１カ月（要相談）

関口喜美／絵

福音館書店

※FAXの場合は送信後、受信確認のため公民館までご連絡ください。

いません）

1

などの小物を展示しま

※申込書は４月上旬に町内小学校を通じて配付します。

【対象】創作活動を行う個人・団体
（町内、町外問

おはなし室
入口

展示

【申込】申込書をFAXまたは公民館の窓口へお持ちください。

ケース内の展示スペースをご活用ください。

2

※各コーナーの番号はフ
ロアマップ内の番号に
対応しています。

「子ども読書の日」や「こどもの読書週間」にちなんで、

対象学年（町内在住）

クッキング

5
12
19
26

2 ▪ 休館日
月・火
9
16
祝（29日㊎）
23 ● 整理休館日
30
28日㊍

4/1金～30土

による作品も展示しますので、ぜひご

「キッズクラブ」で、いろんな体験・挑戦をしてみよう！

4
11
18
25

1
8
15
22
29

朗読
サービス室

ホーム
ページ

としょかんに行こう！

人形たちとともに、自主文化活動団体

令和４年度のクラブ生募集

10:00～18:00（金曜日のみ～20:00）

本の特集

旬を先取りし、５月５日の「端午の節句」

つ知識や技術を子どもたちに伝えてみませんか？

クラブ名

3
10
17
24

4/16土 ～ 5 /31火 

象に、さまざまな体験教室を実施しています。子ど

綾戸1021

日 月 火 水 木 金 土

竜王の五月人形展

公民館では、毎年夏休み期間中、町内の小学生を対

竜王町立図書館
57-8080
57-8081

４April 2022

展示
子どもたちの健やかな成長を願って

講師（指導員）を募集

図書館情報

おひざでだっこの
おはなし会
4/7木・16土 11：00～

さまざまな事柄について身近な事

4/8金・22金

対象／０～３歳児
時間／時間内１時間まで
（事前予約不可）

対象／３歳くらいまでの親子

新型コロナワクチン
３回目接種について
新型コロナワクチンの２回目接種完了
から６カ月を経た18歳以上の人を対象
に、
追加
（３回目）
接種を実施しています。
対象者には順次、接種券を送付します。
お手元に届きましたらご確認ください。

例を基に考えます。

上映に必要な機材なども貸し出しています。
希望される場合は事前にご連絡ください。

予約方法などは
町ホームページで

竜王町ワクチン接種
コールセンター

58-5320

平日 9：00～17：00

2022.4 Ryuoh
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みんなの掲示板

◆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

りゅうおう

会員募集！作って楽しもう！
竜王おり紙サークル

声を出してストレス発散！
歌声喫茶で歌いましょ♪

きらりんニュース

初心者OK！見学自由！
楽しく健康的なフラダンス

♪

イベ

ン ト 出場で

元気いっぱい踊って

竜王 町

ます

♫

検索

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。

赤・黄と美しい染め上がりに感動。３月13日は大人対象の教室も開催
（動画）

春の訪れ待ちわびて 梅ほころぶ

「Goodうめクラブ」の梅のお花見イベント

２月27日、町内の仲良し主婦ら10人でつくる「Good

うめクラブ」が、薬師地先にある梅林でお花見イベント
を開きました。今年は平年より遅い開花となりました
が、この日は暖かな日差しの下、つぼみからかわいら
懐かしいあの歌、この歌をみんなで集っ
おり紙アートは無限大！かぶとや鶴はもち
ろん、
暮らしに色を添えるインテリアまで、 て歌い合い、心癒されるひとときを過ご
〔とき〕4/16㊏（毎月第３土
仲間と一緒に作ってみませんか？
〔とき〕 しませんか？
曜日）13:30～15:00
〔場所〕竜王町公民館
〔場所〕竜
木曜日
（月２回／10:00～12:00
〔参加費〕
〔問〕
竜王 〔ゲスト〕寺田智美（さとみ）さん
王町公民館
〔材料費〕
１回100円～
１ 人200円（ 飲 み 物 ほ か ）
〔 問 〕歌 声 喫 茶
おり紙サークル
（竜王町公民館内・竜王町
ポッケ
文化協会事務局） 58-1005
４月yogaテーマ

