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広
報

3月の時間外交付

19時まで受付します。
環境生活課（有）2-2031（電）48-8114
税　務　課（有）2-2041（電）48-8113

編集後記■今月号で紹介しました大岡高塚古墳。その
現地説明会が開催された日は、暖冬とはいうものの、風
の強いとても寒い日でした■それでも、県内外や町内か
らたくさんの人が来られました。中には大阪から始発に
乗ってきたという年配の方もおられ、目を輝かせながら
遺跡を見ておられるその姿をみて、ちょっとうらやましく
感じました■いくつになっても一生懸命に取り組める何
かがあるというのは、本当にすばらしいこと。自分が年を
とったとき、そんな何かがあるように年を重ねていきた
いと感じた一日でした。
kikaku@tagatown.jp （し）
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多賀町町民憲章
鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくしたち
は、日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、しあわせな家庭、豊かな町をつくります。

昭和53年11月 10日制定
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昭和５６年に町の史跡に指定された大岡高
塚古墳。その発見は、明治２０年（１８８７年）ご
ろにさかのぼります。山に道をつけようとした
時に石室につきあたり、それ以来放置されて、
村の子どもたちの遊び場になったと言われて
います。
多賀町教育委員会では、昨年の５月から１２

月まで、この町史跡大岡高塚古墳の発掘調査
を行いました。その結果、古墳時代後期（６世紀
後半）の横穴式石室としては、県下最大級の規
模を持つことが明らかとなりました。

調査前の状況
調査前の大岡高塚古墳は、奥壁に接する側

壁の一石が取り外され、そこから中に自由に出
入りできる状態でした。玄

げ ん

室
し つ

（※１）内には高さ
１～１．５ｍの土が流入しており、羨

せ ん

道
ど う

（※２）は
ほとんど埋没して人が通れる隙間はありませ
んでした。石室入口側の地面には、羨道の天井
石が一部露出していました。

調査中の状況                        
入口側から掘り進めたところ、天井石と考え

られる大型の石が、１石羨道内に落下してお
り、その下には側壁に使用されたと考えられる
石が羨道床面上に落ちていました。玄室の側
壁は最大で５０㎝も内部に押し出されていた
り、大型の石材が多数抜け落ちて不安定な部
分があったりと、崩落の危険があることが判明

しました。
また、奥壁側で盗掘坑が掘られた痕跡や、羨
道床面付近では火を焚

た

いた痕跡があるなど、
かなり盗掘の被害にあっていると考えられま
す。中世の土

は

師
じ

器
き

皿
ざ ら

や煮
に

炊
た き

具
ぐ

が出土しており、
このころ盗掘を受けたのかもしれません。

調査の成果                           
石室の規模
石室は、古墳の墳丘に対して横に開口する横

穴式石室と呼ばれるもので、全長１１．６ｍ。玄
室は、長さ５．２ｍ、幅１．８～２ｍ、床面から天井
までの高さは３ｍと県内でも最大級で、他地域
の首長墓にも劣らない規模です。また、使用さ
れた石材も巨大なもので、奥壁の一石は高さ
２．２ｍ、幅１．８ｍを測り、天井石は一辺２ｍ以上
の巨石が２石使用されています。玄室の床には
河原石が敷き詰められ、木の棺に埋葬されてい
たと考えられます。

石室の構造
玄室の平面形は、中央幅がやや膨らむ胴張

り状になっています。側壁はほぼ垂直に立ち上
がります。玄室床面上からは径５～１５㎝の河
原石が多数出土したため、当初は礫

れ き

が敷かれて
いた可能性がありますが、撹乱によって明確で
はありません。
また、近江湖東地域に広く認められる、玄室

と羨道に段差を設ける形態（階段式石室）と共
通する要素も見られますが、羨道途中にもう一
段段差を設けるという独自の特徴も持ってい
ます。この羨道中の一段下がった場所の床面に
は、１×１ｍの範囲に河原石が敷きつめられ、そ
の直上から馬具が出土しています。

出土遺物
出土遺物は、盗掘によって大部分が持ち去ら

れているようで、管
く だ

玉
だ ま

や耳
じ

環
か ん

、ガラス玉などの
装身具類がわずかに出土しています。鉄製品
は、馬具、武器（鉄

て つ

鏃
ぞ く

）、工具（やりがんな）、釘が
出土しています。出土した土器の時期から、当
古墳は６世紀後半に築造、埋葬され、６世紀末
～７世紀初頭と７世紀前半の２回にわたり追葬
がおこなわれたと考えられます。

今後も新たな発見が・・・？
これまで、犬上郡は首長墓クラスの古墳の存
在があまり知られていない地域でした。しかし、
今回の調査で大岡高塚古墳が首長墓クラスの
石室を有することが明らかとなりました。また、
馬具がまとまって出土したことも、当古墳の被葬
者の力の大きさを示しているといえます。近年、
県下第２位の規模を持つ前方後円墳（荒神山古
墳（彦根市）・古墳時代前期後半（４世紀末））が発
見されており、犬上郡の首長墓の新たな資料が
増えつつあります。犬上郡の首長墓は未解明の
部分が多く、今後新たな発見が期待されます。

多数の考古学ファン訪れる
２月４日に現地説明会を開催しました。当日
は肌寒い日であったにも関わらず、地元住民の
方々や県内外の考古学ファンなどおよそ１８０
人が古墳の見学に訪れ、関心の高さがうかがえ
ました。
補強材で支えられた石室内に入った見学者

の方々は、古代につくられた墓のスケールの大
きさに感心されていました。
なお、一般公開されるのは今回限りとなり、
崩落の危険もあるため、今後は封鎖されます。

県下最大級の横穴式石室を確認！
古代犬上郡の首長墓？！

大
岡
高
塚
古
墳

※ １玄室…埋葬空間
※ ２羨道…玄室へと
続く廊下にあたる

大岡高塚古墳 大岡高塚古墳

▲大岡古墳実測図

▲入口からのようす ▲玄室（石室内部）からのようす ▲出土した馬のくつわ ▲出土した遺物に見入る考古学ファン

▲発掘調査の詳しい説明がありました

▲中は思った以上に広い空間が
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「子育てサークルパオパオ」のはじ
まりは、今から９年前。町内のお母さ
んたちの「親子で気軽に遊べて楽し
める場所をつくりたいな」という思い
からできた自主活動サークルです。
毎週木曜日１０時から中央公民館横
の児童館で活動しています。活動内容
は絵本の読み聞かせ、手づくり遊び、
手遊びなどで、町内の子育て支援サー
クル「たんぽぽ」（パオパオのＯＢのお
母さん数名で活動）など町内の方にも
協力していただいています。
入園前に親子ともに友達をつくっ

て、集団遊びにも慣れ「パオパオに来
て良かった」と言ってもらえ、遊びに
来てくれた親子が笑顔で帰ってくれ
る、これが一番嬉しいことです。

まちの話題まちの話題

これからもパオパオが末永く続くよ
う、みんなでつくっていきたいと思っ
ています。入園前のお子さまをお持
ちのお母さん、パオパオに遊びに来て
くださいね。

昨年の１０月に始まり、１２月に終了
したボディケア・ヨガ教室ですが、参加
者の要望があり１月２５日から５回シ
リーズで開催しています。参加者は、
前回参加されていた方も多く、新た
な参加者を含め２７人の方に、参加し
ていただいています。
教えていただいているのは、北京
子先生。夏には、プールで「腰痛・肩こ
り予防教室」を教えてもらい、秋から
ヨガ教室を教えていただいています。
とても陽気な方で、受講生の方から
も人気が高く、先生目当てで教室に
参加されている方もおられるぐらい
です。
今回は、じゅうたんが敷いてある部

屋のため、トレーニングルームとは違
い暖かく、汗をかきながら和気あいあ
いとした雰囲気の中、始まりました。

　２月１０日、多賀勤労者体育セン
ターで、関ヶ原町と多賀町のバレー
ボールスポーツ少年団の交流会が行
われました。
　関ヶ原町から、２チームが参加され、
９時から１６時まで試合が行われまし
た。お昼ごはんには、保護者の方のつ
くられた豚汁をみんなで食べ、有意
義な交流会になったようです。
　また、同じ日、滋賀県立体育館で
は、第３９回近畿中学校バレーボール
選抜優勝大会が開催されました。
　多賀中学校男子バレーボール部
は、昨年の秋季大会に優勝し、決勝
トーナメントベスト8からの出場で、
順調に勝ち上がり、みごと優勝。近畿
大会出場を果たしました。近畿大会

