
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      西明寺の不断桜 
         樹齢 250 年 
        滋賀県の天然記 
        念物に指定され 
        ています。 
 
冬桜の一種で 9 月から翌年の 5 月

頃にかけて咲き 11 月に満開になり 
ます。 4 月上旬～下旬が見頃です

国宝三重塔特別公開 
  4／8～5／8  

 

たくさんの桜が並んでいるのも綺麗で

すが一本桜や桜の名木もたくさんさあ

ります。見に行ってみませんか？ 

 
 
 
 
薬樹院の太閤桜（大津市） 
樹齢 200 年のシダレザク

ラです。見頃は 4月上旬～

中旬です。 

徳源院の道誉桜 
 清滝寺（米原） 
バサラ大名とし 
て名をはせた佐 
々木道誉が愛し 
たと伝えられて 
いるしだれ桜。 

現在は 2 代目と 3 代目が美しく花を 
咲かせています。見頃は 4 月中旬～ 
下旬です。 

 
    
 

 
酒波寺の桜（今津町） 
樹齢 400年のエドヒガン

桜です。 
見頃は 4 月上旬～中旬 

清水の桜 
       （マキノ町） 
        墓地の中 
        に 1 本大 
        きくそび 
        え樹齢 30
0 年以上といわれる県下最

大級の桜。県の自然記念物

に指定されています。 
見頃は 4 月中旬です。 

         畑のしだれ桜（甲賀市信楽町畑） 
          茶畑に囲まれた小高い丘の上 

にある樹齢 400 年を超えるシ

ダレザクラです。 
市指定の天然記念物になって

います。見頃は4月上旬～中旬

です。 
ライトアップは 4／11～4／18 まで行われています。 

 

大福寺の徳本桜 
      （甲賀町） 
樹齢 190 年のシダレザ

クラです。 
見頃は 4 月上旬～中旬

です。 

龍漂寺のしだれ桜（彦根市古沢町） 
 見頃は 4 月 10 日頃です。 

瑠璃寺吉田のしだれ桜 
 （舞鶴市吉田） 

昭和52年に市の指定文

化財に指定されました。 
樹齢 300 年以上の初

代、2 代の 2 本が重なり

合ってきれいです。 
4／11 キャンドルイルミ

ネーションが開催。 

        常照皇寺の九重桜 
           （右京区） 
         国の天然記念物 
         に指定されてい 
         ます。樹齢は 600
         年余り。 
 
九重桜の他に一枝に一重と八重が咲

く「御車返しの桜」（樹齢 400 年）や京

都御所から株分けした「左近の桜」な

ど名木も多いです。 
見頃は 4 月中旬～下旬です。 
 

円山公園の祇園枝垂桜 
       （東山区） 
初代は 200 年余りで枯死し

て今は2代目です。正式名称

は一重白彼岸枝垂桜。 
「祇園の夜桜」として有名で

す。他にはソメイヨシノを中

心に山桜・八重桜など市内随

        一の桜の 
        名所とし 
        て有名で 
        す。  

          黒田の百年桜 
           （右京区） 
           ヤマザクラの 
           変異種で樹齢 
           300 年余り。 
          
造幣局の「通り抜け 100 年記念」に植樹

されたので百年桜と言う。 

真如堂の縦皮桜 
     （左京区） 
春日局が植えたと伝わ

るタテカワザクラが有

名です。 
見頃は 4 月上旬 
 

毘沙門堂のしだれ桜 
     （山科区） 
樹齢 100 年以上といわ

れています。左近の桜

として有名です。 
見頃は 4 月上旬です。 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1985 年以来 4 年ごとに開催されています日

本最大の食のイベントです。食べて味わい体

感する会場全てが食に関するテーマパーク

です。ゴールデンウィーク期間中の 11 日間に

開催されます。 

  
       
       世界有数の実 
        力を誇る中国 
        瀋陽雑技団が 
        披露するスト 
        ―リーは不思 
議な料理店で繰り広げられる「驚 
天飯店」 
 

 
       
  
 
 
呈茶席や領事婦人監修

の世界のお茶とお菓子

でお客さんをおもてな

し。和洋菓子コンクール

や子供料理教室などが

あります。     

 
 
 
 
 
世界 5 大大陸のコナ

モン料理を 100 円で

味わえて楽しく食育

を学べる体験コーナ

ーやステージイベント

があります。 

 
 
食の安全・安心ののための 
最新技術や食環境に対する

様々な最新情報のお届け、

親子クッキングで最新の調

理機器を体感できます。 
 

 
 