土曜 4/2・16

18：00～19：30

つるし飾りの素材に使う子どもの晴れ着
や、へこ帯（ちりめん）などを集めています。
使い古しでもシミがあっても大丈夫！ご家
庭に眠っている子どもの晴れ着を、ぜひお
譲りください。
〔 受取〕竜王町公民館へお持
ちください。
〔問〕つるし飾りサークル

れた見物客には、同クラブメンバーお手製のおしるこ
やピザなどが振る舞われ、
「満開を待って、次のお楽し
みに期待」と、６月の梅狩りを楽しみにしていました。

自然から生まれる優しい風合い
自然教室「草木染めに挑戦しよう！」

高校生以上の学生、

移動販売で地元を活性化
一緒に活動しませんか？

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〕
〔 場 所 〕竜 王 町 公 民 館
〔費
4/5㊋ 10:00～
〔問〕ヨ
用〕3500円／月※体験料1000円
ガグループ

子どもの晴れ着を
集めています！

かんたんな
ポーズも
あります！

使わなくなった着物が
かわいいつるし飾りに
生まれ変わります。

ストレッチ効果の高いポーズで
股関節、太もも裏の柔軟性をアップ！
ガチガチの体をゆるめましょう

クラス／場所：竜王町公民館
火曜 4/5・12・19
10：00～11：30
金曜 当面の間休止
ー

メンバー募集

初めてでも安心
始めよう！ヨガ生活

「免疫力アップ＆眼精疲労緩和」

しい白い花びらが顔をのぞかせていました。梅見に訪

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

社会人、主婦など、
多種多様な仲間
たちと一緒に、
“ワクワク”を
創造しよう！

地元食材を活かした移動販売で、たくさ
んの人に地元の魅力と笑顔を届けたい。
余暇をワクワクする時間に活用しません
か？あなたとのご縁とアイデアを待って
います！
〔活動日／場所〕月に２～３回／
西川〔対象〕高校生以上〔問〕湖々くらぶ

２月26日、竜王町公民館で親子３組が、玉ネギとアカ
ネ（赤根）を使った草木染めに挑戦しました。これは、
同町立図書館が子どもたちに自然に親しんでもらおう

と、
「かわせみグループ」を講師に毎年企画しているも
の。参加者たちは、煮出した染料液にハンカチを浸し

て洗う工程を繰り返し、浮かび上がった模様に「わぁ、
きれい！」と世界に一つだけの作品を完成させ、互いの
作品をうれしそうに見せ合っていました。

町外からも見物客が訪れ、食事と会話を楽しんだ（動画は3/12の開花状況）

反り腰や腰痛改善に効果的な前もも伸ばしのストレッチを行う参加者たち

編んで結んで楽しめる！

「まくらめ」でプラントハンガーづくり体験
３月19日、まくらめ編みの体験教室が竜王町公民館で

開かれ、町民９人が植物などをつり下げるプラントハン

ガーづくりに挑戦しました。まくらめとは、手でひもや
アルコール勉強会
一緒に乗り越えましょう！
回復のヒントを得て
一緒に乗り越えて
いきましょう

お酒の飲み方、大丈夫？

ッチ
スケ

楽しさ保証つき！
一緒にダンスしませんか？

水彩画

えんぴつ
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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〕
4/5㊋ 13:00
〔場所〕
竜
～15:00、4/19㊋ 19:00～21:00
王町公民館
〔参加費〕無料
〔問〕竜王町アル
コール勉強会

度も編み目をほどき直し、編む強さを変えながら表情

豊かなこだわりの作品を完成させました。６月からは公

民館講座
「ドラゴンカレッジ」
（大人対象）
で開講。コロナ

禍の
「おうち時間」
でも楽しめると人気を集めています。

風景
景画

静物画

自由な発想で自分らしく♪
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。
〔 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

糸などを編み込む伝統手芸のこと。参加者たちは、何

竜王スケッチサークル
一緒に絵画しませんか？

町内自主活動グループとして立ち上げた
ばかりのサークルです。絵を描くのが好
きな人、初めての人、一緒にスケッチし
ませんか？まずは、お問い合わせくださ
い。
〔 活動日〕木曜日の午後（毎月１～２回
程度）
〔場所〕竜王町公民館ほか
〔問〕竜王町
公民館 58-1005

