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赤渕神社（川相）の門松飾りは、牛の角の形をしています。



丑年を振り返ると……こんなことがありました！
昭和３６年（１９６１年）
○町内のできごと
大滝柔道少年団発足
町立萱原保育所開設
町立いずみ保育所開設
町立ゆりかご保育所、大君ヶ畑保育所開設
多賀ほか１３カ字都市計画区域指定

○世間のできごと
ケネディ大統領就任
�世界初の有人宇宙船の打ち上げに成功
「夢であいましょう（ＮＨＫ）」スタート
第２室戸台風上陸
昭和４８年（１９７３年）
○町内のできごと
水道事務所敏満寺に移転
多賀町浄水場水源本館竣

しゅん

工
こ う

農業振興地域整備計画認可
�町の花「ささゆり」、町の木「杉」、町の鳥「う
ぐいす」決定
○世間のできごと
ベトナム戦争終結
円高騰　１ドル２６４円に
「ドラえもん（テレビ朝日）」スタート
第４次中東戦争　石油危機
昭和６０年（１９８５年）
○町内のできごと
彦根犬上広域斎場「紫雲苑」竣工
町制施行３０周年記念式典
町民グラウンド竣工
多賀町植樹の集い開催
町民の歌・多賀音頭制定

○世間のできごと
科学万博つくば８５開幕
大鳴門橋開通
日航ジャンボ機墜落事故
平成９年（１９９７年）
○町内のできごと
指定金融機関制度導入
多賀町人権擁護に関する条例施行
国道３０７号線、福寿橋竣工渡り初め式
県道甲良多賀線、中川原橋竣工渡り初め式

○世間のできごと
消費税３％から５％に
香港が中国に返還される
長野線幹線開業

▲大滝柔道少年団発足

▲町の花「ささゆり」

▲多賀町植樹の集い開催

▲中川原橋竣工渡り初め式

キラリと光る
住み良いまちづくりを

町民の皆さん、新年あけましておめでとうご
ざいます。
皆さんには、日ごろから町政に対する暖かい

ご理解と絶大なるご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。ここに新年を迎え、本町の一段の躍
進を期して、清新の気がみなぎるのを覚えま
す。

予算の重点化・効率化を
ご承知のとおり、昨年は４月以降の原油の高
騰による物価の上昇に始まり、アメリカの住宅
ローンによる世界的な金融の低迷や株価の暴
落などにより、日本でも未

み

曽
ぞ

有
う

の景気の後退を
余儀なくされる状況にいたっております。
多賀町におきましても、その影響は大きく平
成１９年度町税収入は過去最高でありました
が、平成２０年度は、一転大幅な減額になること
が予想されます。このことから、これまでのよう
に一般財源総額を確保することが困難な状況
にありますので、今後徹底した歳出の見直しを
行い、さらに町民サービスの低下につながらな
いように、予算の重点化・効率化を図っていき
たいと考えております。

謹 

賀 

新 

年

芹谷ダム建設と地域振興実現へ
また、長年懸念の芹谷ダム建設につきまして
は、関係地域住民の皆さんには、４０年あまりに
わたりご心労をおかけしているところであり、
方向性の定まらない不安な日々を送られてい
ることに対し、町といたしましても、その責任を
痛感しております。今後、皆さんのご意見・ご意
向を尊重して、芹谷ダム建設と芹谷地域振興実
現のために全力を尽くす所存でございます。

教育充実・少子化対策を推進
昨年１１月には、多賀町青少年育成町民会議

が発足４０周年を迎えられ、盛大な記念大会が
開催されました。４０周年の長期にわたり青少
年の育成にご尽力賜りました関係各位に対し、
心から敬意を表わすところでございます。
今日めざましく変動する社会、経済情勢の中

で、そのひずみがもたらすさまざまな問題が発
生しております。青少年の健全なる成長を願
い、福祉向上のため、そして教育力向上のため
の施策をすすめていきたいと思っております。
しかしながら、平成１９年度出生数は５０人を
割り、本町の人口減少、少子化の流れに歯止め
がかからない状況にあります。将来、本町が超
過疎化社会にならないようにするためにも、今
こそ、（仮）子育て支援相談センターの創設、中学
校までの医療費の無料化、学校教育の充実な
ど具体的な施策に全力を傾注して推進してい
く所存でございます。

本年も、創意工夫を重ね、キラリと光る住み
良いまちづくりをめざし、町民の皆さんのご期
待に応えられるよう決意を新たにしておりま
す。今後とも皆さんのご支援・ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
結びに、町民の皆さんのご健康とご多幸を

お祈り申し上げ、新年のごあいさつといたし
ます。

広報たが—2009年1月号

�

新年のあいさつ 丑年を振り返ると…

広報たが—2009年1月号

�



多賀町アストロクラブの「秋の天体
観測合宿」が、１１月２１日から２２日に
かけてダイニックアストロパーク天究
館で開催されました。
今回の合宿では、「秋の星空観望」

「宇宙についての学習」「化石探し

（博物館）」などを行い楽しいひとと
きを過ごしました。
また、みんなで協力して布団をたた
んだり、食事の準備を行うなどクラブ
員同士の交流も深まりました。
毎月、星空観測をしている子どもた

アストロクラブ

星空観察などで楽しい時間を過ごしました
ちですが、秋の澄んだ星空に改めて
多賀町の自然のすばらしさを実感し
たようです。

まちの話題まちの話題

１１月２７日、名神高速道路多賀
サービスエリアの下り線で、イルミ
ネーションの点灯式が行われました。
点灯式では、ささゆり娘さんや町
内園児らが点灯のスイッチを押し、一
斉に明かりが灯りました。明かりがつ
くと、周囲から歓声が上がり、幻想的
な雰囲気につつまれました。

この日は、スポレク
のマスコットのキャッ
フィーやひこちゅうな
どのキャラクターもか
けつけ、子ども連れの
お客さんたちで、にぎ
わいました。

多賀ＳＡイルミネーション

ライトアップで幻想的に

高円宮賜杯全国大会　ベスト１６
（８月１６日〜１１日、１４,９５９チーム）
１回戦　不戦勝
２回戦　７×１　小禄金城（沖縄代表）
３回戦　２×４　金田（福岡代表）

近畿少年野球大会　準優勝
（８月２５日、２６日、１,９６２チーム）
１回戦　不戦勝
２回戦　７×０　大枝（京都①代表）
準決勝　８×１　登美ヶ丘（奈良②代表）
決　勝　０×７　河合（奈良①代表）

秋の滋賀県大会　優勝（春夏秋完全制覇）
（１０月２５日、２６日、２２８チーム）
１回戦　不戦勝
２回戦　６×０　伴谷（甲賀地区代表）
準決勝　１×０　神照（湖北地区代表）
決　勝　２×１　野洲（湖南地区代表）

少年野球

応援ありがとうございました！
今年も進化する多賀少年野球クラブをよろしくお願いします。

１２月１３日に、スポーツ少年団主
催の講演会が、滝の宮スポーツ公園
体育館にて行われました。なんと今回
の講師は、北京オリンピックの女子レ
スリングで金メダル、銀メダルに輝い
た伊調千春さんと馨さん。お二人の
今に至るまでの努力や数々の経験談
に、多賀の子どもたちも刺激を受け

