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税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594

平成30年度多賀町国保『人間ドック』申込受付が始まります!!
多賀町国民健康保険では、今年度も人間（脳）ドック受診費用の一部助成を実施します。健康のバロメーターは健診でしか

測れません。ぜひ受診ください！

■助成対象者　次のすべてに該当する方
¢多賀町国民健康保険にご加入中の方
¢多賀町国民健康保険税に滞納がない世帯の方
¢75歳未満の方

■助成金額　費用の1／2（上限2万円）
※100円未満切り捨て

■受診期間　4月2日（月）〜12月末
※75歳になられる方は、誕生日までに受診してください。

■申込期間　4月2日（月）〜4月27日（金）
※8時30分〜17時15分　（土日・祝日を除く）

■申込方法　次のものをお持ちのうえ、税務住民課の窓
口へお越しください。
¢国民健康保険被保険者証
※電話での受付はできません。
※窓口でのお申し込み時に「人間ドック利用券」をお渡し
しますので、希望される提携先医療機関に直接お電話
で予約してください。受診の際、助成金額を差し引い
た自己負担分を病院へお支払いください。

■結果説明会　健診結果が返却されましたら、福祉保健課
から結果説明会のご案内をします。生活習慣の改善に向
けて個別に、詳しく、ていねいにお話ししますので必ずお
越しください。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

3月1日〜3月8日「女性の健康週間」です
女性のからだは女性ホルモンによって変化します。また、

女性の生き方も多様化し、ライフスタイルも変化してきて
おり、女性のからだと健康に大きな影響を与えています。

充実した人生を送るためには、からだもこころも健康
であることが大切です。自分のからだについての正しい
知識をもち、からだからのサインを見逃さないようにしま
しょう。

いつまでも美しく健康でいるために、
基本的な生活習慣を整え、食事のバラ
ンスに気をつけ、運動の習慣をとり入れ
るなど、この機会に自分のからだと生活
についてふり返ってみませんか。

1月20日

多賀町産米が2年連続で優秀賞・優良賞を受賞!
近江米振興協会主催の「滋賀県み

ずかがみ食味コンクール」で、土田の
（株）多

た

賀
が

穂
す い

が優秀賞を、敏満寺の吉川
敏
と し

一
か ず

さんが優良賞をそれぞれ受賞さ
れました。

みずかがみは、米の食味ランキン
グで最高の特A評価を2年連続で獲
得した滋賀県産のブランド米であり、
環境こだわり農産物の認証も受けて
います。このコンクールは滋賀県産

みずかがみの中から特に外観・食味
の優れたものを表彰するものです。
表彰者は10人で、内2人が多賀町内
からの出品者であることから、多賀町
産米の品質の高さを十分にアピール
する結果となりました。

なお、昨年も多賀町内の生産者の
方2人が優秀賞・優良賞をそれぞれ
受賞されており、高品質のお米を安定
して生産できていることの証となりま

した。受賞された皆さん、本当におめ
でとうございます！

2月1日

ぬくもり感じる多賀町産木材で家づくり
多賀町産木材を使って新築住宅を

建てていただくと最高100万円の補
助金があります。この補助金を利用し
た個人住宅が現在4棟建築中です。

町内の森林の約60％は人が植え
た人工林で、木材価格の低迷等の理
由により関心が薄くなり、手入れの行
き届かない森林が多くなっています。
このままでは森林が持つ土砂流出防
止等の多面的な機能が十分に発揮で
きない恐れがあります。

町では「植える→育てる→使う」とい
う森林資源の適切な循環利用に向け
た取り組みをおこなっています。この
補助金によって「使う」という木材の出

口が少しでも拡大し、森林の健全な育
成につながることを期待しています。

何より、多賀で育った木材の温
ぬ く

もり
と香りに包まれた多賀の暮らしを満
喫できる大きなチャンスです。町内で
新築をご検討の皆さん、町産木材の

利用をぜひご検討ください！
詳細は産業環境課までお問い合わ

せください。
お問い合わせ
産業環境課（林政）
（有）2-2012　（電）48-8118

1月24日

個性を活かしたものづくりに取り組んでいます
森林資源をはじめとする多賀町の

特産・特性を活かしたものづくりを考
えようと、杉の子作業所の皆さんと有
志の皆さんが「ものづくり会議」をお
こなっています。今回は大きな紙に自
由に描くというテーマでワークショッ
プをおこないました。参加した皆さん
がそれぞれの個性の豊かさを楽しむ

ことができ、またものづくりに活かせ
るという実感を持つこともできたよ
うです。今後はこの作品をデータ化
して、デザインのモチーフとなるもの
を探し、次の作品につなげていくこと
を考えています。この取り組みを通し
て、どんな作品や製品・商品が生まれ
てくるのかとても楽しみです。

▲（前列左から3番目）㈱多賀穂の土田勇さ
ん、（後列右から3番目）吉川敏一さん

▲自由に描きました

▲完成が楽しみです ▲木材を使うことにより森林資源の循環をはかります

産業環境課 （農政）　（有）2-2030　（電）48-8117　（Ｆ）48-0594

農業委員会だより
1月12日に開催された委員会の審議内容です。

• 議案第1号　農地法第3条の規定による農地所有権の移転許可申請……2件
※農地である田や畑を、売買や贈与で耕作権や所有権を変更するための申請です。

• 議案第2号　農業経営基盤強化促進法第18条の規定にもとづく農用地利用集積計画の決定について……5件
※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。

• 議案第3号　非農地証明願承認について……1件
※耕作放棄後20年以上経過し荒廃地となり、農地として復旧が不可能な農地を非農地とする証明です。

• 報告第1号　農地法第3条の3第1項の規定による届出について……2件
※相続等によって、農地の権利を取得された方がおこなう届出です。

• 報告第2号　農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出について……1件
※市街化地域の農地を転用し、第三者と売買等をおこなう届出です。

• 報告第３号　農地法第１８条第６項の規定による合意解除通知について……６件
※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。

次回の農業委員会総会	 ■日時　3月9日（金）　13時30分〜
	 ■会場　多賀町役場　2階　大会議室
※総会の議事録は、農業委員会事務局（産業環境課）にて閲覧できます
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学校教育課　（有）2-3741　（電）48-8123　（Ｆ）48-8155

平成30年度就学援助制度について
多賀町では、町内にお住まいで小中学校に就学されているお子さんがおられるご家庭のうち、経済的な理由により就

学に必要な経費の負担にお困りの保護者を対象に、学用品費・学校給食費・校外活動費・修学旅行費などの一部を援
助します。

①援助の対象となる世帯および必要書類
次のアからエに該当される方が対象です。

援助対象世帯 必要書類

ア 生活保護を受けている世帯 生活保護受給証明書の写し

イ 町民税が非課税または減免されている世帯 町民税非課税証明書

ウ 児童扶養手当の受給世帯 児童扶養手当受給者証の写し

エ 経済的な理由により、学資の支弁が困難と認められる世帯
（ただし所得制限があります）

源泉徴収票・確定申告書など昨年の所得が分かるもの（同
居する家族全員）の写し

②申請手続き
•	援助を希望される方は、「要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給申請書」（学校、教育委員会または多賀町ホーム
ページから入手してください）に必要事項を記入のうえ、①の必要書類を添えて各学校へ提出してください。

