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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■新年あけましておめでとうございます。皆さ
ん、よいお正月を迎えられたことと思います■さて、ご
覧いただいたとおり、今月号から広報たがのデザインを
一新し、今までの右開き縦書きから左開き横書きに変更
しました。皆さん、どんな感想をお持ちになられたでし
ょうか？■今まで慣れ親しんだものが変わるというの
は、違和感がありますが、よりよい紙面への改善を温か
く見守っていただければ幸いです。また、たくさんのご
意見お待ちしています。
kikaku@tagatown.jp
（し）
古紙配合率100％再生紙を使用しています
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昭和34年（1959年）

児童・青少年の健全育成と高齢者福祉の充実

■町内では…
河内風穴 滋賀県天然記念物に指定される
皇太子ご成婚記念事業として権現谷10haに植林
滋賀県緑化大会、大君ヶ畑で開催
町長に土田茂平氏再選

町民の皆さま、あけましておめでとうござ
そ ろ

います。ご家族お揃いで新年を迎えられたこ
とと思います。今年は亥年と言われます。猪

多賀町立大滝小学校で完全給食
広報多賀 100号発行

突猛進という言葉がありますが、そのような

伊勢湾台風襲来

災害救助法発動

■世間では…

状況ではありません。児童・青少年の健全育

キューバ革命、カストロが首相に
「スター千夜一夜」スタート（フジテレビ）

成に取り組み、高齢者の福祉を充実できる年
でありたいと思います。

昭和46年（1971年）

昨年は、8月にたきのみや保育園が富之尾

■町内では…

に完成いたしました。豊かな緑にかこまれて、

芹谷郵便局が栗栖に移転、多賀栗栖郵便局に改称

自然を感じながら、おおらかな心を持つ子ど

土田栄太郎氏が町に一億円寄付 名誉町民第1号
都市計画区域決定

もを育て、
さまざまな人とのふれあいを通じ、

黎明館土田家育英資金条例制定

生きていることを喜び自分も人も大切にでき

■世間では…

る子どもを育て、地域に根ざした保育行政を
推進するため幼児保育施設の充実を図ったと

な使命であること認識し、ダム建設を推進し

ころです。

てきました本町にとりましては誠に遺憾とい

「新婚さんいらっしゃい」がスタート（TBS）
ミスタードーナツ1号店開店
「仮面ライダー」スタート（テレビ朝日）
マクドナルド1号店開店

6月には小学校教育施設の充実を図るべく

わざるをえません。その後の治水対策につい

大滝小学校体育館新築工事に着手したところ

ての内部検討の結果、12月の県議会におい

1ドル308円に切り上げ

て、知事が芹谷ダムについて「治水対策とし

昭和58年（1983年）

7月には知事選挙が行われ、嘉田県政が誕

てダムによる方向が一定程度有効であると認

■町内では…

生いたし、本町の芹谷ダム建設について凍

識している」と述べられ、ダム建設が従来の

結・見直しの方針が示されました。災害から

計画に基づき、整備が進められる見通しとな

住民の生命と財産を守ることは行政の基本的

りました。

です。

▲昔の『広報多賀（163号）
』

▲土田栄太郎氏（左）と林清一郎町長（右）

町立大君ヶ畑集会所竣工
町立大滝幼稚園竣工
町民武道館竣工
大滝漁業管理休憩センター竣工
町立ゆりかご保育所竣工
町立保健センター竣工
町立林業開館竣工

住民の幸せのために

■世間では…
「積木くずし」スタート（TBS）
中国自動車道全線開通

また、新たな農業政策として「品目横断的
経営安定対策」
「米政策改革推進対策」
「農地、

務事業は増大し、少子高齢化社会の対応、資

水、環境保全向上対策」の3つの柱で構成さ

源循環型社会の構築、生活関連社会資本の整

れる経営所得安定対策大綱によって、「食

備など多くの重要政策課題をかかえ、財源の

料・農業・農村基本計画」を具体化する改革

確保がきわめて深刻な状況になってきており

が進められています。

ます。

今日の地方行政を取り巻く環境はますます

このような状況でありますが、住民の幸せ

厳しくなっております。地方分権一括法によ

のために多賀町の将来像はどうあるべきかを

り、機関委任事務の廃止をはじめ、中央集権

熟慮し、行政を進めていかねばならないと考

型から地方分権型への転換にむけた改革が行

えていますので、今後とも深いご理解とご協

われ、市町村合併の急速な進展、自治体にお

力をよろしくお願いいたします。

ける行政改革の高まりや地方から国への提案

結びに町民皆さまのご健康とご多幸をお祈

制度など、国と地方の関係についてさまざま

り申し上げ、
新年のごあいさつといたします。

な動きがあります。
広報たが 2007年1月号
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多賀町のような小規模な自治体にとって事

東京ディズニーランド開園
大韓航空機撃墜事件
三宅島大噴火

▲武道館でのスポーツ少年団の練習

平成7年（1995年）
■町内では…
彦根市消防署犬上分署新庁舎完成
多賀町史別巻刊行
滝の宮スポーツ公園竣工
高取山ふれあい公園竣工
多賀町制40周年記念式典
子ども議会開催

■世間では…
阪神淡路大震災
地下鉄サリン事件発生

さて、2007年の亥年はどんな年に!?

▲子ども議会

さて、2007年の亥年はどんな年に!?
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グループSKO

しめ縄づくり

冬夜に浮かぶ光の森
滝の宮イルミネーション

迎春準備はばっちり!?
〜しめ縄教室開催〜

近年、12月になるといろんなと

このイルミネーションは、毎年行

12月9日、高取山ふれあい公園

もので、お正月の定番ですね。当日

ころで、イルミネーションが行われ

われています。昨年ゆっくり見るこ

で恒例のしめ縄づくり教室を開催し

は、和やかな雰囲気の中、玄関に飾

ています。各家庭でもいろんな電球

とができなかった方は、今年の12

ました。

るしめ縄と神棚に飾る小さなしめ

等を使って、色鮮やかに冬の夜を照

月は必ず見てください。

らしている風景があちこちで見られ

しめ縄とは、新年に悪気が入らな

縄、そしてその家に幸せを運んでく

いよう家の出入り口に張ったりする

れる宝船の3つをつくっていただき

るようになってきました。

ました。9時から始まり、「富之尾
わ ら

町内では、大滝神社近くの雑木林

藁つくり愛好会」の皆さんにご指導

にグループSKOさんによる「滝の

いただき、17人の参加者の皆さん

宮イルミネーション」が毎年お目見

は、かなりコツのいる作業に真剣に、

えします。まばゆい光のオブジェの

そしてわきあいあいと取り組んでお

中には、大滝小学校の児童たちと保

られました。

護者の方で取り組まれた親子活動で

「これでもう、いつ正月が来ても

つくられたものもたくさん飾られて

大丈夫や」といった声も聞かれ、皆

いました。冬の寒い夜、この光の森

さん立派なしめ縄と宝船を手に喜ん

の中を歩いてみると、別世界にいる

でいただいているようでした。ご参

ような不思議な気持ちになります。

加いただいた皆さま、ありがとうご
ざいました。

日赤多賀分区

後期パソコン講習

200㎏のごみが…

パソコンでもっといろいろなことに
挑戦してみたい

美しい環境に恵まれた住みよい郷

回収されたゴミは、軽トラック1台

土づくりを進めるために、12月1

分に相当する量の約200kgにものぼ

10月27日から11月20日にか

（昼）・Word＆年賀状（夜）・Exc

日の環境美化の日に、県下一斉清掃

り、そのほとんどが、自動車から投げ

けて多賀町中央公民館で後期パソコ

el（夜）の4コースに別れてパソコ

運動が展開されました。

捨てられたと思われる空きカン、空き

ン講習が実施され、合計36人の方

ンを学ばれました。

ビン、お弁当の空容器でした。

がIT基礎（夜）・Word＆年賀状

多賀町でもこの日、多賀町赤十字
奉仕団の団員52人によって、町道

皆さんの使用する道路です。みん

敏満寺高宮線の清掃活動が行われま

なで協力して美しいまちにしていき

した。

ましょう。

この講習は平成13年度よりIT格
差の解消をめざし実施しているもの
で、今年で5年目になります。
最初はパソコンを触るのは初めて
という参加者も、講師の説明にあわ
せてさまざまなパソコンの機能を試
しているうちに上達していき、受講
後のアンケートでは「初めてでもわ
かりやすかった」「パソコンでもっ
といろいろなことに挑戦してみた
い」などの感想がありました。
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多賀ささゆり保育園