効く～！ラジオ体操ってすごい！

４月から「あなたも私も健診チャレンジ教室」に
３月９日、竜王町公民館で
「プラス10分動こう教室」
が開

かれ、町民27人がラジオ体操などで体を動かしました。
セブン

これは、町民の健康寿命の延伸をめざす
「ベジ７チャレン

ジ」
の一環で、なじみ深いラジオ体操で動作のポイントを
学び、より効果的に健康効果を高めてもらおうと昨年春

から実施しているもの。４月からは座学と実習を交えた

「あなたも私も健診チャレンジ教室」
に事業名を変更して

開始します。健康づくりの機会に、ぜひご参加ください。

竜王町公民館フェスタ（３月末終了）で体験教室が開かれた（様子は動画で）

2022.4 Ryuoh
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information

土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧
◆縦覧資格…町内にある固定資産
（土地・
家屋）
を所有する納税者
◆持ち物…本人確認書類（運転免許証、保
険証など）

募

健康推進員養成講座の
受講生募集

合は委任状または社印も必要
◆縦覧できる帳簿

オープニングイベント

地域における食や運動、健康づくりの推進
リーダーとして活動していただける健康推
進員の養成講座の受講生を募集します。

◆内 容…町内の健康づくり活動全般（食

と平和と安寧を願う祈りの心をテーマに

主な改定内容

◆点灯期間…4/10㊐まで
17：00〜20：00（土日は21：00まで）

育・運動など）の講義や実践、自宅での

したトークを交え、テーマに相応しいピ

⃝口 径13mmの 基 本 水 量 の 増 量、口 径

調理実習など

アノ演奏をお送りします。

◆受講料…無料。ただし、自宅での調理実

の新たな推進員が誕

（安土町桑実寺777）
◆出演…川上ミネ氏
（ピアニスト・作曲家）

生！

法などはホームページをご覧ください。

58-1006

◆日程…4/22㊎ 10：00～11：30
／竜王町公民館 ２階 研修室

通学定期の半額補助・夜間特別便

通学で路線バスを使おう！

◆内容…カフェトークなど
◆参加費…100円（飲み物代）
福祉課 地域包括支援係
58-3704

11675人（−20）

男

6056人（−17）

女

5619人（− 3 ）

世帯数

4440世帯（−12）

令和４年２月末現在 ／（ ）内は前月比

転

入

33人 （33）

転

出

44人 （53）

出

生

6人 （ 5 ）

死

亡

15人 （14）

令和４年２月中の届け出 ／（ ）内は前月数

募

竜王町シルバー人材センター

働く仲間を大募集！

健康で働く意欲のある人
◆説明会…毎月第３水曜日 13：30～

象に通学定期の半額補助と夜

◆場所…シルバーワークプラザ ２階

間特別便（予約制相乗りタク

問

公 益社団法人 竜王町シルバー人材セ
ンター

する中学生、高校生、大学生その他学生
ス（他市のコミュニティバスは除く）
乗車証明書の写し・
◆手続き…申請書に、
領収書の写し・学生証の写しを添え
て、
未来創造課
（庁舎２階）
へ提出
※認め印をご持参ください。
◆締切…令和５年3/31㊎まで
問