◆添付書類を省略できます
マイナンバー制度の実施に伴い、申請書に世帯全員の
個人番号を記載の上、申請者（保護者）の「個人番号カー
ド」の写し等を添付することで①の添付書類を省略する
ことができます。

※写真付きの身元証明となるものがご準備できないとき
は、学校教育課へお問い合わせください。

※平成30年1月1日現在の住所が他市町村の場合は、所
得を証明する書類（1月1日現在の住所地が発行した課
税証明書等、収入や各種控除が証明された書類）の添付
が必要です。

③受付期間
4月9日（月）〜20日（金）

※	この援助は、毎年申請が必要ですので、平成29年度に認定されていた方も、援助を希望される場合は必ず申請してくだ
さい。

※年度の途中でも受付しています。ただし、受付日以降の月額の援助しか受けられませんのでご注意ください。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143
こんにちは、保健師です

3月は自殺対策強化月間です
平成29年の全国の自殺者数は21,140人でした。前年より757人減少し、8年連続で減少しています。しかし、自ら命を

絶ち、この世からいなくなってしまっている方がいることに変わりありません。自殺をする人は前もってサインを発している
ケースが多くあります。家族、友人、職場、地域、みんなでそのサインに少しでも早く気づき、苦しんでいる心を受け止めて
あげることが、かけがえのない命を守ることにつながります。

身体の不調は、こころの叫び？
職場や家庭での環境・人間関係などから、私たちは絶えずさまざまな刺激を受けています。それによっ

て生じたこころのゆがみを、私たちはストレスとしてとらえます。

最近増えている「うつ病」は、誰もがかかる可能性のある身近な「心の病気」です。落ち込みなどの精神症状よりも、身体
の症状が前面に出ているときは本人も周囲もうつ病と気づきにくく、発見が遅れがちです。原因不明の身体の症状が続い
ているときには、うつ病が潜んでいる可能性がありますので、注意が必要です。

それでもおかしいと感じたら？
早い段階で異常に気づき、適切な治療を受ければ、軽症のうちに回復させることができます。このとき、「早く病院へ」「が

んばれ」などの言葉は逆効果になるケースが多いので、まずは本人をゆっくり休ませることを最優先に考えてあげましょう。
力になりたい気持ちをストレートに出さず、焦らず、時間をかけて取り組むのが大原則です。

自殺を防ぐために…
自殺の危険がある人を孤立させないこと、気持ちを受けとめるつもりで話を聴き続けてあげることが大切で

す。相手の気持ちが落ち着いてきたら、ようすを見て医療機関への受診や専門家への相談を勧めてみましょう。

相談窓口 電話番号 受付日・時間

福祉保健課 （電）48-8115 月〜金曜　8時30分〜17時15分（祝日、年末年始を除く）

滋賀県彦根保健所
（アルコール・薬物の相談含） （電）21-0283 月〜金曜　8時30分〜17時15分（祝日、年末年始を除く）

滋賀県立精神保健福祉センター （電）077-567-5010 月〜金曜　9時〜16時（祝日、年末年始を除く）★面接は要予約

ストレスが原因で起こるこころ・体・行動の変化

◆心理的な変調
・憂うつ
・気分が沈む
・悲しい
・イライラする

・眠れない
・集中力がない
・自分を責める

　など

◆身体的な変調
・食欲の低下
・頭痛
・動悸
・めまい
・肩こり

・下痢、便秘
・アレルギー
・寝つきが悪い

　
など

◆行動的な変調
・飲酒量が増える
・過食
・遅刻
・笑わない

・ケアレスミス
・対人交流を	

　　さける
　など

①生活習慣を整える
不規則な生活習慣は、身体の不調の

元となります。しっかりと睡眠
をとること、バランスの良い食
事をとること、適度な運動を続
けることを心がけましょう。

②ストレスを自分でコントロールしよう
ストレスを完全に解消することは難し

いですが、吐き出したり、軽くしたりと上
手に付き合っていきましょう。趣味に没頭
する、入浴する、美味しいものを食べるな
ど、自分なりの方法を見つけましょう。

③自分のクセを知ろう
自分がどういう考え方をするのか意識

し、ちょっとだけ考え方を改めるようにす
るだけでも、気持ちを楽にすることがで
きます。

今日からできる！ 心の健康づくり

要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給申請書（世帯全員の個人番号を記載）

◎	申請者（保護者）の	
「個人番号カード」の写し

◎	申請者の「マイナンバーの通知カード」
◎	申請者の運転免許証、パスポートなど公的

機関で発行された写真付きの身元証明と
なるもの

＋
または

あなたのまわりに悩み、苦しんでいる人はいませんか？
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福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

3月1日〜7日「子どもの予防接種週間」です
予防接種は、病気に対する抵抗力をつけたり、発病を予防したりするために大切なものです。母子健康手帳などで接種の

記録を確認し、予防接種の説明書を読んで受けてください。過去の接種状況などがわからない場合は、福祉保健課にご連
絡ください。
お問い合わせ先　福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115

次の予防接種は3月末で公費負担が終了します！
◆麻しん風しん第2期

4月から小学校1年生になる方
（平成23年4月2日〜平成24年4月1日生まれ）

◆2種混合（ジフテリア・破傷風）第2期
小学校6年生の方
（平成17年4月2日〜平成18年4月1日生まれ）

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

特定不妊治療費・人工授精治療費助成の申請期限が迫っています
多賀町では、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）、人工授精で健康保険などの医療保険が適応されない治療費の一部

を助成しています。

特定不妊治療費の助成
■対象（次のすべてを満たす人）

¢多賀町内に居住（住民登録）しており、法律上の婚姻を
している夫婦

¢「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成
を受けている人

¢夫婦のいずれもが町税を滞納していない人

■助成額・回数
•	特定不妊治療（保険外診療分）に要した費用から、滋賀
県の助成金を差し引いた額を町から助成します。ただし、
1回の治療に対する助成額は10万円を限度とします。

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 助成回数
39歳以下 通算6回まで

40歳〜42歳 通算3回まで
43歳以上 助成対象外

※平成28年度までに助成を受けた回数も通算されます。
いずれも43歳になるまでです。

※治療の過程において男性の治療としておこなう「精巣ま
たは精巣上体からの精子採取の手術」（TESE、MESA
等）をおこなった場合は、1回の治療につき5万円を上限

として1年度に1回限り加算します。なお、採卵前に男性
不妊治療をおこなったが精子が採取できず治療が終了
した場合に限り、男性不妊治療のみでの助成も対象とな
ります。

人工授精治療費の助成
■対象（次のすべてを満たす人）

¢多賀町内に居住（住民登録）しており、法律上の婚姻を
している夫婦

¢夫婦のいずれもが町税を滞納していない人

■助成額・回数
•	人工授精（保険外診療分）に要した自己負担額を町から
助成します。助成回数は、通算5回とします。

申請期限・窓口
平成29年度（平成29年4月1日〜平成30年3月31

日）におこなった治療分は、原則として平成30年4月2日
までに申請してください。ただし、治療が終了する日が平成
30年4月1日以降の場合や申請が遅れる場合は、福祉保
健課までご連絡ください。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

たが民児協だより 〜地域のみんなで支えあい〜 高齢者部会

私たち民生委員児童委員高齢者部
会では、「いつもあなたのそばに　こ
れからも地域のために」を合言葉に
地域の皆さんに寄り添って活動させ
ていただいておりますが、その活動に
ついてご紹介させていただきます。
①各字で開催されているサロン見学