いうことから、この学習の場を子ど

身近な自然をいっぱい感じて☆

もたちが毎日遊んでいる園庭を選ん

幼児の体験型環境学習指導者実践学習会

きる力）を培ってほしい」というメ

11月26日、豊郷町にある豊栄

ッセージと、自然と人間とのつなが

のさと周辺で犬上郡体育協会主催に

りが意識できるようにということを

よる第25回犬上田園マラソン大会

届けるための学習会です。

が開催されました。多賀町からは、

りましたが、多くの選手が笑顔でゴ

1日目は、子どもたちにこのメッ

各スポーツ少年団の子どもたちを含

ールされる姿が、印象的でした。

セージを届けるためのプログラムを

め、多くの方々が参加され、小学生

入賞者
3キロ 小学生男子
優勝 前田 貴弘（愛荘町）
2位 野瀬 裕太（甲良町）
3位 大野
凌（甲良町）
3キロ 小学生女子
優勝 棚池穂乃香（多賀町）
2位 佐久間 栞（多賀町）
3位 安田
光（多賀町）
5キロ 中・高・一般男子
優勝 大島 有平（彦根市）
2位 浅井
瞬（豊郷町）
3位 疋田 淳二（彦根市）
5キロ 中・高・一般女子
優勝 谷澤美代子（彦根市）
2位 辻
充恵（彦根市）
3位 干野めぐみ（東近江市）
10キロ 高・一般男子
優勝 小林
太（甲良町）
2位 辻
正夫（彦根市）
3位 本庄 邦治（彦根市）
10キロ 高・一般女子
優勝 高田真理江（彦根市）
2位 川口真理子（彦根市）

て、今まで気にもとめていなかった

http://www.otagasan.com

多賀門前町共栄会

整備に取り組んでおられ、最近では

赤坂山で身近な自然を再発見

山中に遊歩道も整備されました。多

で実践しました。この学習会を通し

11月27日と12月1日、県内各

つくり、2日目は、ささゆり保育園

保育園の木や葉っぱに気付くことが

地の保育園・幼稚園の先生が多賀さ

の5歳児を対象にして、「おちばの

できました。参加した先生自身が一

さゆり保育園に集まり、環境レイカ

ファッションショー」
、「木とともだ

番身近な自然が園庭であることを再

ーズの島川武治氏を講師に迎え、滋

ち」、「園庭のもみの木を葉っぱでか

認識できました。

賀県環境学習支援センターの支援に

ざろう」の3つのプログラムの公開

よる体験型環境学習指導者実践学習

保育を実施しました。

会を開催しました。

犬上郡田園マラソン大会

小学生女子の部 上位独占!!

この学習会で子どもたちととも
に、大人もあらためて自然の持つ美

足を伸ばせば山や田んぼ、多賀大

しさや不思議を感じて、四季の移り

子どもたちに「自然体験を通じて

社など、自然に触れることのできる

変わりなどを発見、体感して遊ぶ楽

豊かな感性を培い、いのちの尊さを

環境にあるものの、もっと身近に自

しさを大いに満喫しました。

感じとってほしい」、「地域の自然を

然を感じて遊ぶことはできないかと

大切に思い、環境を保全し創造する
ために、自ら考え行動できる力（生

「お多賀さん国生み祭り」平成19年10月15日（月）〜28日（日）
平成の大造営竣功奉祝行事

女子の3キロの部では、上位を多賀
の子どもたちが独占しました。
当日は、少し肌寒く雨の心配もあ

「紅葉を楽しむ会」開催

賀小学校の裏山でもあり、子どもた
ちの遊び場としてなじみ深い場所で

皆さんご存じかと思いますが、平

30数年ぶりとなる多賀大社の大

12月3日の日曜日、赤坂山の「てっ

もたちもおかわりを連発。おいでに

もあります。赤坂山には非常に多種

成14年から始められた多賀大社の

造営。この記念すべき来年の秋、多

ぺん広場」で（協）多賀門前町共栄会主

なられた皆さんは、それぞれ自分た

類の植生も確認されており、希少種

大造営が平成19年10月に完成

賀のすばらしさを内外に広めるこの

催の「紅葉を楽しむ会」が催されまし

ちのペースで楽しんでおられました。

も存在します。また、隣接する高宮

イベントを成功させるため、今後町民

た。当日は、あいにくの曇り空でした

この「てっぺん広場」は、昔、地

池は、これからの時期渡り鳥が飛来

その竣功を祝う行事として、10月

の皆さんにもさまざまな形でご協力

が、最後の紅葉を楽しむ人の姿が見

元の料理屋さんが、豊富に収穫され

し、野鳥の楽園となるのです。「紅

15日から多賀大社境内で、多賀大社

願うこともあるとのことですので、皆

られ、携帯電話やデジタルカメラで

る松茸のすき焼きでお客さんをもて

葉を楽しむ会」は、そんな赤坂山の

主催による奉祝行事が催されます。

さんよろしくお願いします。

撮影する方もおられました。暖かい

なしておられた跡地。ここ数年来、

身近な自然を再発見できる素晴らし

豚汁のサービスに、遊びに来た子ど

地元多賀区でも広葉樹の植林などの

い機会となりました。

（竣功）します。

そして、多賀大社の後援による「お多
賀さん国生み祭り」が10月15日か
ら28日の2週間にわたって、門前町
絵馬通りを中心として開催されます。
この「お多賀さん国生み祭り」は、
多賀大社の氏子、各字区長、各団体
等によって構成された実行委員会が
主催者となり、その中の企画委員会
においてイベント名称が決定され、
現在、イベント内容についても企画
委員12人の皆さんによって検討さ
れています。
広報たが 2007年1月号
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広報たが 2007年1月号
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もったいないStation

いくせい

This is「もったいないStation」

こちらもったいないステーションです！

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

シリーズ地球温暖化（9）

ACT1

冷房は28℃、
暖房時の室温は20℃にしよう

まだまだあるCO2を
削減するためのくらしの工夫
「もったいないStation」では、これまで

ACT2

ACT3

してきましたが、皆さん、実践していただけ
てますでしょうか？「まだ…」という方、こ
れからでも遅くはありません。今日からはじ

ACT4

ACT5

を削減するためのくらしの工夫はまだまだあ
るのです。
（１）こたつにも防寒着を

買い物とごみで減らそう

聞きました。そして、開会行事に続いて、表
彰式を行いました。この表彰は、青少年の健

第38回
青少年育成大会を終えて

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をいただ
くことを祈念して行うものです。
今年度の表彰では、善行賞としてスポーツ