子育てサークルパオパオ

親子がいっしょに遊べて楽しめる場所
子育てサークル パオパオに来てみませんか

は、３月２８、２９
日に大阪市中央
体育館で開催さ
れます。力いっ
ぱいがんばって
ください。

Ｂ＆Ｇ海洋センター

寒い季節でもからだの芯から温まる
ボディケア･ヨガ教室開催中！

毎回テーマがあり、そのテーマにあっ
た内容を行い、初回は冷え症対策と

いうことで、少しハードな動きを取り
入れた内容でした。１時間という短い
時間ですが、充実した教室になってい
ます。

スポーツ少年団＆多賀中バレー部

関ヶ原町・多賀町スポーツ少年団交流会
＆ 多賀中バレー部近畿大会出場！

今年３月には、パオパオ第１回卒
業の子が小学校を卒業します。おめ
でとう！！

２月１１日、大字敏満寺で第１３回目
をむかえる敏満寺文化祭が開催され
ました。
会場となった清涼ファミリーステー

ションには、手芸や紙細工など各種作
品の展示コーナーや、地域の各団体
が出す模擬店が設けられ、たくさんの
人でにぎわいました。
また、舞台では謡曲、大正琴、太極
拳、尺八、雅楽など地元の方々の日ご

ろの練習成果が発表されたほか、歌
謡ショーも行われ、集まった人は食事
をとりながら、ゆったりと鑑賞されま
した。

大字敏満寺区

第１３回　敏満寺文化祭
地域のみんなで楽しみました！
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シリーズ地球温暖化（最終回）

地球温暖化のまとめ
地球温暖化とは、二酸化炭素などの温室効
果ガスが、主に人為的な要因によって地球の大
気内に蓄積され、その結果、気候が急速に温暖
化することをいいます。
温暖化が進むと、海面の上昇や、異常気象、

温帯の病気の流行、作物の不作など世界のい
たるところでさまざまな影響が予想されます。
温暖化防止のため、１９９７年に京都におい

て世界の各国が参加し、二酸化炭素などの温
室効果ガスの削減義務などを定めた「京都議
定書」が採択されました。
この議定書で、日本は２００８年から２０１２年
までの間に、温室効果ガスの排出量を１９９０
年よりも６％削減することを約束しました。
この目標を達成するために、国では「チーム・
マイナス６％」を推進し、誰もが実践できる６つ
のアクションプランを設定しているのです。
ＡＣＴ１　温度調節で減らそう

冷房は28℃、暖房時の
室温は20℃にしよう

 
ＡＣＴ２　水道の使い方で減らそう

蛇口はこまめにしめよう

 
ＡＣＴ３　自動車の使い方で減らそう

エコドライブをしよう

 
ＡＣＴ４　商品の選び方で減らそう

エコ製品を選んで買お
う

 ＡＣＴ５　買い物とごみで減らそう
過剰包装を断ろう

 
ＡＣＴ６　電気の使い方で減らそう

コンセントからこまめに
抜こう

最後に
もったいないＳｔａｔｉｏｎでは、これまで「地球
温暖化」をテーマに情報を掲載してきました。
「地球温暖化」は、世界規模の非常に深刻な
問題であり、私たち一人ひとりの環境に対す
る意識改革なくしては解決できない問題です。
「自分ひとりだけなら」「少しくらいなら」といっ
た気持ちが、「温暖化」を進めているのではな
いでしょうか。このまま「温暖化」が進めば困る
のは私たち自身なのです。地球や環境のために
「温暖化」を防ぐのではありません。何より、私
たち自身のためなのです。
今一度、私たち自身のために、私たちの子孫

のために、「何ができるのか」、「何をすべきか」
を考え、みんなで明るい未来を築いていきま
しょう。
おわり

次回から新たなシリーズをお届けします。

 

あなたもチーム・マイナス６％に
参加しませんか？

http://www.team-6.jp/

へどうぞ！

環
境
生
活
課　
（有）
２-

２
０
３
１　
（電）
４
８-

８
１
１
４　

kankyo@
tagatow

n.jp   

Ｔ
ｈ
ｉ
ｓ 

ｉ
ｓ「
も
っ
た
い
な
い
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
」

こ
ち
ら
も
っ
た
い
な
い
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
！

Ｔｈｉｓ ｉｓ「もったいないＳｔａｔｉｏｎ」

高齢者虐待の増加にともない「高齢者虐待
防止・養護者支援法（高齢者虐待の防止、高齢
者の養護者に対する支援等に関する法律）が
施行されました。この法には、虐待に気づいた
人は市町村に通報義務があることが定められ
ました。しかし、まだ多くの人に知られるにはい

たっていません。
虐待を早期に発見し、第三者が介入すること

で事態の深刻化を防ぐことができます。虐待に
気づいた時はひとりで抱え込んだり，悩んだり
せず、地域包括支援センターなどの専門機関
に相談しましょう。

しない！ させない！ 高齢者虐待

こんなことが虐待になります
「高齢者虐待防止・養護者支援法」では、高齢者（６５歳以上の人）の虐待とは、家族など養護者

（介護者）または養介護施設従事者などによる次のような虐待と定義しています。

身 体 的 虐 待
たたく、つねる、なぐる、ける、やけどを負わせるなど

ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与えるなど

介護・世話の放棄、放任
空腹、脱水、低栄養状態のままにするなど

おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど

心 理 的 虐 待
排せつなどの失敗に対して恥をかかせること

子ども扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど

性 的 虐 待
懲罰的に下半身を裸にして放置するなど

キス、性器への接触、セックスを強要するなど

経 済 的 虐 待
本人のお金を必要な額渡さない、使わせないなど

本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用す
るなど

誰もがいずれ高齢者になります。すべての人が安心して生涯を暮らせるように、虐待を未然に防
ぎ、助け合える地域づくりが望まれます。高齢者の徘徊なども、周囲の人たちの助けがあれば、家族
の心身の負担も軽減されます。高齢者を支える家族も、介護保険サービス等を活用することに加
え、できるだけオープンにして周囲の手助けを求めましょう。

高齢者虐待についてのご相談および通報はこちらへ！！

多賀町役場福祉保健課内　地域包括支援センター

（有）２－２０２１　（電）４８－８１１５　（F）４８－８１４３

高齢者虐待

広報たが 2007年3月号

6

広報たが 2007年3月号

7



２００６年の世相を写す漢字一字、「命」に表
されているように昨年は、子を持つ親の一人と
して、心の痛むニュース報道が日々後を経ちま
せんでした。
いじめによる自殺問題、低学年を狙った犯

罪、親子関係の崩壊など近隣市町でも残念な
事件が起きてしまいました。子どもたちが今、
何を考えているのか、どのような環境に置かれ
ているのか、親として、また地域の一員として常
に関心を持ち、学校、家庭、地域住民の連帯意
識を強化していかなければなりません。
そうした中、本年度から、家庭教育部会と青

少年部会が青少年・家庭教育部会として統合さ
れました。これは、より効率化、活性化を進め、
できるだけ多くの方々が参加可能になればと
考えられたからです。青少年・家庭教育部会では
「地域の子どもは地域で守る」をモットーにそ
れぞれの活動を進めてまいりました。

(１)夏・冬休みに「地域で守ろう多賀の子」啓発
チラシを配布しました。

(２)愛のパトロール、「一声かけ運動」による夜間
外出や初発型非行防止の取り組み、万灯祭期
間中のパトロールなど、問題行動を未然に防
止するため、各班に分かれて実施しました。

(３)通学合宿では大滝、多賀地区に別れ、ボラ
ンティアで協力してくださった地域の皆さん
と、低学年から高学年の子どもたちが集団
生活を通して、協調性や自主性を養う貴重な
体験ができました。