ていたようです。今回の講演は新たに
スポーツをしようと考える人を増やす
良い活力剤になったと思います。
講演後のふれあいレスリング教室

では、レスリングの経験がない子ども
たちがほとんどでしたが、伊調姉妹の
指導のもと、体を動かす楽しさ、また
違うスポーツにも応用できる動きやト

スポーツ少年団講演会

伊調姉妹来町!!
レーニング法を学べたようです。
多賀町スポーツ少年団では、平成

２１年度からの新規団員を募集して
います。運動が苦手と思っているお子
さんも今から苦手意識を持つのでは
なく、これから得意種目に変えていき
ませんか？皆さんの入団を心からお
待ちしています。
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リサイクルの状況
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〜シリーズ　ごみと環境問題（10）〜
リサイクル……「ペットボトル」編

ペットボトルの約９０％以上を占める清涼飲料
の生産量は、年々増加傾向にありますが、容
器包装リサイクル法の施行によって回収率も
向上。平成１８年（2006年）度の新回収率は
６６.３％まで伸びてきました。
（出典：ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会）

出し方

ペットボトルのリサイクル率

６６.３％

福祉保健課　（有）２−２０２１　（電）４８−８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・
広報活動などを展開しています。この運動のひとつとして、「絆」を大きなテーマとし
小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さんに標語の取り組みをしていただ
きました。９月号から掲載してきましたが、今月号で最後の掲載となります。（順不同）
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度　
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会
を
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く
す
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運
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【大滝小学校６年生】

友達と　笑顔であいさつ　いい気持ち� 池尻　文乃

信頼し　信頼されるの　真の友� 市田のぞみ

友達と　いっしょに遊ぶ　楽しいな� 奥山あかり

友達と　どんなことでも　助け合う� 喜多　健弥

友達と　笑顔であいさつ　楽しいな� 喜多　遼輔

信頼し　笑顔で話す　それが友� 北川　智崇

守りたい　きれいな自然　いつまでも� 小林　栞奈

多賀の町　自然いっぱい　いい気持ち� 榊原　安孝

あいさつは　みんなをつなぐ　心の輪� 辰野　友香

楽しいな　家族とごはん　おいしいよ� 棚池穂乃香

さかせよう　家族とみんなの　笑顔をね� 棚池　諒平

家族とは　かけがえのない　つながりさ� 田中　佑亮

学校に　みんなの笑顔　あふれてる� 田辺　新貴

家族でも　感謝の気持ち　忘れずに� 多林　大貴

たいせつに　友とのきずな　ふかめよう� 辻　　涼太

笑顔はね　明るい社会の　宝物� 飛田　圭希

地いきの輪　みんなが家族　すてきだな� 深田　悠暉

１.必ずペットボトルマークがつい
ているものだけを出してくだ
さい。

３.中の異物やキャッ
プ、ラベルをはずし
（キャップは燃え
ないごみ、ラベル
は燃えるごみ）、水
ですすいでよく乾
かして出してくだ
さい。

リサイクル後はこんなものに
回収されたペットボトルは、シャンプーボトル

やハンガー、ガムテープ、洋服、そのほかプラス
チック製品などとして生まれかわり、私たちの
もとに届けられます。
最近では再びペットボトルとして生まれかわ

るボトルｔｏボトルも増えています。

２.清涼飲料、しょうゆ、
酒類、乳飲料用に使
われたペットボトルだ
けを出してください。

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理
する施設なので、微生物が活動しやすい状況を
つねに保つ必要があります。
保守点検とは、機器類の点検、調整や消毒

剤の補給などを行い、異常や故障などを早期
に発見し、予防的な措置を講じることをいいま
す。清掃は、機能的に支障をきたさないよう浄
化槽内に蓄積されたスカムや汚泥を抜き取り、
付属装置、機器類の洗浄や清掃を行います。

また、法定検査はこれらの維持管理が適
正に実施されているかを確認するためのも
ので、県知事指定の検査機関で毎年１回受験
（１１条検査）することが浄化槽法で義務付け
られています。
これらを怠ると、浄化槽の機能が弱くなり、
汚水が処理されないまま排出されたり、浄化槽
自体に負担をかけて故障の原因となったりしま
す。必ず定期的に行いましょう。

環境生活課　（有）２−２０３１　（電）４８−８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

浄化槽の「保守点検」「清掃」「法定点検」は
必ず行いましょう

ペットボトルリサイクル推奨マークとは？
ペットボトルを再商品化してつくられたもの

には、ＰＥＴボトルリサイクル推奨マークが付け
られます。平成１８年３月末現在のＰＥＴボトル
リサイクル推奨マーク認定商品の登録数は、
３１８品目にもなっています（出典：ＰＥＴボトル
リサイクル推進協議会）。
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平成２０年分の所得税・個人事業税・町県民税
の申告時期が間近かになりました。
申告相談および申告書の受付は、所得税は、

２月１６日（月）から３月１６日（月）までです。
贈与税は、２月２日（月）から３月１６日（月）まで

です。
役場では、所得税および町県民税の申告

受付を２月１６日（月）から３月１６日（月）まで行い
ます。
なお、彦根税務署では、申告期間中の申告指
導は、彦根商工会議所4階会議室で行います。
税務署では行いませんので、お間違えのない
ようにお願いします。

税務課　（有）２-２０４１　（電）４８-８１１３　ｚｅｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

今年２０歳を迎えられる皆さん、ご成人おめ
でとうございます。
国民年金はすべての公的年金制度の基礎と

なるもので、日本国内に住所のある２０歳から
６０歳までのすべての方は、国民年金に加入す
ることが法律で義務付けられています。学生の
方も加入しなければなりません。
公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支

え、今の現役世代が高齢世代になったときには
次の世代が支えるという「世代と世代の支えあ

い（相互扶助）」のしくみで成り立っています。
２０歳を迎えられるこの機会にしっかりと人
生計画を立て、自分自身の将来のため、国民年
金に加入し、保険料を納めてください。
※２０歳を迎えられるすべての方を対象とし

て、２０歳の誕生月の前月に、社会保険事務所
から「国民年金被保険者調査・資格取得届」（は
がき）をお送りしています。必要事項を記入の
うえ、社会保険事務所まで返送してください。

環境生活課　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
滋賀社会保険事務局　彦根事務所　国民年金業務課　（電）２３-１１１４

２０歳がスタート！　「国民年金」

社会保険庁では、国民年金や厚生年金など
の老齢年金を受けておられる方を対象として、
１月下旬に「平成２０年分の公的年金等の源泉
徴収票」を送付します。
この「源泉徴収票」は確定申告のときに必要

となりますので、大切に保管してください。
なお、障害年金や遺族年金は課税対象では
ありませんので、「源泉徴収票」は送付されま
せん。

【お問い合わせ】
源泉徴収票に関すること
ねんきんダイヤル
　（電）０５７０-０５-１１６５
ＩＰ電話受電用
　（電）０３-６７００-１１６５
確定申告等に関すること
彦根税務署
　（電）２２-７６４０

年金受給者の皆さんへ！公的年金等の源泉徴収票が送付されます

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８-３１３０

文化財防火デー

ふ
る
さ
と
納
税
制
度

「
ふ
る
さ
と
へ
の
想
い
」を
寄
附
と
い
う
形
で
！

１月２６日は、「文化財防火デー」です。文化
財は、我々、人類の文化的活動によって生み出
されてきたものです。歴史を経て、その地域に
おける人々の生活および、地域の風土によって
形成されてきました。
昭和２４年１月２６日、世界最古の木造建築
物である法隆寺の金堂で火災が発生し、壁画
が焼かれてしまいました。その後も文化財の火
災が相次いだことから、文化財を火災・地震そ
のほかの災害から守るとともに、日本国民の文
化財愛護思想の高揚を図るため、１月２６日を
「文化財防火デー」として定めることになりま
した。現在では、全国的に文化財防火運動を展
開しています。
犬上分署においても、この運動を通じて、国
宝等の重要文化財に指定されている建造物等