交流を深める
②災害時要支援者台帳の確認・点検
③救急医療情報キット「命のバトン」

の配布
④誕生日メッセージカードの活用

⑤振り込め詐欺・悪質訪問販売等の被
害防止用チラシの配布や呼びかけ

などの活動をおこなっています。
多賀町は高齢化率が県下で一番高

く、少子高齢化が進んでいます。そん
な中で町民の皆さんが「お互いさま」
の精神で声掛けや気配りをしていけ
ば、元気に安心して暮らせる町になっ
ていくと思います。
これからも私たち民生委員・児童

委員は、皆さんの身近なよき相談相
手として、地域福祉の向上のため行

政 機 関と連
携を図りなが
ら、今後も活
動 を 続 けて
いきたいと考
えていますの
で、皆さんの
ご理解ご協力
をよろしくお
願いします。

生涯学習課　（有）3-3746　（電）48-8130　（Ｆ）48-2363

多賀語ろう会 〜ふらっと立ち寄れる公民館・気楽に参加できる事業を目指して〜
平成30年度の「ふるさと多賀の食まつり」に向けて、シリーズ「多賀の食文化を探る」を引き続き掲載していきます。

「多賀の食文化」を探る（6）……ぜいたく煮
ぜいたく煮は、『つくってみよう滋賀の味』（滋賀の食文

化研究会編）にも取り上げられている滋賀を代表する郷土
料理で、湖北では仏事に欠かせない一品のようです。12
月初旬に滋賀県立大学の学生と多賀町史編

へ ん さ ん

纂を考える委
員会でおこなった川相地区の聞き取り調査では、「おとりこ
し」やそのほかの行事だけでなく、普段の食卓にもぜいた
く煮が出てくると聞きました。

香川出身の私にとっても、母がよく作っていた懐かしい
おかずですが、ぜいたく煮という言葉は多賀に来て初め
て知りました。香川で何と呼ばれていたかをかつて栄養士
だった母に聞きましたが、特に呼び名はなく普段の食で、特
別なおもてなしの食でもなかったようです。
「ぜいたく煮」と言葉だけ聞いていると、何の煮物なのか

「ぜいたく」の正体がまったく分かりませんよね。ひとこと
で説明するとタクアンを煮た料理です。美味しさのポイン
トは、大根をぬか漬けにして作るタクアンの古漬けを使う
ことのようです。約5㎜の輪切りにし、2日ほど「けだし（塩
抜き）」して塩味が抜けたタクアンを、だし・醤油・みりん・
唐辛子などで2時間ほど煮ます。大根を干して漬けてから
1年以上「ぜいたく」に手間暇かけた一品です。
タクアンの古漬け具合や、味付け、煮る加減で食感も味

も家庭ごとに違い、各家庭のぜいたく煮を持ち寄って味比
べをすると面白そうだなぁと思いました。発酵食品の旨味、
歯ごたえがなんとなく残る食感、ピリ辛い唐辛子のアクセ

ントで、また食べたいクセになる美味しさです。このような
郷土料理は、画一化された食の真逆、大切にしたいスロー
フードです。

ぜいたく煮のレシピは、多賀町史編纂を考える委員会ブ
ログで見ることができます。多賀大社前駅の「もんぜん市」
（月曜・水曜・土曜、9時〜11時30分）でときどき古漬け
を見かけます。古漬けが手に入ったらぜひチャレンジしてく
ださいね。

▲救急医療情報キット
「命のバトン」

▲皆さんもぜいたく煮を作ってみてくださいね

多賀町史編纂を考える委員会ブログ
http://blog.livedoor.jp/taga_kangaerukai/
（多賀町史編纂を考える委員会　龍見茂登子）

接種して
いない方は、
早めに接種
してください！
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学校教育課　（有）2-3741　（電）48-8123　（Ｆ）48-8155

学校支援ボランティアだより
昔のあそび・昔のくらし体験学習

多賀小学校1年生、大滝小学校1・
2年生の生活科授業「昔のあそび」、
多賀小学校3年生の社会科授業「昔
のくらし」体験を、3日間でのべ12人
の方にご協力いただきました。「コマ

回し・めんこ・けん玉などの昔のあそ
び」「洗濯板で洗濯」「七輪でかき餅焼
き」「石臼できなこ作り」を体験し、児
童にとっては初めて見る道具や遊び
もありましたが、祖父母の方やボラン

ティアの方から使い方やコツを教わ
り楽しく学びました。「おじいちゃんち
で見たことある」「やった。できたー」
など感想を述べていました。

幼稚園・保育園でのおはなし会の活動紹介
今年度も各園で毎月1回、複数の

ボランティアさんによるおはなし会
を開催しています。ボランティアの皆
さんには、季節や行事、年齢に合わせ
て、絵本・紙芝居・手遊び・パネルシ
アターなど、子どもたちに興味を持っ
てもらえるようにいろいろ考えていた

だいてます。また、1年間を通してお
はなしをしていただき、子どもたちは
いつも目を輝かせておはなしに聞き
入っています。

不定期でも結構ですので、この活
動に協力していただける方はご連絡
ください。

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

高齢者・障がい者なんでも相談会 in 湖東地域のご案内
悪徳商法や財産管理、相続、福祉の制度、年金や法律の

ことがわからないなど、生活する上で困っていることや将
来に不安のある高齢の方や障がいのある方、また、そのご
家族や親せきの方、福祉関係者の方など、どなたからでも
ご相談をお受けします。どうぞお気軽にお越しください。

■日程　3月3日（土）
■時間　13時30分〜16時30分
■場所　彦根市福祉センター（彦根市平田町670）

3月は自殺対策強化月間です。心の相談もお受けします。

※開催日の1カ月前から各会場6枠まで事前予約を受け
付けます。彦根市社会福祉協議会までお申し込みくださ
い。定員に到達次第、事前予約は終了としますが、相談日
当日にも先着順で受け付けます。当日受付は16時まで
です。受付多数の場合は待ち時間が発生することがあり
ますのでご了承ください。

お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会　（電）48-8127　（Ｆ）48-8140
彦根市社会福祉協議会　（電）22-2821　（Ｆ）22-2841

税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594

国民健康保険の被保険者証の有効期限が変更になります
4月1日から使用できる新しい被保険者証（紫色）を3月

中旬ごろに簡易書留郵便で送付します。これまでの保険証
の有効期限は3月31日まででしたが、今回、平成31年7月
31日までに変更になりますのでご確認ください。これまで
の被保険者証（桃色）は、税務住民課の窓口に返却するか、
各自で確実に処分してください。

※高齢受給者証については、4月の更新がありません。
現在お持ちの受給者証をそのままご使用ください。高齢受
給者証の次回更新は、平成30年8月1日です。

国民健康保険税の納め忘れはありませんか？
国民健康保険の被保険者の方には、3月中旬ごろに4月

からの被保険者証を送付する予定ですが、国民健康保険
税に滞納があると、有効期間の短い短期被保険者証や10
割負担になる被保険者資格証明書を交付する措置をとる
場合があります。納め忘れの有無がご不明な方や滞納があ
る方は、そのままにせず、お早めに税務住民課までご相談
ください。

税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）23-1114

国民年金　〜こんなときには手続を！〜

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。次のいずれかに該当するときは、
税務住民課またはお近くの年金事務所へ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
金額が少なくなるだけでなく、年金そのものが受給できなくなる場合が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（厚生年金の加入者）、公務員（共済年金の加入