世界各地の食やお酒が集まる

賑やかなパビリオンです。 

 
 
全国の味自慢が大集合します。

高級食材から庶民の味までさ

まざまな店が軒を連ねていま

す。スイーツ村には世界各地の 
         至福のス 
         イーツが 
         勢ぞろい 
         します。 

開催日時 

4／30（木）～5／10（日）

開催場所 

 インテックス大阪（南港）

入場料 

 大人 ￥2,000（当日）

 子供 ￥1,000（当日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作り方 
① 鍋に塩を入れて菜の花を約 20 秒間ゆでて取り出し流水 

にさらして水気を切ります。 
② 別の鍋にあさり、酒 1／4 カップを入れてアルミ箔でふた 

をして約 3 分間強火にかけます。あさりの殻が開いたら、 
火を止めて身を取り出します。ゆで汁は取っておきます。 

③ 大根をすりおろしてレモン汁を絞って加えて酢（小さじ 1）、 
薄口しょうゆ（小さじ 1 強）、砂糖少々、②のゆで汁（小さ 
じ 2）も加えて混ぜます。 

④ ①の菜の花、②のあさりの身に③を加えてあえる。 

材料 
 ・ 菜の花  10 本 
 ・ あさり  （大）10 個  
   （殻つき。砂抜きしているもの）   
 ・ 大根   70ｇ 
 ・ レモン  1／6 個 

調味料 
塩・酒・砂糖 
薄口しょう油

 
 
白い木綿の汚れはレモンと一緒に煮て落とす 
 気になる白い木綿の衣類に付いた汚れ。ハンカチ 
 や靴下などの小物であれば鍋でレモンの輪切りと一緒に 
 煮てしまいましょう。10 分くらい煮るともとの 

きれいな白色を取り戻せます。 
 
セーターの柔軟剤としてオリーブ油がおすすめ 
 セーターを洗濯したときの仕上げとしておすすめなのがオリーブ油 
 です。セーターを洗ったらオリーブ油 2～3 滴をたらして 3 分ほど浸 
 しておきます。柔軟材の効果が得られます。   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
高速道路 1000 円について 
 高速道路料金 1000 円割引が適用されるのはＥＴＣ装着車両のみです。 

 高速道路の 1000 円開始は 3／28 からでしたが完全に仕組みが整うのは 

 4 月下旬となっています。（システムの不備により一部で「二重払い」状態 

 になりプラス 1000 円課金されます。） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路 1000 円 料金引き下げスケジュール 
 3／20（金） 

★ 本四高速・アクアライン・・・土日祝 上限 1000 円 

3／28（土）～ 

 ★ 地方部・・・土日祝 上限 1000 円（大都市圏またぎ等除く） 

 ★ 大都市近郊区間・・・土日祝昼間（6－20 時） 3 割引 

 ★ 首都高速・・・日祝 500 円 

 ★ 阪神高速・・・土日祝 500 円 

3／30（土）～ 

 ★ 地方部・・平日全時間帯 3割引以上【昼間（9－17 時）は 100km 制限】

4/29（水・祝）～ 

 ★ 地方部・・・土日祝 上限 1000 円（大都市圏またぎ等） 

以降順次導入するメニュー 
● 割高区間（飛騨トンネル等）割引（終日 3割引） 

● 土日祝 観光バス 3割引 

● 時間帯割引の 100km 制限の緩和 

 期間は 2010 年度までの 2 年間の予定です。 

 
 
衣替えの季節（時期）とコツ 
 衣類の衣替えはカラッと晴れ上がった日に行い時間 

帯は 10 時～14 時の間に行うのが最適だと言われています。それ以外にも 
虫干しを兼ねて、梅雨明けの時期（季節）・10 月～11 月・1～2 月など湿気の 
少ない頃に衣類の点検を行うといいです。 
 

上手な衣替えのコツ 
 衣類の害虫はタンスの中から自然にわいてくるわけではありません。 
 成虫は屋外にいて自由に飛び回る事ができますしときに 
 は屋外に干してある洗濯物にくっついてきたり、卵を産み 
 つけたりして家の中に入ってきます。 
 そこで衣替えのシーズンに防虫剤を活用して衣類に虫が 
 付くのを防ぎます。防虫剤の役割は臭いを嫌がって寄り 
 付かないようにしたり直接、虫に作用して害虫の食欲を 
 なくしたり卵がかえるのを抑えたりすることができます。 
 衣類に食べこぼしや染みがあるまま衣替えをするとさらに害虫の被害にあ 
 いやすくなるので必ず処置をしてから衣替えをしましょう。 