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

や音楽、囲碁、作文や絵画で活躍された15
人の方々の業績がたたえられました。今後ま
すますのご活躍を期待しています。

こたつ布団に、上掛けと敷布団をあわせて
表彰された皆さん

使用で、こたつ布団だけの場合と、こたつ布

敏満寺

新谷

直弘さん

団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較）

南後谷

前川

一樹さん

こたつの設定温度を「強」から「弱」に下

南後谷

前田

裕眞さん

げた場合、年間で約1,080円の節約（1日5

南後谷

前田

拓馬さん

時間の使用）

南後谷

前川

貴則さん

敏満寺

平木

裕也さん

敏満寺

小鎗まどかさん

富之尾

新谷

雅人さん

多

岡嶋

紘未さん

（２）冷蔵庫は腹八分目、冷え症にご注意！
冷蔵庫にものを詰め込まないと年間で約9
60円の節約（詰め込んだ場合と半分にした
場合の比較）
設定温度を適切に調節すると年間で約1,3
60円の節約（周囲温度15℃で設定温度を
「強」から「弱」にした場合）
（３）チン！は省エネクッキングの合言葉

家庭でも
〝ウォームビズ〟
「うちエコ！」登場

賀

敏満寺

内堀由紀乃さん

多

賀

宮戸かの子さん

土

田

清水香奈恵さん

こんな合言葉は当たり前。環境省では、今年

萱

原

久保田菜央さん

の冬から、「衣・食・住」を通じて「家」の

敏満寺

新谷

佳奈さん

中からできる温暖化対策を推進しています。

敏満寺

藤木

和考さん

「夏は クールビズ 、冬は ウォームビズ 」、

野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する

この取り組みをわかりやすく呼び掛けるため

と年間で約1,030円の節約（カボチャをガ

「うちエコ！」というキャッチフレーズがつ

また、表彰のあとには、妙円寺詣り行事大

スコンロで煮た場合と電子レンジで下ごしら

けられました。

会参加報告や青少年の主張発表がありまし

えした場合の比較）

たとえば…

た。そして最後に、秦万里子さんの元気あふ

「衣」…重ね着をしたり、保温性の高い素

あなたのご家庭でのくらしの工夫はありま
すか？「もったいないStation」では、皆さ
んのくらしの工夫情報をお待ちしています。
「これは優れもの」、「これは我が家だけ」と

「食」…身体を温め暖房温度を下げられる

（次号へつづく）

まにご参加いただき、盛会のうちに幕を閉じ
ることができました。

鍋の機会を増やす。
「住」…エアコンのフィルターを定期的に
掃除したり、便座のフタを閉める。

いう情報がありましたらお寄せください。

れる楽しい講演を聞くことができました。
おかげさまをもちまして、たくさんの皆さ

材を選ぶ。

8

て、多賀中学校吹奏楽部のすばらしい演奏を

じるしく他の模範となる青少年や、青少年の

使うと年間で約710円の節約（1日5時間の

〈出典：家庭の省エネ大辞典第三版〉

広報たが 2007年1月号

大会はまず、オープニングセレモニーとし

全育成を推進するため、特にその善行がいち

商品の選び方で減らそう

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

中央公民館を会場に開催されました。

自動車の使い方で減らそう

過剰包装を断ろう
ACT6

今年度の青少年育成大会が11月23日に

エコドライブをしよう

エコ製品を選んで買おう

めてください。
「もう実践済み」という方は、
もう少しハードルを上げてみませんか？CO2

水道の使い方で減らそう
蛇口はこまめにしめよう

CO2の排出量を6％削減するために、誰もが
実践できる6つのアクションプランをご紹介

温度調節で減らそう

などなど。

今後とも青少年の健全育成の取り組みに対
しまして皆さま方のご協力をお願い申し上げ
ます。

「うちエコ！」は誰もが身近なものから気軽

ここでは紙面の関係で十分お知らせできま

にはじめられます。さぁ、今年の流行語にし

せんが、今月発行育成町民会議広報紙「いくせ

ませんか「うちエコ！」
。

い」第4号に詳細を載せますのでご覧ください。
広報たが 2007年1月号
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消防
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

彦根市消防本部予防課 （電）22-0332

こんにちは保健師です

文化財防火デー

かぜ、インフルエンザを防ごう
寒くなり、かぜやインフルエンザ

1月26日は
「文化財防火デー」です
文化財は、貴重な国民共通財産であり、火
災よる焼失などから保護し後世に残すこと

これは、昭和24年1月26日に、世界的な至
宝で1300年の歴史を持つ、日本最古の壁画
が描かれた奈良県法隆寺金堂が焼失し、その
後も文化財の火災が相次いだことから、文化

お役に立てるように、県内

生しても直ちに対応できる体制をとっていま

風邪をひいている人ののどをさらに

各地での研修や、体育推進

すが、火災発生時、「消火栓」や「防火水槽」

な生活を過ごせるようにしましょう。

痛めることになります。湿度にも気

員の皆さんとの実技研修会

をつけてください。

を行っています。

付近への駐車車両が障害となるケースも発生
しています。

「消火栓」や「防火水槽」などの
付近は駐車禁止です
道路交通法で駐車を禁止している場所は、
次のとおりです。

かぜをひくのはこんなとき

て、文化財を火災から守るとともに、市民の
文化財愛護思想の普及啓発を図るため、さま

・急に寒くなった（低温・乾燥）

に対する適応

まだまだ寒い日が続き、暖

・生活が不規則

物等に立ち入り、当該施設からの出火防止の
指導を行うとともに、消防用設備等の維持管
理状況を検査し、火災から文化財を守るため
管内対象物の査察を行います。
ぜひ、この機会に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体制の整備
に努めていただくようお願いします。