者）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3号被保険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、氏名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…第2号第3号に該当しない（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

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

ご協力いただいたボランティアの皆さん、ありがとうございました。

▲けん玉あそび

▲大滝幼稚園 ▲多賀ささゆり保育園 ▲たきのみや保育園

▲多賀幼稚園

▲めんこあそび ▲七輪でのかき餅焼き

総務課（交通安全）　（有）2-2001　（電）48-8121　（Ｆ）48-0157

春の全国交通安全運動がはじまります
平成30年4月6日（金）から15日（日）までの10日間は、春の全国交通安全運動期間です。期間中の平日

は、朝の通学時間帯に合わせて地域の皆さんのご協力のもと街頭啓発をおこないます。

改めて交通安全を意識して健やかに過ごしましょう
◆この春から初めて集団登校や自転

車通学を始める新入生の皆さん
も、事故にあわないよう努めましょ
う。

◆交通事故による死者の半数以上は
高齢者です。自らの身を守るため、
交通ルールをしっかりと守りましょ
う。自動車を運転する場合には、よ
りいっそう注意しましょう。

◆自動車、バイクだけでなく自転車も
車両です。事故にあわないための
努力だけでなく、おこさないための
努力も含めて、交通安全について
改めて考えてみましょう。
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地域整備課（道路河川） （有）2-2020　（電）48-8116　（Ｆ）48-0157

地域おこし協力隊　　後
ご と う

藤　昌
ま さ き

毅 隊員

大杉の冬を楽しんでいます
多賀町の皆さん、こんにちは。この

原稿を書いているのは冬真っ盛りの
1月ですが、広報たが3月号がお手元
に届く頃には冬の厳しさもなくなって
いるのでしょうか。

大杉に来てから4カ月目に入り、改
めて冬の厳しさを経験しています。冬
に入って何度かの積雪がありました

が、最初に積もった20㎝程度の雪は
まだまだ序の口であったということ
で、その積雪量に驚いています。

大杉では、去年の12月21日にサ
ロンでクリスマスパーティーをおこな
いました。サロンに集まった皆さんで
粕汁やクッキーを作り美味しくいただ
きました。クリスマスパーティーでは
サンタの帽子を被らせていただき、さ
さやかなクリスマスを演出させてい

ただきました。1月
7日には、自警団
員として多賀町の
消防出初式に参加させていただきま
した。B＆G海洋センターでの式典中
は、屋内とはいえ足元から凍りつくよ
うな寒さがあり、立っているだけでも
良い訓練になりました。初めて経験す
るこの冬の寒さに今後も身体を慣ら
していきたいと思います。

緑のふるさと協力隊　　中
な か む ら

村　卓
た か ま さ

雅 隊員

神
か み

上
あ

げ式
こんにちは。12月23日に翌年の

神主を決める「神上げ式」という行事
がありました。これは神主になれる人
たちが藁で作ったくじを引き、神主が
決まったら来た人全員でお酒を回し
飲み、生の大根にかぶりつくという儀
式です。かぶりつく大根に区民農園で
とれたものを使いましたが、とても辛
かったです。

このような地域特有の伝統行事に
はこれまで参加したことはなかったの
で、経験できて良かったです。

年末年始
年末は霜ケ原の門松立て、もんぜ

ん亭と石栗庵の年越しそば販売、夜
には霜ケ原の自警団年末警戒に参加
をして、一年を締めくくりました。年始
は霜ケ原のお寺参りがあり、新年の
あいさつを兼ねて行ってきました。お

参りが終わった後は去
年撮った活動の写真を
見て一年を振り返りました。また、多
賀大社へ初詣に行きましたが、本当に
多くの人でにぎわっていたので驚き
ました。いつもよりも厳かな、でも賑
やかな多賀大社でした。

振り返るとあっという間な一年
だったなと思います。あと少しですが
これからもがんばっていきたいと思
います。

多賀町青少年育成町民会議事務局（中央公民館内）　（有）3-3962　（電）48-1800　（Ｆ）48-2363

尊い命
総務部会　副部会長　安藤　典子

「多賀町民のつどい」が開催された昨年11月19日は、
冷たい雨が降る寒い日でした。

佐野有
あ み

美さんの講演を拝聴し、同じ年頃の子どもを持
つ一人の親として、ご両親に頭の下がる思いでした。四肢
欠損症で生まれた幼子の口をふさごうとしたことを告白
されたお父さんの気持ち、幼子の屈託のない笑顔が命
の大切さを訴えたことなど、彼女が話す衝撃的な事実に、
「私ならどうしていただろうか」と自問自答しながら聞き
入りました。

誰しも五体満足で「生まれたこと、生んだこと」を喜びま
すが、障がいのあるなしに関係なく「大切で、尊い、ひとつ
しかない命」です。しかし昨今、しつけと虐待の区別がつか

ず、親としての責任を果たさないで尊い命を奪うという痛
ましい事件が多くおきています。講演を通して、佐野さん
自身の苦労はもちろんのこと、ご両親・ご家族が、愛情を
もって、命を大切に育まれてこられたことに多くのことを感
じ取ったのは、私だけではなかったと思います。

当日は、リフト付ワゴン車での送迎という大役を引き受
けました。米原駅まで送って、リフトを下ろしたとき、左足の
結婚指輪に触れ、「お幸せに」とわずかな言葉を交わし見送
りました。

私自身3人の子どもに恵まれ、決して自慢できる立派な
親ではありませんが、命の大切さ、命の尊さをしっかり伝え
られる親でありたいと思います。

彦根市消防署　犬上分署　（電）38-3130

彦根市消防本部からのお知らせ　〜違反対象物公表制度が4月1日から運用開始〜
彦根市消防本部では、屋内消火栓

設備、スプリンクラー設備、自動火災
報知設備が設置されていない重大
な消防法令違反のある建物を、ホー

ムページ上でお知らせする「違反対
象物公表制度」を4月1日から運用開
始します。この制度について、詳しく
は彦根市ホームページ（https://www.

city.hikone.shiga.jp/）をご覧ください。
お問い合わせ
彦根市消防本部予防課
（電）22-0332

地域整備課（道路河川）　（有）2-2020　（電）48-8116　（Ｆ）48-0157

通学路の安全対策に取り組んでいます
多賀町通学路安全推進会議では、町内の通学路について児童および生徒が安心して通学できるよう、国からの通知に基

づき、ハードとソフトの両面から通学路の安全対策に取り組んでいます。会議では警察、湖東土木事務所、学校、PTA、通学
路交通アドバイザー等の通学路の安全対策を推進する関係者と連携し、安全対策の取り組みをおこなっています。

子どもたちが安全に通学できるよう、歩行者の横を通るときや横断歩道を渡ろうとしている際にスピードを落としたり一
時停止したりするなど、自動車を運転される方は安全運転をお願いします。

