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河内の風穴は何キロメートル？

特集 ● いざなぎプロジェクト

いざなぎプロジェクト ● 特集
さですが、迷路状の通路が多く未測量の通路
が数多く残されています。そして測量中に誰に
も知られていなかった通路が発見されるなど、
今のところ長さを確定させることは困難です。
現在、日本で一番長いと言われている洞窟
は23㎞あります。2番目は10㎞ほどで、3番
目が8.7㎞です。その次は6.3㎞なので今のと
ころ、河内風穴は日本で4番目の長さがあると
言えそうです。
さて河内風穴に入ると、入口から少し下った
ところに大広間という大きな空間に出ます。そ
す き

音の聞こえる場所に出ます。大雨の後だと川
が流れていることに気づくでしょう。これは河
内風穴の奥にある青く澄んだ地底湖から流れ
てきた水で、
この大広間を流れた後、料金所か
ら観光洞入口に向かう道の脇の川に湧き水と
▲河内風穴観察会

きました。ちなみに、最後の探検の時に見つけ

芹川の上流、河内宮前にある「河内風穴」は、全国でも屈指の規模を誇る大洞窟です。でも、そ

終わっています。その先は、険しい岩場や迷路

た通路は10年あまりの時の経過によって、詳

んな大洞窟であるということを、いつ、どのように、誰が調べたのか、皆さんはご存じでしょうか？今

状の通路などがたくさんあると同時に美しい

しい場所を失念してしまい、調査再開後の数年

回、河内風穴の探検・測量調査に取り組んでいる洞窟探検家のチーム「イザナギプロジェクト」代

鍾乳石が数多くあり、青く澄んだ地底湖や地下

間は見つけることができませんでしたが、
ここ

表の後藤聡さんから、調査活動のこれまでと今後の展望について特別に原稿をお寄せいただきま

河川のある領域です。この領域には経験ある

2年の間に相次いで再発見されました。

した。河内風穴の全貌を明らかにするべく、何年にもわたって続けられてきた調査の最新のレポー

洞窟探検家でなければ安全に入れませんが、

トをご紹介します。

洞窟探検家の適切な補助があれば入れる領域

んでイザナギ・プロジェクトと名付けられ、関西

です。今年は台風のために中止されたそうです

や中国地方など幅広い地域の洞窟探検家から

が、毎年のように河内風穴の観察会が行われて

の協力を得ています。ここ数年は年に4回ほど

います。住んでいる地域に日本でも屈指の洞

の活動を行い、
これまでに計23回の活動をし

窟があるのですから、
こうした機会にぜひとも

てきました。そして毎回、探検や測量中に人跡

イザナギ・プロジェクトによる河内風穴の調査活動
−これまでの成果と今後の展望−

の ぞ

かなか決められません。では洞窟の長さとして

ますが、その中でももっとも大きなものが、
「河

良く公表される数字は何でしょうか。もっとも

私の所属する東京スペレオクラブという洞

つになったら測量が終わるのかわからなくなっ

内風穴」です。

多いのはその洞窟を調査した人やグループが

窟の調査・探検グループは日本や世界各地で

てしまうという予想外の出来事に見舞われ続

測量した通路の長さの総計です。ほかにも人が

活動していますが、国内の活動地の１つとして

けています。

はっきりとは分かりません。20年以上前には

通ったことのない水系を含めた長さや、今後伸

平成13年に河内風穴を選びました。それは昭

今後、河内風穴はどこまで伸びるのでしょう

300mほどとされていましたが、昭和62年に

びるであろう予測値であることすらあります。

和62年以降、系統だった調査が行われておら

か。答えがいつ出るか分かりませんが、
これか

は3300m、平成13年には4200m、平成16

それゆえに、洞窟の長さは変わるのが当たり前

ず未測量の箇所が多く残されていると知られ

らのイザナギ・プロジェクトの調査に期待してく

年には6500mと延びています。現在はとい

の世界です。河内風穴の長さは測量された長

ていたからです。私は昭和62年の活動に深く

ださい。

ではどのくらいの長さがあるのかというと、

中を覗いてはいかがでしょう。

うと8000m以上あるだろうというところです

関わっていましたが、その活動の終わりのころ

が、
まだまださらに長くなり、何mまで伸びるか

に河内風穴の測量の合間に一人で探検をした

は、今のところ想像できません。

時、今まで知られていない通路を多数見つけま

洞窟の長さというのは、
洞窟の中で人の通れ

▲第2水流地底湖

この河内風穴の調査計画は多賀大社にちな

ここ多賀町には計50本あまりの洞窟があり

未踏の通路を見つけるなどの成果があがり、い

（後藤聡：イザナギプロジェクト代表）

▼たて穴を登る

した。
しかし時間切れで測量はおろか、他の人

る通路をすべて合わせた長さで求められます。

にその場所を教えることすらできませんでし

しかし、人が通れるのに測量されていない通路

た。そのことは、その後ずっと心の隅に残って

があったり、人跡未踏のまだ誰にも知られてい

いたのですが、
なかなか機会を見つけられず時

ない、隠された通路があったりしますし、
どこを

間が過ぎてしまいました。
しかし、東京スペレオ

あって、
この洞窟の長さは何mだとは一概にな



して流れ出ています。この大広間をさらに行く
と、はしごを上って少し行った場所で観光洞は

だ い ど う く つ

人が通れる通路とするかという判断のぶれも

広報たが 2007年10月号

ま

の広間を降りきったあたりで岩の隙 間 から水

クラブで新たな調査地域を決める話が出た時
▲シアターホール

にその心残りを解消する機会を得ることがで
広報たが 2007年10月号



まちの話題

まちの話題
発明クラブ

人と暮らしを考える会

夏休みの最後の思い出づくりに…
住環境・福祉・防災フェア

パソコンソフトを使って作品づくり
初めての体験に興味津々

防災や福祉、住環境について知っ

体験コーナー・子ども向けイベントな

犬の賢さに感心されていました。ほか

てもらおうと、8月26日に中央公民

どが行われました。子どもたちが、段

にも、防災についての講演会や環境

8月22日に滋賀県立大学で、
『滋

館で、
「住環境・福祉・防災フェア」が開

ボール建築やトールペイントに挑戦し

の映画上映など多くのイベントが行

賀県少年少女発明クラブ合同大会』

催されました。これは、地元企業の有

ていました。また、体験コーナーでは、

われ、夏休みの良い思い出づくりに

が開催されました。多賀町少年少女

グライダーづくりでは、県立大の南

CADを使っていて、
クラブ員たちも

志の方々で組織される
「人と暮らしを

おもりをつけての高齢者擬似体験、

なったのではないでしょうか。身近な

発明クラブからは13人のクラブ員

川先生による流体の話を参考に、
どう

ふだん使ったことのないソフトに大満

考える会」の方々が企画されたもの

卵の殻を使った割れたガラスの散乱

生活に密着した企画で、生活環境に

が参加し、グライダーづくりや、3D

すればよく飛ぶグライダーができる

足のようでした。

です。

歩行体験など身をもって実感されて

ついて考えるきっかけになったことと

CAD（立体を描くことができるパソコ

のか試行錯誤しながらつくっていま

いました。

思います。

夏休みということもあり、子どもた
ちや家族づれなど多くの人でにぎわ

玄関付近では、盲導犬のデモンスト

いました。公民館内では、企画展や

レーションが行われ、多くの人が盲導

ンソフト）
による土星作成などを体験

した。3D CADによる土星作成は県

しました。

立大生の手伝いもあり、スムーズに

さわやかウォーキング

秋はもうすぐそこに 多賀まいり

近畿少年軟式野球大会

彦根クラブが優勝
第31回近畿少年軟式野球大会

9月24日、
「 秋の楽しい1日体験!!