力を弱めま

かい春が待ち遠しいですね。

疲労がとれないと体の各部分の機

す。また、不

カラダを動かしたくなった

必要な発汗作

ら体育指導委員の「使こう亭

ましょう。

予防方法

使こう亭屋は…
ご利用の2週間前までに、

1．手を洗う

5．抵抗力をつける

各字体育推進員（体育推進員

感染よりも人と人の

とれた食事を3

B＆G海洋センターまでお申

手を伝わって感染す

度きちんとと

し込みください。

防火管理者資格取得講習会

ることのほうがはる

り、適度な睡

日時■2月7日（水）、8日（木）

かに多いため、基本

眠、運動を心

とご協力をお願いします。

9時〜16時

的な予防対策といえます。

がいない字は区長）を通じて、

がけましょう。

場所■彦根市消防本部
3階大会議室（彦根市西今町）
受付期間■1月15日（月）〜19日（金）
8時30分〜17時15分
受付場所■彦根市消防本部予防課、消防署南

2．うがいをする

6．皮膚を強くする
うがいは口のな

皮膚を鍛えておけば多少の温度変

かにいる細菌やウ

化でも自律神経のコントロールが乱

イルスを洗い流す

されず、かぜをひきにくくなります。

作用があり、口の

皮膚を強くするには、戸外での運動

中を清潔に保つた

のほか、薄着の習慣、乾布摩擦など

めによい方法です。

が効果的です。

3．室内の換気と湿気に注意する
汚れた空気が

ですか。これらは、消火活動に欠かすことので

よどんでいれ

きない施設で、消防車に使用する水を供給す

ば、ウイルスだ

るものです。
「消火栓」や「防火水槽」は道路脇

けでなく健康そ

や道路上などに設置されており、標識を掲げて

のものに影響を

これらの消防水利について、消防隊は定期

屋」を利用してくださいネ☆

厚着は避け、活動しやすい服装にし

皆さんは、
「消火栓」や「防火水槽」をご存じ

ものもあります。

用を引き起こす原因ともなります。

バランスの

分署、北分署、犬上分署

消火栓等の付近での
駐車の禁止

ご用意してうかがいます。

ウイルスは、空気

消防活動は一刻を争います。皆さんのご理解

ざまな文化財防火運動を展開します。
国宝等の重要文化財に指定されている建造

ニュー（ニュースポーツ）を

気の温度変化

●防火水槽の吸水口もしくは、吸管投入口

接する出入口から5m以内の部分

話1本で各種団体に適したメ

・疲れがとれにくい

を図ることを目的として、昭和30年に1月26

●防火水槽の側端または、これらの道路に

4．厚着をしすぎない
厚着は、外

ウイルスに感染しやすくなります。

から5m以内の部分

保育園や老人会など、お電

・よく寝ていない

●消火栓から5m以内の部分

いるものや、路上や蓋にマーキングされている

10

気はウイルスに好都合となり、また、

とともに、国民の文化財愛護思想の普及高揚

ふ た

広報たが 2007年1月号

の流行る時期になってきました。正

能が低下し、体の抵抗力が弱まり、

犬上分署におきましても、この運動を通じ

ない健康な毎日に少しでも

しい予防法を知り、冬の間も健康的

●消防水利の周辺

財防火運動を展開しています。

乾燥させてしまいます。乾燥した空

や

財を火災や震災、その他の災害から保護する

日を「文化財防火デー」と定め、全国的に文化

私たち体育指導委員は、

bg@tagatown.jp

消
さ
な
い
で
あ
な
た
の
心
の
注
意
の
火

謹賀健康！

的に調査や点検を行い、いつどこで火災が発

は、私たち国民にとってきわめて重要な責務
です。

体育指導委員かわらばん

町民の皆さんの笑顔のたえ
は

防
火
標
語

hoken@tagatonw.jp

B＆G海洋センター （有）2-1625 （電）48-1625

平
成
18
年
度

けんこう

与えます。とき
どき換気するようにしましょう。
多くの暖房器具は、室内の空気を
広報たが 2007年1月号
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税

じんけん・ねんきん

税務課 （有）2-2041 （電）48-8113

確
定
申
告
・
農
業
所
得
に
つ
い
て

zei@tagatown.jp

確定申告をお忘れなく
平成18年分の所得税・個人事業税・町県
民税の申告時期が間近になりました。
所得税の申告相談および申告書の受付は、
2月16日（金）から3月15日（木）までです。

総務課 （有）2-2001 （電）48-8120

高齢者の人権

農業所得の申告
本年から平成18年分農業所得につきまして
は、標準計算が廃止になり､個人で収支計算を

高齢者と青壮年、子どもでは生きてきた時

して確定申告書に収支内訳書を添付していた

代や環境が違います。ものの考え方や生活習

だくことになりましたのでご注意ください。

慣など違っているのが当然です。それを「年
寄りは口うるさい…、今の時代に合わない」

また、贈与税については、3月1日（木）から
3月15日（木）までです。
なお、彦根税務署では、申告期間中の申告

somu@tagatown.jp

年金受給者のための事前集合指導
確定申告が必要な年金受給者の方のため

とじゃまもの扱いすることはありませんか？
高齢者の豊かな経験や知識は、若い世代と

指導は、彦根商工会議所3階中会議室で行い

に、下記のとおり申告指導を行います。

のふれあいの中で時代に引き継がれていくも

ます。税務署では行いませんので、お間違え

申告指導日

のです。近年、少子化や家族規模の縮小、家

のないようにお願いします。土・日曜日、祝

2月 8 日（木） 2月 9 日（金）

族形態の多様化が進み、多世代同居が少なく

日等は申告相談および申告書の受付は行って

2月13日（火） 2月14日（水）

なりましたが、学校や地域などで、高齢者か

おりませんが、申告書は郵送または税務署の

2月15日（木）

ら昔の遊びや暮らしのようすを学ぶ取り組み

「時間外収受箱」へ投かんなどの方法によっ
ても提出できます。

が行われています。

会場
彦根商工会議所

4階大会議室

また、申告会場では、「前年の控え」およ

ように支援し、また、高齢者は、若い人の考え

き方を理解しあうことやお互いを尊重する気

方を理解するよう心がけることが必要です。
（甲賀市人権教育推進協議会土山支部「ひ

地区納税相談および出張相談会場

持ち、大切に思う気持ちを育むことにつなが

成していただき、会場内を巡回する職員がわ

地区納税相談日

ります。

多賀町商工会

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。

出張納税相談日
2月20日（火）

だいております。また、申告書提出時の混雑
めて行うこととしておりますので、ご了承く

滋賀社会保険事務局彦根事務所

会場

から午後5時までご利用いただけますが、正

を緩和するため、申告書の検算などは後日改

会場
多賀町役場

2階大会議室

記用具をご持参ください。また、駐車スペー

国民年金はすべての公的年金の基礎となる
もので、日本国内に住所のある20歳から

ださるようお願いします。
なお、ご来場される際には、印鑑・電卓・筆

らめき」⑩より）

2月19日（月） 2月20日（火）

からない点をアドバイスさせていただく「自

午から午後1時までは職員に休憩時間をいた

人ひとりの気力や体力に応じた活動ができる

世代間の交流は、ほかの世代の考え方や生

び「確定申告の手引」等を参考にご自分で作

書申告」を推進しています。会場は午前9時

若い世代は、高齢者の気持ちを大切に、一

消費税申告についてご相談の際は、決算

60歳までのすべての方は、国民年金に加入

書・収支内訳書を作成の上、
お越しください。

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。

スが少ないことから、当会場へお越しの際は、

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。

公的年金等の源泉徴収票が
送付されます！

できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※固定資産の償却資産は、毎年1月1日現

公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支

国民年金や厚生年金などの老齢年金を受け

申告書の提出は、税務署までお越しいただ

在の資産について申告していただくこと

え、今の現役世代が高齢世代になったときに

ておられる方を対象に、1月下旬から2月上

かなくても、郵送により提出することができ

とされていますので償却資産申告書の提

は次の世代が支えるという「世代と世代の支

旬にかけて、平成18年分の「公的年金等の

ます。

出は、1月31日までにお願いします。

えあい」のしくみで成り立っています。

源泉徴収票」が社会保険業務センターから送

20歳を迎えられるこの機会にしっかりと

申告相談・申告受付
所得税
2月16日（金）〜3月15日（木）
贈与税

1月の町税
国民健康保険税

第 9 期

町 県 民 税

第 4 期

納

1月31日

期

限

付されます。

人生計画を立て、自分自身の将来のため、国

この「源泉徴収票」は確定申告の際に必要

民年金に加入し、保険料を納めてください。

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

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「国民年金被保

ありませんので、「源泉徴収票」は交付され
ません。

険者調査・資格取得届」（はがき）をお送り

3月 1日（木）〜3月15日（木）
・源泉徴収票に関すること「ねんきんダイヤル」0570−07−1165
・確定申告等に関すること 彦
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署 （電）22-7640
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子育て支援・男女共同参画
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

