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第 回多賀町ふるさとまつり＆第 回たが楽市

多賀ふるさと楽市
20

10月20日、21日、多賀大社前駅前から門前町絵馬通りを会場に、
「多賀ふるさと楽市」が

多賀ふるさと楽市

行われました。今年も多賀町ふるさとまつりとたが楽市を合同で開催しました。
あ か

ね

い ろ

前夜祭として、20日の夜には「灯りの音色コンサート」が行われ、手づくりあんどんの明かり

の中、2組のアーティストによるステージが繰り広げられました。
そして、21日には、駅前ステージと絵馬通りにおいてさまざまなステージが行われ、また、多

くの模擬店が出店し、会場一帯は多くの人たちでにぎわいました。

▲澄みきった歌声

▲大人気の絵馬ふるさとラリー

▲よ〜く狙って 景品をゲット！

GOMA

▲模擬店にも多くのお客さんが

▲ジャンルを超えて Rag-lag

▲白熱しました！玉入れ選手権

▲大正琴の美しい音色をご披露！

▲しまさこにゃんがやって来た！

▲いっぱいとれるかな?!

12

▲優美な新舞踊のステージ

▲これからパトロールだ！

▲ダイナミックなステージ ヨサコイ

﹁多賀町ふるさとまつり﹂および﹁たが楽市﹂に
ご協力いただきました皆さん︑誠にありがとうございました︒

▲絵馬通りでは、多賀座の演舞

▲南国気分で、
ハワイアンダンス

▲元気でかわいらしいステージ キッズリズムダンス

▲元気な歌声を披露してくれました！

▲秋空に響く 美しいメロディ 多賀中吹奏楽部

▲寒い日には、あったか〜い食べ物

▲変わったふろしきの使い方をご紹介

▲お客さんでいっぱいに 抽選会
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川相区近隣景観形成事業

森の運動会

木のぬくもりあふれる遊具
川相区に地元産の木材を使った、

川相に完成!!