今までの主な改善内容
•	路側帯の設置、拡幅
•	スピードを出しづらい道づくり
（ゾーン30）
•	側溝の暗

あ ん き ょ

渠化（側溝にふたをする
など）

•	グリーンベルトによる歩行通行帯
の強調

•	外側線の引きなおし
•	横断歩道の引きなおし
•	通学路の変更

違法駐車はご遠慮ください
違法駐車により道幅が狭くなり、通学路を安全に通ることができない箇所があ

ります。自己所有
車は車庫証明書に
記載されている適
正な場所に停めて
いただきますよう
お願いします。

子どもたちが安
心して通学できる
ようご協力をお願
いします。 ▲横断歩道の引きなおし

▲サンタの帽子を被ってクリスマスを演出

▲神上げ式で生の大根にかぶりつきました

▲消防出初式放水のようす

▲門松立て
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活動報告

湖東定住自立圏の研修会に参加しました
昨年11月20日に、彦根市、愛知・犬上郡の1市4町の図書館職員合同研修会が豊郷町立図書館で開催されました。講

師に元	枚方市立図書館員の井上淳
子さんを迎え、簡単な本の修理法を
学び、費用対効果、業務効率、図書館
サービス向上を目指す内容のお話
を伺い、大変実りある研修となりまし
た。今後の図書館業務に活かしたい
と思います。

報告

付録のおわけ会を開催しました
昨年12月24日に、付録のおわけ会を開催しました。当日は多くの方にお越しいただきましたが、整理券を配布し混乱も

なくスムーズにおこなうことができました。

図書館応援団に参加いただいた皆さん、ありがとうございました
今年度も毎月の応援団活動日に

は、多くのボランティアの方々に活動
していただきました。ベテランのボラ
ンティアさんをはじめ、今年度から新
しく参加していただいた方もあり、初
めての参加にもかかわらず、精力的に

いろいろな作業を手伝ってください
ました。

図書館応援団にご参加いただい
た皆さん、本当にありがとうござい
ました。

図書館からのお知らせ

雑誌スポンサー募集
雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の購入費を負担し

ていただける個人・企業を募集しています。雑誌の最新号
のカバーにスポンサー名称、雑誌架（表紙が見える本棚）に
スポンサー広告を掲載させていただきます。詳しくは図書
館までお問い合わせください。

返し忘れの本はありませんか？
進学やお引越しの多い季節となりましたが、返し忘れた

ままになっている本はありませんか？	図書館の資料は、皆
さんの共有財産です。図書館を気持ちよくご利用いただけ
るよう、ご協力をお願いします。

多賀町立図書館　（有）2-1142　（電）48-1142　（Ｆ）48-1164

多賀町立図書館　カレンダー　　　　（■…休館日）

3月の休館

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

※22日（木）は振替休館日です。
※29日（木）は整理休館日です。

4月の休館

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

※26日（木）は整理休館日です。
※30日（月）は特別開館します。

お知らせ

おはなしのじかん
■日時　3月3日（土）　10時30分〜
■場所　あけぼのパーク多賀		図書館内		おはなしのへや
■対象　乳幼児と保護者
■内容　おはなし会とひなまつりの工作

多賀町立図書館応援団　募集
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなってい

ます。特別な技術はいりません。
■日時　3月10日（土）　13時30分〜（毎月第2土曜日）
■場所　あけぼのパーク多賀　図書館内
■対象　中学生以上の方

映画会のお知らせ

アニメ「かわいいミッフィー」
■日時　3月24日（土）　10時30分〜（30分間）
■場所　あけぼのパーク多賀　2階　大会議室
■対象　どなたでも。
■参加費　無料　事前申し込み不要　当日先着順受付

■内容　ディック・ブルーナのはじめての
アニメーションシリーズ。ラビットさん
夫婦に赤ちゃんが生まれました。ミッ
フィーちゃんです。ニワトリさんや牛
さんたちがお祝いにかけつけて…。
「かわいいミッフィー」ほか、全8話。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
2018年 巡回場所・駐車時間3月

第1水曜日 7日
川相

（生活改善センター）
13時30分〜14時

多賀清流の里
（玄関前）

14時20分〜15時
利用支援サービス
（宅配・配送）

Aコース
（大滝方面）

木曜日
1日

大滝小学校
（渡り廊下）

12時50分〜13時30分

大滝幼稚園
（駐車場）

14時〜14時30分

藤瀬
（草の根ハウス前）
15時〜15時30分

たきのみや保育園
（玄関前）

15時50分〜16時20分

Bコース
（多賀方面）

水曜日
14日

多賀小学校
（玄関前）

13時〜13時35分

多賀幼稚園
（運動場）

14時〜14時30分

犬上ハートフルセンター
（玄関前）

14時40分〜15時20分

多賀ささゆり保育園
（玄関前）

15時55分〜16時25分

•	利用カード、本ともに図書館と共通です。図書館のカードを持ってきてください。
•	返却日は次の巡回日です。
•	天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

▲たくさん並んだ付録 ▲多くの方にお越しいただきました

▲グループに分かれて研修しました

▲細かな作業もていねいにしてくださいました

▲合同研修会のようす
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B＆G海洋センター　（有）2-1625　（電）48-1625　（Ｆ）48-1884
生涯学習課　（有）3-3746　（電）48-8130　（Ｆ）48-2363

「多賀町スポーツ少年団」に入りませんか？
4月は新しいことを始めるにはぴったりの時期です。新しいことに挑戦してみませんか？	多賀町では現在7つのスポーツ

少年団があります。興味を持たれた方はぜひ一度見学にお越しください。新しいことに挑戦するあなたを応援しています！	
たくさんのお友だちがあなたを待っています！

各スポーツ少年団 活動場所 活動日・活動時間 団費月額料金

大滝柔道スポーツ少年団 大滝武道館
火	 …19時30分〜20時30分
土	 …18時〜20時　 　

1,500円

日本正剛館空手道
湖東多賀スポーツ少年団

大滝武道館
多賀町B＆G海洋センター

水	 …19時〜20時30分
土	 …18時〜20時30分

1,500円

多賀少年野球クラブ
スポーツ少年団

滝の宮スポーツ公園	ほか
クラブ生（小1〜小6）
	 …火・木・土・日・祝日

クラブ生　2,000円

多賀kidsバレーボール
スポーツ少年団

多賀勤労者体育館センター
水・木	…18時〜20時
土・日・祝日	… 9時〜17時

1,000円
（別途保険代等1,000円／年）

TAGAミニバスケットボール
スポーツ少年団

多賀小学校
B＆G海洋センター	ほか

火・木	 …18時30分〜20時
土	 … 9時〜11時30分

1,000円

多賀剣道部
スポーツ少年団

B＆G海洋センター
水	 …18時〜19時30分
木	 …19時30分〜20時30分

1,000円

多賀ジュニアフットボールクラ
ブ
スポーツ少年団

多賀小学校	ほか 土・日	 … 9時〜12時
半期6,000円

（別途保険代等1,500円/年）

活動に関しての詳細は、小学校・幼稚園・保育園に配付するチラシをご覧いただくか、「多賀町スポーツ少年団事務局」
までお問い合わせください。
お問い合わせ
多賀町スポーツ少年団事務局（多賀町B＆G海洋センター内）　（有）2-1625　（電）48-1625

