
赤目四十八滝渓谷のライトアップ 「幽玄の竹灯」
10月23日（土）～2022年1月31日（月）

16：30～20：00
数百個のカップキャンドルの灯りが揺らめくほか、竹にあ
けた無数の穴から灯りがこぼれ落ちる竹灯りや、七色に
変化するライトアップが渓谷を照らします。

快適生活
特別展「祭りの刺繡－見送幕と職人の手仕事－」

10月23日（土）〜2021年12月12日（日）
10：00～17：00

場所 愛荘町立歴史文化博物館

比叡のもみじ
10月30日（土）〜2021年11月23日（火）

10:00〜16:00
期間中、毎日抽選（無料）により、オリジナルグッ
ズなどがあたります。
茶店では「抹茶」400円「くず湯」400円で販売
特別企画・至福大根焚き!! 11月13日〜11月23日

―ひかり奏でる丘―
10月8日（金）～2022年2月14日（月） 17：30～21：00
場所 ローザンベリー多和田

約6万平方メートルの敷地にLED110万球以上を使用
した体験没入型イルミネーション。体験没入型とは観
賞するだけではなく、物語に入っていくかのような体験
ができるイルミネーションで、4つのメインコンテンツに
様々な演出が散りばめられています。

「錦秋の二条城～二条城まつり２０２１」
10月29日～12月12日 8:45～16:00

二条城夜会/11月5日～12月12日（12月8日を除く） 18:00～21:20
京都ならではの名産品を揃える店舗が集う「京の名産品展」や通常は非公開
となっている西門の特別公開，城内を巡るクイズラリーなどの催しが行われる。
夜の二条城を演出する「ワントゥーテン 二条城夜会」では，４００ｍ２の大ス
ケールインタラクティブ・ランドアートや二条城の造形美を引き立たせるライト
アップ，京都の食の名店が集うエリアなどがあります。

GyuUポケ in 滋賀竜王 -10th-
11月20日(土)・21日(日) 9：30～15：00

竜王町総合運動公園 ドラゴンハット 芝生の広場

滋賀では最大級のマルシェの開催！
雑貨や洋服、小物、ランチやスィーツなど100店舗
を超えるお店が集まります。

新型コロナで外出を控えていた分もいろいろなイベントに出かけてみたいと思っています。
紅葉も美しい時期になりました・・・

万博記念公園
チーズEXPO in 万博公園
11月12日(金)～14日(日)

9:30～17:00
ピザやパスタなどバラエ
ティ豊かな料理やチー
ズを使ったスイーツが
勢ぞろいします。

第8回カレーEXPO in 万博公園
11月19日(金)～23日(火・祝)

9:30～17:00
スパイスカレーやインドカレー、欧
風カレーと、さまざまなジャンルの
カレーが一堂にそ
ろう。珍しいレトルト
カレーやスパイスも
販売。「スイーツEX
PO」も同時開催。

ライトアップはとてもきれいでした
お昼の紅葉もきれいでおすすめです。
全長4㎞ありますが・・・



GoToトラベルから「GoTo2.0」でどこが変わる？

GoToトラベルの再開・「GoTo2.0」とは❓

GoToトラベルは、新GoToトラベル「GoTo2.0」に！
安心して活用できるように、ワクチン接種証明などと組み合わせる
『GoTo2.0』を再開される方向です。

新GoToトラベル（Go To 2.0）で検討されている内容
①ワクチン・検査パッケージの活用
ワクチン2回接種済みの人、PCR検査の陰性証明など
を活用する

②旅行需要の平準化
休日と平日の差をつけ、平日に旅行需要を分散

③クーポン券のデジタル化
非接触化のため、導入を検討

④割引率や割引額
旅行代金の最大50%補助（上限：2万円人泊）から、
割引率や上限額を下げる可能性

⑤割引率を上げての支援
A：中小事業者を支援

GoToトラベルの恩恵は大手事業者に偏ったため、
中小事業者にもメリットがある方策を検討

B：交通事業者を支援
自家用車を利用した近距離旅行が多いことから
交通事業者にもメリットがある方策を検討

（割引率UPなど）
C：災害被災地を支援
大規模な災害の被災地となった自治体について
割引率UPなどを検討

GoToトラベルキャンペーン「後から割引」が拡大中！！
「あとから割引」とは
、GoToトラベルが再開された場合、割引対象となる既存予約に GoToトラベ
ルの割引を後から自動適用するサービスです。
従来は、GoToトラベル再開後に、割引を適用するには予約を取り直す必要
がありました。「あとから割引」が導入されている旅行サイトであれば、予約
の取り直しが不要で、後から GoToトラベルの割引適用が可能です。
GoToトラベル再開時には、「あとから割引」を打ち出しているオンライン予
約サイトでの予約がおすすめです。

人気ホテルや旅館でも、まだ週末に空きがあるそうです。
宿泊料金が落ち着いている今、キャンセルができるプラン
であれば予約しておくのもいいかもしれません。

◆ 政府はGoToトラベルキャンペーンの延長の予約をいつから開始す
るかなど不透明

◆ 既にGoToトラベルキャンペーンは、停止前に「見直しをしてか
ら延長する」という発表があったため、中断前と同じ条件の割
引になるのか不明。割引だけではなくクーポンの配布枚数、
平日・休前日・祝祭日の割引率などが変わる可能性がある