木の恵みをいっぱいに 第10回たかとり森の運動会

相の皆さんとの遊具の案についての

これから、子どもたちの遊び場とし

10月13日、高取山ふれあい公園

んで、参加者は「森のドラコン」
「丸太

競技終了後には、表彰式が行われ、

手づくりの遊具が完成しました。完成

話し合いやプレゼンテーションを経

て、元気な声が聞こえる場所になるこ

において、第10回たかとり森の運動

積み」
「丸太切り」
「いがぐりバスケッ

それぞれの種目の優勝者などに豪華

を祝い、9月30日に記念式典が行わ

て、設計、製作という時間が費やされ

とと思います。皆さんも一度、手づく

会が開催されました。秋のすがすがし

ト」
「ロープ上げ」
「丸太だっこちゃん」

商品がプレゼントされました。秋の青

は ら

れました。当日は、お祓い、あいさつ、

ました。木匠塾のリーダーの大橋さん

りの木の遊具を見に、遊びに出かけ

い気候に恵まれ、多くの参加者でにぎ

テープカットなどが行われ、完成を祝

は、
「毎年作成しているが、約50人が

てみてはどうでしょうか。

わいました。

いました。

力を合わせてできてよかった。また、

この遊具の製作は、滋賀県立大学

用意されたイベントは盛りだくさ

などの競技に挑戦しました。最後には、
「丸太乗り」が行われ、盛り上がりを

空のもと、休日のひとときを楽しまれ
ていました。

見せました。

町の人からの差し入れなどもあった。

の学生が中心となった木匠塾によっ

材料の発注や意見の調整に苦労し

て製作されました。完成までには、川

た。」
と感想をおっしゃいました。

彼岸の茶会

「彼岸の茶会」が今年も開催されました
9月21日のお彼岸にちなみ、今年

今年で8回目を数えるこのお茶会

も太田川のほとりにある絵馬三号館

は、多賀で裏千家の作法を学ぶ皆さ
りゅう

（大字多賀）で「彼岸の茶会」が開催

んが企画されたもので、今回は「立

されました。
（主催 川本宗恭社中）

礼 」といって、机といすを用いるお点

れ い

いつも見慣れた太田川のほとりが、
川の中まであんどんの柔らかい光を
しつら

利用して設えられているようすに、お

て

いでになられた多賀町内の方も、た

ま え

美しい秋の虫の鳴き声が静かに響
の

前で行われました。

め息混じりに「多賀のまちなかの自然

だ て

く中、この野 点 に多賀町内外からお

どなたでもお抹茶を気軽に楽しめ

も美しいのですね。川もきれいにして

おぜいのお客さまがお見えになりま

るように工夫されていて、子ども連れ

おかなくてはいけませんね。」とお話

した。

や若い方もたくさんお見えでした。

しされていたのが印象的でした。
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平成18年度決算

平成18年度決算

決

多賀町の財政状況

平成18年度

〜家計にみたてて〜

平成18年度の一般会計の歳入歳

た。この歳入歳出差引額から平成19

家計に見立てて、図解してみました。

出予算現額40億535万円に対する

年度への繰越事業にあてるべき繰越

歳入のグラフでは、外側に町の歳

歳入決算額は40億930万円（前年

財源441万円を控除した実質収支

入を、内側にそれぞれが家計では何

度と比較して5,839万円、1.5％の

は、1億2,486万円の黒字決算とな

にあたるかを表しています。

増加）、歳出決算額は38億8,003万

りました。

また、歳出のグラフにおいても、外

円（前年度と比較して1億1,702万

下記の円グラフは、町の財政状況

側に町の歳出を性質別に分け、それ

円、3.1％の増加）、
となり、歳入歳出

を皆さんにわかりやすくお伝えする

ぞれが家計では何にあたるかを内側

差引額は1億2,927万円となりまし

ために、町の財政規模を500万円の

の円に示しています。

平成18年度末の地方債残高は、

加）
になります。

前年度から4,583万円減って51億

歳入でもっとも多い町税は、
前年度

1,673万円となりました。町民一人

と比較すると1億6,357万円増えて

6,003万円増えて5億5,935万円、

当たりに換算すると約62万円（前年

17億5,956万円、
歳出でもっとも多い

減債基金が8,004万円増えて5億

度より人口の減少があり3千円の増

のは人件費で前年度から4,852万円

6,698万円になりました。

平成１８年度 特別会計および企業会計決算（単位：千円）
会計名
国民健康保険事業
老人保健事業
介護保険事業
住宅団地造成事業
多賀町育英事業
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理
多賀財産区管理会
大滝財産区管理会
霊仙財産区管理会
下水道事業
農業集落排水事業
水道事業
総計

収入済額
支出済額
664,352
652,900
878,960
878,098
563,119
544,662
24,487
8,043
3,571
3,568
8,685
7,406
286
56
1,084
705
258
31
677,771
560,694
548,998
527,584
337,439
326,808
3,709,010
3,510,555

残ったお金

次年度への繰越金
1億2,927万4千円

年額 16万1千円
月額 1万3,435円

基金繰入金
299万6千円

町債
4億1,430万円

0.1%

10.3%

繰出金
3億8,054万5千円

算
減って8億3,465万円になりました。

基金残高は、財政調整基金が2億

繰越金
1億8,790万4千円

4.7%

人件費
8億3,465万円

9.8%

21.5%

積立金
3億4,006万5千円

0.1%

貯金

株式投資等

医療費、学費等
年額 21万4千円
月額 1万7,797円

扶助費
1億7,124万8千円

地方交付税
8億3,624万4千円

4.4%

県支出金
1億9,662万7千円

年額 73万7千円
月額 6万1,414円

4.9%

0.6%

県税交付金 1億2,773万9千円
万9千円

財産収入 1,059万3千円

0.3%

3.2%

使用料および手数料 2,568万6千円

地方譲与税 1億1,898万5千円

分担金および負担金 6,236万7千円

3.0%

壁の張替え、
雨漏り修理、庭の葉刈等

地方特例交付金 3,678万3千円

年額 2万8千円
月額 2,371円

交通安全対策特別交付金 172万2千円
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国庫支出金
1億5,645万4千円