スポーツ推進委員かわらばん

多賀やまびこクラブ平成30年度会員受付を開始します
NPO法人多賀やまびこクラブで

は、平成30年度会員の受付を開始し
ます。新たに多賀やまびこクラブへ加
入される方、継続して活動される方の
申し込みを随時受け付けます。

配布の申込用紙に必要事項を記入
し提出してください。スポーツを通じ
て、友だちの輪を広げましょう。

入会金（新規入会者）
ファミリー会員	 2,000円
その他の会員	 1,000円

年会費
ジュニア会員	 3,000円
一般会員	 5,500円
シニア会員	 4,500円
ファミリー会員	 10,000円

その他
スポーツ安全保険に全員加入して

いただきます。各教室は、別途、募集
案内をします。

詳しくは、多賀やまびこクラブ事務
局（（有）2-1115　（電）48-1115）に
お問い合わせください。

多賀町立博物館　（有）2-2077　（電）48-2077　（Ｆ）48-8055

快挙！

18年ぶりにナウマンゾウ化石が見つかりました
昨年12月、芹川の河原（中川原）で

ナウマンゾウの臼歯を吉井知
と も ゆ き

幸さん
（彦根市在住）が発見されました。

芹川は以前からナウマンゾウ化
石の産地として知られていますが、
1999年の発見を最後にナウマンゾ
ウの化石は見つかっていませんでし
た。そんな中でも諦めずに芹川で化
石を探し続けた吉井さんの苦労が報
われたのです。

下記の研究発表会では、発見者で

ある吉井さんにお話を聞かせていた
だき、発見されたナウマンゾウの臼歯
を公開する予定です。ぜひお越しくだ
さい。
また、芹川で化石を探すには春の

河川の水が少ない時期が狙い目で
す。芹川でナウマンゾウの化石が見
つかりましたら、多賀町立博物館まで
お知らせください。

研究発表会

平成29年度　多賀町立博物館研究発表会
今年度も多賀町に関する研究成

果を、いろいろな分野で活躍してい
る方々に発表していただきます。今、
多賀町ではどんな研究がされている
のか、最新の話題を聞きに来ません
か？ぜひ、お気軽にご参加ください。
■日時　3月18日（日）

13時〜16時30分
■会場　あけぼのパーク多賀

大会議室
■参加費　無料
■申し込み　不要

■講演プログラム　
「古琵琶湖層群蒲生層下部四手粘土層の

陶器素地としての活用」 糸本　夏実 （多賀町立博物館）

「川の表情で考える」 吉井　知幸

「多賀町のタンポポ」 龍見　瑞希 （滋賀県立大学）

「滋賀の在来種タンポポはセイヨウに強い!？
タンポポ戦争と東西での形態変異」 谷垣　顕佑 （滋賀県立大学）

「『桃原ごぼう』復活への取り組み」 中川　信子 （桃原プロジェクト）

「多賀町の貴重植物	―滋賀県レッド2015に基づく―」 村長　昭義 （彦根自然観察の会）

「伊吹・霊仙山系の里山の変遷」 龍見幸祐・北川凜翔・田付　翔
村瀬友斗・渡邉達也・大前健人（米原高校地学部）

「多賀町星空調査2010〜2016について」 高橋　　進 （ダイニックアストロ
パーク天究館）

観察会

多賀の花のプレ観察会〜高取山〜

4月から開催する「多賀の花の観察
会」に先がけて、植物の観察会を開催
します。

今回の観察会では、高取山の頂上
までバイカオウレンを見に行きます。	
バイカオウレンは春の妖精といわれ
る可憐な花です。	早春に咲くその姿
をぜひ観察しましょう。

初めての方も気軽に楽しめる観
察会ですので、ぜひご参加ください。
（雨天決行です。）

■日時　3月31日（土）
9時30分〜15時

■集合場所　高取山ふれあい公園
事務所前

■参加費　500円
（高取山入場料、保険料）

■主催　多賀植物観察の会
※事前申し込みは不要です。当日、動
きやすい服装でお越しください。

※昼食の用意はありませんので、お
弁当をお持ちください。 ▲バイカオウレン

▲ナウマンゾウの臼歯と発見者の吉井さん
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平成29年度「多賀町芸能発表会」のお知らせ
町内で芸能活動をされている皆

さんが、日頃の活動の成果を発表
されます。ぜひ皆さんの発表をご
鑑賞いただき、かおり高い文化の
ひと時をお過ごしください。

出演者・出演順など決まりました
ら、あらためてお知らせします。
■開催日　3月17日（土）
■時間　12時〜17時
■場所　中央公民館	2階大ホール

■主催　多賀町文化協会
※入場は無料です。お気軽にお越
しください。

今月の足腰シャキッと教室
■実施日　3月14日（水）
■対象者　６５歳以上の方（運動制限

を受けている方はご相談ください）
■時間　１３時３０分〜１５時３０分
■場所　ふれあいの郷（送迎ご相談ください）
■持ち物　お茶、タオル、筆記用具、

参加費１００円

今月の介護者さんのおしゃべり会
■実施日　3月29日（木）
■対象者　寝たきりや認知症の高

齢者を、在宅で介護されてい
る方

■時間　１０時３０分〜１２時
■場所　もんぜん亭（多賀大社前

駅の前）

心配ごと相談
■今月の相談日　3月16日（金）
■来月の相談日　4月16日（月）
■時間　いずれも９時〜１１時３０分
■場所　ふれあいの郷　ボラン

ティア室
お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会

（有）２-２０３９　（電）４８-８１２７お問い合わせ　福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115

● 案内 公益財団法人おりづる会のご案内
公益財団法人おりづる会は、不幸にして交通事故によって父もしくは母または両親を亡くされた県内在住の子どもたち

に対して、経済的援護などをおこなう団体として昭和45年に設立され、次の事業をおこなっています。
■対象者　滋賀県在住の交通遺児（高校卒業まで）
■事業内容

経
済
援
護（
い
ず
れ
も
返
還
義
務
な
し
）

新入学給付金 ・小・中学校に新入学される児童生徒 ２万円
・高等学校に新入学される生徒　３万円

申請時期　４月
支給時期　５月就職仕度金 ・中学校を卒業し就職する人　３万円

学年進級支援金 小学校２〜６年、中学校２・３年、高等学校２〜３年（新入学給付金の支給
対象とならないもの）　１人あたり１万円

高等学校卒業祝金 高等学校を卒業される生徒　５万円 申請時期　１月
支給時期　３月

奨学金

小・中・高等学校に在籍する児童生徒（ならびにこれと同等と認められる
もの）
　小学生１人あたり　６万円
　中学生１人あたり　８万４千円
　高校生１人あたり　１２万円

（課税総所得金額２００万円以下の世帯が対象）

申請時期　６月
支給時期　９月・３月

厚生
援護

夏のレクリエーション 夏休み体験活動などのレクリエーションを開催
クリスマスのつどい 県内ホテルで会員と関係者などが一堂に会するクリスマスのつどいを開催

広報 機関紙「おりづる」を年２回発行

■よくある質問　おりづる会に登録するには？…まずは、事務局までご連絡ください。入会金・年会費など無料です。
交通遺児の「交通」って自動車だけ？…いいえ。船や電車、飛行機なども含まれます。また、加害者・被害者ということ
も問いません。

お問い合わせ
公益財団法人　おりづる会　事務局
大津市京町4丁目1-1　滋賀県庁　交通戦略課内
（電）077-528-3682
（HP）	http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kotsu-s/cj00ａ002.html

● 案内 介護の初歩を学びませんか
初歩的な介護の知識、体験などを

通じて学んでいただけます。
■日時　3月22日（木）　9時〜16時30分
■場所　湖北朝日の里（長浜市湖北

町延勝寺297-1）
■対象　介護の職場で働いたことの

ない方、介護に関心のある方、高
齢者の特徴を知りたい方、地域
で貢献したいと思っている方、新
しい出会いを求めている方

■定員　20人（先着受付）
■申込締切　3月15日（木）

お申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会
湖北介護・福祉人材センター
（電）64-5125
9時〜17時（水・日祝除く）