(４)「子育てカレンダー」を作成しました。
　昨年、一新して作成した子育てカレンダーを
今年度も作成しようと部員の皆さんの思い
の下、町内保育園・幼稚園児の共同作品の絵
と１８年度社会を明るくする運動標語から抜
粋して取り入れ作成しました。カレンダーは、
保育園・幼稚園の保護者、各字の公民館、町
の施設、特別会員の皆さんに配布します。そ
れぞれの所で、それぞれの想いで月日をめ
くってもらえば幸いです。

（５）あいさつを呼びかける看板を作成中です。
３月中に各幼稚園、保育園に設置する予定です。

明日の多賀町を担う青少年が、たくましく健
全に成長してくれることは、町民すべての願い
でもあります。時には厳しく、時には優しく、思
いやりの気持ちを持って子どもたちを見守りた
いものです。
今後とも青少年育成町民会議の活動にご理

解とご協力をお願い申し上げます。

大滝柔道　　　　　　　　　　
対象■小学１～６年生
　　　中学1～3年生
練習■４～１１月
　　　㈫　19:00～20:00
　　　㈰　18:00～19:30
　　　１２月～３月
　　　㈫　19:00～20:00
　　　㈰　17:30～19:00
場所■大滝武道館
会費■1,500円／月
指導■藤内敏伸

大滝ミニバスケットボール　
対象■町内小学１～６年生（男女）
練習■㈬・㈮ 18:30～20:30
場所■㈬　滝の宮スポーツ公園体育館
　　　㈮　海洋センター体育館ほか
会費■前期　5,000円
　　　後期　5,000円
指導■藤内真仁　藤内浩

多賀少年剣道　　　　　　　
対象■小学生以上
練習■㈬・㈮ 18:00～20:00
場所 ■海洋センタートレーニング

ルーム
会費■1,000円／月
指導■音田直記　岡嶋兼敏

日本空手道正剛館湖東多賀　
対象■町内小学生以上
練習■㈬･㈯ 19:00～20:30
場所 ■㈬　大滝武道館
　　　㈯　 海洋センタートレーニン

グルーム
会費■1,500円／月
指導■大矢好夫

多賀少年野球　　　　　　　
教　室
対象■県内年長～小学６年生
練習■守備練習とサッカー
　　　主に　㈫　18:45～19:45
　　　打撃練習とドッヂ
　　　主に　㈭　18:45～19:45
場所■㈫　海洋センター多目的運動広場
　　　㈭　滝の宮スポーツ公園体育館
会費■500円／月

クラブ
対象■町内小学１～６年生
練習■ ㈯･㈰･㈷　実践が中心で試合

や紅白戦（４年生までは半日）
※ ほかに基礎中心の自由参加練習も
あります。

場所■滝の宮スポーツ公園グラウンド
会費■1,500円／月
指導■辻正人　辻慶一
http://tagabbc.fc2web.com/

多賀ｋｉｄｓバレーボール　
対象■町内小学１～６年生
練習■ ㈬･㈭･㈯･㈰･㈷　18:00～

20:00
　　※月2～３回練習試合
場所■勤労者体育センターほか
会費■1,500円／月
　　※別に保険代等1,000円
指導■大久保喜久夫

TAGAミニバスケットボール　
対象■町内小学１～６年生女子
練習■㈫・㈭　18:15～20:30
場所■海洋センター体育館
会費■1,000円／月
指導■西崎美樹

いくせい スポーツ

社会教育課　(有)３-３７４０　(電)４８-１８００　s-ed@tagatown.jp

『部会活動を通しての想い』
多賀町青少年育成町民会議

青少年・家庭教育部会長　藤野　広行

Ｂ＆Ｇ海洋センター　(有)２-１６２５　(電)４８-１６２５　bg@tagatown.jp　

ぼくは！わたしは！
どんなスポーツをはじめてみようかな？
 平成１９年度多賀町スポーツ少年団　団員募集

体育指導委員かわらばん

肩こりはないですか？
膝・腰痛は大丈夫？
元気なときは、健康に対して

は余り意識しませんが、病気や
怪我をして、その有り難みを痛
感するものです。
私たち体育指導委員は、健

康維持のために「誰でも出来
るニュースポーツ」を勧めてい
ます。そのためには、私たち体
育指導委員自らが自己研磨に
努めなければならないと感じ
ています。
例年、近畿体育指導委員協

議会が開催されており、今年
は京都西京極運動公園で２月
３日に行われ、全員が出席しま
した。午前中は、地域総合型ス
ポーツクラブの各府県の活動
事例発表、午後はポールウォー
キングとバウンドテニスの実技
研修があり、多賀の実情に応
じ活用していければと、全員真
剣に取り組みました。健康な時
こそ機会を見つけて身体を動
かし、生活習慣病にならないよ
う、気をつけていきたいもので
す。
以前からご案内しています

「使こう亭屋」を、ぜひ利用し
ていただくとともに、体育推進
委員さんを通じ実技研修会も
実施していますので、気軽にご
参加いただき、心身ともに健康
な生活を心掛けていただきた
いと思います。

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
　
(有)２
-１
６
２
５
　
(電)４
８
-１
６
２
５
　
bg@

tagatow
n.jp

お問い合わせは、多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターまで。
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春の火災予防運動
３月１日から７日まで「春季全国火災予防運
動」が全国的に実施されます。火災が発生しや
すい気候となる時季を迎えるにあたって、一人
ひとりが火災予防の知識を持ち、それを実践す
ることによって火災の発生と、火災による死傷
事故や財産の損失を防ぎましょう。

平成１７年中
の彦根市消防本
部管内における
火災件数は６５件
で、そのうち犬上
郡３町内で１４件

の火災が発生しました。また、全国では、住宅火
災の死者数が１，２２３人にのぼり、過去最多と
なりました。
この運動を通じて、火災予防に対する関心を
高め、家庭や地域から火災が発生しないよう火
の取り扱いに十分気をつけてください。

「火の用心７つのポイント」
１．　家のまわりに燃えやすいものを置かない。
２．　寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
３．　天ぷらをあげるときは、その場を離れ

ない。
４．　風の強いときは、たき火をしない。
５．　子どもには、マッチやライターで遊ば

せない。
６．　電気器具は正しく使い、たこ足配線は

しない。
７．　ストーブには、燃えやすいものを近づ

けない。

以上のことを守り、自分のまわりで火災が起
きた時、自分自身は何ができるのか、この機会
にもう一度家庭や職場内で防火について話し
合いをしてみてはいかがですか。そして、自治
会や事業所等で防火訓練や消火訓練、救急訓
練等が行われる時は、積極的に参加し、消火器・
消火栓等の取り扱いや応急手当の方法を身に
つけ、自分の身は自分で守るという強い気持ち
を持ってください。

行楽期における火災の被害防止
春の行楽シーズンの到来とともに、ハイキン

グや山菜取り等、山に入ることが多くなります。
この時期は、降水量が比較的少なく、空気が乾
燥し、草木が燃えやすくなっているうえ、強い風
が吹くなど一年のうちで最も山火事が発生し
やすくなっています。

山に入る方は、山
火事を未然に防ぐ
ため、次のことに心
がけてください。

１．　火遊びやたき火等をしない。
２．　強風時および乾燥時には、山仕事でも火

入れをしない。
３．　たばこの吸い殻は必ず消し、携帯灰皿など

に入れて持ち帰ること。決して「ポイ捨て」
をしないこと。

以上の３点を一人ひとりが守り、山火事を防
ぎましょう。

旅館やホテルを利用するときは…
また、この時期は家族や親しい仲間同士等
で、旅館・ホテルなどの宿泊施設を利用する機
会が多くなります。しかし、そのような不特定多
数の人が宿泊する施設では、利用者がその施
設に不案内であるため、ひとたび火災が起きる
と大きな混乱を生じ、多数の死者を生じる大惨
事につながるおそれがあります。
旅館・ホテルが、十分な火災予防対策を講じ

ることはもちろんですが、宿泊される方も寝た
ばこなどによって火災を起こさないよう十分気
をつけてください。また、火災が起きたときに
備え、避難経路の確認もしておきましょう。
レジャーを楽しむ人が各自で防火の正しい
知識を持ち、火災のない行楽期にしたいもの
です。
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彦根市消防署犬上分署　（電）３８-３１３０

消防

春の接近とともに、花粉の季節が
やってきました。花粉が多いと体の反
応も激しくなりますから、とにかく早
め早めに対策をはじめることが大切
です。
花粉症は、花粉が原因となって起