3.9%

15.2%
維持補修費
2,281万1千円

源

家の増改築、
車の買い替え等

投資的経費
5億9,094万7千円

43.9%

源

14.4%

13.7%

年額 240万6千円
月額 20万528円

町税
17億5,955万5千円

年額 183万9千円
183万9
月額 15万3,243円
15万

公債費
5億5,957万4千円

物件費
5億2,973万8千円

40億930万4千円
万円の家計

家族で得た
収入

財

親などからの
支援

年額 69万8千円
5万8,154
月額 5万8,154円

年額 66万1千円
月額 5万5,053円

歳入

20.9%

38億8,003万1千円
万円の家計 借金返済

光熱水費、
家電修理、被服費等

年額 23万4千円
月額 1万9,528円

主

年額 55万6千円
4万6,330
月額 4万6,330円

年額 51万7千円
月額 4万3,056円

年額 4千円
月額 311円

財

11.5%

各種保険料、
小遣い

歳出

前年から
の繰越

定期預金の
解約

年額 42万4千円
42万
月額 3万5,341円
年額 6千円
月額 484円

補助費
4億4,579万8千円

年額 104万1千円
月額 8万6,741円

存

投資および
出資金・貸付金
465万4千円

年額 47万6千円
月額 3万9,548円

食費

借金

自

8.8%

依

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

0.9%
0.0%

0.6%
1.6%
寄付金 299万4千円

0.1%
諸収入 6,835万5千円

1.7%
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社会を明るくする運動標語

宇宙のごみ、地球のごみ

酸化炭素の発生やエネルギーの消費も気にな

を展開しています。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

ります。たとえ燃やしてもその灰を捨てるため

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）

の最終処分場が必要になります。もちろん誰も
地球の周りにはたくさんの人工衛星が回っ

自分の家の近くに最終処分場が来るのは嫌が

ています。その数はおよそ3000個にもなると

ります。中には不法投棄をする人もいて困って

言われ、通信や気象、軍事目的も含めてさまざ

しまいます。

年度

19
【大滝小学校6年】

まな目的に使われています。ところが最近はそ

宇宙でも地球でも困りもののごみですが、一

うした人工衛星を悩ます問題として
「宇宙のごみ

番有効な解決策はごみを出さないことです。

友だちと 楽しく過ごす 毎日を

大矢 純奈

（スペースデブリ）」があります。このごみとい

そのためには、①包装紙を減らすなどごみに

友だちと仲良くしよう

岸本 匡史

うのは地球から打ち上げられたロケットの破片

なる物を減らす
（Reduce）、②着なくなった古

いじめをなくして みんなが 楽しい毎日を

岸本

や寿命の尽きた衛星、
また宇宙飛行士が落とし

着などは別の人にプレゼントするなどでごみ

てしまったボルトやドライバーなどさまざまな

にならないようにする
（Reuse）、③廃品回収

ぼくの心を 支えてくれる 大事な友だち

北川 裕基

ものがあり、その数は直径10㎞以上のもので

などを活用して資源が再利用されるようにする

友だちと 仲よくしよう いつまでも

久保田優希

およそ9000個あると言われています。人工

（Recycle）
といった活動が有効だと言われて

ケンカなく みんな仲よく ガンバろう

米谷 紗映

衛星は地球の回りを秒速10㎞ほどの高速で

います。この3つの方法は「3R」
と呼ばれ、宇宙

友だちは みんなだいじ 大切に

坂上 拓也

周回しているので、小さなごみといってもぶつ

飛行士の人たちもいつも心がけていると言い

友だちと 毎日交わそう 心の笑顔

柴田聖世歌

かれば人工衛星が完全に壊れてしまうこともあ

ます。ごみの問題というと「汚い」とか「めんど