未来創造課 政策推進係
58-3701

キュー）サイトを利用できます。事前にご
予約ください

→水
 の使用量が多いほど負担加重
（増額）

に制限はありません。

木炭1.5㎏、
焼網、
鉄
◆貸出…卓上コンロ、

→メーター使用料が全て無料
問

問

納期限

▶保育所保育料
▶こども園保育料
▶通学自動車使用料
▶学校給食費

滋賀県警察本部 交通部 運転免許課

◆費用…１卓3000円（６人以内）

58-3708

要約筆記者養成講座
（手書き・パソコン）

心配ごと相談・行政相談所
相
の相談場所を変更します
６月まで相談場所を変更します

問

妹背の里管理事務所

募

57-1819

スポーツクライミング
特定強化選手を募集！

要約筆記とは、発言者の話を

「2025年滋賀国民スポーツ

聞き、
要約して書くことで、
聴

大会」におけるスポーツクラ

会場を竜王町保健センター１階（相談室）

覚障がい者にその場の話の内

イミング競技への出場をめ

へ変更していますので、ご注意ください。

容を伝える通訳のことです。要約筆記の

ざす「スポーツクライミング特定強化選

心配ごと相談所

技術を習得し、聴覚障がい者の社会参加

手」を募集します。認定選手には、クライ

を支援する要約筆記者を養成します。

ミングジムの講習料、使用料、競技用品料

◆条件…全回受講可能な18歳以上の人

などの一部を補助します。

◆とき…5/28㊏～令和５年1/21㊏（全

◆対象…竜王町に住所を有する令和４年

ブルなど、さまざまな心配事・困り事

23回）火曜日 13：30～16：30／土曜

度の小学６年生から中学３年生までの

竜王町社会福祉協議会

日 10：00～16：00

児童および生徒

◆とき…4/1㊎・12㊋・21㊍、5/2㊊・

問

※一部オンライン受講可

58-1475

４月28日㊍

▶水道料金
▶下水道使用料
納期限 ５月２日㊊

◆利用時間…17：00〜20：00

077-585-1255（代表）

11㊌・23㊊10：00～12：00

税と料金

イター付き）

違反になります。

上下水道課 上水道係

◆相 談内容…借金、離婚、相続、近所トラ

Tax

板、
トング、炭バサミ、着火剤
（多目的ラ

カー以外の車を運転したら道路交通法

町と比較すると低額となっています。
⃝メーター使用料の廃止

行政相談所

（草津市大路２-11-33）

10：00～12：00
◆相談内容…行政サービスに関する苦情
総務課 行財政係

本技術を習得している人など
◆補助額…最大５万円／１人

◆受講料…無料
（別途テキスト代3670円）

◆定員…10人

◆申込…開催要項をご請求の上、5/20㊎
までにお申し込みください。

◆申込…4/8㊎までに申込書を窓口へ
提出（申込書は窓口でお渡しします）

滋賀県立聴覚障害者センター

問

や意見、要望など
問

◆要件…スポーツクライミング競技の基

◆場 所…滋賀県立聴覚障害者センター

◆とき…4/12㊋・5/11㊌

問

58-3700

077-561-6111

生涯学習課 国体・スポーツ振興係
58-3711

雨漏れ

補修
葺替え

は

漆喰

塗装

0120-272-852

三共

（株）
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屋根 大丈夫？
ハウスドクター
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※サポートカー限定免許の人がサポート