に立ち入ります。これら施設からの出火防止の
指導を行うとともに、消防設備等の維持管理状
況を検査し、火災から文化財を守るため管内対
象物に査察を行います。
また、この機会に地域住民の方々には、文化
財の防火について関心を高め、地域ぐるみの
防火防災意識の高揚に努めていただくようお
願いします。

「ふるさと（地方公共団体）」に対し、貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、
個人住民税において地方公共団体に対する寄附金の控除制度が拡充されました。

〇—あなたが「ふるさと」と思う地方公共団体に５,０００円を超える寄附をされた場
合に、５,０００円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と個人住民
税を合わせて控除が受けられます。

〇—ふるさと（地方公共団体）への寄附は、平成２０年中に寄附されたものから控除
の対象となります。

〇—平成２０年中の寄附は、所得税では、平成２０年分で所得控除され、個人住民税
では平成２１年度分から税額控除されます。

ふるさとを応援するため、ふるさとへ送る寄附金「ふるさと納税」

ご自宅のパソコンから申告などの手続きが
簡単にできます。
「ｅ-Ｔａｘ」を利用して所得税を申告すると、

①ホームページ（ＨＰ）からカンタン申告
②最高５,０００円の税額控除
③添付書類が提出不要
④還付金がスピーディー
詳しくは、インターネット検索エンジンで

「イータックス」と検索、または、ｗｗｗ.ｅ-ｔａｘ.ｎ
ｔａ.ｇｏ.ｊｐからご覧ください。

ｅ-Ｔａｘをご利用ください。

介護保険において要介護認定を受けている
６５歳以上の高齢者の方で一定の要件に該当
した場合には、障害者控除対象者として認定さ
れ、所得税法上および地方税法上の障害者控
除の適用が受けられます。確定申告において

控除を受けられる場合には、「障害者控除対象
者認定書」の提示が必要です。
認定書の発行および詳しいことについては、

福祉保健課までお問い合わせください。

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

要介護認定者の障害者控除について

確定申告をお忘れなく
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体育指導委員かわらばん

多賀町ビーチボール
大会開催!!

１１月３０日に、多賀町Ｂ＆Ｇ
海洋センター体育館にてビー
チボール大会を開催しました。
開会式では参加いただいた

大人から子どもまでの１８チー
ムにチーム紹介をしていただ
き親睦を深めました。試合が始
まると寒さを吹き飛ばすほど
の熱戦を繰り広げ、体育館中に
歓声や笑い声が響いていまし
た。結果は次のとおりです。

Ａブロック
　１位■Ｓｍｉｌｅ
　２位■Ｅｎｊｏｙ
Ｂブロック
　１位■ピンクラビットＢ
　２位■なでしこ
Ｃブロック
　１位■はぎや整形
　２位■ＦＩＲＥ

ナイスネーミング賞■コートの上
のポニョ
ベストドレッサー賞■Ｓｍｉｌｅ
元気はつらつ賞■ビクトリィー
クラブ
オモロー賞■羞恥心＋１
ＭＶＴ賞■なでしこ

※１位、２位以外の賞は、参加
いただいた各チームから投
票いただき選ばれました。

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

tow
n.taga.lg.jp

禁
煙・分
煙
の
す
す
め

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

こんにちは保健師です

吸う人には快適でも、吸わない人には不快
なタバコ……。人によってタバコに抱く気持ち
はさまざまですが、誰もが知っておかなければ
ならないことがあります。それは「タバコが私
たちの身体に及ぼす悪影響」と「タバコを吸う
本人はもちろん、自分では吸わない人にも悪

影響を及ぼしている」「タバコに含まれるニコ
チンという成分にある強い依存性」です。タバ
コのことをよく知って、誰もが快適で健康的な
生活を送れるよう、タバコの吸い方について今
一度見直してみましょう。

平成２０年６月に各字区長さんに「タバコの
受動喫煙防止に関する調査」をお願いして、各
区での受動喫煙防止の取り組みをお聞きしま
したので、ご報告します。
３年前に同様の内容で調査しましたが、その
時と比較すると結果表のとおり「禁煙・分煙」に
取り組まれている区の数は平成１７年の１０区
から、平成２０年度については２５区に増えてい
ます。

しかし、無回答の区を含め、施設内における
禁煙や分煙のいずれについても取り組まれて
いない区の数が１０区となっていて、今後積極
的に取り組んでいただきたいところです。また、
すでに禁煙・分煙に取り組んでおられる区につ
いては、今後はさらに、区の集会場以外の場（バ
ス車中、通夜の席、寺の行事等）についても、区
民の皆さんの健康づくりのために禁煙・分煙の
取り組みの推進についてお願いします。

受動喫煙防止のための各字での取り組み状況

多賀町においては、６５歳以上の高齢者の占
める割合は２７.８４％（平成２０年１０月１日現
在）となり、約３人に１人の割合となりました。
高齢化がすすむなかで、がん、心臓病、脳卒
中、糖尿病の割合が増加するとともに、認知症
や寝たきり等の高齢化に伴う障害も増えつつ
あります。
このような中で、国においては、「すべての
国民が健康で明るく元気に生活できる社会」
の実現を図るため、個人の力と社会の力を合
わせて国民の健康づくりを総合的に推進する

「健康日本２１」を策定され、滋賀県において
も県民の健康づくり施策を推進するため「健
康いきいき２１計画」が策定されています。
本町においても、健康を「健やかで心豊かな
人生を送るための財産」と考え、「多賀町健康
増進計画」を策定することとしました。
今回、同計画の素案を１月13日（火）〜1月
27日（火）までの間、町内各施設に配布していま
すので、ご覧いただき、ご意見をいただきたい
と思います。計画に関するご意見・ご質問は、福
祉保健課までお願いします。

多賀町健康増進計画（案）策定のお知らせ

たばこの受動喫煙防止に関する調査結果（Ｈ１７・２０年）

禁煙・分煙を実施している集会所の合計は平成１７年で１０カ所
でしたが、平成２０年で２５カ所に増えています。

単位：カ字
平成１７年６月 平成２０年６月

禁煙・分煙を実
施している

施設内において
禁煙している ２ １８

施設内で喫煙場
を設けている ８ ７

禁煙・分煙を実
施していない

禁煙や分煙など
特にしていない ２４ ７

無回答 ２ ４
合計 ３６ ３６

施設内の喫煙場の状況
単位：カ字

平成１７年６月 平成２０年６月
喫煙所は仕切り
をして吸煙機が
ある

０ １

仕切りをしている １ １

仕切りはなく所
定の場所がある ７ ５

施設内に喫煙場を設けていても、その多くは
仕切りや吸煙機はありません。

今年で、２７回目を迎える犬上郡体
育協会主催の「犬上田園マラソン」
が、１１月２３日に豊郷町にある「豊栄
のさと」周辺で行われました。
１１月に入り一気に冷え込みました
が、当日は前日までの雨も止み絶好
のスポーツ日和となりました。各種目
とも当日参加者も多数あり、走り終え
た後にはあたたかい豚汁がふるまわ
れ、体がまた一段とあたたかくなった
ようです。