こるアレルギー疾患の一つですが、
次のような治療法や対処の方法があ
ります。

症状
頭重感、頭痛、くしゃみ、鼻水、鼻づ

まり、嗅覚障害、結膜のはれ、かゆみ、
涙、目やに、のどのいがいが感、胃腸
症状、イライラ、不眠など

風邪とのちがいはどこで区別する？
くしゃみがいきなり５回も６回も続

くようなら、花粉症の疑いがありま
す。花粉症で熱が出ることはほとんど
ありませんが、体がだるくて熱っぽい
「発熱感」は起こります。涙、かゆみ
などの目の症状が伴うことは、花粉症
の大きな決め手です。

目がかゆいときはどうすればよい？
目のかゆみのひどい場合、水で洗う

とかえって涙をうすめてしまうので、

目のあたりを冷たいタオルで冷やす
と、症状がやわらぎます。

治療法
花粉が飛びはじめる２週間前から、

抗アレルギー点眼薬や点鼻薬を用い
る方法は、意外に効果があります。
鼻や目の一般症状には抗ヒスタミ

ン薬、ステロイドなどを症状にあわせ
て使い分けます。気になる方は医師
に相談をしましょう。

対処法
家では…
新聞･テレビで花粉情報をチェック

し、花粉の多い日はできるだけ建物
の中で過ごすようにしましょう。　　
掃除機は毎日かけて、水拭きで仕

上げを。掃除機でとれない花粉には
空気清浄器が強い味方です。
花粉の多い日は…
ドアや窓は閉めて、換気をする時
は花粉が少なくなる３時以降にしま
しょう。
洗濯物や布団は家の中に干しま

しょう。布団乾燥機などを活用しま
しょう。

外出する時は…
メガネとマスク、さらに帽子を活用

しましょう。セーターなどの毛織物は
避け、木綿や化学繊維の上着を選び
ましょう。
帰宅したら…
玄関前にブラシなどを置いておき、

花粉を払いましょう。家に入ったら、す
ぐに服を着替えましょう。手洗い、うが
い、入浴なども大切です。

花粉の多い日はこんな日です
晴れて暖かい日や風の強い日。雨

の日は花粉は飛びませんが、翌日は
前日分も飛ぶので注意が必要です。
一日の中でも午前６時ごろから午後３
時までが多く、その後、徐々に減少し
ていきます。

生活改善で、アレルギー体質から、
脱却するポイント
・規則正しい暮らしを心がけ、無理し
ない。
・ゆったり呼吸でイライラ解消。
・腹八分目を心がけよう。
・おかずは魚、野菜、大豆製品、海草
などを中心に。
・運動で体をきたえよう。

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　hoken@tagatown.jp

こんにちは保健師です

花 粉 症 予 防

４月１日から
学校・幼稚園の敷地内は

全面禁煙です！

教育委員会では、今日のたばこをめぐる社会情勢等

を考慮し、学校・幼稚園をクリーンな環境にすること

で、子どもや教職員の健康管理と子どもの喫煙防止

教育を踏まえ、禁煙を実施することになりました。

学校を訪問される人や利用される皆さんのご協力

をお願いします。

教育委員会事務局　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３　g-ed@tagatown.jp

教育委員会からのおしらせ

けんこう
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軽自動車の登録・廃車の
手続きはお済みですか
軽自動車税は、４月１日現在で登録されてい

る所有者に課税されることになっています。
まだ、廃車手続きのできていない軽自動車
をお持ちの方や、友達などに譲られたり、譲り
受けたりして手続きが遅れた方につきまして
は、４月１日現在で登録されている方に軽自動
車税が課税されますのでご注意ください。

軽自動車の減免申請について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
人のうち、一定級以上の人が使用する自動車、
身体障害者などの人が利用するために構造を
変更した自動車については、申請により軽自動
車税が減免されます。（一人一台に限ります。）
減免の対象範囲につきましては、県の自動車

税に準じて行っていますので、対象となる障害
の程度は等級表に基づき判定させていただき
ます。

申請の手続きについては…
申請書は、役場税務課にありますので身体

障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健
福祉手帳、運転免許証、印鑑を持参のうえ申請
してください。
普通自動車につきましては、県税になりま

すので湖東地域振興局で手続きをお願いし
ます。
詳しくは役場税務課または湖東地域振興局税

務課（（電）２７-２２０５）へお問い合わせください。

確定申告はお済みですか
申告期間の、２月１６日（金）から３月１５日（木）ま

で（土・日曜日を除く）の毎日、役場一階会議室
で納税相談を行っています。
期限間近になりますと、申告会場が混雑し、
長時間お待ちいただくことになりますので、申
告はお早めにお済ませください。

「子どものくせに生意気だ」「子どもにはまだ
無理」などと、子どもの主張や行動を軽視して
はいませんか？子どもには、まじめな子、明るい
子、おとなしい子、やんちゃな子などさまざまな
タイプの子がいます。子どもがもつ「よさ」を引
き出すにはどうしたらよいのでしょうか。

子どもをとりまく問題
最近の子どもたちは、核家族化や少子化、
地域社会の連帯感の希薄化などにより、対人
関係をうまくつくれない場合が多くあるようで
す。また、塾や習いごとにより毎日の生活に余
裕がなくなり、さまざまなストレスを抱えていま
す。
子どもは、家庭や地域、学校などで自分にか

かわりのあることについて、自由に自分の意見
を言う権利があります。

しかしながら、子どもは心も身体も成長する
過程にあり、大人の社会では弱い存在であり、
特別に保護されることが必要です。そのため、
さまざまな面で親や周囲の大人は、子どもを支
援しなければなりません。子どもと大人がよき
パートナーとなれるよう子どもの人権を尊重し
ていくことが大切です。
（甲賀市人権教育推進協議会土山支部「ひら
めき」⑩より）

軽
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税務課　（有）２-２０４１　（電）４８-８１１３　zei@tagatown.jp

滋賀県立消費生活センター　（電）２７-２２３３

くらしのかわら版

気をつけて！高齢者を狙うさまざまな手口
～高齢者の不安につけこむ手口が現れています～

暮らしの不安
突然、雪かき業者がやってきた。雪かき

ができず困っていたがので頼んだが、あと
で高額な料金を請求された。

健康への不安
「血液がサラサラになる」という健康食
品を購入した。「食べ続けることが大切」と
言われ３年分を購入したが、いつまでたっ
ても効果が出ない。

雪かきに限らず、契約をするときは、必
ず事前に料金を確認しましょう。一人で決
めずに、家族や近所の方に相談しましょう。

健康食品は薬ではありません。即効性
や著しい効能を期待するのはやめましょ
う。また、効き目は人によって異なります。
一度に大量の商品を購入するのはさける
べきです。

困ったときは相談しましょう。　

滋賀県立消費生活センター　（電）２３-０９９９

税・くらしのかわら版 じんけん・ねんきん

総務課　（有）２-２００１　（電）４８-８１２０　somu@tagatown.jp

こどもの人権

滋賀社会保険事務局彦根事務所　（電）２３-１１１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？
国民年金保険料は毎月忘れずに納めること

が大切です。保険料の納め忘れがあると、将来
支給される老齢基礎年金が少なくなるだけで
なく、受給資格要件（納付済期間等が２５年以
上）を満たさなければ、老齢基礎年金そのもの
が受けられないことになりかねません。
また、保険料の納め忘れがあると、ケガや病
気で障害の状態になったときに支給される障
害基礎年金や、死亡した場合に支給される遺族
基礎年金が受けられなくなることもあります。
納め忘れがないかご確認ください。
なお、保険料の納付が困難な場合は、保険料
の免除制度や、学生の方を対象とした学生納
付特例制度があります。くわしくは、お近くの社
会保険事務所まで。

こんなときは
国民年金の届出が必要です！
国民年金は、日本国内に住む２０歳以上６０
歳未満の方すべてが加入する制度です。
次のいずれかに該当するときは、役場環境生