仲間になれる だからたくさんつくろう 友だち

瀬戸 拓也

ります。そうした危機を回避しようと、最近は各

う」
と感じてしまいがちですが、
これからの時代

友だちの 良いとこ見つけ してみよう

藤谷 康平

国が協力してそうしたごみ（デブリ）
を地球より

はさりげなくマイバッグを出してレジ袋を断る

うんと遠くの軌道に飛ばしてしまったり、逆に地

のがかっこいい時代といわれます。みんなのほ

球に落下させて大気との摩擦で燃やしてしまう

ん の 少しの 努 力

何事も チャレンジすれば にじゅうまる◎

上田 育美

といったことが行われています。

で地球も宇宙も

何にでも チャレンジすることが 成功につながる

上野 拓也

何事にも チャレンジしないと わからない

久保田世那

こうしたごみ問題は当然ながら地球上でも
みんなが頭を悩ませていることです。家庭など

美しくしていきた

りますし、燃やすとダイオキシンなどの有害物
質が発生したりもします。また燃やすことで二

唯

テーマ：チャレンジ

いものです。

から出るごみはとても大量になってきていま
す。ところがごみの処分には大変なお金がかか

テーマ：友だち

▶ 地 球 を 取り巻く
ス ペ ー ス デ ブリ
（ N A S Aホーム
ページより）

テーマ：家族・友だち
宝物 家族や友だち 大切に

棚池 莉沙

【多賀中学校2年】
♪見上げてごらん〜♪ 11月の星座
秋も深まり、一年でもっとも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）

おひつじ座
毛が金色に輝く美しい牡羊が星座になった姿で

ギリシァ神 話 の 愛と美 の 女 神アフロディテ

す。かつては春分の日の太陽がおひつじ座にあった

（ビーナスともいいます）とその子エロス（キュー

ので今でも星占いの最初の星座になっています。
広報たが 2007年11月号
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うお座

ピッドともいいます）が魚に変身した姿です。

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

〜シリーズ 宇宙と環境（7）〜

平成

もったいないステーション

テーマ：家族
家族それは 自分を支えてくれる 大切なそんざい

市田 加菜

ホットひといき 私を迎えてくれる 家族の笑顔

大橋 拓也

話しあう それだけでもいい 家族の輪

川上 賢人

いつまでも 家族を大事に 親孝行

岸本 大輝

たとえ仲が悪くても 食事はみんなで とってみよう！

岸和田亜雄美

家族との

北川 真也

会話楽しい

あはははは

家族との キズナを一生 大切に

合田 麻穂

地域を守ろう 家族で

小財 誠司

家族とは 一人ひとりの 宝物

小財 巧也

笑顔

あふれる 明るい家族

佐久間 梓

大切にしよう 家族という名の 宝物

澤田 凌兵

家族との 会話を 大切に

新谷 英莉

家族と仲よく あたたかいくうかん

滝川 智也

家族のいる あたたかい くらし

豊田 芳弘
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後期高齢

滋賀社会保険事務局彦根事務所 年金給付課 （電）23‐1116

環境生活課 （有）2-2031 （電）48-8114

環境生活課 （有）2-2031 （電）48-8114

滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）077-522-3013

kankyo@tagatown.jp

11月は「ねんきん月間」です！
社会保険庁では、11月を「ねんきん月間」
と

また、公的年金には、将来支給される「老齢

し、国民の皆さんに年金を身近で大切なもの

基礎年金」のほか、不慮の事故や病気で一定の

と考え、公的年金制度の理解と信頼を深めて

障害の状態になった場合に支給される
「障害基

いただく期間としています。
現在、公的年金は、高齢者世帯の所得の約
70％を占めています。生涯にわたって受け取
ることができる公的年金は、老後の生活に欠か
せないものになっています。