楽しむとまではいかなかったかもしれ

まだ、紅葉の時期とまではいきません

さわやかウォーキング

多賀まい

ませんが、境内を散策したり自然の美

でしたが、
もうすぐそこにせまった、秋

り」が行なわれました。県内外から多く

しさを楽しんだりしていました。その

の多賀の魅力を感じられていました。

多賀中学校3年の市田雅樹君が所

第1試合では、兵庫の太子西クラブ

の方が参加され、秋の1日を満喫され

後、あけぼのパーク多賀を訪れ、
アケ

健康づくりにも、観光や自然を楽しむ

属する彦根クラブが、第31回近畿少

を4−3で下し、決勝戦では、接戦の

ていました。
くもり空でしたが、
ウォー

ボノゾウの化石や展示などに見入っ

のにも、充実した1日になったのでは

年軟式野球大会でみごと優勝を果た

末、和歌山の近大新宮クラブを1−0

キング日和になったと思います。

ていました。そして、多賀大社、真如寺

ないかと思います。

しました。

で破り、優勝を決めました。

多賀大社前駅に電車が着くとぞく
ぞくと参加者が降りてこられ、受付を
すませ、
スタートしていきました。まず
は、胡宮神社をめざしました。紅葉を

を見て回り、ゴールの多賀大社前駅
前に到着しました。
ゴール後には、
お楽しみ抽選会があ
り、お米などがプレゼントされました。

▲多賀中3年の市田雅樹君

広報たが 2007年10月号
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社会を明るくする運動標語

太陽とソフトエネルギー

海の中に誕生した生物が陸上に上がってきたのは、

展開しています。この運動のひとつとして、
「家族」
「友だち」
「チャレンジ」をテーマに小学校6年生

それからさらに30億年くらいたってから、
さらに生

の児童さん、中学校2年生の生徒さんに標語の取り組みをしていただきました。
（順不同）

物が人間のように進化するのにそれから5億年くら

この宇宙の中には無数の星たちが輝いていま
す。その中でも私たちがいる地球はほかのどの星
よりすばらしい星だと言われています。海があり、
水があり、ちょうどいい空気がある。そして自然が
あり生きものが満ちあふれている。こんな星はな
かなかありません。どうして地球がこんなにすばら
しい星なのでしょう。それについては、太陽からの
距離が遠すぎず、近すぎず、そのおかげで寒すぎる
ことも暑すぎることもありません。また大きさも、
大きすぎることも小さすぎることもありません。大
きな星だとその星の引力でたくさんの大気（ガス）
でおおわれ、その温室効果でとても熱い星になっ
てしまいます。逆に小さな星は引力が小さいため
に大気（空気）が逃げていってしまいます。空気が
なくては生き物は呼吸もできなくなってしまいま
す。このように地球は太陽からの距離や大きさが
ちょうどいい星なのです。
実は地球にとって幸せだったことがもう一つあり
ます。太陽がどちらかというと小さめの恒星だった
ということです。星には
（質量の）
大きな星と、
（質量
の）小さな星があります。質量の大きな星というの
は、
ものすごく激しく燃えるため、
その寿命は短いと
言われています。たとえば太陽の10倍の質量の星
は、
その寿命は太陽の30分の1くらいしかありませ
ん。太陽の寿命は100億年と言われていますので、

の大きな寿命の短い星だったら、
生き物が十分に進
化する前に燃料がなくなり、
燃え尽きてしまいます。
その反対にあまり質量の小さな星だと十分な熱や
光を出すことができないので、
これも困ってしまい
ます。こうして考えると、私たちにとって幸せだった
のは、
太陽があまり大きすぎもせず、
小さくもなかっ
たことだというのがよくわかります。
この太陽の恵みに私たちはもっと感謝しなくて
はならないのかと思います。現在の社会はたくさ
んの石油や石炭・ガスなどを燃やして成り立ってい
ます。ところがこうしたものを燃やすことで大量の

球ができてから10億年くらいたってからです。また

♪見上げてごらん〜♪

【多賀小学校6年生】
テーマ：チャレンジ
あいさつは

心と心

いつでも
明るく

元気に

あきらめず
明るい社会は

チャレンジが

何にでも

チャレンジしよう

大切だ

難しいことでも

チャレンジしよう

光で発電する太陽光発電や、太陽の熱によって地

チャレンジ

球に起きる風を利用した風力発電などです。こうし

みんなで

とも呼ばれています。これからは使うエネルギーを

岡田真由子

笑顔でつくろう

チャレンジしよう

た発電は自然にやさしいことからソフトエネルギー

さいごまでチャレンジ

苦手なことを

どもあと100年くらいでなくなってしまうとも言
ネルギーを使う試みが今なされています。太陽の

池尻

社会を変えよう

何事も

われています。それに変わるものとして太陽のエ

つなぐもの

どこでも

二酸化炭素も出ます。また石油や石炭、
天然ガスな

勇気を持って

絶対に

まもろう

挑戦

えがおの社会

あきらめないぞ

チャレンジだ

ふみ出そう

もっと自然にやさしい方法を考えるべき時なので

何事も

失敗をおそれず

成功は

チャレンジしないと

す。こうした試みによって少しでも自然にやさしい
社会をつくってい
きたいものです。

心に決めた第一歩

やる気さえ

10月の星座

秋になり涼風の中で星空の美しい季節になってきました。秋の星座たちをぜひ見上げてみてく

ださい。
（ステラナビゲータより作図）

ちょうせんしよう

川上

愛莉

北川

諒

小菅

智彦

澤田

祐花

島㟢

彩菜

曽我

太暉

曽我

直人

辻

天薫

田中

沙紀

滝川

勝人

天南

愛理

西尾

聡志

樋口

和輝

水口

結貴

失敗しても

あきらめない

たいせつなのは

なにごとでも

チャレンジをして

人と人が

智輝

だれにでも

失敗してもあきらめずに
チャレンジだ

笑顔に変える

上村

土田健太郎

あきらめない

あいさつは

篤典

はじまらない

あれば出きるよ

何事にもチャレンジ
▶天究館の太陽光
発電パネル

がんばろう

できるはず

減らすのとともに、
エネルギーをつくり出す方法も

10倍の星の寿命は3千万年くらいしかないので
す。
ところで地球上に初めて生命が生まれたのは地

19

いかかっています。ところがもし太陽がもっと質量

チャレンジだ
がんばる

まほうかな

楽しくかい話できる

町にしよう

成功するまでしつづける

森

佳奈美

山

涼華

渡部

貴輝

安居

英郎

年度 社会を明るくする運動標語

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

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！

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

〜シリーズ 宇宙と環境（6）〜

平成

もったいないステーション

テーマ：家族・友だち
友だちも

家族もみんな

社会の一いん

【大滝小学校6年】
テーマ：家族
ペルセウス座

広報たが 2007年10月号



カシオペア座

家族って

いるだけでなぜか

笑顔がたえない

ギリシァ神話の勇士ペルセウスの姿です。手

エチオペアの王妃カシオペアの姿です。W

には退治した妖怪メドゥサの顔がぶら下がって

字形の姿で親しまれている、秋を代表する星座

朝起きて

います。

です。

あいさつで

ほっとする

楽しい家族

家族におはよう
みんなの会話

久保田将登
佐久間

栞

笑顔でね

城貝

奈央

はじまるよ

田中

郁美
広報たが 2007年10月号



ねんきん／狂犬病予防注射
環境生活課 （有）2−2031 （電）48−8114

kankyo@tagatown.jp

納めていただいた国民年金保険料は
すべて社会保険料控除の対象になります！
国民年金保険料は、所得税等を算出する際

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

臓器を提供したくないという気持ちも、提供したいという気持ちも、どちらも尊重されます。
しかし、その気持ちが伝わらなければどちらも叶いません。

ご存じですか？
県内全域の国民健康保険被保険者証に臓器提供意思表示欄が設けられています。
ご活用ください!!