活課またはお近くの社会保険事務所での手続
きが必要です。
届出を忘れて、保険料を納めていないと、将

来に受給する年金額が少なくなったり、　年金
そのものが受給できなくなったりする場合もあ
りますので、ご注意ください。
○２０歳になったとき（誕生日の前日）…会社
員、公務員等を除きます。
○会社等を退職したとき…被扶養配偶者がい
る場合は配偶者の方の届出も必要です。
○第２号被保険者の被扶養配偶者でなくなっ
たとき…収入が増えたとき、離婚したとき等
○住所、名前が変更になったとき

国民年金被保険者の種別
第１号被保険者・・・自営業者・学生等、日本国内に住む２０歳以上６０歳未満の方
第２号被保険者・・・厚生年金保険・共済年金に加入している方で原則６５歳未満の方
第３号被保険者・・・第２号被保険者に扶養されている配偶者で２０歳以上６０歳未満の方
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多賀のゆかいな生き物図鑑⑳
虫たちの暖炉

フクジュソウ 
３月、町内の山間部ではフクジュソウが開花し
ます。フクジュソウは漢字で「福寿草」と書き、旧
正月を祝う縁起の良い花として知られています。
まだ寒さが残る山の中、フクジュソウは太陽
に向かって花を咲かせるのですが、実はこれに
は訳があるのです。フクジュソウは花にやって
くる虫に花粉を運んでもらうのですが、この時
期はまだ寒いため、虫たちの活動もあまり活
発ではありません。そのような中、フクジュソウ
は太陽に向かって、パラボラアンテナのような
花を咲かせることで、花の中の温度を高くしま
す。すると、そこへミツバチやハエの仲間等の
虫たちが暖まりにやってくるのです。フクジュソ

ウは、いわば虫たちの暖炉。このときに来た虫
たちが花粉を運んでくれるのです。
本来、虫たちに花粉を運んでもらう花は蜜な

どを出すのですが、蜜ではなく、暖炉をつくって
運んでもらうフクジュソウは、まさに早春を生
きぬくための知恵を備えているのですね。
金尾滋史（多賀の自然と文化の館学芸員）
写真撮影：植村明也さん

博物館の学芸員、客員研究員、文化財センター職員など多賀町やその周辺域で調査研究を行
なっている方々が、これまで行なってきた成果の発表を行ないます。
多賀の自然や文化にまつわる最新の調査・研究・取り組みについて聞くことのできるまたとない
機会です。ぜひお越しください！！
日時■３月１８日（日）１３時～１７時　場所■あけぼのパーク多賀　大会議室

参加無料

プログラム

＜第１セッション＞
▶１３：００～１３：２０
御池岳コロ谷の植物
村長　昭義（東近江市立山上小学校/博物館客員研究員）

▶１３：２０～１３：４０
鈴鹿山系御池岳における訪花性カミキリムシ
の群集構造の解析
牛島　釈広（㈱ラーゴ/博物館客員研究員）

▶１３：４０～１４：００
分布を北上していくチョウ
布藤　美之（日本鱗翅学会/博物館客員研究員）

▶１４：００～１４：２０
湖東地方のため池群における魚類の分布とその現状
金尾　滋史（多賀町立博物館）

＜第２セッション＞
▶１４：３０～１４：５０
彦根におけるアズマモグラとコウベモグラの分布
植村美由起（滋賀県立大学/博物館客員研究員）

▶１４：５０～１５：１０
正常か？　異常か？　コウモリの身に何が？
阿部　勇治（多賀町立博物館）

▶１５：１０～１５：３０
東海層群の足跡化石調査と金生山の化石ト
ピックス
清水　克己（PaleontologicalAssociation/博物館客員研究員）

▶１５：３０～１５：５０
変光星ミラの明るさの小変動の検出
高橋　　進（ダイニックアストロパーク天究館）

博物館 博物館

http://w
w
w
.tagatow

n.jp/~taga-m
us/

多賀町立博物館・多賀の自然と文化の館　（有）２-２０７７　（電）４８-２０７７　（Ｆ）４８-８０５５  museum@tagatown.jp

多賀の野鳥観察会を行いました
２月３日、多賀の自然と文化の館と日本野鳥
の会滋賀支部との共催で「多賀の野鳥観察会」
を実施しました。当日は快晴の中、観察会を行
なうことができました。博物館に集合し、１４人
の参加者と多賀町一円にある野鳥の森へ出
発。前日までの雪が残る中、芹川ダム湖では、
マガモ、コガモ、カルガモ、キンクロハジロなど
のカモ類が観察できました。
また、周囲ではウソやシジュウカラなどの鳴
き声が聞こえ、山間部ではタカの仲間であるオ
オタカやノスリの姿も観察することができまし
た。この日観察できた種類は１９種類になりま
した。

多賀町には、この野鳥の森をはじめ、季節を
通じてさまざまな
野鳥の観察スポッ
トがあります。野
鳥の観察会は今後
も継続していきま
すので、ぜひご参
加ください。

ノスリ▲

▲ダム湖のカモたち

▲どんな鳥が見えるかな？ ▲快晴の中の観察会でした

多賀の自然と文化の館研究発表会を開催します

＜第３セッション＞
▶１６：００～１６：２０
霊仙山村における人々のくらし
植村　明也（三重県立四日市西高校/博物館客員研究員）

▶１６：２０～１６：４０
多賀町の古墳
本田　　洋（多賀町立文化財センター）

▶１６：４０～１７：００
私たちのくらしと文化財
音田　直記（多賀町立文化財センター）

お問い合わせは多賀町立博物館までどうぞ。
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔａｇａｔｏｗｎ．ｊｐ/ｔ̃ａｇａ-ｍｕｓ/
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一般書
『また会う日まで』
柴崎 友香/著
河出書房新社　913.6シバ
高校の修学旅行。あの夜の
記憶を確かめるため、会社を
休んで上京した有麻。そんな
有麻がいま一番会いたい人

は…。注目の作家が描く、恋よりも特別な思い。

『植物診断室』
星野 智幸/著
文藝春秋　913.6ホシ
散歩が生きがいの独身男・寛
樹は、ある女性に「夫でもな
く、父親でもない役割」を求
められた…。家族や婚姻制

度に一石を投じる問題作。

『動植物の漢字がわかる本』
加納 善光/著
山海堂　811.2
イカはなぜ「烏賊」と書くの
か？日本の豊かな自然に育
まれてきたさまざまな生き
物たちの和名・漢名の語源を

紹介。漢字がわかれば由来がわかる！由来がわ
かれば納得できる！

児童書
『お姫さまのアリの巣たんけん』
秋山 亜由子/作
福音館書店　K486
虫好きのお姫さまと５人の友
だちがアリのように小さくなっ
て、アリの巣にすむ仙人と一緒
にクロヤマアリの巣をたんけ

ん。身近なアリのふしぎな生態を描いた絵本。

『こんにちは、ビーバー』
佐藤 英治/文・写真
福音館書店　K489
アラスカの大自然に生きる
ビーバーに魅せられた動物
写真家が、その生態をいき
いきと記録。巣を修理した

り、木の皮を食べたり、敵とたたかうようすを美
しい写真とともに紹介。

『よしもとばなな』（はじめての文学）
よしもと ばなな/著
文藝春秋　K913ﾖｼ
小説はこんなにおもしろい！
若い読者に向けた自選アン
ソロジー。「キッチン」「ミイ
ラ」「おやじの味」「デッドエン

ドの思い出」など７編を収録。

おしらせ おしらせ

あ
け
ぼ
の
パ
ー
ク
多
賀
か
ら
の
お
し
ら
せ

映画会
「ねずみくんのチョッキ」（２９分）
「ぐるんぱのようちえん」（２０分）
日時■３月３１日（土）　１５時～
場所■２階　大会議室
　絵本でおなじみの人気者の登場！

おはなしのじかん
日時■３月３、１０、１７、２４日
いずれも土曜日　１５時～
場所■おはなしのへや

「よい絵本」複製画展　
第２３回選定「よい絵本」の複製画１６点の展示
期間■３月２５日（日）まで
場所■対面朗読室 

多賀町少年少女発明クラブ
発明作品展
期間■３月２７日（火）～４月２０日（金）
場所■対面朗読室

おりがみ教室
日時■３月１８日（日）　１４時～
場所■２階　大会議室
対象■子ども～大人　３０人
講師■真弓　美矢子さん
持ち物■はさみ
　※ 小学２年生以下は大人と一緒に参加して
ください。