ターから「扶養親族等申告書」が送付されるの
で必ず提出してください。提出期限は、平成19
年12月3日です。

保健制度に代わる高齢者の医療制度がはじまることとなりました。それが「後期高齢者医療制度」

があります。
これらの年金を受給するためにも保険料は

②老齢年金を受けておられる65歳未満の方
で、年金額が108万円未満の方
③老齢年金を受けておられる65歳以上の方

提出がない場合は、各種控除が受けられず、

なお、次の方は課税の対象ではないため、

平成 年度防火標語

﹁火は見てる あなたが離れる その時を﹂

「扶養親族等申告書」を送付していません。
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扶養親族等申告書に関するお問い合わせは、
『ねんきんダイヤル（電）0570‐05‐1165』ま

注意ください。

対象となるのは？
・75歳以上のすべての方
・65歳以上で一定の障害がある方

たは滋賀社会保険事務局彦根事務所（年金給
付課）
まで。

平成20年3月31日の時点ですでに75歳
（一定の障害のある方は65歳）以上（老人保
健の受給者）の方は、4月1日から全員が、今ま

11月9日から15日までの1週間は、全国統

ましょう。

その

また、放火のほかにも数々の出火原因があり

時を」を合言葉に、秋の火災予防運動が実施さ

ます。ちょっとした気のゆるみや不注意による出

れます。

火を防ぐために、
住宅における出火防止のための

一標語「火は見てる

あなたが離れる

この運動は、火災の発生しやすい時期を迎え
るにあたって、住民一人ひとりが火災予防に対

「火の用心7つのポイント」を皆さん一人ひとり
がつねに意識するように心がけてください。

する関心を深め、知識を持ち、火災の発生を防

火の用心7つのポイント

ぐことと、死傷者や財産の損失を防ぐことを目

①家のまわりに燃えやすいものを置かない。

的に毎年実施しているものです。

②寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

近年の出火原因では放火・放火の疑いが上
位を占めています。放火は放火しやすい状況が

③天ぷらを揚げているときは、その場を離れな
い。

そろった場所ほど狙われやすい傾向にありま

④風の強いときは、
たき火をしない。

す。放火による火災を防止するためには、住民

⑤子どもは、
マッチやライターで遊ばせない。

自らが「放火されない、放火させない、放火さ

⑥電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな

れても被害を大きくさせない」環境をつくるこ
とが大切です。個々の取り組みだけでなく、地
域が一体となって放火火災予防対策を実践し

めていただくことになります。
（普通徴収）
その他詳しい内容については、今後『保険料

保険証はどうなるの？
後期高齢者医療制度の保険証をお渡しし
ます。

で加入していた国民健康保険や社会保険等の

保険証は、平成20年3月31日時点で75歳

健康保険から、後期高齢者医療制度の加入者

以上の方は3月末日までに、4月1日以降に75

に移行することになります。

歳になられる方には誕生日までにお届けしま

平成20年4月1日以降に75歳になられる
方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入
これらの手続は自動的に行われますので、手

秋季全国火災予防運動

市町から送られる納付書または口座振替で納

どう変わるの？

者となります。
彦根市消防署 犬上分署 （電）38−3130

せた額が、年金額の2分の1を超えるときは、

の特集』
でお知らせします。

①障害年金または遺族年金を受けておられる

で、
年金額が158万円未満の方

所得税が多く徴収されることになりますのでご

本格的な少子高齢社会が訪れる中、今後も安定した医療制度を続けていくために、現在の老人
です。

方

課税の対象となる方には、
社会保険業務セン

『後期高齢者医療制度』がはじまります！

礎年金」、不幸にも妻と小さな子どもを残して

「扶養親族等申告書」の提出をお忘れなく！
得」
として所得税が課せられます。

平成20年4月から新しい高齢者の医療制度

亡くなった場合に支給される「遺族基礎年金」

納期限までに納めましょう。

老齢や退職による年金は、所得税法上「雑所

kankyo@tagatown.jp

医療機関等の窓口での負担は、基本的に今
の老人保健制度と同じで変わりません。かかっ
た費用の1割（現役並み所得の方は3割）を負
担していただきます。

保険料はどうなるの？

市町と広域連合の役割

方に納めていただきます。
保険料は、県内統一の保険料率と算定方法
で決定されます。
なお、保険料率は、11月に開催される広域
連合議会で決定されます。

!?