に、全額が社会保険料控除の対象として課税

所得税法等の改正により、年末調整や確定

所得から差し引かれます。控除の対象となるの

申告の際には社会保険料を納めたことを証明

は今年1月から12月までに納められた保険料

する書類の添付が義務付けられたことから、社

Q

の合計です。

会保険庁が発行する国民年金保険料を納付さ

被保険者証の臓器提供意思
表示欄は必ず記入しなけれ
ばなりませんか？

➡

記入を強制するものではありません。ご家族で話し合
い、
ご自身の意思が決まったらご記入ください。

被保険証の更新時にはどの
ようにすれば良いですか？

➡

被保険者証の更新と併せて臓器移植の意思表示も再度
書いて
（更新して）
ください。

➡

被保険者証の臓器提供意思表示欄に記入し、
カードもそ
のまま持っていてください。あなたの気持ちを確実に伝
えるためにもできるだけたくさんの意思表示をしてくだ
さい。

➡

被保険者証の意思表示欄の記載した部分に×印をつけ、
空いている欄に新しい意思表示をしてください。欄が
いっぱいになったらコンビニや病院、環境生活課等で配
布している意思表示カードに記入し、被保険者証と併せ
てお持ちください。上から新しい意思表示シールを貼る
こともできます。

➡

できます。
しかし、最期を迎えられるときに意思表示されなければ
提供できません。意思表示していることを家族に伝え合
いましょう。

過去に納め忘れていた期間や免除を受けて
いた期間の保険料を納めた場合、また家族の
保険料を納めた場合も控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際には、社会保険庁

れた額の証明書。
社会保険庁からの発送時期は11月上旬で、
平成19年1月から9月までに国民年金保険料
の納付がある方が対象になります。

が発行する「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」または領収証書が必要です。

臓器移植Q＆A

すでに意思表示カードを持っ
ていますがどのようにすれば
いいですか？

A

詳しくは滋賀社会保険事務局彦根事務所ま
でお問い合わせください。

臓器提供の意思が変わった
らどうしたらよいのですか？

ご存じですか？若年者納付猶予制度！

保険証の意思表示欄に記入
しておけば臓器提供ができ
ますか？

〜30歳未満の方は申請により保険料の納付が猶予されます〜
①前年所得（平成18年所得）の少ない方

れると、保険料の納付が猶予されます。承認期

…所得の目安；単身世帯57万円、夫婦世帯

間は原則7月から翌年6月までです。

92万円

承認された期間は、将来支給される老齢基
礎年金を受けるために必要な期間（受給資格
期間）に算入されます。また、万一のときに支

②平成18年4月以降に失業、倒産、天災などに
あった方
③障害または寡婦であって前年所得が125万
円以下の方 など

るために必要な受給資格期間にも算入されま

また、10年以内であればさかのぼって保険

す。
申請は、環境生活課まで。

料を納付（追納）
することができます。追納され
ると、その期間は保険料納付済期間とされ、老
齢基礎年金の受給額に反映されます。
（承認を受けた年度から起算して3年度目よ
り当時の保険料に加算金がつきます。）

狂犬病予防注射はおすみですか？
4月から5月にかけて狂犬病予防注射を各会場で実施してきましたが、犬の体調等により受けら

広報たが 2007年10月号



!!

!!
◀健康保険証の内面にも意思表示欄が設けてあります

給される障害基礎年金や遺族基礎年金を受け

◀臓器提供意思表示カード
（英語版）

所得が一定基準以下の場合、申請して承認さ

申請できる人は

◀臓器提供意思表示カード

30歳未満の方で、本人とその配偶者の前年

10

月は臓器移植普及推進月間です

年金給付課 （電）23‐1116

臓器提供について考え、家族で話し合い、その気持ちを意思表示しましょう

滋賀社会保険事務局彦根事務所

臓器移植

れなかった犬は、必ずかかりつけの獣医師で予防注射を受けてください。また犬の死亡や飼い主

臓器移植についてもっと詳しいことを知りたいときは、日本臓器移植ネットワークにお問い合わせください。

の変更等があれば、環境生活課までお届けください。

フリーダイヤル：0120−78−1069 ホームページ http://www.jotnw.or.jp/
広報たが 2007年10月号



スポーツ
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

hoken＠tagatown.jp

こんにちは保健師です

B＆G海洋センター（有）2-1625（電）48-1625

bg@tagatown.jp

海洋体験セミナー
「沖縄にいってきて」
多賀中学校2年

もっとからだを動かそう！

久保田

将来

僕は、沖縄に初めて行きました。多
期間のこと）
を延ばしていくことが大切です。そ

の生活習慣病を予防する効果があります。健

のために、健康日本21では、
バランスのとれた

行きました。駅には滋賀から行く人た

康でいきいきした生活を送るためにも、個々の

栄養・食生活の重要性はもちろんですが、運動

ちがいました。伊丹空港から飛行機に

体調にあわせた運動を生活に組み入れること

の重要性も強く取り上げられています。

乗りました。離陸するとき、
とても気

が必要です。

賀のB＆G海洋センターから米原駅に

持ち悪くなりました。飛行機で寝てい

「21世紀、すべての人々が健やかで心豊か

たらすぐに那覇空港に着きました。那

に生活できる活力ある社会」の実現をめざす

覇からバスでホテルに行きました。同

……を目標にしているのが、新聞やテレビで言

じ部屋になった人とすぐ友だちになり

は、風の向きや波の向きを見ないと

われている「健康日本21」です。健康を増進

ました。そのあとサンゴ染めTシャツ

いけないので難しかった。でも慣れて

し、病気にならないように、健康寿命（健康で明

をつくりました。

きたらとても楽しかった。

るく、元気に生活し、満足できる生涯、つまり認

二日目は、カヌー 、ヨット、バナナ

知症や寝たきりにならない状態で生活できる

ボートなどをしました。カヌーは、
とて

バナナボートは、海水が目に入りと
ても目が痛かったです。
シュノーケリングでは、きれいなサ

も簡単で、
とても楽しめました。ヨット

ンゴや魚たちを見ることができまし

運動を始める・続けるためのポイント
①まず、自分の「したいこと」
「できそうなこと」
の目標をたてましょう。
②運動を始めてくじけそうになったときには、

た。
四日目は、
名護パインパークへ行き

否定的でなく、前向きに考えましょう。

ました。試食がいっぱいありとてもお

③運動が中断しそうなときは、目標を変更する

いしかったです。

など、柔軟に対応しましょう。

最終日、友だちと別れるのはとても

④運動をすることを決めたら、その意思を周囲

悲しかったです。

に宣誓しましょう。

とても楽しい沖縄でした。

⑤計画した運動が実行できたときの自分自身
ほ う

び

へのご褒美を考えましょう。
⑥運動する仲間をつくりましょう。運動を続け
る大きな力となります。
⑦6カ月間続けてみましょう。運動習慣を定着
させるには、一定期間継続することが必要で