申し 込み■カウンターおよび電話にて受付中
（先着順）

多賀町立図書館　（有）２-１１４２　（電）４８-１１４２　tosho@tagatown.jp

本の紹介

　春が近づくにつれて、多賀の山々に美しい花
が姿を見せてくれるようになります。今回は鍋
尻山へ出かけ、早春に咲く植物を観察します。

日時■４月７日㈯　９時～１３時
　　※雨天・荒天の場合は中止します
場所■鍋尻山・保月
集合■多賀の自然と文化の館(８時４０分)
講師■中川信子さん（自然観察指導員）
定員 ■２０人（小学３年生以下は保護者同伴の
こと）

持ち物■防寒着(温度が低下する場合がありま

すので必ずご持参ください)、山を歩ける服装、
雨具、靴、水筒、軽食など
参加費■１００円

▲ニリンソウ

移動図書館さんさん号　３月の巡回
3月2日(金) 3月9日(金) 3月16日(金) 3月23日(金)

10:10～ 10:35

藤瀬

( 草の根ハウス )

10:10～ 10:35

大君ヶ畑

(集会所 )

10:10～ 10:35

藤瀬

( 草の根ハウス )

10:10～ 10:35

大君ヶ畑

(集会所 )

10:45～ 11:10

川相

( 皆様の店くぼ )

10:55～ 11:30

多賀清流の里

10:45～ 11:10

川相

( 皆様の店くぼ )

10:55～ 11:30

多賀清流の里

12:50～ 13:30

大滝小学校

13:00～ 13:35

多賀小学校

12:50～ 13:30

大滝小学校

13:00～ 13:35

多賀小学校

14:00～ 14:30

大杉

( 自警団車庫 )

14:00～ 14:30

多賀幼稚園

14:00～ 14:30

大杉

( 自警団車庫 )

14:00～ 14:30

犬上ハートフル

センター

14:50～ 15:20

萱原保育所

15:20～ 15:45

猿木

( 西光寺前 )

14:50～ 15:20

萱原保育所

15:20～ 15:45

猿木

( 西光寺前 )

15:40～ 16:15

たきのみや保育園

(近隣駐車場 )

15:55～ 16:25

ささゆり保育園

15:40～ 16:15

たきのみや保育園

(近隣駐車場 )

15:55～ 16:25

ささゆり保育園

※利用カード、本ともに図書館と共通です。
　天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

あけぼのパーク多賀
３月のカレンダー

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
※２９日（木）は月末整理のため、図書館のみ休館
です。

博物館自然観察会

早春の植物と山村を訪ねて
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多賀町では、本人になりすました不正な交付
請求を防ぐため、平成１９年３月1日から、「戸
籍」「住民票」「税」に関する各種証明書交付請
求をされる場合、請求される人の本人確認をさ
せていただくことになりました。
証明書などの交付を請求される際には、本人

であることが確認できる書類（免許証・旅券・顔
写真付住基カード・健康保険証など）の提示を
お願いします。
個人情報の保護のため、皆さまのご理解とご

協力をお願いします。

７５歳以上の後期高齢者の方々に適正な医
療給付等を行うため、これまでの老人保健制
度に代わる新たな医療制度が平成２０年４月か
らスタートします。この後期高齢者医療制度を
運営するため、県内の全市町で構成する「滋賀
県後期高齢者医療広域連合（特別地方公共団

にこにこ広場《登録者のみ》　　
月1回在宅乳幼児と保護者の方に利
用していただける広場です。支援セン
ター職員と一緒に遊んだり、多賀ささ
ゆり保育園の行事や広場の遠足等に
も参加します。支援センターを見学の
上、決めていただいてもけっこうです。
◆年間登録料
町内の親子　年間２,０００円
町外の親子　年間３,０００円
※途中から入られる方は、月割り
※傷害保険に加入しています。
◆対象児童
キリン広場（第１水曜日）
H13年4月2日～H16年4月1日生

カンガルー広場（第１水曜日）
H16年4月2日～H17年4月1日生
ペンギン広場（第２・第３水曜日）
H17年4月2日～H18年4月1日生
赤ちゃんペンギン広場（第４水曜日）
H18年4月2日生以降の子ども

申し込み締切■３月２８日（水）
（ただし、年度途中でも随時受付け
ています）

にっこり広場
平日（毎週水曜日・のびっこ教室以

外の日）の午前中
施設を開放しています。子ども同

士、親同士が遊んだり、語り合ったり
するのに利用できます。

園庭開放（夏プール開放）
火・金曜日の午前中と土曜日の９時

から１６時まで多賀ささゆり保育園の
園庭（プール）を開放しています。

子育て相談（随時）
電話相談、来所してもらっての相談

を行なっています。お気軽にご相談く
ださい。

レッツエンジョイ子育て講座
子育てをしているお母さん、今後

子育てサポーターとしてお手伝いい
ただける方など、子育てに関心のある
方を対象に、講演会・遊びの実技など
楽しい講座を開催します。講座の募集
は広報で行ないます。

１歳のお誕生会
毎月第２金曜日
対象児:平成１８年４月２日～１９年

４月１日生まれのお子さん。
９～１０か月の乳児検診時に招待
状をお渡ししますのでぜひご参加下
さい。

おしゃべりデー
子育て経験者の方をまじえて、一
緒に楽しくおしゃべりしましょう。
５月ごろから月１回の予定です。

子育て支援センター　(有)２-１０２５　(電)４８-１０２５　福祉保健課　(有)２-２０２１　(電)４８-８１１５

支援センター登録者募集！！

『出あい ふれあい つながりあい みんなで支えあう子育て』
支援センターでは、子育てが楽しくなるお手伝いをしています。

平成１８年度から始めた１歳のお誕生会には、多くの誕生児に参加していただき、健康推進員さんの手づくりおやつを
囲みながら子育ての話が弾みました。にこにこ広場には７３組の方が登録をされ、月１回の広場の活動で多くの親子との
出会い、ふれあいを楽しみにして来られたようです。子どもたちが出会うたびに成長していく姿を、センターの職員や周り
のみんなが「大きくなったね」と声をかけあい、みんなで子どもたちの成長を喜び合いました。支援センターは、子育て中
の親を支えていくのが本来の職務なのですが、子育てを頑張っているお母さんたちの姿から、反対に私たちが力をいっぱ
いいただきました。ありがとうございました。平成１９年度は、新たに月１回おしゃべりデーを設けます。気楽においでくだ
さい。

̶　平成１９年度　年間活動予定　̶

子育て中の保護者同士が出会うことによってお互いの悩みを言ったり、聞いてもらったりすることで子育ての不安や迷
いが解消されたりするのではないでしょうか。
もうすぐ、赤ちゃんがお生まれになる方も遊びに来てください。子育ての先輩からきっといろんな情報を得ることができ

ると思います。

環境生活課　(有)２-２０３１　(電)４８-８１１４　kankyo@tagatown.jp　　　　　　　　　
税　務　課　(有)２-１０４１　(電)４８-８１１３　zei@tagatown.jp　　　　　　　　　　 

戸籍・住民票・税に関する各種証明書交付請求時の
本人確認にご協力ください

環境生活課　(有)２-２０３１　(電)４８-８１１４　kankyo@tagatown.jp

印鑑登録に関するお知らせとお願い
印鑑登録・廃止・亡失を代理人が申請する場
合、登録印鑑、代理人の印鑑のほかに、委任の
旨を証する書面（代理人選任届）を添付しなけ
ればなりません。本人が知らない間に登録や廃
止の申請をされているのでは、本人の財産を
守ることになりません。
同一世帯であっても、夫婦や親子であっても

必要としますのでご理解いただき、ご協力をお
ねがいします。
その他ご不明な点があれば環境生活課まで

お問い合わせください。

滋賀県後期高齢者医療広域連合　(電)０７７-５２２-３０１３　　　　　　　　　　　　　　

後期高齢者医療広域連合が設立されました
体）」が２月１日に設立されました。
今後、広域連合では制度開始に向けて、保険

料条例の制定や被保険者証の発行等の準備事
務を行います。新しい制度の具体的な内容に
ついては、制度開始前に改めてお知らせいたし
ます。 

子育て支援センター 役場からのお知らせ
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粗大ゴミ収集のおしらせ
粗大ごみ収集を次のとおり実施しますのでお知らせします。
なお、収集日当日は交通渋滞が予想されますので、各対象地域の指定日をお
守りくださるようご協力をお願いします。