す。
（保険証は１人に１枚発行されます。）

続の必要はありません。

保険料は、所得に応じてすべての加入者の

後期高齢者医療制度ってなに

ねんきん・消防

お住まいの市町が窓口となり、各種届出の
受付や保険料徴収、被保険者証の引き渡しな
どの手続を行います。滋賀県内すべての市町
が加入する
「滋賀県後期高齢者医療広域連合」
では、後期高齢者医療制度の運営を行い、加入
者の資格管理・保険料に関することや保険給付
の支給決定等を行います。

保険料の納付方法
原則として介護保険料と同様に、毎回年金か
ら引き落とされます。
（特別徴収）

この広域連合は、平成19年2月1日に設立
され、制度施行の準備をすすめています。

ただし、年金が年額18万円未満の方や、介
護保険と後期高齢者医療制度の保険料を合わ

い。
⑦ストーブには、燃えやすいものを近づけな
い。

※なお、現在国では、後期高齢者の医療制度の一部見直しが検討されていて、内容については
今後変更になることもあります。
広報たが 2007年11月号
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スポーツ
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

hoken＠tagatown.jp

B＆G海洋センター （有）2-1625（電）48-1625

字別ソフトボール大会開催！

こんにちは保健師です

10月14日に、字別ソフトボール大
会が町民グランドで開催されました。

小さいうちからリズムのある生活を
運動機能・精神的な発達により、自立心が芽生

歯みがき
食生活は豊かになっていますが、子どもの歯

をめざして、少しずつ生活リズムを整えること

が弱くなっているといわれています。ハンバーグ

が大切です。子どもは、
身近にいるお母さん、
お

やスパゲティ
（麺類）などやわらかいメニューが

父さん、家族の姿をみて生活習慣を覚えます。

増え、甘いものがふんだんにある現代ではむし

家族でリズムある生活をすることからはじめま

歯にもなりがちです。食生活の見直しとともに、

しょう。

歯みがきの習慣をしっかり身につけましょう。

〜おいしく楽しく 体づくりとこころの栄養を〜
幼児期の食生活は大切なものです。大人はあ

優勝は、5月に行われた町民ソフト

段々と涼しくなり少し肌寒い日でした

ボール大会に続き、ジャガーズでし

が、
スポーツをするには最適な天気の

た。

り肌寒さが増してきたこのご
ろですが、季節の変わり目でか
ぜをひいてしまったり体調を崩
しやすい時期です。そんな時
こそ運動が体を守ってくれる
のです。
運 動と言っても、スポーツ
のようなハードなものでなく

◆1〜2歳では……（1歳6カ月、2歳歯

ても、ストレッチのような場所

科、2歳6カ月児健診を必ず受けましょ

を選ばないエクササイズ系や

う）

る程度栄養を補えば健康を維持できますが、子

ふだんから、口の中を清潔に保ち、食事

どもの場合は、
さらに発育・発達のための栄養も

のあとや寝る前のうがいと歯みがきの

必要としています。偏食やむら食いで、思うよう

習慣を身につけはじめます。こどもの歯

に食べてくれない子も多いのですが、無理強い

みがきのあとには、必ず大人がチェック

はせず、
楽しく食事をするようにしましょう。

し、
仕上げみがきをしましょう。

ウォーキングなど、ほんの10
分から15分程度で十分です。
「忙しくてなかなか…。」
とい
う方がたくさんいらっしゃいま
すが、
自らが「やろう！」
という強
い意志をもたないとできない