秋季軟式野球大会の結果
9月2日、9日に町民グランドにて、秋季軟式野球大会が行われました。優勝は
ジャガーズ、準優勝はTYZでした。

す。

平成１９年度

ウォーキングをしよう
運動には、各種スポーツや水泳などさまざま
ありますが、長期間にわたって続けるためには、

優

ズ
１５

しょう症も予防できます。
健康日本21では、1日1万歩歩くとよいとさ

に合わせてできるウォーキングをおすすめして

よう心がけ、1万歩をめざしましょう。

決勝戦
９月２日
（日）

２

抽選の結果

９時００分〜

１

５−４でジャガーズの勝利
９月２日
（日）
０

０

第４試合

第５試合

１３時４８分〜
９月２日
（日）

２

４

９月２日
（日）

２

第１試合

います。ウォーキングを習慣化すると、血行が

９時００分〜

１５時１９分〜
３
４

９月２日
（日）

第２試合

１２時１４分〜

７

ズ

ム

ー

ー

ク ラ ブ

Ｂ Ｂ

目

ニ ッ ク

Ｚ

イ

ジ ャ ガ

６

チ

５

佐

ダ

４

１１

第３試合

１０時３８分〜

３

キ リ ン ビ ー ル

Ｙ

ギーの代謝がよくなって肥満を予防したり、血

２

ワ イ ル ド キ ャッ ツ

Ｔ

１

ロールを減らし動脈硬化の進行を抑制できま

糖値を下げる効果もあります。足の骨に適度

ー

９月９日
（日）

れています、
まずは現在より1000歩多く歩く

す。足の筋肉が維持、強化されるので、エネル

勝 ： ジ ャ ガ

６

誰でも、いつでも、
どこでも自分の身体の状況

よくなり血圧の上昇を予防したり、総コレステ

多賀町秋季軟式野球大会結果表

運動・スポーツに興奮。
健康に感動を!!
世界陸上大阪大会は女子マ
ラソンの土佐礼子選手が日本
唯一のメダルを獲得してくれま
した。また、室伏、末續、為末、
池田、沢野の「日本超人BIG5」
と名をはせた選手も奮闘され
ましたがメダルには手が届き
ませんでした。その中でも男子
100m決勝では、世界記録保
持者アサファ・パウエルとタイソ
ン・ゲイの勝負とあって録画し
てまでも注目してしまうほど。
世界陸上の感動と興奮はまだ
記憶に新しく残っています。
町内各幼小中も9月には運
動会・体育祭が実施され子ども
たちも保護者の方々も身近に
感動と興奮を目の当たりにさ
れたのではないでしょうか。
各 字 でも 運 動 会 等 を 実 施
されてますが、近年ではレクリ
エーション的な活動をされて
いる字が増えてきており、その
背景には「若い世代が参加し
ない」
「世帯が減った」
「高齢者
が増えた」などの理由が挙げら
れています。
しかし、人間関係
の希薄化や世代間交流などの
不足気味の近代日本人にとっ
てはコミュニケーションの場と
してたいへんよい機会である
と感じられます。さらには体を
使いながら、笑ったり、考えた
り、工夫したりとレクリエーショ
ンスポーツには心身の健康管
理にも十分役立ちます。
体育指導委員では「競技ス
つこ
ポーツ」ではなく、常時「使う
亭屋」という名称でレクリエー
ションスポーツの推進と普及
を行なっています。これからの
時期、歩くのにも良い季節で
す。
「健康」に対して
“感動”
を体
感してはいかがでしょうか。

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@tagatown.jp

運動は、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症など

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

運動しよう！

けんこう

な負荷がかかるので、骨がスカスカになる骨粗
広報たが 2007年10月号
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緊急地震速報・後期高齢
平成

「火は見てる あなたが離れる その時を」

消防

年度防火標語

19

彦根市消防署

犬上分署 （電）38−3130

緊急地震速報

ガス機器による火災およびガス事故の防止

緊急地震速報が10月から始まります！
緊急地震速報とは、地震による強い揺れを事

ガスは、ほとんどの家庭にもあり私たちの生
活にはなくてはならない存在です。
しかしそれ

ださい。
・コンロの周りは整理整とんし、燃えやすいも

前にお知らせすることをめざす新しい情報です。

緊急地震速報「利用の心得」
周囲の状況に応じて
あわてずに まず身の安全を確保する！

最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い

は、安全に使用できているからで取り扱いを間

のを近くに置かないようにしてください。

揺れ
（震度4以上）の地域の名前を強い揺れが来

違うと火災や爆発など、大きな事故につながっ

・ガス機器を使用する時は、換気扇を回す、窓

る前にお知らせします。地震による強い揺れが

緊急地震速報は見聞きしてから、強い揺れが

ていきます。また、気付かずにガスが漏れ台所

を開ける等して十分換気を行ってください。

始まる数秒〜数十秒前に、すばやくお知らせしま

来るまでの時間が数秒から数十秒しかありま

などに充満すると一酸化炭素中毒という目に

す。ただし、震源に近い地域では、
「 緊急地震速

せん。その短い間に身を守るための行動を取

見えない事故も発生することもあります。そこ

報」が強い揺れに間に合わないことがあります。

る必要があります。

で、ガスを使う時には次の点に注意し、便利さ

家庭では……頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる。あわてて外へ飛び出さない。

の裏には大きな事故が隠れていることを再認

人がおおぜいいる施設では……係員の指示に従う。落ち着いて行動する。あわてて出口に走

識し、火災や事故を防ぎましょう。

り出さない。
自動車運転中は……あわててブレーキをかけない。ハザードランプを点灯し、揺れを感じたら

1.ガス機器の正しい取り付け

ゆっくり停止する。
屋外（街）では……ブロック塀の倒壊等に注意する。看板や割れたガラスの落下に注意し、
ビ

・ガスコンロやガスストーブを木の柱や壁に近
づけて使うと、壁面等を熱に強い材料を覆っ
ていても、内部の木材が炭化して、低い温度

3.ガス漏れに気づいた時の注意点

でも発火する恐れがあるので、柱や壁などか

ガス漏れなどの異常に気づいた時は、
ガスの

ら間隔を取り、防熱板を設置して使用してく

元栓を閉め、必ず窓を開けて空気の入れ換え

ださい。

をしてください。換気扇を使用するとスイッチ

ルのそばから離れる。
鉄道・バス乗車中は……つり革、手すりにしっかりつかまる。
エレベーターでは……最寄りの階で停止させ、
すぐに降りる。
山やがけ付近では……落石やがけ崩れに注意する。
お問い合わせ

・ガス漏れを防ぐために、
ゴムホース等は適当

を入れることで火花が発生し、爆発が起こる原

気象庁地震火山部管理課 （電）03−3212−8341

な長さで取り付け、
ひび割れ等の劣化がない

因になります。同様に、電灯やコンセントプラグ

緊急地震速報について http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/

かときどき点検をしてください。

の差し込み時や静電気等の火花でも爆破の恐
れがあるので、
ガス漏れを感じた時は十分注意
し、換気を行ってください。
近年では、揚げ物等の調理中に温度が上が

環境生活課 （有）2−2031 （電）48−8114

り過ぎないように自動的にガスが止まる「天ぷ

後期高齢

ら油加熱防止機能」のついたガス機器がありま

後期高齢者医療制度（平成20年4月施行）

す。ガスによる火災・事故を未然に防ぐために、

老人保健制度に代わる新たな制度

老人医療費が増大する中、将来にわたり持続

・ガス機器を点火する時には、
きちんと火がつ
いているかを確かめてください。
・ガスコンロで揚げ物等をする時は、絶対にそ

可能な制度とするため、
これまでの老人保健制度

原則として県内は均一の保険料となります。具

にしましょう。

に代わる新たな高齢者医療制度が始まります。

体的な保険料の額は広域連合が条例で定める
こととなります。

県内全市町で構成する滋賀県後期高齢者医

なお、
低所得の方やこれまで被用者保険の被

療広域連合が保険料の決定、保険給付などの

扶養者として保険料を負担してこなかった人に

事務を行います。

は、軽減措置が設けられる予定です。また、保険

対象

料の徴収事務は町が行います。介護保険料と同

県内に住所を有する次の人（現行の老人保

様に、
原則として年金から天引きされます。

健医療受給対象者と同じ。）

れる場合は短い時間でも必ず火を消してか

・75歳以上の人

ら離れるようにしてください。

・65歳以上75歳未満で一定の障害がある人

る「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が平成

窓口負担（一部負担金）

19年2月1日に設立されました。

くいため、使用していることを忘れてしまい
がちになるので、忘れないように注意してく

12

後期高齢者一人ひとりが納めることとなり、

の場から離れないようにし、やむをえなく離

・グリル付きのガスコンロは外から火が見えに

広報たが 2007年10月号

保険料

危険を排除し安全にガス機器を使用できるよう

運営

2.ガス機器の取り扱い

kankyo@tagatown.jp

医療費の1割（現役並み所得者は3割）
とな
り、現行の老人保健制度と同じです。

後期高齢者医療広域連合の設立
新たな後期高齢者医療制度の運営主体とな

この新しい制度の具体的な内容について
は、引き続き広報誌などでお知らせします。
広報たが 2007年10月号
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園児募集・子育て講座