子レ開
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ンョ
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幼稚園
子育て支援センター （有）2-1025 （電）
（Ｆ）48-1025

多賀幼稚園 （有）3-3513 （電）48-0274

子どもたちの大好きなアニメやクリスマス

やきいも

育ちをつなぐ幼稚園

ソング、お父さん、お母さんたち向けのなつ

11月18日、清涼ファミリーステーショ

かしい曲など、たくさん聞かせてもらったあ

ンで行なった「みんなでほかほか焼き芋パー

と、よしと風船を使ったブーブー笛を皆でつ

ティー」には、50人の親子が参加され、お

くりました。

〜家庭との連携のなかで〜

いしい焼き芋に舌鼓を打ちました。新聞紙や

多賀幼稚園では、望ましい幼児の発育を願い、家庭

動に参加していただき、園での生活や子どもへのかか

アルミホイルを使ってみんなで準備をした

と連携を図って子育てに取り組んでいます。特に家庭

わり方など、実践を通して理解し、「子育てって楽しい

後、芋が焼ける間に、ゲームやまつぼっくり

と幼稚園が十分に情報を共有し、理解しあいながら、

なー」と、実感していただく取り組みを行っています。

の剣玉、どんぐりマラカスづくりなど楽しい

園や家庭・地域の協働の姿勢を大切にしています。

ひと時を過ごしました。

よし笛コンサート

具体的には、保護者の皆さまにいろいろな幼稚園活

本年度の取り組みで、「お父さん、出番ですよー」と
『父親の保育参加』なども実施しました。

子育て学習会

お父さんの保育参加

12月9日、たきのみや保育園で開催の

〜子どもが安心して、健やかに成長するために〜

〜心も体もふれあって〜

「よし笛コンサート」には、約30人の参加

滋賀県では、「語り合い･学び合い

父親も子育てに参画していただ

があり、親子で美しいよしの音色にうっとり

を通した親育ち」の活動を推進して

き、楽しい活動を感じながら、子ど

親子の絆を深める場、そして、情報

しました。

います。

もたちの生活をより豊かにできるよ

を共有して、それを子育てへの強化

うに、『父親の保育参加』を実施し

につなげようとすすめています。た

ました。

とえば、楽しい親子活動などもその

それに基づき、県教育委員会生涯
学習課の久保川先生のご指導によ

男女共同参画講演会

保護者サークル
「ぶらんこ」の活動
保護者の皆さんの情報交換の場、

り、講演会やワークショップ等、幅

「疲れたけど、とても楽しかった

1例です。

広く『子育て学習会』を実施してい

です。」「家庭ではみえない成長が今

また、3年目を迎える「多賀の民

11月25日、GE-ネットしが（男女共同参画センター）で開催された「これからの生き方・働き方〜ワークライフバランス

ます。保護者の方々は毎回、熱心に

日の遊びで見ることができてよかっ

話の紙芝居」制作では、大滝神社に

社会（仕事と生活の相乗効果）へ〜」の講演会に参加し、
「生活の充実」は「仕事の充実」であり、両者のバランスを取りな

参加され、子育てについて気軽にト

たです。」など、たくさんのご感想

伝わる『犬胴松』のお話の制作がす

がら、人と違う自分を知ること、自分にとって十分だと思える何かを知ること（
「足る」を知る）が大切であるということを

ークを弾ませておられます。

をいただきました。

すんでいます。

▲お父さんの子育て講座「子どもの

▲ちょっぴり緊張のお父さん、紙芝

▲クリスマスリースつくり「お母さん、

学びました。参加されたお母さんから、感想をいただきましたので紹介します。
支援センター登録の2児の母さんから

現在もうすぐ3歳になる長女と1歳になる長男の母です。結婚後しばらく仕事と

家事に追われる忙しい日々、そして子どもを出産し仕事は在宅に変わり、2人の子育てに追われる毎日と変化しています。
1人目を出産した時は家庭に入るのがとても怖かった。産後ゆっくり過ごしていると、「仕事に復帰できないかも」
「新米ママが育てるより、専門の保育園に預けてあげた方が赤ちゃんにも良いに決まっている」と、どうしても外で働こ
うと考えていました。そう考えている間に2人目を出産。会社に復帰することは難しくなり、在宅での仕事に変わった
ことによって仕事をする時間が減り、子どもたちの成長を見ることで子育てが楽しく感じられ、時間にゆとりができ家
事もそこそこできて、徐々に家庭へと目が向くようになってきました。それでもどこかで「フルタイムで正社員のよう
も ん も ん

に働きたい」と願望があり、悶々とした気持ちがあったのです。
しかし、今回の講演を聞いて私の曇った心が晴れました。これからの社会は、家庭を大切に家族との関係が人生を豊か

人権を守ろう」

居を熱演

ここむつかしい。どうするの？」

にしてくれる―これがベストな生活だと確信することができました。私のこれからの生き方・働き方を少しずつ考え直し
ていきたいと。また何ごとも欲を出したら限りがなく、今日の生活で『
「足る」を知る』にも気づかせてもらいました。

支援センターカンガルー広場登録の母さんから 『ワークライフバランス』というテーマは正直なところ、今の社会では
実現は無理なのでは？と思いました。ただ実現すれば少子化問題や若者の雇用など、日本の抱える問題のほとんどがなく
なるので、子どもの未来のために、みんなで取り組むべきテーマだと考えさせられました。

今後も「子育て講座」や「子どもサロン」など、子育ての応援や子育てサポーターをしていただく方の講座を開
いていきたいと考えています。講座へのご意見、ご希望など、ぜひお寄せください。
広報たが 2007年1月号
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▲ちょっぴり緊張のお父さん、紙芝
居を熱演

▲サッカー大会「絶対お父さんに負
けないヨ！！」

▲手づくり紙芝居、3月の発表に向
けて奮闘中
広報たが 2007年1月号
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博物館