◆3〜4歳では……3歳ごろまでにはだい
◆1〜2歳では……主食だけでなく、タン

たい乳歯が生えそろいますが、
むし歯に

パク質の多い肉や魚、豆腐、乳製品、野

なっている子も少なくありません。この

菜、果物などを積極的に食べましょう。

時期も大人が手伝って、歯ブラシの毛先

おやつは、牛乳や甘くないお菓子、果物

を使い、
きれいに磨きましょう。

など時間を決めてとりましょう。
◆3〜4歳では……自分で好きなものを

のも現実です。
毎月第1土曜日は、勤労者体
育センターで「多賀やまびこク
ラブ」とコラボレートした「リフ
レッシュスポーツ
（19時〜、無

◆5〜6歳では……歯の仕上げみがきを

料）」を実施しています。毎日が

してあげましょう。歯の定期健診を忘れ

好きなように食べたいと思う時期です。

ずに受け、むし歯があればすぐに治療を

じょうずに食べられなくても叱らずに、

しましょう。

無理な方はまずこのコーナー
を契機に運動をはじめてはい
かがでしょうか。布団の上でも

楽しい雰囲気づくりを第一にして、食に
対する関心を高めるようにしてみましょ

むし歯予防の5つの対策

う。

①歯ごたえがあり、
よくかんで食べるような食

◆5〜6歳では……だらだら食べたり、テ

できるストレッチ体操や体が温
かくなる程度のニュースポー
ツなど、健康になっていただく

品をふやしましょう。

ためのメニューをたくさん用

レビを見ながらの食事はやめましょう。

②甘いものはできるだけ控えましょう。

このくらいの年齢になったら、残さず食

③おやつは時間を決めてとりましょう。

べること、食べこぼしをしたら、後始末を

④食後や寝る前に必ず歯みがきをしましょう。

第26回 犬上郡田園マラソン大会参加者募集!!

自分でできるといいですね。

⑤歯の検査を定期的に受けましょう。乳幼児健

日時■11月25日（日） 9時〜

診は、必ず受けましょう。

スポーツの季節！
体を動かして
みませんか？
朝夕過ごしやすく…というよ

〜むし歯予防のためには歯みがきの習慣を〜

えます。言葉を理解し始めるこのころから、
自立

食事とおやつ

中行われました。

体育指導委員かわらばん

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@tagatown.jp

1歳半ごろからの幼児は、からだの成長や、

bg@tagatown.jp

Ｂ＆Ｇ海洋センター

子どもの生活習慣を身につけよう！

けんこう

意していますので、お気軽にご

※少雨決行

※今年度からエンジョイ部門に、

参加ください。お待ちしていま
す。

1.8キロが加わりました。

場所■豊郷町 豊栄のさと周辺コース
対象■ 3キロ

（小学生）

申し込み方法■11月9日（金）までに申

5キロ

（中・高・一般）

し込み用紙に必要事項を記入の

10キロ

（高・一般）

上、海洋センターまでお申し込み

1.8キロ・3キロ エンジョイ部門

ください。

（楽しく走ってみようという方を対象）
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税・教育委員任命
税務課 （有）2-2041 （電）48-8113