● 案内 豊郷病院公開セミナーのお知らせ
■テーマ　「認知症の人の今を知る」

〜認知症の人のこれからを見す
えた対応〜

■講演　認知症疾患医療センター長
　成田　実氏

■日時　3月24日（土）　14時〜15時30分

■場所　内科外来（3病棟1階）待合
いスペース

※事前申し込み・参加費は不要で
す。皆さんお誘いあわせの上、お気
軽にご参加ください。なお、警報以
上の発令が出された場合は中止と

させていただきますので、あらかじ
めご了承ください。

お問い合わせ
公益財団法人　豊郷病院
地域連携室（担当：西山・上野）

（電）35-3001

● 案内 不動産鑑定士・税理士・弁護士による不動産に関する無料相談会
■日時　4月8日（日）　10時〜16時
■場所　びわ湖大津プリンスホテル

（大津市におの浜）
■主催　公益社団法人滋賀県不動産

鑑定士協会
■後援　滋賀県、大津市

■その他　予約優先（電話予約の方
を優先しますので、当日受付の
方は状況によりお待ちいただく
場合があります）。相談時間は1
組30分まで。

お問い合わせ
公益社団法人
滋賀県不動産鑑定士協会
大津市中央三丁目1-8

（電）077-526-1172
（Ｆ）077-521-4406

● 案内 ドラム式洗濯乾燥機をご使用になる際のご注意
ドラム式洗濯乾燥機は誤った使い方をすると、中に閉じ込められて窒息、やけどや感電、けがをしたりするなど危険な状態

になるおそれがあります。小さなお子さんはとくにご注意ください！
小さなお子さんを
洗濯機に近づかせない！
コンセントなどに触れて感電した

り、ドアに手を挟んでけがをするこ
とがあります。（小学生などのお子
さんにも周りで遊ばないよう説明く
ださい。）

お子さんにドラム内をのぞかせない！
ドアが閉まると閉じ込められて窒息、

やけど、けがなどのおそれがあります。

チャイルドロック機能の活用を！
各社で操作方法が異なりますの

で、取扱説明書を確認いただくか、各
メーカーへお問い合わせください。

使用後はドアを閉めて！
近くに乗りやすい台などを置かな

いでください。

お問い合わせ
東京都千代田区一番町17番地4
一般社団法人　日本電機工業会
（HP）	http://www.jema-net.or.jp/

広報たが 2018年3月号
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おたのしみ クロスワード

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント : 春の訪れ？

□□ン□ョ□問題

ひとのうごき
平成30年1月末現在

（　）内は前月比
■人口
7,546人（-9）
■男性
3,645人（-6）
■女性
3,901人（-3）
■世帯数
2,779世帯（-2）
■出生者数
4人
■死亡者数
12人
■転入者数
16人
■転出者数
17人

〈予防接種〉（指定医療機関で1年中実施・予約制）

予防接種名 対象年齢 実施時期と方法 種類
ヒブ

（インフルエンザ菌b型）
※1

生後2カ月〜5歳未満
（標準的な時期:生後2〜7カ月）

初回:4〜8週間隔で3回接種
追加:3回目接種日から

7〜13カ月後に1回接種

不活化ワクチン
（6日以上おいて

別のワクチンが
接種可能）

小児用肺炎球菌
※2

生後2カ月〜5歳未満
（標準的な時期:生後2〜7カ月）

初回:27日以上の間隔で3回接種
追加:3回目接種日から

60日以上に1回接種
（追加接種は、生後12〜15カ月に至るまで）

B型肝炎
※3

生後2カ月〜12カ月未満
（標準的な時期：生後2〜9カ月）

27日以上の間隔で2回接種した
後、1回目接種日から139日以上
の間隔で1回接種

4種混合
（ 百 日 せ き ・ 破 傷 風 ・ 
ジフテリア・不活化ポリオ）

1期:生後3カ月以上〜90カ月未満
2期（2種混合:ジフテリア、破傷
風）:11歳以上13歳未満

（小6相当の年齢）

1期初回:20日〜56日間隔で3回接種
1期追加:3回目接種日から

1年後に1回接種
2期:1回接種

日本脳炎
※4

1期:生後6〜90カ月未満
（標準的な時期:3歳〜4歳）

2期:9歳以上13歳未満
（小3〜4年）

1期初回:6日〜28日間隔で2回接種
1期追加:2回目接種日から

1年後に1回接種
2期:1回接種

結核（BCG） 生後12カ月未満（標準的な時期:
生後5〜8カ月） 1回接種

生ワクチン
（27日以上おいて

別の接種可能）
麻しん風しん混合 1期:12カ月以上〜24カ月未満

2期:5歳以上7歳未満の年長児 1期・2期ともに1回ずつ接種

水痘 生後12カ月以上〜36カ月未満
（標準的な時期:生後12〜15カ月） 3カ月以上の間隔で2回接種

※1	ヒブ　生後7カ月〜1歳未満で開始の場合:初回2回、初回終了後7〜13カ月後に追加1回　計3回　生後1歳〜5歳未満で開始の場合:1回のみ
※2	小児用肺炎球菌　生後7カ月〜1歳未満で開始の場合:初回2回、初回2回目から60日以上後に追加1回計3回　生後1歳〜2歳未
満で開始の場合:初回1回、60日後に1回計2回　生後2歳〜5歳未満で開始の場合:1回のみ

※3	平成28年4月1日以降に生まれた方に限る
※4	平成7年4月2日〜平成19年4月1日に生まれた方で、平成17年度に接種が差し控えられたことで接種が受けられなかった方につい
ては、20歳の誕生日を迎えるまでは、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。

☆予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できないとき（祖父母やおじ、おばなど）は、福祉保健課までご連絡ください。
☆必ず予約をして、母子健康手帳と予診票を忘れずお持ちください。

〈相談等〉（標記の時間は受付時間です）

すくすく相談 4月17日（火） 10時〜11時
子どもの健康、子育てに関する相談を受け付けてい
ます。
※今回は、歯科衛生士による歯や歯みがきなどの
相談もできます。

〈健診等〉（標記の時間は受付時間です）

４カ月児健診 4月 2日（月） 13時15分〜13時30分 Ｈ29年11月生まれの乳児

１０カ月児健診 4月 2日（月） 13時30分〜14時45分 Ｈ29年5月生まれの乳児

２歳６カ月児健診 4月 3日（火） 13時30分〜1時45分 Ｈ27年9・10月生まれの幼児

３歳６カ月児健診 4月11日（水） 13時30分〜1時45分 Ｈ26年9・10月生まれの幼児

整形外科健診 4月25日（水） 13時40分〜14時 Ｈ30年1・2月生まれの乳児
☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。
☆２歳６カ月児健診・３歳６カ月児健診を受けられる方は、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、お子さん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。

平成30年4月 多賀町し尿収集カレンダー ※「—」の日時は、他町の集落の収集日と
なっています。

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申し
込みいただいた収集回数を表していま
す。①は1カ月に1回、②は2カ月に1回、③
は3カ月に1回でのお申し込みを表し、「萱
原①」とある場合は1カ月に1回で申し込
みいただいた萱原のお宅を収集させて
いただきます。なお、収集予定のない集
落等については、翌月以降の収集となり
ます。