多賀町からは小学生男子３キロの
部で、１位に久保田悠雅くん、２位に
小林慶次くん、小学生女子３キロの部
で、１位に棚池穂乃香さん、２位に佐
久間樹さん、３位に棚池夏芽さん、女
子５キロの部で、安田麻里さんがみご
と入賞され、小学生女子３キロの部は
１位〜３位まで多賀町が独占という
素晴らしい結果でした。各種目の入賞
者は下記のとおりです。

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

第２７回犬上田園マラソン開催！

入賞者（敬称略）
３キロ 小学生男子 ３キロ 小学生女子
優勝 久保田悠雅（多賀町） 優勝 棚池穂乃香（多賀町）
２位 小林　慶次（多賀町） ２位 佐久間　樹（多賀町）
３位 二森　翔大（彦根市） ３位 棚池　夏芽（多賀町）
５キロ 中・高・一般男子 ５キロ 中・高・一般女子
優勝 大島　有平（彦根市） 優勝 野瀬　円加（甲良町）
２位 疋田　祥基（彦根市） ２位 安田　麻里（多賀町）
３位 疋田　晃太（彦根市） ３位 清水　峰子（豊郷町）
１０キロ 高・一般男子 １０キロ 高・一般女子
優勝 小林　　太（甲良町） 優勝 村上　憲衣（彦根市）
２位 柴原　正樹（彦根市） ２位 谷澤美代子（彦根市）
３位 伊藤　暢祐（東近江市） ３位 松浦美代子（彦根市）

先月号でもお知らせしました、元気
アップ親子セミナーが下記のとおり
開催されます。皆さんのご参加をお
待ちしています。
日時■１月２５日（日）　９時〜�

（受付は８時３０分〜）

場所■多賀町中央公民館�
大ホール・研修室

対象■4歳以上〜小学生の�
親子５０組

主催■多賀町体育指導員、（財）日本レ
クリエーション協会

元気アップ親子セミナーのお知らせ
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高額医療・高額介護合算制度
それぞれを合算し、

年額で限度額を設けます。

環境生活課保険年金係　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
福祉保健課介護保険係　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

高額医療・高額介護合算制度が創設されました。

高額医療・高額介護合算制度とは？
皆さんが医療や介護に支払った金額が高額

となり、自己負担限度額を超えたとき、超えた
分の額を支給される制度があります。
平成２０年４月からは、負担を軽減することを

目的に上記の制度に加えて、新たに「高額医療・
高額介護合算制度」が創設されました。
この制度は、同じ医療保険制度の世帯内で、

年額の医療保険と介護保険の両方の自己負担
額を合算した額がいちじるしく高額であり、自
己負担限度額（下表参照）を５００円以上超え
た場合に支給されるものです。
給付額は、医療保険、介護保険双方で按

あ ん

分
ぶ ん

し、それぞれの保険から支給されます。

所得区分
後期高齢者医療制度�
（７５歳以上）�
＋介護保険

被用者保険または
国民健康保険＋介護保険
（７０〜７４歳の方がいる世帯）

被用者保険または
国民健康保険＋介護保険
（７０歳未満の方がいる世帯）

現役なみ所得者 ６７万円（８９万円） ６７万円（８９万円） １２６万円（１６８万円）

一般 ５６万円（７５万円） ６２万円（８３万円） ６７万円（　８９万円）

低所得者Ⅱ ３１万円（４１万円） ３１万円（４１万円）
３４万円（　４５万円）

低所得者Ⅰ １９万円（２５万円） １９万円（２５万円）

※８月１日から翌年７月３１日までの１年分を合算しますが、初年度については、期間を平成２０年４月１日から平成
２１年７月３１日（１６カ月間）までとし、自己負担額を（　）内の額とします。
※ただし、一般所得者にかかる70歳以上の限度額は、平成21年7月31日までは経過措置があります。

申請

申請受付は、平成２１年８月１日以降を予定しています。

そのほか
平成２０年４月１日施行で、今後内容が変更になる場合があります。

自己負担限度額

医療保険の自己負担額
月額で限度額が設けられています

｢高額療養費｣

介護保険の自己負担額
月額で限度額が設けられています。
｢高額介護サービス費｣

第４０回青少年育成大会が「たくましく　伸
びよう　伸ばそう　多賀の子」のスローガンの
もと、１１月２３日に中央公民館にて開催されま
した。
大会は、オープニングセレモニーとして、多

賀小学校４〜６年生の児童による「万葉集、漢
詩、漢文」のすばらしい暗唱発表を聞きました。
引き続き、青少年育成町民会議が４０周年をむ
かえた記念の年にあたり「４０周年の歩み」を
映像にて振り返りました。
開会行事に続いて顕彰が行われました。この

顕彰は、青少年の健全育成を推進するため、特
にその善行がいちじるしくほかの模範となる青
少年や、青少年の健全育成にその業績が顕著
な指導者・指導団体の方々に、感謝の意を表し、
今後とも善行の継続と青少年の健全育成にご
協力いただくことを祈念して行うものです。
今年度は善行賞としてスポーツや作文・絵画

で活躍し優秀な成績をおさめられた２１人と、
文化芸術を通じて青少年の健全育成に努めら
れた１団体の方々の業績をたたえられました。
表彰にあわして顕彰者の紹介と業績の模様を
映像にて紹介されました。今後ますますのご活
躍を期待します。
顕彰のあとに、青少年の主張発表がありまし

た。多賀小・大滝小から各２人、多賀中から３人
の皆さんが発表し、家族のこと、故郷のこと、将
来の夢について熱い思いを力強くのべられ、参
加者の胸に深く残ったことと思います。
そして最後に、ＮＰＯ法人「日本政策フロン

ティア」を設立し幅広く活躍されている、彦根
市出身で「多賀創生塾」を主宰され多賀町にも
馴染みの深い小田全宏さんが、「検証と展望」
〜続けます、未来の担い手づくり〜のテーマで
講演され大人が夢を持ち、夢を追い続ける社
会をつくることが子どもたちに夢を与える社会
になると話されました。ユーモアがあり、ゲーム
感覚の話し方に参加者も引き込まれました。最
後にリコーダー演奏もしてくださり楽しく話を
聞くことができました。
たくさんの皆さんにご参加をいただき、盛会
のうちに終了することができました。
青少年育成町民会議が今後５０年、６０年と

継続するために、皆さんのご支援、ご協力をお
願い申し上げます。
（多賀町青少年育成町民会議総務部　小菅建次）

た
く
ま
し
く　

伸
び
よ
う　

伸
ば
そ
う　

多
賀
の
子

社会教育課　（有）３-３９６２　（電）４８-１８００　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

第４０回 青少年育成大会

広報たが—2009年1月号

1�

広報たが—2009年1月号

1�

高額医療 いくせい



多賀町は、『「生きる力」をはぐくみ心豊かで
品格ある人づくり』を教育基本目標として、「多
賀町小中連携教育」の実践事業に取り組んで
います。とりわけ、国立教育政策研究所教育課
程研究センターの委嘱を受け、「学力向上に向
けた美しい豊かな言