1. 汚れをきちんと落とす。 
2. しっかり乾燥させる。 
3. 防虫対策をきちんとする。 
 

防虫剤の相性と選び方 
 基本的には防虫剤の併用は避けた方がいいです。異なる種類の防虫剤を併 
 用するとお互いに影響しあい薬剤が溶けて衣類にシミがついたり変色します 
 防虫の種類と効果 
  
 
  
  

 

樟脳・・・・使えない衣類はなし（金糸・銀糸・金箔には直接触れないように） 
   全ての衣類に使用できる。自然の芳しい臭気がある。袖・裾・襟の汚れがな

いかチェックする。 
ナフタリン・・・ラメ・金糸・銀糸塩化ビニール製品（バッグ、ベルトなど）に使える。 
    効き目がゆっくりと持続します。フォーマルウェア・雛人形などに適してい

る。 
パラジクロルベンゼン・・・合成皮革・ラメ・金糸・銀糸 
    揮散が早い。高温多湿の場所では溶けて染みになるので注意。 
ピレスロイド系・・・真鍮・銅が入っている物。ボタンが付いた服。 
    他の種類と併用できる。洋服タンス・衣装ケースに適している。  

高速道路の料金が 1000 円になりました。みなさ

んは何処かへでかけられましたか？まだ少しやや

こしいシステムみたいですがこの先はどのように

変わっていくのでしょうか？ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  〒５２２－０３４１ 

滋賀県犬上郡多賀町多賀１５２２－１ 

        島﨑工務                       

ＴＥＬ ０７４９－４８－００７７ 

ＦＡＸ 0749－48－0112 

ホームページ   http:／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍａｚａｋｉｋｏｕｍｕ．ｃｏｍ 

Ｅ－ｍａｉｌ     sima0077@leto.eonet.ne.jp 

Ｌｅｔｔｅｒ ｍａｉｌ   ｙｕｍｉ－ｌｅｔｔｅｒ＠ｄｏcｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ   

        

ご興味のない方は配信を中止させていただきますのでｙｕｍｉ－ｌｅｔｔｅｒ＠ｄｏｃｏ

ｍｏ．ｎｅ．ｊｐか FAX の方へ名前だけでも結構ですのでご連絡をお願いします。 

 

 
 
事業の実施主体 
 実施主体は市町村です。 
 申請から給付までの手続きは市区町村によって異なる場合があります。 
  
給付対象者（基準日 平成 21 年 2 月 1 日において 1 か 2 に該当するもの） 

1. 住民基本台帳に記録されている者 
2. 外国人登録原票に登録されている者（不法滞在者及び短期滞在者のみ対象外） 

★ 申請・受給者は給付対象者の属する世帯の世帯主（外国人については各給付対象者）

 
給付額  
 給付対象者 1 人につき 12,000 円 
 （ただし、基準日において 65 歳以上の者及び 18 歳以下 

の者については 20,000 円） 
 

申請及び給付の方法 
① 郵送申請方式・・・振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに 
         市町村に郵送し、振込みによって受給 
② 窓口申請方式・・・振込先口座を記した申請書を窓口で提出し振り込み 
         により受給 
③ 窓口現金受領方式・・・申請書を窓口で提出し現金によって受給 
 
給付開始日  
 市町村において決定（年度内の給付開始を目指す） 
 申請期限は申請受付開始日から 6 か月 
 
  

  
 
  

 

  
 平成 20 年度の緊急措置として幼児教育期の第二子以降の子一人あたり 3.6 
万円の子育て応援特別手当を支給する。 

支給対象となる子の範囲 
 平成 20 年度において世帯に属する 3 歳以上 18 歳以下の子（平成 2 年 4 月 
 2 日から平成 17 年 4 月 1 日生まれまでの子）が 2 人以上いてかつ、第 2 子以

降で平成 14 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日生まれの子 
 対象となる子 1 人当たり 36,000 円の支給 
 
 

景気後退による国民の不安に対処するために家計

への緊急支援として実施されます。 

定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」に注意！
次のようなことは絶対にありません！！ 

★ 市や総務省がＡＴＭ（銀行・コンビになどの現金自動支払機）の操作をお願い

すること。 
★ ＡＴＭを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうこと。 
★ 市や総務省などが「定額給付金」の給付のために手数料などの振込みを求

めること。 
★ 現時点で市や総務省などが世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を

照会すること。 