指定日時 対象地域 収集場所

４月７日（土）
（７時から

９時３０分まで）
多賀・尼子・敏満寺・猿木
梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑

多目的運動場横駐車場
（B＆G海洋センター隣）

４月１４日（土）
（７時から

９時３０分まで）

四手・大岡・八重練・土田
芹谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円
木曽・久徳・月之木・中川原

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

４月２８日（土）
（７時から

９時３０分まで）

川相・藤瀬・富之尾・楢崎
一ノ瀬・仏ケ後・樋田・萱原
大杉・小原・霜ケ原

川相支所前駐車場

必ずお守りください！
●上記の指定時間内に搬入してください。前日よりの持ち込みはしないでく
ださい。
●家具等のガラスは、はずして燃えないごみに出してください。
●事業活動（農業も含みます）により発生したものは出せません。
●石油ストーブ等は燃料抜きをしてから出してください。
●缶等は中身を取り除いてから出してください。
●金属製品、木製品、その他の製品に分別し出してください。

家庭用でも回収で
きない主なもの

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコン、オートバイ、
スプリングマットレス、タイヤ、爆発物、危険物（例：バッテ
リー、ガスボンベ、消火器等）、ふとん、たたみ、じゅうた
ん、毛布、ピアノ

【上記の（違反）粗大ごみはお持ち帰り願います。】

お問い合わせ
　環境生活課
（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　kankyo@tagatown.jp

あるいてまいろう「多賀三社まいり」
　胡宮神社・大滝神社・多賀大社を歩
いてまいってみませんか？桜と春のそ
よ風を楽しみながら、心地よいウォー
キングを楽しんでください。
日時 ■４月７日（土）　※小雨決行
　　９時１５分（集合）
　　９時３０分（出発）
集合 場所■近江鉄道多賀大社前駅
行程 ■多賀大社前駅→飯盛木→胡宮
神社→楢崎古墳→大滝神社→梨
ノ木→博物館→多賀大社→多賀
大社前駅（全約１４㎞）

お問い合わせ
　多賀町観光協会
　㈲２-１５５３　（電）４８-１５５３

多賀の古社寺ライトアップ

多賀大社■４月５日（木）～１５日（日）
高 源 寺■4月１５日（日）～２５日（水）
※時間はいずれも日没から２１時まで。
お問い合わせ
　多賀町観光協会
　㈲２-１５５３　（電）４８-１５５３

ぶんさんワクワク寄席＋
キッズ落語
　次代を担う子どもたちに、日本の伝
統文化「落語」のすばらしさ・おもしろ
さを鑑賞・体験する機会をつくること
で心のゆとり、素直に感動する心、豊
かな人格形成の手助けをします。
日時 ■３月１８日（日）　１４時～１６時　
（開場１３時３０分）

場所 ■滋賀県立文化産業交流会館
入場 料■一般　１，５００円
　　 ２５歳未満および６５歳以上　１，０００円
内容 ■（１）落語体験ワークショップ「キッズ落

語体験ワンダーランド」を事前に４回開催
し、当日実際に高座で落語を行う

　　（２） 落語家による公演（古典落語、大喜利）
お問い合わせ
　滋賀県立文化産業交流会館
　（電）０７４９-５２-５１１１
　bunsan@shiga-bunshin.or.jp

～ひとりで悩まないで
出かけていらっしゃいませんか？～
第１８回 全国親の会
彦根大会
不登校・ひきこもり・摂食障害等の

子どもの心の問題について悩んでい
る方、子育てが上手くいかずイライラ
してしまう子育て中のお母さん、自分
自身なんだか生きづらいと感じてい
る方、嫁姑問題で悩んでいる方。ご一
緒にそれぞれの問題を考えてみませ
んか？
日時 ■３月４日（日） １０時３０分～１６時
１５分

会場 ■ひこね市文化プラザ
費用 ■無料（申し込み制）
定員 ■２００人
講師 ■金盛浦子（東京心理教育研究

所所長　臨床心理士）
内容 ■第１部　１０時３０分～１３時
　　体験談と質疑応答
　　第２部　１４時～１６時１５分
　　 自律訓練法とグループディスカッ
ション

※ 保育有り（第１部のみ 要予約 先着
１５人）
お問い合わせ・お申し込み
　NPO法人SEPY（セピィ）倶楽部　
　〒170-0005　
　東京都豊島区南大塚1-49-7　
　（電）０３-３９４２-５００６
　（Ｆ）０３-５９４０-４０３０
　※火～土曜日の１０時３０分～１５時

緩和ケア講座
『在宅ホスピスと病診連携』
日時 ■３月１８日（日）　１４時～１５時
３０分

場所 ■滋賀県立成人病センター　研
究所講堂

講師 ■神野医院　神野君夫先生
対象 ■医療関係者および一般県民
参加 費■無料
お問い合わせ
　滋賀県立成人病センター
　（電）０７７-５８２-８０３３

～豊かな郷で心と体の健康を～

『認知症の治療とリハビリ』
日時 ■３月１０日（土）
　　１４時～１５時３０分
場所 ■豊郷病院
　　３病棟１階待合いスペース
内容 ■講演
「診断・治療法」
　　…医師より
「薬の効果や副作用・飲み方・飲
み合わせ」
　　…薬剤師より
「自宅でできる簡単リハビリ」
　　…作業療法士より
※申し込み不要です。皆さんお
気軽にご参加ください。

お問い合わせ
　（財）豊郷病院内　
　老人性認知症センター　オアシス
　（電）３５-３００１

労働基準監督署の
再編成のおしらせ
　長浜労働基準監督署と彦根労働基
準監督署が統合され、平成１９年４月
２日から新たに彦根労働基準監督署
としてスタートします。
　この統合により、長浜労働基準監
督署が管轄している、長浜市・米原市・
東浅井郡・伊香郡は彦根労働基準監
督署の管轄になります。
　長浜労働基準監督署で行っている
窓口業務は、平成１９年３月３０日を
もって終了し、平成１９年４月２日より、
彦根労働基準監督署で開始します。
　なお、地元の皆さまの利便性を考
慮し、平成１９年４月から当面の間、毎
月、第１・３金曜日の１０時から１６時ま
で、長浜商工会議所内に出張受付窓
口を開設します。
お問い合わせ
　滋賀労働局企画室
　（電）０７７-５２９-６６４８

近江鉄道・路線バスに乗って
買い物に行こう！
～東びわこ縦断エコ交通推進協議
会、びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設
期成同盟会では、鉄道やバス等の公
共交通機関を利用し、魅力と利便性
の高い「エコ交通」の推進に取り組ん
でいます～
　近江鉄道または彦根市内を運行し
ているバス路線（※１）を利用し、利用
証明書（※２）を持参して彦根ＣＰカー
ド加盟店（※３）で買物をされるとＣＰ
カードのポイントが３倍進呈されます。
期間 ■３月１日（木）～３１日（土）
※１　対象となるバス路線は「三津屋線」
「旭森循環線」「彦根駅市立病院線」
「彦根県立大学線」「多賀線」となり
ます。

※２　利用証明書は、近江鉄道では「彦根
駅」の改札口、路線バスではバス車内
の料金箱前に設置してあります。（利用
証明書は１店舗につき1枚ご利用くだ
さい。）

※３　ＣＰカード加盟店は彦根市商店街連
盟までお問い合わせください。（電）２２-
７３０３）

彦根商店街連盟、彦根CPカード株式
会社、びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建
設期成同盟会、東びわこ縦断エコ交
通推進協議会、近江鉄道㈱、湖国バ
ス㈱

ミシガン日本センター

英語講座受講生募集
　日本にいながらの留学体験をして
みませんか。
期間 ■４月１６日（月）～７月６日（金）
　　※土日祝日は休講
内容 ■集中コース（月～金・週１０時