こ と

の葉
は

の町をめざして〜豊
かな語彙力を身につけ、思考力の深化をはかる
とともに、美しい言葉遣いと美しい文字・書写の

能力を育てる〜」を研究課題として古典・漢文・
名文の暗唱や群読ならびに書写に取り組んで
います。そこで、「青少年育成町民大会」を日ご
ろの学習成果の発表の場と位置づけ、オープ
ニングで日ごろ学校で取り組んでいる内容に
ついて群読で披露しました。また、同時に中央
公民館内において書道展を開催しました。

多賀ささゆり保育園　（有）２-０２０４　（電）４８-０２０４

多賀町の不思議発見
“博物館学芸員の先生にいろんなことを教えてもらったよ”

教育委員会　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３　ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

博物館から多賀町で発見した「ちょう」や「か
ぶとむし」などいろいろな標本を持ってきてい
ただき２時間程度、じっくりと見たり、話を聞い
たり、質問したりと子どもたちは、わくわく、ドキ
ドキの時間を楽しみました。

先生に質問!!
問—なんでちょうちょのはねは、ひかってるの？
答�羽には、小さくて光る粉がいっぱいついてい
るんだよ。１０００個位ついているよ。
問—かぶとむしとくわがたむしが、けんかをした
らどっちがつよい？
答�かぶとむしかな。３年くらい長生きをするこ
くわがたがいるよ。
問—ちょうちょはどうやってなかまをさがすの？
答�黄色と黒色の配列の仕方が種類によってち
がうから目で見て見つけるんだよ。
問—川辺いきものの森で大きい「なまこ」みた
いなものをみつけたよ。それはなに？

答�それは、「山なめくじ」っていうんだよ。２０
cmくらいあるよ。

元気よく手をあげて、いろいろ質問する子ど
もたちでした。小さな科学の芽が、めばえてく
れることを願っています。書道展受賞者（敬称略）

〈最優秀賞〉
『小学生の部』　　　　　　　　　　　　　　　　『中学生の部』
多賀小学校１年　　西嶋　　万惟� 多賀中学校１年　　池原　恵美里
多賀小学校２年　　堀川　紗也華　� 多賀中学校２年　　新谷　　容代
多賀小学校３年　　森　　　誠代� 多賀中学校３年　　新谷　　英莉
多賀小学校４年　　高橋　穂乃香�
大滝小学校５年　　井上　　直人�
多賀小学校６年　　平塚　　愛香�

〈特選〉
『小学生の部』　　　　　　　　　　　　　　　　『中学生の部』
多賀小学校１年　　土田　　真央� 多賀中学校１年　　小澤　美乃里
大滝小学校１年　　圓城　　愛鈴� 多賀中学校１年　　澤田　　祐花
多賀小学校２年　　安田　奈津希� 多賀中学校１年　　久保田　将登
大滝小学校２年　　久保田　　陸� 多賀中学校１年　　水口　　結貴
多賀小学校３年　　平塚　　結菜� 多賀中学校２年　　福本　　優季
大滝小学校３年　　深田　　莉穂� 多賀中学校２年　　岡嶋　　兼慶
多賀小学校４年　　土田　　彩果� 多賀中学校３年　　佐久間　　梓
大滝小学校４年　　田辺　　　絃� 多賀中学校３年　　藤内　みなよ
多賀小学校５年　　澤田　　楽人� 多賀中学校３年　　塚本　妃斗美
多賀小学校５年　　種村　　翔太�
多賀小学校６年　　木村　　栄作�
多賀小学校６年　　澤田　　真佑�

「
青
少
年
育
成
町
民
大
会
」で
、古
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文
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や
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展
が
開
催
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し
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親子なかよしデー
“秋の木の実が家族の宝ものに　へんしーん”

昨年の１１月１５日に、３歳児の親子仲良し
デーを開催しました。たくさんの親子が参加し
てくださり、ふれあいあそびでは、ふだん、と
もだちとしているあそびを親子でしました。か
らだ全体にふれながらするふれあい遊びでは、
「わー！くすぐったーい」とか「キャー！キャー！」
とうれしい声をあげながら、お家の人の体の
温かさや柔らかさを肌で感じとっていたよう
です。肌と肌のふれあいで、心を充足させた後
は、親子でじっくりと取り組める製作あそびをし
ました。
材料は、お家の人と集めたり、みんなとお散

歩にいって集めた秋の木の実や緑化推進事業
から協力を得ていただいた木切れを活用して、
親子で製作をしました。子どものかわいい発想
とお家の方のステキなアイデアがひとつにな
り、ほのぼのと心温まる作品が完成しました。

親子でつくった作品が大切に扱われ、今も家庭
のどこかに飾られ、家族の心の絆になってくれ
ることを願っています。
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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@town.taga.lg.jp

多賀のゆかいな生き物図鑑㊷
博物館の門松にもつかっています

モウソウチク

新年になり、はじめに紹介する生き物は、こ
のモウソウチクです（丑年だけに、「モー」ソウ
チクということで……）。
モウソウチク（写真１）は、中国原産のタケの
仲間で、江戸時代に日本各地に広まったといわ
れています。中国が三国時代と呼ばれていたこ
ろ、呉

ご

の国の孟
も う

宗
そ う

という人が病気の母親のため
に雪の積もった竹林を掘ると、地中からタケノ
コが出てきたという話にその名前が由来して
います。
モウソウチクは、節にあるすじ模様が一本

であることから（写真２）、もともと日本に生息
しているマダケなどと見分けることができます
（マダケなどは二本）。日本に生育するタケの
中では、もっとも大きくなり、場所によっては高
さが２０ｍにもおよびます。そのため、ほかのタ
ケ類に比べて、幹が太く、厚みもあります。ひと
つの節から４〜８枚程度の葉をつけた枝がでて
おり、年ごとに枝分かれをしながら伸びていく
ため、この枝分かれした節の数を数えると年齢
もわかるといわれています。
一方でモウソウチクは、私たちの生活の中で

よく使われているタケでもあります。新芽はタ
ケノコとして食用に（写真３）、また成長したタ

ケは、素材として強くしなやかなため、生活道
具だけでなく、建築や農業などに使う道具の材
料に利用されてきました。現在、博物館の入口
に飾っている大きな門松も、敏満寺に生育して
いるモウソウチクを使ったものですが、なんと
幹の直径が２０cm近くもあるとても大きなも
のでした。
しかし、近年の原材料の変化にともない、そ
の利用頻度が少なくなり、放置される竹林が多
くなりました。このことによって竹林の環境が
荒廃し、一方では周りの森林などへも根を伸ば
し、辺り一帯が竹林に変わることも少なくあり
ません。もともとはうまく竹と付き合ってきた
人の生活が変わってしまうことで、生態系のバ
ランスが崩れ、多くの森林や里山で影響がでて
いるのです。このような中、近年では竹林の管
理とその利用方法を今一度見直そうという活
動も各地で行われています。
（多賀の自然と文化の館学芸員　金尾滋史）

期間のみ、常設展示入口で展示しています。

開催期間■１月６日（火）〜２月１５日（日）
場所■博物館　常設展示室
　　　※�多賀町在住・在勤の方は、常設展示室

を無料でご覧いただけます。

博物館の常設展示室にある「多賀の自然」
コーナーでは、今年の干支「丑

う し

」にちなんだト
ピック展示「ウシにまつわる干

エ

支
ト

セトラ」を行い
ます。ウシという名前がつく生き物、牛につけら
れていた鞍

く ら

や牛の草
わ ら じ

鞋などたくさんの牛にま
つわる生き物や民具が大集合!!新年のはじまり
は常設展示室にぜひお越しください!!
また、滋賀県には生息していませんが、東海
地方に生息している淡水魚、ウシモツゴもこの