※1月に2回でお申し込みの場合は、原則1回
目を同集落の月1回と同じ日に、2回目を1
回目の15日後（2〜3日は前後します）に収
集させていただきます。

放射線量（μsv/h）

2月 1日　0.06
2月15日　0.06

※役場前にて、3回測定平均値

FAXの場合 スマホ等の場合

PCの場合

有線FAX    2-2018
NTTFAX 48-0157

http://bit.ly/tagaquiz

答えがわかったら▶郵便はがきで、解答と住所・氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご意見を企画課までお送りください。有
線FAX・多賀町ホームページの回答フォームからでもOKです。締め
切りは3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。

ヨコのカギ
①風によって受粉する花のこと。
②ニワトリやアヒルなど家で飼う鳥の総称。
③味噌、醤油、豆腐、納豆などの原料。
④この大字にはあけぼのパークやびわ湖東部中
核工業団地があります。

⑤うねまがること。○○曲折。
⑥p８。国民健康保険被保険者証の○○○○期
限が変更になります。３月中旬ごろに簡易書
留郵便で送付しますのでご確認ください。

タテのカギ
①漫画などで、話し手の口から出るセリフを囲っ
ている曲線。

⑤○○ンはターメリックとも呼ばれ、カレー粉の
原料や香辛料、染料として使われます。

⑦ユウガオの果肉を細く薄く長く向いて乾燥さ
せた食品。巻き寿司の具などに使われます。

⑧寒いところで呼吸をすると○○が白くなり
ます。

⑨経験の度数。多くの経験。○○○を踏む。
⑩温泉のこと。

① ⑨ ⑧ ⑦

②

③ ⑩

④ ⑤

⑥

① ⑨ ⑧

② ⑦

③ ⑩

④ ⑤

⑥

シ ン コ ク
ヤ 　 ハ セ ツ
ク ジ ラ 　 キ
ネ ガ 　 ブ イ
ツ ク リ カ タ

先月号の答え

「セツブン（節分）」
でした。

1月号の応募総数は36人、
正解率は100％でした！

日（曜日）
午前 午後

集落 集落

3日（火） 萱原① 萱原①

5日（木） 川相① —

10日（火）一円①・木曽①・久徳①③ 不定期

12日（木）大君ケ畑①・佐目①・富之尾①③
南後谷①③・多賀①・敏満寺①

大君ケ畑①・佐目①・富之尾①③
南後谷①③・多賀①・敏満寺①

16日（月）大杉②③・仏ヶ後②③ 大杉②③・仏ケ後②③

17日（火）萱原②・樋田② 萱原②・樋田②

19日（木）一ノ瀬①・藤瀬①②③ 不定期

24日（火）川相②・小原①②・霜ケ原②
月之木①・土田①・中川原①

川相②・小原①②・霜ケ原②
月之木①・土田①・中川原①

26日（木）川相③・小原③・大君ケ畑③・佐目③ 不定期

子育て支援センター（ささゆり保育園2階）/多賀町子ども・家庭応援センター主催 
（有）2-8137　（電）48-8137

〈ひろばの案内〉

わくわくランドで
遊ぼう 月曜日〜金曜日

9時〜13時 子ども同士が遊んだり、親同士が語りあったりするの
に利用してください。

13時〜14時 子育て相談。

に
こ
に
こ
広
場

（
登
録
制
）

にじ・きりん
広場 3月14日（水） 10時〜

広場のお友だちとバスに乗って思い出遠足に出かけ
ます。こあら広場 3月15日（木） 10時〜

ぺんぎん
広場 3月16日（金） 10時〜

お詫びと訂正　広報たが2月号6ページ上部、「平成28年度分の税申告が必要か確認してください」は正しくは「平成29年分の税申告」、
　	「平成29年1月1日現在、多賀町に住所はありましたか？」は正しくは「平成30年1月1日現在、多賀町に住所はありまし
たか？」でした。お詫びして訂正します。 広報たが 2018年3月号
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材料（4人分）廃棄量込み
木綿豆腐…………………200ｇ
豚もも薄切り（赤身）	……120ｇ
キャベツ	…………………200ｇ
パプリカ（赤）	………………1個
ピーマン	……………………2個
しめじ	…………………… 60ｇ

土生姜…………………… 10ｇ
　　砂糖………… 大さじ1／2
　　酒……… 　　大さじ1／2

　しょうゆ	 …大さじ1＋1／2
　　カレー粉	………… 小さじ1
油	 	…… 大さじ1／2＋大さじ1

作り方
❶豆腐は大きめの1口大（薄め）に

切り、軽く水気を切っておく。豚
肉は一口大に切る。

❷キャベツは2㎝に切り、パプリカ、
ピーマンは1㎝幅の細切りにす
る。しめじは石づきを取り、ほぐ
す。生姜は千切りにする。

❸Ⓐを合わせておく。

❹フライパンに油（大さじ1／2）を
熱し、豆腐を両面焼いていったん
取り出す。残りの油（大さじ1）を
熱し、豚肉と生姜を焼く。

❺パプリカ、ピーマン、しめじを加え
て炒め、Aを加える。

❻最後にキャベツと豆腐を加え
さっと炒める。

調理時間　20分
（1人分）　エネルギー　157kcal	／	塩分　1.0ｇ

減塩レシピ

豆腐と豚肉のカレー炒め煮
カレー粉（香辛料）は塩分がほぼないので、
しょうゆや塩などの塩分を控えても
カレー粉の風味でおいしく食べられます。
また、野菜をたくさん使うことで
主菜もボリュームアップします。

「広報たが」についてご意見などがござい
ましたら企画課まで連絡をお願いします。
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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

19時まで受付します。
税務住民課（住民）

（有）2-2031	（電）48-8114
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表紙写真■春の訪れを感じさせる、霊仙山のフク
ジュソウの写真です。黄色い花びらを見ていると
元気が沸いてきますね。近年園芸栽培用に乱獲さ
れ数がかなり減っており、滋賀県レッドデータブック
２０１５年版にも掲載されている貴重な花です。「と
る」のは写真だけにして、貴重なフクジュソウとその
風景を皆さんで楽しみながら守っていきましょう。
編集後記■広報を作成する中で毎月苦戦している
のがクロスワード作り。広報紙の内容も混ぜながら
あれこれ考えて作成しています。各問題を埋めるこ
とで初めて答えが完成するよう、ヒントの出し方に
迷ったり、言葉がうまく繋がらなくて振り出しに戻っ
たり…。苦戦しながらもなんとか締め切りまでに完
成すると、ほっとひと安心（笑）	さて、今月の答えは
何でしょうか。皆さんのご応募お待ちしています！

3月の時間外交付

多賀町民憲章

多賀町の鳥・木・花

スマートフォンの方へ

お問い合わせに関するお知らせ

㈮
日

㈮
日で
すと

ま

ウグイス スギ ササユリ

スマートフォン・タブレット
などのモバイル端末からも
「多賀町ホームページ」が
ご覧いただけます。
端末でQRコードを読み取るか、
「多賀町」で検索して今すぐアクセス!!

多賀町ホームページ

https://www.town.taga.lg.jp

メールによる記事へのお問い合わせは、
多賀町ホームページの「各課の窓口・連
絡先」から問い合わせフォームにてご連
絡ください。

検　索多賀町

広
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3

レシピに関しては、福祉保健課	（有）2-2021	（電）48-8115	（ふれあいの郷）まで
お問い合わせください♪

A{
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