◆ GoToトラベルキャンペーンが適用されない場合でも、旅行会社
はキャンセル料を規約通り徴収する

◆ 政府の発表からキャンペーン開始までの期間により「後から割
引き」が間に合わない可能性も

「後から割引き」はGoToトラベルキャンペーンが再開しなけ
れば、割引されない上に、以下のような危険性があります。



キャスター付きのスタンドを備えたモニター部と、テレビアンテナを接続
するチューナー部が別々になっており、部屋のテレビアンテナ線の位置
に縛られることなく、テレビを自由に動かして好きな場所で楽しめます。
モニター部は、動かしやすいサイズとして43V型

パナソニック
43V型テレビを家中に移動できる「レイアウトフリーテレビ」

アイリスオーヤマ「クッキングケトル」

電気ケトルと鍋の用途を一台にまとめ、湯沸かしのほか、鍋や煮込み料
理など多様なメニューを調理できます。
加熱方式はマイコン式で温度や時間を細かく制御でき、ローストビーフや
チャーシューなどの低温調理も可能です。
「鍋」「インスタント麺」「煮込み」「サラダチキン」「炊飯」の5つの自動メ
ニューが搭載されています。

湯沸かしと調理を1台でこなす

￥15,708（税込み）￥240,000前後

マイナンバーカード 健康保険証対応に

10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として使えるように
なりました。
転職などで保険者が変わった場合、新しい健康保険証の持参が必
要となっていましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用
することで、加入する保険者が変わっても、新しい健康保険証の発
行を待たずに受診が可能になります。

健康保険証の登録は、「マイナポータル」から行なえます。
マイナポータルは、行政機関などでの手続をオンラインで簡単に行
なうためのプラットフォームで、マイナンバーカードを使ったさまざま
な電子申請の窓口となります。
自分の薬剤情報、医療費情報、特定健診結果を確認可能に！！

今後の主なスケジュール
2021年（秋）予定～
・マイナポータルで自分の薬剤情報や特定検診情報を確認可能に
・マイナポータルで自身の医療費情報の確認可能に

2022年から順次
・マイナンバーカードの国立大学での利用促進
・ハローワークカードとしての利用
・電子版ジョブカードとしての利用
・建設キャリアアップシステムとの連携
・Androidスマホへの一部機能搭載（2022年度目標）

2024年以降
・マイナンバーカードと運転免許証の一体化（2024年度末目標）
・海外からのインターネット投票などマイナンバーカードの海外利用

急な入院などで高額の医療費を自己負担した場合は、後で手続を
する必要があります。従来、立て替え払いが難しい場合は、「限度
額適用認定証」の提出が必要でしたが、マイナンバーカードを健康
保険証として利用すれば、限度額適用認定証の提出の手続なく、自
己負担額のみの支払いで済むようになります。



〒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                    shima0077@leto.eoneto.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
でご連絡をお願します。

「スマートプラグ」

【スマートプラグができることとは？】
1. 遠隔（音声）操作

スマートフォンアプリやスマートスピーカーを使い、リモコンのない
電化製品を遠隔操作できます。

3. タイマー機能
スマートフォンアプリの設定により、タイマー機能がついていない電化
製品であっても、○時になったら電源をオン（オフ）にするといったこと
ができます。

野菜とタラのゴマ味噌鍋
材料（ 2人分）
大根…150g
白菜 …3枚
長ねぎ …1/2本
春菊 …1/3束
万能ねぎ …適量
エノキ茸 …1/2パック
舞茸 …1/2パック
寄せ豆腐…1丁
タラの切り身 …1切れ

塩麹…大さじ1/2
水 …3カップ
昆布 …5㎝角
ごま油 …小さじ1

味噌…60g
【A】 塩 …小さじ1/2

酒…大さじ2
白ごま …大さじ2

つくり方
1． 野菜・きのこは一口大に切っておく。

タラは4等分し、塩麹をまぶしておく。
白ごまは炒り、その他のAの材料と合わせ、すり鉢ですり合わせておく。

2， 鍋に昆布と水を入れ、火にかけ、沸騰したら大根を加える。
火がとおったら、他の野菜やきのこ、豆腐、タラを並べ入れ、混ぜ合わ
せたAを回しかけ、弱火で煮る。
全体に火が通ったら、仕上げに万能ねぎを散らし、ごま油を垂らす。

ごま味噌でしっかり
コクのあるお鍋に、
ふんわり軟らかく仕
上げたタラとトロト
ロ食感を楽しめる
寄せ豆腐を合わせ
たお鍋です。

人気の市販の鍋のつゆ

おすすめの具材
豚バラ、豚もつ、
牛もつ、キャベツ、
にら、餃子の皮

シメはラーメン

スープも味わうしゃぶしゃぶ炒めにんにく醤油鍋つゆ

シメは、蕎麦！
カツオと昆布出汁
がきいたつゆで美
味しい蕎麦として
食べられます

具鍋豚キムチ鍋つゆ

3種類の醤が入った
濃厚キムチスープに
刻みにんにくなど香
味野菜、豚ひき肉、大
豆肉などの具材が
入っています。

ゆず胡椒鍋の素

魚介類、白菜、えの
き、とうふ
シメ はご飯を入れ
て魚介の旨みたっぷ
りのスープで作る雑
炊

注意！！
使えるのは
「必要な電圧が高くない家電」
「電源を抜き差しすればオン/
オフの切り替えができる家電」
です。」

スマートプラグとは、壁のコンセントに挿して使用するプラグアダプターやたこ
足配線用のマルチタップをスマート化した機器のことです。
照明や加湿器など接続した家電をIoT(Internet of Things)化してインターネット
に繋げられるのが特徴で、スマートプラグと連携したスマホのアプリや、ス
マートスピーカーから電源のオンオフが遠隔操作で可能になります。
スマートプラグは、リモコン操作に対応していない押しボタン式の家電などと
相性抜群です。
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