となりますが、
大口径においては近隣市

58-8080

◆対 象者…30歳未満の町内に住所を有
◆対象路線…竜王町内を発着する路線バ

花見BBQサイト
まつり期間中に、テント付きBBQ（バーべ

を付けます。申請者の年齢や申請の時期

◆対象…町内在住の満60歳以上の人で、

竜王町では、町内の学生を対

シー）の運行を実施しています。

サポートカー限定免許導入
申請により、運転免許に対象車両を安全
運転サポートカーに限定するなどの条件

以上が減額となります。

0748-46-3141

健康推進課 健康づくり係

◆場所…妹背の里（竜王町川守５）

⃝口径に関係なく超過料金を段階的に増額

◆申 込…往復はがきで事前申込。申込方

づくり課

場合、運転免許証の更新はできません。

→口
 径13mmをご使用の一般家庭の96％

◆費用…無料（100組200人）

◆締切…4/30㊏まで
【必着】
問 近 江八幡市安土町総合支所 安土未来
問

※検 査の結果が、一定の基準に達しない

13mm・20mmの基本料金を減額

◆とき…5/22㊐ 16：30～18：30
◆会場…安土文芸の郷「文芸セミナリヨ」

習の食材は実費となります。

年度
和４

あんねい

介護に関わる全ての人の交流の場

体

情ある夜桜をお楽しみください。
（入場無
料・予約不要）

58-3750

全

桜が咲き誇ります。昼間とは一味違う、風

運転免許証更新時に運転技能検査を受検
輪・原付のみ保有者は対象外）

令

竜王町の人口

許）を保有し、一定の違反歴のある人は、
しなければなりません。
（ 大特・小特・二

◆縦覧場所…税務課（庁舎１階）

Population

るため、主に一般家庭などの
負担を軽減（減額）し、主に店舗や事業所
直しを実施することとなりました。

◆締切…5/27㊎まで

問

ソメイヨシノやしだれ桜など約800本の

の負担を加重（増額）する負担配分の見

◆縦覧期間…4/1㊎～5/31㊋
8：30〜17：00（平日）

ふきのとうカフェ

さくらライトアップまつり

75歳以上で運転免許（普通自動車対応免

域の歴史文化と自然、日本の「和」の精神

◆申込…健康推進課へご連絡ください。

税務課 資産税係

75歳以上の免許更新手続き

に応じた負担割合の均衡を図

聖徳太子の伝説が数多く伝わる東近江地

※所 在・家屋番号・種類・構造・床面積・
価格を記載

水道料金について、使用水量

※土日の開催日有り

※所在・地番・地目・地積・価格を記載
⃝家屋価格等縦覧帳簿（家屋の納税者）

さくらライトアップまつり
in妹背の里

道路交通法一部改正
（令和４年５月13日施行）

◆開催日…６月～12月のうち４日間

⃝土地価格等縦覧帳簿（土地の納税者）

問

近江の太子 祈りのリサイタル

◆対象…町内在住者

※代 理人の場合は委任状、法人などの場

令和４年４月から
水道料金が変わります

近江の聖徳太子1400年事業

増改築

ローン
OK！

社】
彦根市和田町41-11

【近江八幡支店】近江八幡市十王町339-6-102

2022.4 Ryuoh
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家庭内での
基本的な感染対策の徹底を

１歳のバースデー

手洗い、マスクの着用、密の回避、部屋の定

H�p�� B��hd��

期的な換気、こまめな共有部分の消毒など基

H�p�� B��hd��

本的な感染対策を徹底しましょう。

追加接種が始まっています
積極的な接種をご検討ください
２回目接種終了から６カ月以上経過し、早期
のワクチン接種を希望される人、またワクチ
ン接種ができない児童等と同居されている人

やまもと

たなか

そうた

てんせい

いちかわ

薬師

須惠

山中

あつき

ん
市川 暁己 ちゃ

田中 天清 ちゃん

山本 蒼大 ちゃん

や指定日でご都合の合わない人は接種日の変

更が可能です。WEB受付またはワクチン接種
予約センターへご連絡ください。

ワクチン接種予約センター
平日 9：00～16：00

℡ 090-8750-0567

WEB受付
（24時間）

℡ 090-3313-0567
℡ 090-2553-0567

抗菌紙マルチフック

投稿者全員
プレゼント

おおいし

はる

大石 晴 ちゃん
弓削

にしむら

変更の際には「券番号」が必要です。詳細は
接種券に同封している案内をご覧ください。

たいち

西村 平知 ちゃ
ん
鵜川

症状がある人
ワクチン接種の副反応が心配な人は…

協力：アインズ株式会社（鏡）

５月生まれの１歳大募集‼ 締切日 4/1 1 月

メールの返信がな
い場合は、未来創
造課（ 58-3701）
へご連絡ください。

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。

受診・相談センター（24時間対応）
℡ 077-528-3621 FAX 077-528-3638

いちご酢きなこボール

「おいしい竜王レシピBOOK」4ページ

材料（２人分）

混ぜて、

飲む酢いちごの恋����������������� 大さじ２
きな粉�������������������������������������������� 50g
ハチミツ�������������������������������� 大さじ１

のせて、かけて、使
い方いろいろ！

飲む酢「果実の恋」

いちごの 恋

作り方
❶ボ ウルにいちご酢、きな粉、ハチ
ミツを入れてしっとりするまで混
ぜる。

❷ビ ー玉くらいの大きさに、ぎゅっと
握るように丸める。

❸ボ ウルに②を戻し、きな粉をかけ

てやさしく揺すって全体にまぶす。

RECIPE

ほろっと食感♪
いちご風味のきな粉

竜ノコバコ活用レシピ満載！
「おいしい竜王レシピ」
お菓子やお料理全19品

BOOK

2022年４月1日
（毎月1日）
発行／竜王町役場 未来創造課 編集
各世帯にポスティングでお届けしています。２日経っても届かない場合はご連絡ください。
〒 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

竜王産の完熟いちご
「あきひめ」
と
「紅ほっ
ぺ」
をたっぷり使った濃厚な味わいの飲む
酢。美容や健康・ダイエットにも効果的
です。炭酸で割ったり料理
発売中！ にも使えて便利。

道の駅
アグリパーク竜王
竜王かがみの里

【全３種】いちごの恋、ももの恋、
ぶどうの恋／950円（200lm）

新商品も
多数紹介！
道の駅アグリパーク竜王
道の駅竜王かがみの里
竜王町役場など

●用紙：責任ある木質資源を
使用した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
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