平成

幼稚園・就学時健診
多賀幼稚園 （有）3-3513 （電）48-0274

多賀中学校の お兄さんお姉さんありがとう
—福祉・ボランティア体験学習—
きました。この日は「福祉・ボランティア体験学

お う せ い

20

の食欲旺 盛な姿にびっくりしながら、園児たち
もそのようすに刺激され食がすすみました。

習」で、多賀中学校3年生12人のお兄さんお

2日目は、園児たちは夏休みで来ていません

姉さんが幼稚園に来てくれました。初めは、園

でしたが、午前は運動場の草取り、花の植え替

幼稚園 《多賀幼稚園》 《大滝幼稚園》
対象年齢・教育時間■満3歳〜就学前

8:30〜14:00

（やむを得ない事情がある時は、15:00まで預かり保育を行います。）

児・中学生とも緊張したようすでしたが、
だんだ

え、にわとり小屋の掃除に汗を流してくれまし

ん緊張もほぐれ笑顔で話しかけていました。誕

た。そして午後は運動会で使うポンポンづくり

生会の出し物は事前にお願いしていたので、各

やテーブルにペンキを塗って、ステンシルで美

入園資格■本人とその保護者が町内に住所を有し、居住している方

グループに分かれて「紙芝居、〇×クイズ、
しっ

しく飾り素敵に仕上げてくれました。この日も

提出書類■入園願書

ぽとりゲーム」などの遊びを考えてきてくれま

みんなまじめに一生懸命取り組み、
「 疲れたけ

お問い合わせ■教育委員会学校教育課 （有）2−3741 （電）48−8123

した。みんな真剣に取り組み、園児や私たちを

ど楽しかった—」
と感想を述べてくれました。ふ

楽しませてくれました。

だんなかなかできない環境づくりをしてもらい

誕生会の会食は「焼そばパーティー」で、お

大助かりでした。

兄さんお姉さんのテキパキとした準備や片付

今、園児たちは、お兄さんとお姉さんがつ

け、焼き方の動作に感心しました。園児たちは

くってくれたかわいいテーブルで、お家ごっこ

お兄さんお姉さんがとても新鮮で、憧れの気

やお店やさんごっこを楽しんでいます。

＊満3歳の誕生日を迎えた翌月から入園できます。

保育園 《多賀ささゆり保育園》
《たきのみや保育園 》
対象年齢・保育時間■《多賀ささゆり保育園》

6カ月〜就学前

7:30〜19:00

《たきのみや保育園》

1歳〜就学前

8:00〜17:30

入所資格■児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、保育できないこと。
①家庭外で仕事をしている人
②家庭内で家事以外の仕事をしている人

持ちでながめているようでした。またお兄さん

③母親が妊娠中、
または出産後間がない場合

年度 園児募集

夏休みの登園日に8月生まれの誕生会を開

申 込 受 付 期 間 11月5日（月）〜22日（木）
対
象
者 在園児および新入園児
入 園 決 定 通 知 12月下旬〜1月上旬に通知書を送付

④疾病、負傷、障害がある人
⑤長期にわたり病気、障害者の介護をしている場合
⑥その他、町長が認める状態にある場合
提出書類■①入所申込書……児童1人につき1部
②保育に欠けることを証明する書類……次のうちのいずれか
・就労（予定）証明書・診断書・障害者（療育）手帳の写し・母子手帳の写し等
③所得税額を証明する書類……次のいずれか
・平成19年分所得税源泉徴収票の写し
（H19年1月以降で可）
・平成19年分所得税確定申告書の写し
（H19年2月以降で可）
お問い合わせ■福祉保健課

（有）2−2021 （電）48−8115

※幼稚園願書と保育園入所申込書は、各幼稚園・保育園（所）、教育委員会学校教育課、福
祉保健課（ふれあいの郷）
で配布・受け付けしています。
教育委員会学校教育課 （有）2−3741 （電）48−8123

『就学時健康診断のお知らせ』
来春、小学校に入学される平成13年4月2
日から平成14年4月1日までに生まれた幼児
決められた日に必ず受診してください。

牛乳パックなどを使っておもちゃをつくって

日時■11月10日（土） 10時〜11時30分
場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園

2階）

【日 程】

みませんか。世界に一つだけのあたたかい手

参加人数■15組

票」を送りますので、必要事項を記入の上、当

健診日■11月6日（火）

づくりおもちゃをお子さまにプレゼントしましょ

持ち物■牛乳パック 6個

日忘れないように持参してください。診断日ま

場

所■総合福祉保健センターふれあいの郷

う。お父さんやお母さんがつくってくれたとい

申し込み締切■10月31日（水）

でに通知書が届かなかったり、記載事項に誤り

受

付■13時15分〜

う思い出は、いつまでも心のどこかに残るので

申込方法■電話またはFAXで子育て支援セン

があるときや、健康上の理由等で受診できな

内

容■13時45分〜 子育て講演会・面接・

はないでしょうか。

なお、事前に「健康診断通知書」
「健康診断

14

第4回 レッツエンジョイ子育て講座
手づくりおもちゃで子育て

を対象に、就学時健康診断を行います。

広報たが 2007年10月号

多賀子育て支援センター （有）2−1025 （電）48−1025 （Ｆ）48−0204

い場合は、教育委員会学校教育課までお問い

視力検査・聴力検査

合わせください。

15時20分〜 内科検診・歯科検診

ご家族でご参加ください。お待ちしていま
す。託児もいたします。

ターまで申し込んでください。
☆各保育園（所）
・幼稚園でも受け付けしてい
ます。
広報たが 2007年10月号
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博物館

博物館・文化財

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

http://www.tagatown.jp/~taga-mus/

多賀のゆかいな生き物図鑑㉗

かまって「チンチロリン♪」と鳴いています。
し

草木の根元でチンチロリン♪

かし、声だけはよく聞こえるのですが、いざ姿を

マツムシ

童謡「虫のこえ」で、最初に出てくる虫をご存

見ようとすると草むらに隠れており、さらに動
きが素早いために、なかなか見ることができま
せん。

博物館講座

博物館自然観察会

トンボのモビールをつくろう!!
つり下げ型のおもちゃ、
トンボのモビール

秋になると山ではさまざまなキノコの仲間を

をつくってみませんか。色とりどり、そして自

見ることができます。そんな個性的なキノコたち

じでしょうか？
「あれマツムシが鳴いている〜

博物館の駐車場の周りには、
ツツジが多く植

分だけのモビールをつくって部屋に飾ってみ

を探しに出かけてみませんか？なじみのキノコが

♪チンチロチンチロチンチロリン♪」。さて、皆

栽されており、
毎年8月下旬から10月にかけて

ましょう!!

できれば、
秋の散策はもっと楽しくなりますよ!!

さんは実際にこのマツムシの鳴き声を聞いた

マツムシの大合唱を聞くことができます。その

ことがありますか？私は小学校のとき、初めて

情景はすっかり博物館の秋の風物詩となりまし

日時■10月13日（土） 13時30分〜16時
場所■多賀の自然と文化の館 2階 大会議室

日時■11月3日（土） 9時〜12時
集合■多賀の自然と文化の館駐車場

マツムシの鳴き声を聞いたときは驚きました。

た。その他にも、多賀町内にはマツムシが鳴い

講師■金尾滋史（多賀の自然と文化の館学芸員）

対象■小学生以上（小学4年生以下は必ず保護者同伴のこと）

だって本当にチンチロリンと鳴いているんです

ている場所が多数あります。あなたも耳をすま

対象■小学生以上（小学3年生以下は必ず保護者同伴

から!!