文化財センター

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

http://www.tagatown.jp/˜taga-mus/

「亥」年なので猪にまつわる植物を…
シシウドは、町内の山間部に生育しており、
大きさが2メートルにもなる大型の植物で

bunkazai@tagatown.jp

シシウド

1月28日（日）まで

せ き た い

ただいま多賀の自然と文化の館で『古代、

石帯（写真2）は、土田遺跡の発掘調査で

間です。全体がウドの木に似ており、猪が食

土田に役所があった？』を開催しています。

出土しました。石帯とは平安時代の官人の朝

べるのに適した大きさの植物ということから

タイトルが示すとおり、今回の展示の一部は

服の腰帯（現在のベルトに相当）に石製の飾

か ん が

す。名前にウドが付きますが、実はセリの仲

古代の役所（官衙）についてご紹介していま

りが付いたものをいいます。土田遺跡で発見

夏になるとたくさんの枝先に白い小さな花

す。さらに、これまで芹川扇状地でおこなわ

されたものは、石製の巡方（方形の飾具）と

が咲き、それが四方に広がっているため花火

れた発掘調査の成果をまとめ、開発の歴史に

呼ばれるもので、六位以下の官人の所有物で

のような美しさをもっています。

ついて探るものです。

あったと考えられます（位によって石の色分

この名前がついたと言われています。

じゅんぽう

シシウドは大きく、きれいな花が咲くので

は、木曽遺跡で古墳時代初頭（今からおよそ

はありませんでした。そのためにも今年は亥

1,700年前）の竪穴住居跡から出土しまし

年ということで名誉挽回のチャンス。これか

た。鏡は当時、神秘性や希少性をもっており、

らは年男ならぬ年植物（？）のシシウドをよ

大王など権力者の古墳に埋納されていること

ろしくお願いします。

で有名です。木曽遺跡で見つかったものは、

博物館の裏側には何がある？
タイムカプセルを未来へ

展示品の一部をご紹介します。鏡（写真1）

すが、これまであまり人の注目をあびること

金尾滋史（多賀の自然と文化の館学芸員）

けがなされていました）。

日本でつくられた小型の鏡の破片です。割れ
た面が磨かれたか、こすれたようになってお
り、特別な人物が首から提げるなどして身に
せ き た い

▲鏡（写真1）

着けていたと考えられます。

▲石帯（写真2）

多賀町の宝物を見つける！

博物館では、町内に生息している生き物や

博物館の資料収集には、展示や普及・教育

歴史にまつわる古文書などさまざまな資料が

行事に使うため、現状の記録証拠として残す

展示されています。

ため、研究に使うためなどさまざまな目的が

しかし、これら展示されている資料は、ほ

あります。こうして集められた資料を見てい

んの一部分にすぎないのです。実は、博物館

ると、資料の方から私たちにいろいろと魅力

の裏側には膨大な量の資料が保存されている

を語りかけてくれるのです。

洞窟写真コンテスト

「洞窟八景」入賞作品決定!!
12月3日まで開催の企画展「河内風穴の自

などユニークなショットの数々が展示会場い

そのメッセージを聞きとって価値付けをし

然」では、洞窟で撮影された写真のコンテス

っぱいに貼り出されました。各作品は、ご覧

ていき、多賀町の宝物を新しく見つけていく

ト「洞窟八景」も行いました。このコンテス

になった方から人気投票をしていただき、入

したのか」というラベルがつけられ、標本と

ことが学芸員の仕事の一つなのです。ふだん、

トには全国の研究者や洞窟探検家の皆さんか

賞作品も決まりました。投票していただいた

いう形で収蔵庫に保存されています。それら

博物館の収蔵庫などへは立ち入ることはでき

ら49点にものぼる力作が出品され、探検の

皆さま、ありがとうございました。

は、資料自身とその情報を未来へ残すための

ませんが、さまざまな形で保存されている資

スナップや洞窟に生息する生物の貴重な写真

タイムカプセルとしての役割を果たしてお

料は調査研究によって価値が見出され、企画

り、学芸員は現在の状態を10年後、100年

展や講座などを通じて今後皆さまに紹介して

後にわたって保つように努力をしています。

いきたいと考えています。

ことをご存じでしょうか。
生き物の場合、「いつ、どこで、誰が採集

多賀の自然と文化の館賞

多賀町観光協会賞

『深さ250m地点から上を見上げる』 『赤ちゃん鍾乳石』
（上記写真）

製。過去に企画展などにも登場しました。
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多賀町立文化財センター （有）2-0348 （電）48-0348

埋蔵文化財発掘調査成果展開催中

多賀のゆかいな生き物図鑑⑱

▲収蔵庫に保管されている哺乳類、鳥類の剥

広報たが 2007年1月号

museum@tagatown.jp

▲昆虫の標本は種ごとに分け、標本箱に入れ
て保管しています。

河内観光協会賞
『箱庭』（上記写真）

撮影者：海亀さん

撮影者：鈴木健士さん

撮影場所：中国重慶市「石硝坑」

撮影場所：佐目「佐目のコウモリ穴」 撮影場所：河内「河内風穴（新洞エリア・蟻の巣）」
『ジャイアント・キャンドル』

撮影者：後藤聡さん
『あおの水路

探検開始』

撮影者：毛受伸一さん

撮影者：木崎裕久さん

撮影場所：大君ヶ畑「ナベイケ」

」
撮影場所：河内「河内風穴（あおの水路）
広報たが 2007年1月号
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おしらせ
博物館自然観察会

多賀町立図書館 （有）2-1142 （電）48-1142

tosho@tagatown.jp

多賀の野鳥観察会

映画会

あけぼのパーク多賀
1月のカレンダー

「猟奇的な彼女」
（124分）

冬は水鳥をはじめ、多くの野鳥が観察でき
る絶好のシーズンです。多賀町にはどんな鳥

日時■1月20日（土） 14時〜

がやってくるんでしょうか？

場所■2階

大会議室

みんなで鳥の不思議な一面を観察してみま

日

しょう。

れたい?」が口癖で、過激

日時■2月3日（土）

な行動を繰り返す 彼女 。

9時30分〜12時

困惑しながらもその魅力

場所■野鳥の森（多賀町一円）

にひきこまれていく大学

集合■多賀の自然と文化の館（9時）

生のキョヌ。しかし、タフ

講師■金尾滋史（多賀の自然と文化の館 学

でワイルドに見える 彼

芸員）

女 には、ある切ない過

持ち物■防寒着、双眼鏡など

去があった…。韓国の傑

参加費■100円

作ラブストーリー。

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

本の紹介
一般書

児童書

『奸婦にあらず』
諸田 玲子/著

おはなしのじかん
日時■1月6、13、20、27日

『こねこちゃんこねこちゃん』

いずれも土曜日

長野 ヒデ子/作 絵 ひさかたチャイルド Eナガ

身分違いの一途な恋情を内に

やんちゃな子猫、しっかりも

秘め、大老の「影」となっ

のの子猫、おっとり子猫…。

た−。彦根藩主、井伊直弼と

12匹の子猫たちは、冬でも

新春年賀状展

多賀に由来のある村山たか女

元気いっぱい。歌って読める

日時■1月7日（日）〜28日（日）

の、激しく数奇な生涯を描く。

楽しい絵本。

場所■あけぼのパーク多賀ホール

梨木香歩/著

移動図書館さんさん号 1月の巡回

『アブさんとゴンザレス』
筑摩書房

913.6ナシ

斉藤洋/著

佼成出版社

砂漠の中に、ひとりのこされ

木々や生き物の息づかい。カ

た「ぼく」。なぞの人物、ア

ヤックで水辺に漕ぎだすと見

ブさんと旅をすることになっ

えてくる世界を、物語の予感

たけど…。

『ぶらり近江の観音めぐり』
玉城 妙子/著

小学館

L718.1

子ども陶芸教室作品展
『青いリボン』
大島 真寿美/著

1月 5日（金）

1月12日（金）

1月 19日（金）

1月26日（金）

10:10〜10:35 10:10〜10:35 10:10〜10:35 10:10〜10:35
藤
瀬
大君ヶ畑
藤
瀬
大君ヶ畑
（草の根ハウス） （集会所） （草の根ハウス） （集会所）
10:45〜11:10 10:55〜11:30 10:45〜11:10 10:55〜11:30
川
相
川
相
多賀清流の里
多賀清流の里
（皆様の店くぼ）
（皆様の店くぼ）

K913サイ

川 の に お い 、風 の そ よ ぎ 、

休館です。

場所■おはなしのへや

※共催：多賀大社

『水辺にて』

※25日（木）は月末整理のため、図書館のみ

15時〜

日本経済新聞社 913.6ムラ

境地を開くエッセイ。

12:50〜13:30

13:00〜13:35

12:50〜13:30

13:00〜13:35

大滝小学校

多賀小学校

大滝小学校

多賀小学校

14:00〜14:30 14:00〜14:30 14:00〜14:30 14:00〜14:30
犬上ハートフル
大
杉
大
杉
多賀幼稚園
（自警団車庫）
（自警団車庫）
センター