常設展示室トピック展示

ウシにまつわる干
エ

支
ト

セトラ

講師■金尾滋史�
（多賀の自然と文化の館学芸員）

持ち物■防寒着、双眼鏡など
参加費■１００円
定員■２０人（小学３年生以下は保護者同伴の

こと）
共催■日本野鳥の会滋賀支部

野鳥の森は、水鳥をはじめ、猛
も う

禽
き ん

類など多く
の野鳥が観察できる場所です。今回の観察会
ではどんな鳥に出会えるでしょうか？みんなで
野鳥の森にいる鳥を観察してみましょう。
日時■１月２４日（土）　９時３０分〜１２時
場所■県立野鳥の森（多賀町一円）
集合■多賀の自然と文化の館（９時１５分）

自然観察会

多賀の野鳥観察会

▲町内でもよく見ることのできるモウソウチク
　（写真１）

▲モウソウチクの節のすじ模様の数は一本です。（写真２）

▲モウソウチクの新芽、タケノコ。博物館の中庭で生え
てきたものです。（写真３）

▲ウシモツゴ

▲ノスリ ▲オシドリ
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多賀町立図書館　（有）2-1142　（電）48-1142　（Ｆ）48-1164　tosho@town.taga.lg.jp

あけぼのパークカレンダー
1月の休館日
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。

2月の休館日
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

■…休館日

※１８〜２７日は、蔵書点検のため、図書館のみ
休館です。

移動図書館さんさん号　1月・2月の巡回

2月6日（金）
1月9日（金）
2月13日（金）

1月16日（金） 1月23日（金）

10:10〜10:35
藤瀬

(草の根ハウス前)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所前)

10:10〜10:35
藤瀬

(草の根ハウス前)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所前)

10:45〜11:10
川相

(「皆さまの店くぼ」さん)

10:55〜11:30
多賀清流の里

10:45〜11:10
川相

(「皆さまの店くぼ」さん)

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

(自警団車庫横)

14:00〜14:30
多賀幼稚園

14:00〜14:30
大杉

(自警団車庫横)

14:00〜14:30
犬上ハートフル
センター

14:50〜15:20
萱原

（バス停留所前）

15:20〜15:45
猿木

(西光寺前)

14:50〜15:20
萱原

（バス停留所前）

15:20〜15:45
猿木

(西光寺前)

15:40〜16:15
たきのみや保育園

15:55〜16:25
多賀ささゆり保育園

15:40〜16:15
たきのみや保育園

15:55〜16:25
多賀ささゆり保育園

※�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。
※�多賀幼稚園は第2金曜日のみ、
　犬上ハートフルセンターは第4金曜日のみの巡回です。

映画会—アニメ『おさるのジョージ』
日時■１月３１日（土）　１５時〜　（８７分間）
場所■２階　大会議室

おはなしのじかん
日時■１月１０、１７、２４日
　　　いずれも土曜日　１５時〜
場所■おはなしのへや
※�第１・３土曜日は子どもの本のサークル「このゆび
とまれ」、そのほかは図書館司書が行います。

新春年賀状展
期間■１月10日（土）〜２５日（日）
場所■あけぼのパーク多賀　ホール
共催■多賀大社

第７回「四季彩々」写真展
期間■１月6日（火）〜２５日（日）
場所■対面朗読室
写真出展■神田裕弘さん

「蔵書点検応援団」募集
２月１８日（水）からの特別整理休館日に向けて
行う、図書館資料の点検に参加しませんか？
活動期間■１月１０日（土）〜２月２７日（金）
　　９時〜１７時のご希望の時間帯に参加
活動場所■図書館　閉架書庫および開架室
活動—内容■携帯端末による図書館資料の点検作業等
参加条件■中学生以上
参加申し込み■カウンター、電話等で受付中
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

特別休館（図書館）のお知らせ
本の点検・整理のため、休館します。
期間■２月１８日（水）〜２７日（金）
※�本の返却は玄関横のブックポストへお願いし
ます。
※�ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤは、ブックポストへは返却で
きません。
※博物館、文化財センターは開館しています。

子どもの本のサークル

「このゆびとまれ」
子どもの本について学んだり、「おはなしの

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
いりません。お子さん連れでも参加できます。
日時■１月１７日（土）
　　１３時３０分〜（毎月第１・３土曜日）
活動場所■２階�　大会議室

あ
け
ぼ
の
パ
ー
ク
多
賀
か
ら
の
お
し
ら
せ

本の紹介

一般書
『軍師の門』（上巻）
火坂雅志/著
角川学芸出版　９１３.６—ヒサ
豊臣秀吉の下には「二兵衛」と称
される名軍師がいた。野心家の
心と世捨て人の心を併せもつ竹
中半兵衛。志を抱きまっすぐに生
きようとする黒田官兵衛。彼らの
運命を描いた歴史小説。

『スナッチ』
西澤保彦/著
光文社—　９１３.６—ニシ
２２歳だった次の日、ぼくは５３歳
になっていた。空白の３１年。人
生の黄金期の収奪。おぼえのな
い過去を振り返る彼に、さらなる
危険が迫る！

『ファミリーポートレイト』
桜庭一樹/著
講談社　９１３.６—サク
あなたとは、この世の果てまで
いっしょよ。親子だもの。ママの
名前は、マコ。マコの娘は、コマ
コ。数奇な運命と物語が動き出
すー。

児童書
『おふろおばけ』
村田エミコ/ぶん・え
大日本図書　ＫＥ—オフ
ひとりでおふろに入るのって、ほ
んとにこわいんだ！ゆぶねのなか
に、へんなやつがいたらどうしよ
う……。でも、あれれ？すっごくた
のしい！

『ハリセンボンがふくらんだ』
鈴木克美/作
あかね書房　ＫＥ—ハリ
からだじゅうに、太くて長くて、す
るどいとげがいっぱいはえてい
るうみのいきもの、ハリセンボ
ン。知れば知るほどすきになる、
ハリセンボンのふしぎをしょうか
いします。

『フングリコングリ』
岡田淳/作・絵
偕成社　Ｋ９１３—オカ
ぼくは小学校で図工の先生をし
ている。ある日、シジミチョウに話
しかけられて……。放課後の図
工室を訪れる、ふしぎなお客たち
とは？

応援団・サークル活動日

※随時、各メンバー募集中!!　詳しくは図書館までお問い合わせください。

「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし

ます。
日時■１月１０日（土）　１３時３０分〜
　　　（毎月第２土曜日）
活動場所■２階　小会議室

読書会
一緒に文学の世界を楽しみませんか。

日時■１月７日（水）　１０時〜
　　　（毎月第１水曜日）
活動場所■２階　小会議室

広報たが—2009年1月号

1�

広報たが—2009年1月号

1�

図書館おしらせ



よろず相談
今月の相談日■１月１６日（金）
来月の相談日■2月１６日（月）
時間■いずれも9時〜11時30分
場所■多賀町総合福祉保健センター
「ふれあいの郷」　ボランティア室

湖東・湖北地域障害者就職—
面接会開催のご案内
彦根・東近江・長浜の各公共職業安
定所が中心となって障害者の方を対
象とした就職面接会を開催します。
彦根・東近江・長浜方面に就業（働