せて「チンチロリン♪」の鳴き声を探してみてく

のこと）
定員■30人

ださい。

持ち物■はさみ、
マジックなど

定員■先着25人
申し込み■10月3日（水）9時から電話、FAX、博物館の
受付へ
持ち物 ■山や草むらを歩きますので必ず長袖・長ズボ

マツムシは、大きさが約20〜25mmのコオ

ロギの仲間です。林が近くにある草原や河原な

（多賀の自然と文化の館学芸員

金尾滋史）

参加費■200円

参加費■200円

多賀町立文化財センター （有）2-0348 （電）48-0348

bunkazai@tagatown.jp

多賀町の石造文化財シリーズ
ほ う きょう い ん と う

④高源寺の宝篋印塔

▲マツムシのオス。チンチロリン♪と鳴いているのは
オスです。

▲マツムシのメス。おしりの真ん中に産卵管がありま
す。
▲高源寺宝篋印塔

博物館実習記
9月13日から20日までの7日間、多賀の自

然と文化の館で博物館実習をさせていただき

感しました。
当日はあいにくの雨でしたが、急きょ予定を

織田信長により主君の六角氏が滅亡すると、
楢崎にある高源寺に

楢崎氏はこの地をはなれて蒲生郡へ移住しま

は、宝篋印塔が1基完

した。館は放棄され、楢崎氏の菩提寺であった

全なかたちで残されて

十福寺という寺も衰退しました。江戸時代に

います。石造文化財の

なって、
この寺の跡地に井伊家家臣の菩提寺と

宝庫である近江には多

して現在の高源寺が建てられています。

くの宝篋印塔が残され

平成8年度

ていますが、多賀町内

の 町 教 委 によ

で完全な姿で見ること

る発掘調査で、

ができるのはここだけ

室町〜戦国時

です。

代の館跡が発

高源寺の宝篋印塔は、鎌倉時代の作と言わ

見され、楢崎氏

れ、
この地を拠点に活躍した「楢崎氏」の供養

が当地で活動

塔であると伝えられています。楢崎氏とは、鎌

していたことを

倉時代より六角氏の下で軍事部門において活

示 す 証 拠 とし

ました。実習では、
カウンター業務、標本整理、

変更し、雨天時でしか見られないトンボの貴重

躍した一族で、南北朝時代の軍記物「太平記」

て、貴重な発見

展示の作成など、学芸員が行う仕事の一部を

な習性を観察しました。この時、学芸員の方の

にもその名が記されています。

がありました。

体験しました。

素早い対応に驚きました。そこには、幅広い知

この中でもっとも印象的だったのは教育普

識と柔軟な発想力が活かされていました。
今回の実習を通して、博物館での学芸員の

所、
トンボのいる場所やトンボの種類といった

仕事の大変さと楽しさを知りました。そして「学

詳しい情報は、下見に行くことで初めて得るこ

芸員に何が求められるのか」を知るよい機会と

日時■10月27日（土） 13時30分〜

場所■あけぼのパーク多賀

とができました。さらに、
トンボの見分け方をみ

なりました。貴重な経験をさせていただいた博

内容■日本全国の中世墓をよく知る研究者か

受講料■無料

んなで学習するために本を用意し、事前に私た

物館の方々、ありがとうございました。

には、
このような下準備が大切だと、改めて実

（博物館実習生：川北幸加・堺麻実・徳永萌・松本慧子）

▲楢崎氏館

想像図

催し物案内

及事業である
「トンボの観察会」です。危険な場

ちもトンボについて学びました。イベント開催

16

9時

ンでお越しください。

どに生息しており、
オスが草や低木の根元につ

広報たが 2007年10月号

キノコ探検隊2nd

『敏満寺石仏谷墓跡と日本の中世墓地』
らみた敏満寺石仏谷墓跡のお話です。
講師■狭川真一さん
（（財）元興寺文化財研究所）

大会議室

定員■60人
お申し込み■9月29日（土）から受付開始。多賀
町立文化財センターまで。
広報たが 2007年10月号
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図書館は10月31日で、開館9周年をむかえます。—————図書館
博物館自然観察会

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

図書館応援団

多賀の植物（花）観察会
高取山で秋の花々が美しく咲く季節となりま
した。紅葉の始まりかけた高取山で秋を満喫し
ます。

あけぼのパークカレンダー

『ワンピース—珍獣島のチョッパー王国— 』
日時■10月27日（土）

日時■10月13日（土） 13時30分〜

※興味のある方はお気軽に博物館までお問
い合わせください。

場所■ あけぼのパー
ク多賀 文化財セ
ンター研修室

「このゆびとまれ」活動日
子どもの本について学んだり、
「 おはなし
日時■10月6日（土）、20日（土） 13時30分〜
集合場所■2階大会議室

おはなしのじかん
日時■10月6、13、27日

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

※25日（木）は月末整理のため、図書館のみ休館です。
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11月の休館日
日

月

火

水

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

本の紹介
一般書

びとまれ」、その他は図書館司書が行います。

本のおわけ会

児童書

『ストレスに負けない生活』

『うみべのおとのほん』

図書館で利用しなくなった本を無料でおゆ

熊野宏昭/著

レナード・ワイズガード/絵

ずりします。

筑摩書房

マーガレット・ワイズ・ブラウン/文

期間■10月13日（土）〜11月4日（日）

ストレスとリラクセーション

江國香織/訳 ほるぷ出版 Eウミ

場所■対面朗読室

のしくみを知り、生活習慣と

大きなセイルボートに乗っ

冊数■10月13日（土）〜28日（日） 1人5冊まで

心身の深い関係をつかめる

て海にやってきた、子犬のマ

本書。自分でできるストレス・

フィン。耳をすませると、い

マネジメントの方法を掲載。

ろんな音が聞こえてきます。それはどんな音か

498.3

しら？

10月30日（火）〜11月4日（日） 無制限
内覧展示■10月6日（土）〜12日（金）

おりがみ教室（クリスマスの飾りづくりなど）
場所■2階大会議室
定員■30人
※小 学2年生以下は大人の方と一緒に参

図書館からのお知らせ

「滋賀の昔ばなしを楽しもう」
日時■11月25日（日） 14時〜
場所■2階

「多賀八景」写真展
「第11回多賀八景フォトコンテスト」の作品

大会議室

日時■11月3日（土）〜11月25日（日）

内容■滋賀の昔ばなしの紙芝居など

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

出演■ソウエンアート

共催■多賀町観光協会

参加費■無料
参加対 象■子ども〜大人まで。おじいちゃん・
おばあちゃん大歓迎

加してください
持ち物■はさみ
講師■真弓美矢子さん
申し込み■10月6日（土）10時〜
図書館カウンターかお電話で

人形劇 リュックサック劇場
「いろんないろの3つのおはなし」
「わんくんとあそぼう」
「うちのかあちゃん」

定員■100人（先着順、事前申し込み）

日時■10月20日（土） 15時〜
（約45分間）

申し込み■10月27日（土） 10時から、図書館

場所■2階

カウンター、電話、FAXで

大会議室

※入場料、申し込みはいりません。
皆さんでお越しください。
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水

■…休館日

日時■11月11日（日） 14時〜

広報たが 2007年10月号

火

月９日（金）

のじかん」を行っています。

月

日
（土）
〜

9時30分

日

15時〜
（61分間）

集合場所■2階小会議室
子どもの本のサークル

集合■多賀の自然と文化の館駐車場

10月の休館日

月

日時■10月18日（木） 10時〜12時

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをします。

映画会

期間■

てみませんか？皆さんの参加をお待ちしてい

「多賀町立図書館応援団」活動日

tosho@tagatown.jp

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

２００７読書週間「君と読みたい本がある。」

あけぼのパーク多賀からのおしらせ

おしらせ

■…休館日

※29日（木）は月末整理のため、図書館のみ休館です。

移動図書館さんさん号
10月5日（金）

10月の巡回

10月12日（金） 10月19日（金） 10月26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
(皆さまの店くぼ)

10:55～11:30
多賀清流の里

10:45～11:10
川相
(皆さまの店くぼ)

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 15:55～16:25 15:40～16:15 15:55～16:25
たきのみや保育園 ささゆり保育園 たきのみや保育園 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。
広報たが 2007年10月号

19

おしらせ
ふるさとまつり＆たが楽市—
合同開催のお知らせ
日時■10月21日（日）
場所■多賀大社前駅前および絵馬通り
今年の秋も、ふるさとまつりとたが
楽市は合同開催いたします。
詳しくは後日配布するチラシをご覧
ください。皆さんのお越しをお待ちし
ています。
お問い合わせ
ふるさとまつり実行委員会事務局
（企画課）
 2−2018 （電）48−8122
（有）
kikaku@tagatown.jp