日時■1月10日（水）〜31日（水）
理論社

K913オオ

場所■図書館カウンター前

14:50〜15:20
萱原保育所

滋賀県に数多く残されている

両親の離婚をきっかけに、同

平安時代の仏さまの中から、

級生の家に居候することにな

選りすぐりの十一面観音像

った依ちゃん。泣いて、恋し

第5回「四季彩々」写真展

27体を、のんびりと訪ね歩

て、笑って、落ち込んで、た

四季折々の風景や行事の写真展

く旅ガイド。

わいない2人のために世界は

日時■1月13日（土）〜28日（日）

あった−。胸にぐっと来る、

場所■対面朗読室

家族と友情の物語。
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火

超美人なのに「ぶっ殺さ

いっぱいに語る人気作家の新

広報たが 2007年1月号

月

※写真出展：神田裕弘さん

15:40〜16:15
たきのみや
保 育 園

15:20〜15:45
猿
木
（西光寺前）

14:50〜15:20
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※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
広報たが 2007年1月号
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おしらせ

おしらせ

湖東地域男女共同参画ひろば
日時■1月28日（日）

代替保育士登録者募集！

雅楽講座

福祉の職場説明会

県政モニターを募集します！

体験を通して、お互いの理解や交流

応募資格■県内在住の満20歳以上

文化の中心であった大和や京畿

などの職場の非常勤（パート）保育士

とのつながりが多かった近江の国

（大学、短大、専門学校生を含む）

として、登録される方を募集します。

は、早くから文化が開け、多賀大

を対象に、社会福祉施設等との個別

を深め、国際性を養ってみませんか？

（平成19年4月1日現在）で、

この制度は「子育て中や家庭の事

社をはじめ、胡宮神社、大滝神社

面談会を開催します。

内容■ホームステイ・語学研修・異世

県政に関心を持ちモニター活動

「しがのこくらぶ」

情などで毎日仕事に出られない」
「フ

では、祭礼とともに雅楽も伝承さ

日時■1月17日（水）

代表

ルタイムでは働けないが短時間なら

れています。

場所■愛知川公民館

大ホール

内容■のこぎりコンサート
稲山訓央さん

講演「人生百年

女と男の輝く

時代！」樋口恵子さん
※手話通訳・一時保育あり。（事
前にご連絡ください）
お問い合わせ
滋賀県湖東地域振興局地域振興課
（電）27-2204 （Ｆ）24-0878

訪れる年に1度だけのバスツアーで

である雅楽に触れていただこうと、

働けるよう登録していただくもので

雅楽講座を開講しますので、この機

す。勤務時間（不定期）等について

会にぜひご参加ください。

参加費■無料

は、ご相談に応じます。印鑑・保育

期間■2月〜11月まで間の20回

お問い合わせ

士証（コピー可）をご持参のうえ、総

日程■毎月第2、第4日曜日

合福祉保健センターふれあいの郷ま

地元ガイドさんによる詳しい説明

定員■鳳笙・篳篥・龍笛各管若干名

福祉保健課

受講料■20,000円（月2,000円

（有）2-2021 （電）48-8115
fukushi@tagatown.jp

日時■3月18日（日）
集合場所■多賀町役場駐車場
訪問先■大滝神社：遊歩道散策／高
源寺：住職による説明あり（多
賀町）
西明寺／一休庵そば道場／せせ
らぎ直売所（甲良町）
伊藤忠兵衛記念館／阿自岐神
社：江州音頭披露（豊郷町）
昼食場所■一休庵（甲良町）
参加費■2,500円

※当日徴収

定員■30人（先着順）
申し込み方法■住所、名前（参加者
全員）、連絡先を電話またはFA
Xにてご報告ください。
申し込み締切■2月28日（水）
お申し込み・お問い合わせ
農林商工課
（有）2-2030 （電）48-8117
（Ｆ）48-0594

ように指導します。

業

9時〜16時（集合 8時50分）

種

時間額

紡績業、その他の織物業、染色 710円
整理業、その他の繊維工業
（新設）
繊維工業（ねん糸製造業、織
※1
物業、網・網製造業、レース・ 696円
繊維雑品製造業）
ガラス・同製品、セメント・同
製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製 783円
品製造業
製鋼・製鋼圧延業、鋼材・鉄素
※2
775円
形材・鋳鉄管製造業
一般機械器具製造業
784円
電気機械器具、情報通信機械
器具、電子部品・デバイス製 766円
造業
自動車・同附属品製造業
786円
計量器・測定器・分析機器・
試験機、光学機械器具・レン 772円
ズ製造業
各種商品小売業