く）場所がある事業所の担当者から、
その場で仕事内容、労働条件、厚生福
利等について直接説明を聞くことが
できますので、就職をお考えの方は
ぜひご参加ください。
彦根会場
日時■１月２６日（月）
　　　１３時３０分〜１５時３０分
場所■ビバシティホール（ビバシティ

彦根内）〈ＪＲ南彦根駅東口徒
歩１０分〉

近江八幡会場
日時■１月３０日（金）
　　　１３時３０分〜１５時３０分
場所■県立男女共同参画センターＧ-

ＮＥＴしが　大ホール〈ＪＲ近江
八幡駅徒歩１５分〉

※�上記２会場のうち、両方でもどちら
か一方でも参加可能です。（参加事
業所は各会場約１０社の予定です
が、一部を除き参加企業は各会場
で異なります。）
※�面接会当日は、何通か履歴書を持
参ください。

※�参加事業所等の詳細については、
ハローワークへお問い合わせくだ
さい。
お問い合わせ・詳細
ハローワーク彦根
（電）２２-２５００（担当：田中・望月）

「特別慰労品」贈呈の受付が
平成２１年３月３１日（火）で
終了します
〇外地からの引揚者（引揚者）
〇恩給などを受けていない旧軍人の
方（恩給欠格者）
〇シベリアなどで強制抑留された方
（戦後強制抑留者）
に『特別慰労品』を贈呈しています

（ご本人からの請求にもとづいて贈

第２０回多賀の農業・農山村を
考えるつどいのお知らせ
多賀の農業や林業の抱える問題に

ついて一緒に考える機会としましょう。
詳細は後日チラシ等でご案内します。
日時■２月８日（日）　１３時３０分〜
会場■中央公民館　大ホール
お問い合わせ
農林商工課
（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７

雅楽講座　受講生募集
文化の中心であった大和や京畿と
のつながりが多かった近江の国は、
早くから文化が開け、多賀大社をはじ
め、胡宮神社、大滝神社では、祭礼と
ともに雅楽も伝承されています。
多くの方に手軽に日本の伝統音楽

である雅楽に触れていただこうと、雅
楽講座を開講しますので、この機会に
ぜひご参加ください。
期間■２月〜１１月まで間の２０回
日程■毎月第２、第４日曜日　１９時〜２１時
対象■雅楽に興味のある初心者の方
定員■鳳

ほ う

笙
しょう

・篳
ひ ち

篥
り き

・龍
りゅう

笛
て き

　各管若干名
受講料■２０,０００円（月２,０００円　前納）
内容■講座終了時に２曲演奏できる

ように指導します。
場所■多賀大社参集殿
申し込み締切■１月３１日（土）
お問い合わせ
多賀大社社務所内
文化振興基金「雅楽講座」係
（電）４８-１１０１　（Ｆ）４８-２０２９

福祉の職場説明会のお知らせ
福祉の職場に就職を希望される人

（大学、短大、専門学校生を含む）を
対象に、社会福祉施設等との個別面
談会を開催します。
日時■１月２８日（水）　１３時〜１６時
場所■琵琶湖ホテル
　　　大津市浜町２-４０
　　　（電）０７７-５２４-７１１１
内容■個別職場説明コーナー、相談

コーナー、職業適性診断コー
ナー

呈され、ご遺族の方からの請求はでき
ません。）「引揚者」は、終戦の日まで
引き続き１年以上外地で生活してい
て、戦後引き揚げてきた家族全員が
対象です。
請求書等は、福祉保健課の窓口に
あります。未請求の方は、早急に申請
してください。
資格要件等のお問い合わせ
独立行政法人　平和記念事業特別基金
（フリーダイヤル）０１２０-２３４-９３３
�（受付時間は、月〜金の９時１５分〜
１７時１５分）
※�請求に関するお問い合わせや相談
は、無料です。

放送大学—
４月生募集のお知らせ
放送大学では、平成２１年度第１学期

（４月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビなどの放送を

利用して授業を行う通信制の大学で
す。働きながら学んで大学を卒業した
い、学びを楽しみたいなど、さまざま
な目的で幅広い世代、職業の方が学
んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然

科学など、幅広い分野を学べます。
〇１５歳以上の方なら、１科目から学
習する選科履修生・科目履修生とし
て入学できます。
〇１８歳以上の大学入学資格をお持
ちの方なら、無試験で全科履修生
として入学でき、４年以上在学して
１２４単位以上を修得し、卒業する
と、学士（教養）の学位を取得でき
ます。
〇ひとつの分野を体系的に学びたい
方には、「放送大学エキスパート」を
実施しています。
出願期間は２月２８日（土）まで。資料

を無料で差し上げています。お気軽
にお問い合わせください。
資料請求・お問い合わせ
放送大学滋賀学習センター
（電）０７７-５４５-０３６２
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｕ-ａｉｒ.ａｃ.ｊｐ

産業別最低賃金—
改正のお知らせ
【産業別最低賃金】
平成２０年１２月２０日発効

業種 時間額

紡績業、化学繊維製造業、
そのほかの織物業、染色整
理業、繊維粗製品製造業、
そのほかの繊維製品製造
業

７２６円

繊維工業（ねん糸製造業、
織物業、綱・網製造業、レー
ス・繊維雑品製造業）※１

６９６円

ガラス・同製品、セメント・同
製品、衛生陶器、炭素・黒鉛
製品、炭素繊維製造業

８０７円

製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄
素形材、鋳鉄管製造業※２ ７７５円

はん用機械器具、生産用
機械器具、業務用機械器
具製造業（旧「一般機械器
具製造業」）

８０８円

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業

７９０円

自動車・同附属品製造業 ８１０円

計量器・測定器・分析機器・
試験機、光学機械器具・レ
ンズ製造業

７９６円

各種商品小売業 ７３８円

※１　平成１７年１２月１８日発効
※２　平成１６年１２月１８日発効
【地域別最低賃金】
平成２０年１０月１８日発効
滋賀県最低賃金— ６９１円
お問い合わせ
彦根労働基準監督署
（電）２２-０６５４
滋賀労働局　賃金室
（電）０７７-５２２-６６５４

食品表示についての—
お知らせ
近畿農政局滋賀農政事務所では、

ＪＡＳ法にもとづく食品表示制度の説
明会への講師派遣を行っています。
また、食品表示の情報提供やお問い
合わせを受け付ける「食品表示１１０
番」を設置しています。詳しくは、近畿
農政局滋賀農政事務所地域第二課ま
でお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
近畿農政局滋賀農政事務所
地域第二課
（電）０７４９-５２-５８９０（代）

労働に関する—
相談のお知らせ
労働者と事業主との間の紛争な

ど、労働に関する各種の相談につい
ては、総合労働相談コーナーをご利
用ください。
彦根総合労働相談コーナー
（彦根労働基準監督署内）
彦根市西今町５８-３　（電）２２-０６５４
そのほか、滋賀労働局長の助言・指

導、紛争調整委員会によるあっせん制
度も利用できます。詳細は、「ｈｔｔｐ://
ｗｗｗ.ｓｈｉｇａ-ｒｏｕｄｏｕ.ｇｏ.ｊｐ/」の「相
談窓口」でも見ることができます。

１１０番通報の適切な利用を！
事件・事故等が発生したときはすぐ

に１１０番してください。１１０番が早
ければ早いほど事件・事故の解決に結
びつきます。
１１０番通報は、皆さんの生活の安
全を守る大切な緊急電話です。
いたずらや間違い電話は、警察官
の緊急対応の妨げとなりますので、絶
対にしないでください。