人権尊重のまち 町民のつどい
日時■10月14日（日） 13時30分〜
受付は13時から
場所■中央公民館
内容■人権に関する啓発作文発表
講演■『盲導犬グレースとともに夢見
る力を信じて』〜お話とピアノの
弾き語り〜
講師■前川 裕美さん
お問い合わせ
総務課 （有）2-2001 （電）48-8120
somu@tagatown.jp

おしらせ
粗大ごみ収集ついてのお知らせ
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。
※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。
・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。
・カン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
タイヤ、
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、
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。
指定日時
収集場所
対象地域
川相・藤瀬・富之尾・楢崎
10月27日（土）
川相支所前駐車場
一ノ瀬・仏ケ後・樋田・萱原
（7時から9時30分まで）
大杉・小原・霜ケ原
四手・大岡・八重練・土田
11月3日（土）
キリンビール社宅跡地
芹谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円
（7時から9時30分まで） （久徳中央公民館隣）
木曽・久徳・月之木・中川原
多賀・尼子・敏満寺・猿木
11月23日（金）
多目的運動場横駐車場
梨ノ木・佐目・南後谷・
（7時から9時30分まで） （B＆G海洋センター隣）
大君ケ畑
の体験教室に加え、緑化活動としてドン
グリの里親を募集します。
また、同C L U Bでは、イベントスタッ
フ、スポンサー、ベンチを希望される公
共的施設を募集しています。
日時■11月2日（金）〜4日（日）
場所■高取山ふれあい公園
内容■ チェンソーカービング 、チェン
ソーアート・オークションほか
お問い合わせ
高取チェンソーCLUB
（電）49-0029（大滝山林組合 田中・樋栄）
takatoriclub@hotmail.com
http://www.takatori.cc/

行政なんでも相談所
チャリティチェンソーカービング—
森の感謝祭inたかとり2007
（「緑と水の森林基金」助成事業）

高取チェンソーCLUBが、チェンソー
アートを通じて、森・人・地域に感謝・還元
するチャリティとして開催するもので、ベ
ンチを公共的施設にプレゼントします。
また、
つくった作品はオークションで販売
し、収益金は次世代の子どもたちに想い
をつなげようと、小学4年生を対象とし
た森林環境学習「やまのこ」事業の支援
にあてられます。
期間中は、木工教室や陶芸教室など
広報たが 2007年10月号
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日時■10月24日（水）
13時〜15時30分
場所■大学サテライト・プラザ彦根
（アル・プラザ彦根 6階）
内容■ 相続、登記、税金、年金や社会福
祉、道路、河川などの国や県の行政
全般について
※相談は無料で、秘密は守られます。
お問い合わせ
総務省滋賀行政評価事務所
（電）077−523−1100

ひとり親家庭ふれあいフェスタ
ひとり親家庭の皆さんなら、
どなたで
も参加できます。子どもさんと楽しいひ

とときを過ごしませんか。
日時■11月4日（日）
場所■ 守山市民ホール 大ホールほか
（守山市三宅町）
内容■【映画鑑賞】
13時開場 大ホール
「ゲゲゲの鬼太郎」
出演：ウエンツ瑛士、井上真央ほか
【情報コーナー】10時〜15時30分
就 労 支 援コ ー ナ ー 、子 育 て 情 報
コーナー、のぞみ会コーナー
※午前の部として、滋賀県母子寡婦福
祉大会が開催されます。
※入 場無料、申込不要、保育有り。参
加者多数の場合は先着順とします
のでご了承ください。
主催■滋賀県母子福祉のぞみ会
後援■滋賀県
お問い合わせ
滋賀県母子福祉のぞみ会
（電）077-522−2951

「地域安全の日」—
湖東地域統一行動のお知らせ
湖東地域安全なまちづくり連絡協議
会では、毎月20日を「地域安全の日」と
定め、啓発活動に取り組んでいます。
地域住民の皆さんに「安全なまちづく
り」を呼びかけることにより、自らの安全
は自らが守るという防犯意識を持ってい

ただくことをめざしています。
当日は統一行動として、湖東地域が一
体となって取り組みます。
皆さまのご理解、
ご協力をよろしくお
願いします。
湖東地域安全なまちづくり連絡協議会
（多賀町・多賀町教育委員会・彦根警察
署・湖東地域振興局 ほか）
日時■10月19日（金）
開催時間■7時〜8時
開催場所■多賀大社前駅 駅前広場
お問い合わせ
総務課 （有）2−2001（電）48−8120
教育委員会 （有）2−3741（電）48−8123

動物愛護フェスティバル
日時■10月7日（日）
10時〜15時30分
場所■滋賀県動物保護管理センター
（湖南市岩根136−98）
内容■ 表彰式、体験コーナー（動物との
ふれあい・動物クイズラリーなど）、
相談コーナー
入場料■無料
お問い合わせ
（財）滋賀県動物保護管理協会
（電）0748−75−6522

ミャンマー戦跡慰霊巡拝の—
お知らせ
平成19年度海外戦跡慰霊巡拝から
県費補助金30％に加え、滋賀県遺族会
からも補助金が支給されることになりま
した。この機会に戦地を訪れ、慰霊をさ
れませんか。
ミャンマー戦跡慰霊巡拝
日時■11月30日（金）〜12月6日（木）
募集金額■241,000円
参加者負担金■121,000円
（補助率 50％）
募集人員■40人
（先着順）
【参考】
参加費用
補助率
10万以上15万未満
30％
15万以上18万未満
40％
18万以上25万未満
50％
25万以上30万未満
60％
30万以上
70％
お問い合わせ・お申し込み
滋賀県遺族会事務局
（電）077−522−7227

行政書士無料相談
10月1日から31日まで、
「 行政書士
制度広報月間」運動を実施します。その
一環として、
「許認可手続無料相談所」を

開設し、
さまざまな疑問にお答えします。
日時■A：10月8日（月）
13時30分〜16時
B：10月12日（金）
13時〜15時
場所■A：西友八日市店
B：彦根市役所市民相談室
（1F）
お問い合わせ
滋賀県行政書士会事務局
（電）077−525−0360

巡回健康相談のお知らせ
ご自分の血管年齢をはかってみません
か？そのほか、骨量測定・血流観察・尿検
査・肥満度測定などふだん体験できない
健康相談を受けることができます。健康
に関心のある方はもちろん、
ふだん健康
についてあまり気にされていない方もこ
の機会にご自分の健康について考えてみ
ましょう。また、子育てや介護についての
お悩みもお気軽にご相談ください。
日時■10月16日（火）
13時から17時まで
場所■総合福祉保健センター
ふれあいの郷 3階検診室
料金■無料
対象者■どなたでもお越しください
おふろご利用の方もどうぞ
お申し込み■不要
主催者■国民健康保険団体連合会
お問い合わせ
福祉保健課
（有）2−2021（電）48−8115

行政相談週間
10月15日（月）〜21日（日）
国、県、町の役所や公社、公庫、公団と
いった特殊法人の仕事について、
☆苦 情や要望をどこに申し出てよいの
か分からない。
☆苦情を言いたいが、直接は申し出にくい。
こんなときは、行政相談委員にご相談
ください。相談は無料で、秘密は守られ
ます。
行政相談委員 松居 亘さん
（有）2-2861 （電）48-0521
また、毎月16日（日曜・祝日の場合は
翌日）9時から11時30分まで多賀町総
合福祉保健センター「ふれあいの郷」ボ
ランティア室において、
よろず相談所を
開設し、皆さまからの苦情や要望などの
相談を受け付けていますので、併せてご
利用ください。
※行 政相談は、滋賀行政評価事務所で
も受け付けています。
「行政苦情110番」
（電）0570-090110
（Ｆ）077-525-1149

平成19年度 下水道—
排水設備工事責任技術者試験
試験日■平成20年2月21日（木） 14時〜
場所■立命館大学
びわこ・くさつキャンパス
（草津市野路東1−1−1）
受付期間■11月1日（木）〜15日（木）
（土・日・祝日を除く）の9時〜17時
申し込み書配布および受付場所■
公営企業課
お問い合わせ
公営企業課
（有）2-2015 （電）48-8125
gesui@tagatown.jp
財団法人滋賀県建設技術センター
（電）077-565-0216