間・入寮可）、テーマ別コースおよ
び夜間コース（週２～４時間）

場所 ■ミシガン日本センター（彦根市
松原町）

申し 込み締切■３月２８日（水）
お問い合わせ
　ミシガン日本センター
　（電）２６-３４００
　http://www.jcmu.net/

おしらせ おしらせ

多賀大社 桜狂言
　桜そばに舌鼓をうち、ライトに浮か
ぶしだれ桜と、アンサンブル狂言会を
楽しみませんか。
日時 ■４月８日（日）　４月１４日（土）
　　　昼の部 １３時～ 夜の部 １８時～
場所 ■多賀大社境内
　　 アンサンブル狂言
　　 　４月８日（日）　境内太閤橋
　　 　４月１４日（土）　能　舞　殿
内容 ■琴・小舞・謡・雅楽・狂言
公演時間■約６０分

小舞と琴のコラボ
楽曲■さくら
　琴・雅楽（奈良時代～約１４００年の
歴史）と狂言（中世～約６００年の歴
史）のアンサンブルな伝統芸能を、し
だれ桜咲き誇る境内でお楽しみくだ
さい。
※ 雅楽の出演は夜の部のみです。ま
た、番組を一部変更する場合もあり
ますのであらかじめご了承ください。
お問い合わせ
　萬狂言滋賀狂言教室
　（電）0749-２６-０２８６
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相談等
すくすく相談
４月１７日（火） 受付時間▶ １０:００～１１:００
　 子どもの健康、子育て等について、ご相談を受け付けています。
すこやか相談
４月２４日（火） 受付時間▶ １０:００～１１:００
　 ご自分の健康について、ご相談になりたい方は、お気軽にご利用く
ださい。血圧測定、尿検査、体脂肪測定も無料でできます。

健診等
４カ月児健診
４月２日（月） 受付時間▶ １３:００～１３:１５
　 Ｈ１８年11月生まれの乳児

１０カ月児健診
４月２日（月） 受付時間▶ １３:１５～１３:３０
　 Ｈ１８年5月生まれの乳児

２歳６カ月児歯科健診
４月３日（火） 受付時間▶ １３:００～１３:１５
　 Ｈ１６年9月・１０月生まれの幼児

３歳６カ月児健診
４月１１日（水） 受付時間▶ １３:００～１３:１５
　 Ｈ１５年９月・１0月生まれの乳児

整形外科健診
４月２５日（水） 受付時間▶ １３:４０～１４:００
　 Ｈ１９年１月・２月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ
４月１０日（火） 受付時間▶ １3:3０～１４:0０
　 生後３～６カ月児でＢＣＧが未接種の乳児

ポリオ生ワクチン
４月２０日（金） 受付時間▶ １３:３０～１４:３０
　 生後３カ月～７歳５カ月までの乳幼児で、６週以上の
間隔をおいて２回の投与を受けていないもの

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
■各健診や予防接種には、必ず母子手帳・与診表をご持参ください。
■２歳６カ月児歯科健診・３歳６カ月健診（尿検査があります）を受け
られる方は、歯ブラシとコップを持ってきてください。■１０カ月児健
診には、お子さまと同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜ
ひおいでください。

子育て支援センター　ひろばの案内
にっこり広場
月曜日～金曜日　９:００～１２:００
　センターの部屋を開放しています。子ども同士、親同
士が遊んだり、語りあったりするのに利用してください。
（下記広場以外※）

園庭開放
火曜日・金曜日　９:００～１２:００
土曜日　９:００～１６:００
　多賀ささゆり保育園の運動場を開放しますので、自
由に遊んでください。

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
４月２５日（水）　１０:００～１２:００
　４月は、広場のみんなが初めて出会う場となります。
みんなでふれあって遊びましょう。また、センターの職
員と子育てについての話もしています。月ごとの予定は
「にっこりメール」でお知らせします。（各公共施設に掲
示しています）

ペンギン広場（１歳児・４月～１０月生）
４月１８日（水）　１０:００～１２:００
カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）
４月１１日（水）　１０:００～１２:００
１歳のお誕生会
４月１３日（金）　１０:００～１１:００
　４月に１歳のお誕生日を迎えるお子さまがおられる
方は、誕生会にぜひお越しください。
※にっこり広場は、４月４日（水）はお休みです。
■子育て相談は随時行っていますので、お気軽に来所
していただくか、お電話ください。■多賀ささゆり保育
園の門扉は、安全のためにいつも閉めていますので、
開けてお入りください。車を止められたら、門扉を閉め
ておいてください。来館者名簿が保育園の玄関とにっ
こり広場の部屋の前にありますので、記入をしてから
遊んでください。（外階段は、避難用になっていますの
で上がらないでください。保育園の玄関から入ってく
ださい）
子育て支援センター
（有）2-1025　（電）48-1025

ふれあいの郷トレーニング室

そうだ、ジム行こう！
皆さんの健康づくりを応援するために「ふれ
あいの郷」では、毎月トレーニング室で『体力
測定』を開催中。握力、閉眼片足立ち（バランス
性）、長座体前屈（柔軟性）等を実施します。中高
年の方にもご利用いただける運動機器もありま
すので、ぜひ健康づくりにお役立てください。
なお、はじめてトレーニング室を利用していた

だく方は、初回に利用講習会を受講していただ
く必要があります。

4月の利用講習会日程
13:30～14:30体力測定
15:00～16:00利用講習会
13:30～14:30／17:30～18:30体力測定
15:00～16:00／19:00～20:00利用講習会

トレーニング室利用時間■10:00～20:30　利用できな
い日■毎週日曜日、第2・第4月曜日（第2・第4月曜日が祝
日の場合、翌日が休みとなりますのでご注意ください）、
祝日、年末年始　利用対象者■18歳以上の方　利用料
■町内在住・在勤の方200円、町外の方300円　その他■
運動のできる服装・運動靴・タオルをご用意ください。

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
hoken@tagatown.jp

相
談
・
健
診
・
予
防
接
種

28日（土）

多賀やまびこクラブ設立準備委員会事務局（多賀町B＆G海洋センター内）　㈲2-1625　（電）48-1625　yamabiko@pcm.ne.jp

多賀やまびこクラブに入りましょう！
ツやまちづくりに関心のある方、仲間づくりをしたい
とお考えの方、「こんなこと教えられるよ」という方
がおられましたらぜひご検討ください。
★設立総会は平成19年4月29日（日）に決定！
多賀やまびこクラブの設立総会の日程が決

まりました。入会のお申し込み後に「設立総会
の案内書」を送付いたしますので、ぜひご出席
ください。お待ちしています。

★会員募集中です！
平成19年2月より受付を開始しました。多賀

やまびこクラブのプログラムに参加できる方で
あれば町内在住・在勤を問いません。詳しくは
別途配布の入会申し込み書をご覧ください。
★ボランティアスタッフを募集しています！
多賀やまびこクラブはボランティアスタッフの皆

さんに支えられています。18歳以上の方で、スポー

ひとのうごき
平成19年1月末現在
（）内は前月比
■人口
8,314人 （－14）

■男性
3,972人 （－8）

■女性
4,342人 （－6）

■世帯数
2,635人 （－8）

左右のイラストをよ～く眺めてく
ださい。いくつか違う部分があり
ます。何カ所あるでしょうか？

① 3ヶ所 ② 5ヶ所 ③ 7ヶ所
答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広
報たが」へのおたより（俳句・短歌・川柳・イラス
ト）やご意見を役場企画課までお送りくださ
い。Ｅメール・有線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX 2-2018
taga@tagatown.jp

締め切りは3月22日（木）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈いたします。
発表は景品の発送をもってかえさせていただ
きます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

りません。内容に関係なく抽選しています。

おたのしみクイズまちがいさがし

おめでた・おくやみ

先月号の答え
①3ヶ所
でした

問題

おしらせ おしらせ

生まれました！
☆山

や ま も と

本　莉
り こ

子（剛・美紀子）
おくやみ申し上げます
◆前田浅次郎　８８歳
◆澤井　一藏　８１歳
◆中居　清一　８５歳
◆平塚　ふし　８８歳

◆林　　　操　５９歳
◆髙橋　ふて　８４歳
◆山本　きみ　９２歳
◆本池　文子　９０歳
◆藤本甚之丞　８８歳

結婚しました！

♥神 鳥 成 規
　村 野 幸 子

♥冨 田 真 一 朗
　辻 　 　 裕 美

（敬称略）

13日（金）
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