参加事業所数■約７０事業所（予定）
参加費■無料（事前申し込み不要）
お問い合わせ
�社会福祉法人滋賀県社会福祉協議
会　福祉人材・研修センター人材
情報担当
（電）０７７-５６７-３９２５
（Ｆ）０７７-５６７-３９２８

『教員免許』が更新されます。—
手続きはおすみですか。
平成２１年４月から教員免許更新制

が実施されます。平成２１年３月３１日
までに教員免許状を取得した現職教
員の方々は、各自の修了確認期限ま
でに３０時間以上の免許状更新講習
を受講・修了し、勤務する学校が所在
する都道府県の教育委員会に必要な
手続きを行うことが必要となります。
教員免許状をお持ちですが現職教
員でない方々は、免許状更新講習を
受講することはできませんが、各自の
修了確認期限までに免許状更新講習
を受講・修了しなくても、お持ちの免
許状が失効することはありません。
なお、臨時または非常勤の講師とし

て学校に勤務することを希望される方
は、各自の修了確認期限が過ぎている
場合、勤務前に免許状更新講習を受
講・修了することが必要となります。滋
賀県教育委員会等に登録することで、
各自の修了確認期限前または期限後
に免許状更新講習を受講することが
できるようになりますので、滋賀県教
育委員会等にご相談ください。
なお、登録は更新講習受講資格の
付与に必要なものであり、直ちに採
用が決定されるものではありません。

教員免許更新制の詳細は
文部科学省ホームページ

�ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｅｘｔ.ｇｏ.ｊｐ/ａ_ｍｅｎｕ
/ｓｈｏｔｏｕ/ｋｏｕｓｈｉｎ/
をご覧ください。
お問い合わせ
滋賀県教育委員会　教職員課
（電）０７７-５２８-４５３１
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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—1カ所—②—3カ所—③—5カ所
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—
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは1月30日（金）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

問題

新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。「や
まびこクラブ」が多賀町に誕生して、
今年で３年目。「町民の皆さんが楽し
みながら、健康的に運動ができるメ
ニューを少しずつでも増やせていけ
たら……」「老若男女が交流を持ちな
がらスポーツできる、まちづくりのお
手伝いができれば……」と思っていま

多賀やまびこクラブ事務局（多賀勤労者体育センター内）　㈲2-2480　（電）48-1115　yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

ひとのうごき
平成２０年１１月末現在
（　）内は前月比
■人口
8,208人� （−　９）
■男性
3,929人� （−　5）
■女性
4,279人� （−　４）
■世帯数
2,690世帯�（±　０）

先月号の答え
②—3カ所
でした

す。今年も当クラブのサークル・特別
教室をぜひ体験してみてください。皆
さんのご参加をお待ちしています。
会員のための無料サークルです。
体験も歓迎！
★バドミントン／毎週水曜日、９時
３０分〜１１時。毎週金曜日、１９時
〜２１時。どちらも勤労者体育セン
ター

★フリースポーツ／毎週土曜日（第５
土曜日除く）、１９時３０分〜２１時。
勤労者体育センター
★卓球／毎週金曜日、１９時〜２１時。
滝の宮スポーツ公園
※フリースポーツは持ち込み自由で
好きなスポーツが楽しめますが、ほ
かの利用者に迷惑のかかるスポー
ツはご遠慮くださいね。

◎事務所開館日〈火曜日〉１３時〜１６時〈水曜日〉９時〜１２時〈金曜日〉９時〜１６時〈土曜日〉９時〜１２時（都合により開館日が変更の場合があります）

生まれました！
☆野

の

村
む ら

　聡
そ う

太
た

（弘一・良美）

☆土
ど

居
い

　結
ゆ い

華
か

（和彦・綾美）

おくやみ申し上げます
◆清水　志づ　８２歳
◆髙木　秀雄　７２歳
◆見津　清昭　６３歳
◆堀川惣一郎　８７歳

◆堀畑　孫二　８９歳
◆北川　むめ　９４歳
◆新谷　太一　８６歳

結婚しました！

♥大道　泰正
　前川　千鶴

♥金尾　滋史
　山中佐紀子

（敬称略）

ふれあいの郷トレーニング室

トレーニング室であなたの健康づくり！
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。利用講習会を受講していた
だかないと、体力測定は受けられません。

2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。

28日（土）

13日（金）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
fukushi@town.taga.lg.jp

相
談
・
健
診
・
予
防
接
種
・
ひ
ろ
ば
の
案
内

相談等
すくすく相談
２月17日（火）　受付時間▶１０：００〜１１：００
子どもの健康、子育て等について受け付けています。
すこやか相談
２月１０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（離乳食教室）
２月２日（月）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年９月生まれの乳児
１０カ月児健診
２月２日（月）　受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ２０年３月生まれの乳児
２歳６カ月児健診
２月３日（火）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ１８年７月・８月生まれの幼児
３歳６カ月児健診
２月１８日（水）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ１７年７月・８月生まれの幼児
整形外科健診
２月２５日（水）　受付時間▶１３：４０〜１４：００
Ｈ２０年１１月・１２月生まれの乳児
赤ちゃんサロン
２月２７日（金）　受付時間▶１０：００〜１０：１０
０歳代の親子
予防接種
ＢＣＧ
２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
三種混合
小菅医院　多賀診療所　２月４日（水）
１１：３０〜　予約制
※ほか３医院、４病院は１年中実施（予約制）
※「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・予診表をご
持参ください。

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　９：００〜１３：００
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。

園庭開放

火曜日・金曜日— ９：００〜１３：００
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遊びに
来てください。雨天は、中止です。

にこにこ広場
２月は、みんなで歌を歌ったり、思い出を語り合ったり
しながら、親子で楽しく思い出のアルバムを作りましょ
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。また、月ごとの予定は「にっこりメール」�（各公共
施設に掲示）で、お知らせしています。

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
　２月２５日（水）　１０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）４月〜９月生
　２月１７日（火）　１０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）１０月〜３月生
　２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）
　２月３日（火）または４日（水）　１０：００〜１２：００
１歳のお誕生会

２月20日（金）　１０：００〜１１：３０
１月、２月、３月に１歳のお誕生日を迎えるお子さんがお
られる方、合同の誕生会を２月にします。また、今まで
の誕生会に出席できなかった方もお越しください。

おしゃべりデー

２月２４日（火）　１０：００〜１１：３０
場所　子育て支援センター
子育て仲間や経験者と集い､気楽におしゃべりをして子
育ての情報交換をしませんか。子育てのヒントになる
にお話が聞けるのではないでしょうか。
子育て支援センター　（有）２-１０２５　（電）４８-１０２５
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1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■あけましておめでとうございます。今年は、丑
年です。世間はめまぐるしく変化していますが、せめて自
分自身のことはゆっくりとしっかりと考えたいですね。■
今年はどんな年になるのでしょうか？医療・介護・年金など
生活の根幹をなすものへの不安などが大きいと感じてい
ます。■身のまわりや社会で起こっているさまざまな問題
にまずは、関心をもつことが大切ではないでしょうか？ひ
とりでも多くの人が、関心を持つことからはじめれば変化
は起こるのではないでしょうか……
kikaku@town.taga.lg.jp	 （ぽ）
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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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