いぬかみ名所史跡めぐりに—
参加しませんか
犬上郡は琵琶湖東部に位置し、それぞ
れのまちに誇れる素晴らしい歴史・文化
があります。犬上郡内の選りすぐりの観
光地を訪れる年に1度だけのバスツアー
です。地域の歴史・文化に触れて、紅葉の
犬上で楽しい1日を過ごしませんか。
※地 元ガイドさんや施設関係者による
詳細説明もあります。
日時■11月24日（土） 9時〜16時
集合場所■多賀町役場前駐車場
（8時40分集合）
訪問先（予定）■多賀大社（奥書院庭園
拝観）胡宮神社【多賀町】
甲良豊後守宗廣記念館／藤堂高虎
公園／せせらぎ直売所【甲良町】
旧豊郷小学校／豊会館【豊郷町】
食事■多賀大社参集殿
参加費■2,000円
（食事代・入館料・保険代等）
支払方法■当日、受付にて徴収します。
定員■30人（先着順）
お申し込み方法■電話・FAXにて受付け
ます。
住 所・氏名（参加者全員）
・電話番号
をご報告ください。
電 話は、役場開庁時間中 FAXは
随時、受付けます。
申込期限■10月31日（水）まで
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

よろず相談
今月の相談日■10月16日（火）
来月の相談日■11月16日（金）
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
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

おしらせ

おしらせ
相談等

子育て支援センター

すくすく相談

にっこり広場

11月27日（火） 受付時間▶ 10:00〜11:00

月曜日〜金曜日 9:00〜13:00

子どもに関する健康、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
11月20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
3〜4カ月児健診（離乳食教室）
11月5日（月） 受付時間▶ 13:00〜13:15
H19年6月生まれの乳児

9〜10カ月児健診
11月5日（月） 受付時間▶ 13:15〜13:30
H18年12月生まれの乳児

赤ちゃんサロン
11月28日（水） 受付時間▶ 10:00〜10:10
0歳児の親子

1歳6カ月児健診
11月7日（水） 受付時間▶ 13:00〜13:15
H18年4月・5月生まれの幼児

2歳児歯科健診
11月27日（火） 受付時間▶ 13:00〜13:15
H17年10月・11月生まれの幼児

予防接種
BCG
11月20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
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
※就学前で未接種の場合や、
ご不明な点がある場合
は、福祉保健課までお問い合わせください。
■各健診や予防接種には、必ず母子手帳・問診表をご
持参ください。■2歳児歯科健診、1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。■9〜10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こしください。

ひろばの案内

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 9:00〜13:00
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
11月は、みんなでわらべうたあそびやゲーム遊びをし
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あります。）

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
hoken@tagatown.jp
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たいへん嬉しく思っています。皆さん

★楽しい体育（小学4年生まで）毎月

ツの秋！
（おまけに、食欲の秋！）
この秋

も来年こそはぜひ、
「ハワイアンダン

第2（多賀小）
・第4（大滝小）日曜日

ス教室」に参加してみませんか？

13:30〜15:00

『健康づくりは、運動から！』を合言葉

★卓球（滝の宮スポーツ公園）／毎週

に、ぜひとも体を動かしてみません

ただいま会員募集中！

か？8月30日より、勤労者体育セン

★バドミントン
（勤労者体育センター）

金曜日19:00〜21:00

ターにて「ハワイアンダンス教室」が

／毎週金曜日19:30〜21:30

★野 球 入 門〈 小 学 1〜3 年 生まで〉

開講。講師の先生は、今年ハワイで行

★リフレッシュスポーツ〈 好きなス

（富の尾山林広場）／毎月第1・3

われた大会でなんと優勝！ 私たちも

ポーツをします〉
（ 勤 労 者 体 育セ

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました！ →

土曜日9:00〜11:00

http://www.yamabiko.tagatown.com

おたのしみクイズまちがいさがし

ペンギン広場（1歳児）4月〜10月生
11月14日（水） 10:00〜12:00
ペンギン広場（1歳児）11月〜3月生
11月21日（水） 10:00〜12:00
カンガルー広場（2歳児）キリン広場（3歳児）
11月6日（火）または7日（水） 10:00〜12:00
1歳のお誕生会
11月9日（金） 10:00〜11:30

11月に1歳のお誕生日を迎えるお子様がおられる方、
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。園門でお待ちしています。
※にっこり広場は、
11月2日、
20日は、
お休みです。

先月号の答え
① 3カ所
でした

おしゃべりデー
11月27日（火） 10:00〜11:30

場所 たきのみや保育園
子育てを一人で抱えこんでしまうとしんどい思いをさ
れるのではないでしょうか。みんなで気楽におしゃべり
をして子育てのエネルギーを充電しましょう。
■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。
子育て支援センター （有）2-1025 （電）48-1025

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

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カ所 ② 5カ所 ③ 7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。

11月の利用講習会日程
13:30〜14:30

9日（金）15:00〜16:00

体力測定
利用講習会

13:30〜14:30／17:30〜18:30

24日（土）15:00〜16:00／19:00〜20:00
トレーニング室利用時間■10:00〜20:30

体力測定
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■1 8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■

有線FAX 2-2018—
taga@tagatown.jp
締め切りは10月30日（火）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。

おめでた・おくやみ

利用講習会

運動のできる服装・運動靴・タオルをご用意ください。
広報たが 2007年10月号

21:30

10月といえば…運動会にスポー

11月28日（水） 10:00〜12:00

そうだ、ジムへ行こう！
場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

yamabiko@pcm.ne.jp

ンター）／毎週土曜日19:30〜

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

赤ちゃんペンギン広場（0歳児）

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。

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

生まれました！
☆木田 悠生（佳一・真理子）
☆高橋 快成（利明・良美）
☆辻
琉沙（康弘・有香理）
☆冨田 華音（真一朗・裕美）
き

だ

は

る

き

た か は し

か い せ い

つ じ

り ゅ う さ

と

み

だ

お詫びと訂正

か

の

ん

た な い け

☆棚池
☆石田
☆菅森
☆山口
い

し

だ

す が も り

や ま ぐ ち

おくやみ申し上げます
柚那（篤士・智子） ◆土田 冨美 79歳
真人（陽一・まゆみ） ◆新谷 いと 91歳
夢來（隆史・尚美） ◆神鳥 政一 81歳
華穂（秀樹・千穂）
ゆ

ま

な

さ

と

ゆ

ら

か

ほ

結婚しました！
中川 君夫
♥
河合 省枝

（敬称略）

ひとのうごき

平成19年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,293人 （＋19）
■男性
3,962人 （＋10）
■女性
4,331人 （＋9）
■世帯数
2,659世帯 （＋7）

広報たが8月号、
12ページのささゆりむすめの紹介の中で、
『 岸邉沙香』
さんが、
正しくは
『岸邉紗香』
さんでした。お詫びして訂正いたします
広報たが 2007年10月号
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TAGA
TOWN
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

ウグイス
[Cettia diphone]

町の鳥

スギ

[Cryptomeria japonica]

町の木

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

10月の時間外交付

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２‐０３４１ 滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 多 賀３２４
電話 ０７４９‐４８‐８１２２ 		
毎月発行
10

12

（金）
日

と

26

（金）
日

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■だんだんと過ごしやすい気候になってきまし
た。個人的には秋の季節が一番好きです。■さて、10月は
秋祭りやスポーツのイベントなど何かと行事の多い時期で
す。皆さんはどこかへ出かける予定などありますか。思い
思いの秋を満喫してくださいね。■今年は、多賀大社の平
成の大造営をお祝いする
「お多賀さん 国生み祭り」が10
月14日㈰〜28日㈰まで開催されます。期間中はさまざま
な奉祝行事やイベントが行われます。ご近所、お友だち、
ご
家族で出かけてみてはいかがですか。
kikaku@tagatown.jp
（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