717円

※1 平成17年度より据え置き
※2 平成16年度より据え置き

【地域別最低賃金】
平成18年10月1日より発行
滋賀県最低賃金

※講座を終了された方は、「滋
賀雅楽会」に入会できます。

662円

彦根労働基準監督署 （電）22-0654

申し込み締切■1月31日（水）
お問い合わせ
多賀大社社務所内

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

代交流・教育現場見学・ボランティ

を遂行できる方

ア体験・文化交流会・地域見学等

ただし、国または地方公共団体

派遣先■米国・英国・豪州・カナ
ダ・カンボジア

の議員や公務員、行政相談員、
国や地方公共団体のモニター予

対象■高3〜大人の方まで

定者、平成17、18年度の県

参加費■28.5万円〜36万円（共

政モニターを除きます。

通経費は別途）
お問い合わせ・資料請求
（財）国際青少年研修協会

募集人数■100人（多数の場合抽
選）
委嘱期間■平成19年4月（委嘱の

（電）077-567-3925

〒160-0004

日）〜平成21年3月31日（2

（Ｆ）077-567-3928

東京都新宿区四谷2-11 大村ビル3F

年間）

（電）03-3359-8421 （Ｆ）03-3354-2207

大津市医師会立
看護専修学校平成19年度
（第20期生）生徒募集
募集人員■30人（推薦含む）
男女共学

場所■多賀大社参集殿

お問い合わせ

広報たが 2007年1月号

前納）
内容■講座終了時に2曲演奏できる

産業別最低賃金改正のお知らせ

福祉の就職総合相談コーナー

〜あなたの大切な声を県に届けてください〜

りゅうてき

お問い合わせ

【産業別最低賃金】

もあります。

ひ ち り き

内容■個別職場説明コーナー

滋賀県福祉人材・研修センター

19時〜21時
対象■雅楽に興味のある初心者の方

す。地域の歴史・文化に触れて、楽
しい1日を過ごしませんか。

場所■大津プリンスホテル

多くの方に手軽に日本の伝統音楽

士（指導員）として、都合のつく時に

ほうしょう

犬上郡内の選りすぐりの観光地を

13時〜16時

大丈夫」という方に、一日代替保育

でお越しください。

いぬかみ名所史跡めぐり

福祉の職場に就職を希望される人

高3〜大人のための
冬期海外派遣事業 参加者募集

保育所、支援センターや学童保育

13時30分〜15時40分
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受講生募集

文化振興基金

主な活動内容■県からお願いするア

info@kskk.or.jp

ンケート調査の回答や特定テー

http://www.kskk.or.jp

マへの意見提出、県政に関する
意見を随時提出（年間1通以

小学〜高校生のための
春休み海外派遣事業参加者募集

上）、委嘱式などの会議への出
席（任意出席）
応募締切■1月26日（金）消印有効

受験資格■中学校卒業または卒業見

文部科学省所管の財団法人国際青

応募方法■所定の応募用紙（または

込み以上の学歴があり、心身と

少年研修協会では、平成19年春休

同様の内容）を郵送、ファック

もに健康で、準看護師となるに

み海外派遣事業の参加者を募集して

スまたはメールで滋賀県庁広報

適するもの

います。体験を通してお互いの理解

課県民の声担当あてお送りくだ

（電）48-1101

願書受付期間■1月22日（月）〜26日（金）

や交流を深め、国際性を養うことを

さい。（メールタイトルは「県

（Ｆ）48-2029

試験日■2月4日（日）

目的に実施します。

政モニター応募」としてくださ

合格発表日■2月16日（金）

内容■ホームステイ・学校体験・英

い。
）

「雅楽講座」係

1月10日は「110番」の日
110番通報の適正な利用を！

試験科目■学科試験（国語・小論
文）、面接
その他■滋賀県内の医師会会員が管理

語研修・ボランティア・文化交
流・野外活動地域見学等
派遣先■オーストラリア・ニュージ

応募用紙の請求・応募・お問い合わせ
〒520-8577（住所不要）
滋賀県広報課

県民の声担当

する医療機関からの推薦入学と、

ーランド・カナダ・イギリス・

（電）077-528-3046

年間に約12万件の110番通報を受

高等学校推薦入学があります。

アメリカ・フィジー・中国

（Ｆ）077-528-4804

理しています。しかし、そのうち約

※出願書類請求の場合は、郵送

3万件がいたずら電話や間違い電話

料（200円切手を添えて下

等です。

記まで請求してください）

警察本部通信司令室では、昨年1

110番は、皆さんの生活を守る

お問い合わせ

大切な緊急電話です。いたずら電話

大津市医師会立看護専修学校

や間違い電話は、重大な事件等の対

〒522-0036

応が遅れる要因となります。絶対に

大津市園城寺町字常在寺233-5

しないようお願いします。

（電）077-526-2059

お問い合わせ

（Ｆ）077-526-2893

彦根警察署 （電）27-0110

nurse@otsu.shiga.med.or.jp

対象■小3〜高3

ab0001@pref.shiga.lg.jp

参加費■24.8〜35万円（共通経
費は別途）
申し込み締切■2月5日（月）
お問い合わせ・資料請求
（財）国際青少年研修協会
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-11
（電）03-3359-8421 （Ｆ）03-3354-2207
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp
広報たが 2007年1月号
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おしらせ

相
談
・
検
診
・
予
防
接
種

おしらせ
相談等

子育て支援センター ひろばの案内

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

すくすく相談
2月6日（火） 10:00〜11:00

にっこり広場

3on3バスケットボール大会参加者募集

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
2月20日（火） 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。

赤ちゃんサロン
2月14日（水） 10:00〜10:10
0歳代の親子・妊婦の方

健診等
4カ月児健診（離乳食教室）
2月5日（月） 13:00〜13:15
H18年9月生まれの乳児

10カ月児健診
2月5日（月） 13:15〜13:30
H18年3月生まれの乳児

2歳6カ月児歯科健診
2月6日（火） 13:00〜13:15
H16年7月・8月生まれの幼児

3歳6カ月児健診
2月14日（水） 13:00〜13:15
H15年7月・8月生まれの幼児

整形外科健診
2月28日（水） 13:40〜14:00
H18年11月・12月生まれの乳児

予防接種
BCG
2月13日（火）

14:00〜14:30

生後3カ月〜6カ月でBCGが未接種の乳児
※「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。■2歳6カ月児歯科健診、3歳児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。

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）
2月28日（水）

10:00〜12:00

2月は、ペープサート遊びや、指人形で遊びまし
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。）

まちがいさがし

おたのしみクイズ

ペンギン広場（1歳児・4月〜10月生）
2月14日（水）
2月21日（水）
カンガルー広場（2歳児）キリン広場（3歳児）
2月6日（火）・2月7日（水）
1歳のお誕生会
2月9日（金） 10:00〜11:00
2月に1歳のお誕生日を迎えるお子さまや、今ま
での誕生会に参加できなかった方は、ぜひお越し
ください。
※にっこり広場は、2月8日（木）、27日（火）、
園庭開放は、1月20日（土）午前はお休みです。
■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 ㈲2-1025 （電）48-1025

上下のイラストをよ〜く眺めてく

問題

有線FAX 2-2018
taga@tagatown.jp

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

締め切りは1月25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
ただきます。

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。

設多平
立賀成
決 や １９
定ま年
！び 4
こ月
ク
ラ
ブ

ペンギン広場（1歳児・11月〜3月生）

報たが」へのおたより（俳句・短歌・川柳・イラ

福祉保健センター

スト）やご意見を役場企画課までお送りくださ
2月の利用講習会日程
13:30〜14:30
9日（金）15:00〜16:00

い。Ｅメール・有線ＦＡＸでもOKです。

体力測定

【12月号の答え】

利用講習会

13:30〜14:30／17:30〜18:30 体力測定
24日（土）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

（有）2-2021

なお、はじめてトレーニング室を利用して

（電）48-8115

いただく方は、初回に利用講習会を受講して

■18歳以上の方 利用料■町内在住・在勤の方20
0円、町外の方300円 その他■運動のできる服

いただく必要があります。

装・運動靴・タオルをご用意ください。

広報たが 2007年1月号

参加費■1,000円
申し込み方法■1月14日（日）、21時までに申
し込み用紙（海洋センター、滝の宮スポ
ーツ公園にあります）に必要事項を記入
のうえ、参加費を添えて多賀やまびこク
ラブ設立準備委員会事務局（多賀町B＆
G海洋センター内）までお申し込みくだ
さい。
※12チームになり次第締め切らせていただ
きます。

そうだ、ジム行こう！
力測定』を開催中。握力、閉眼片足立ち（バラ

hoken@tagatown.jp

多賀やまびこクラブ設立準備委員会で3o
n3バスケットボール大会を計画しました。
3人集まれば気軽に参加できる大会です。ぜ
ひ、ご参加ください。
日時■1月21日（日） 受付 9時〜
場所■多賀町B＆G海洋センター体育館
参加資格■高校生以上 男女別
先着12チーム
チーム■チーム出場人数3人
（ただし、申し込み人数は4人までとする）

す。発表は景品の発送をもってかえさせてい

場所■多賀町総合
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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※）

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

れあいの郷」では、毎月トレーニング室で『体

福祉保健課

9:00〜12:00

ふれあいの郷トレーニング室

皆さんの健康づくりを応援するために「ふ

ふれあいの郷

月曜日〜金曜日

生まれました！
ほ ん

だ

本多

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。

オオソウジ（大掃除）でした

おくやみ申し上げます

結婚しました！

ひとのうごき
平成18年11月末現在
（ ）内は前月比

■人口
8,331人 （−5）

け い

敬（正浩・有美）

神細工敏江

85歳

一円

鐵造

92歳

藤本嘉彦Q奥村香織

小西

とよ

96歳

加藤

むめ

92歳

宮川靖史Q松岡美貴

藤木

喜市

88歳

近藤

ふみ

81歳

筒井

靜
静
騨

91歳

（敬称略）

お詫びと訂正■広報たが12月号 16ページ「社会を明るくする運動標語」において、植野瑞喜さんの学校名を
「多賀小学校6年生」と記載していましたが、正しくは「多賀中学校2年生」でした。お詫びして訂正いたします。

■男性
3,983人 （＋4）
■女性
4,348人 （−9）
■世帯数
2,642人 （＋3）
広報たが 2007年1月号

23