幼稚園・長寿のお祝い
zei@tagatown.jp

大滝幼稚園 （有）5-5616 （電）49-0014

住宅ローン控除／住民税の減額

多賀清流の里へ行ったよ

現在住宅ローン控除を受けている皆さんへ

「明日は清流の里のおじいちゃん、おばあ

−税源移譲に伴い住宅ローン控除が住民税で減額される場合があります−

ちゃんのところへ行くんやでー。」
と話すと、
「行
くの楽しみやな。」
といっていた子どもたち。い

所得税における住宅ローン控除を受けてい
る方（平成11年から平成18年までに入居した

20年1月1日現在多賀町にお住まいの方）に

ざいってみると、ふだんお世話してもらってい

申告書を提出してください。

るおじいちゃんやおばあちゃんというより、
ひい

方に限る）
で、税源移譲により平成19年以降の

おじいちゃんやひいおばあちゃんのようで、少

ました。
「おばあちゃんの手、
しわしわやった」
と

し緊張したようすでした。ステージの前に並ん

後で教えてくれた子もいました。

所得税が減少することにより、本来受けられる

●年末調整のみで確定申告をしない方

住宅ローン控除額が減ってしまう場合には、税

は、源泉徴収票を添付して申告書を提

だだけで、
「かわいいなあ」と喜んでくださり、

務課に申告していただくことで、
この減少分を

出してください。

一人ずつ自己紹介をした後、幼稚園の歌や「む

に玉入れやゲームをしました。11月にも、もう

すんでひらいて」を歌ったりして少しずつ緊張

一度訪問させていただく予定です。

平成20年度以降の住民税から控除できるよう
になっています。

●確定申告をする方は、
税務署を通じて申
告書を提出できます。

平成20年3月17日までに、税務課（平成

10月には、
運動会に参加させてもらい、
一緒

もほぐれてきました。そばへ行って「♪♪♪トン

ほんの少しの時間でしたが、ふれあうことが

トントントン肩たたき♪♪♪」
と肩たたきをした

できて、みんな笑顔いっぱいでした。このよう

り、
「 握手でこんにちは」の歌に合わせて、たく

な交流を通して、温かい心や思いやりの気持ち

さんのおじいちゃんやおばあちゃんと握手をし

が育ってくれればうれしいなと思っています。

税源移譲に伴う平成19年度住民税の減額について
平成18年の所得税は課税されていたものの、
平成19年の所得税が課税されない程度の所得

の特例措置として税源移譲前の税率で計算し
た税額まで減額できるようになっています。

お茶会をしたよ
敬老の日を前に、おじいちゃんやおばあちゃ

となった方については、平成19年度の住民税

平成20年7月1日から7月31日までの間に

んをお招きして、お茶会をしました。長い間み

は、前年（平成18年分）所得で税源移譲後の税

税務課（平成19年1月1日現在多賀町にお住

んなのために働いたりお世話をしてくださった

率で課税され、増額となりますが、平成19年の

まいの方）
に申告書を提出していただく必要が

おじいちゃんやおばあちゃんに感謝をして、元

所得税が課税されなくなった場合には、
税源移譲

あります。

気でいてね、長生きしてね、
と気持ちをこめて、

による所得税の減額がされなくなります。
こうした方については、税務課に申告してい
ただくことで、平成19年度の住民税に限って

新税率で平成19年度の住民税を納めてい

肩たたきやゲームをした後お茶会を楽しみま

ただいた後に、上記の申告書により差額分が還

した。菊の掛け軸や、やはずすすき、
しゅうかい

付されます。

どうのお花を生けたお部屋で、お茶の先生から

と子どもたちの感想はさまざまでしたが、心落
ち着く時間を過ごすことができました。

礼儀作法を教えていただき、季節のお菓子と
お茶をいただきました。
「にがーい」
「おいしい」
教育委員会 （有）2-3741 （電）48-8123
長寿のお祝い

教 育 委 員 長 中野 幸彦さん 再任
委員長職務代理者 関河 信夫さん 就任
教 育 委 員 西澤 彰芳さん 就任
教育委員の任期満了に伴い9月議会で中野
幸彦さんが再任されました。
また、大倉茂三委員が退任され、新教育委員
に西澤彰芳さん（木曽）
が就任されました。

満100歳、おめでとうございます!!

教育委員の組織
教 育 委 員 長

中野

幸彦

委員長職務代理者

関河

信夫

教

育

委

員

藤澤

教悟

教

育

委

員

西澤

彰芳

松宮

忠夫

さらに、10月1日、第7回教育委員会定例会
が行われ、
「地方教育行政の組織および運営に
関する法律」により、中野幸彦教育委員が委員
長に再任され、関河信夫教育委員が職務代理
者に選任されました。
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このたび、大字多賀にお住まいの門野澄子

澄子さん本当におめでとうございます。いつ

さんが、満100歳をお迎えになられ、町長が訪

までもお身体を大切にされ、いっそうのご長寿

問させていただき、多賀町からお祝いをお届け

をお祈り申し上げます。

しました。
門野澄子さんは、本当に笑顔がよく似合う温
厚でお元気な方で現在、
週3回程度デイサービ
スを利用されているとのことです。

教育委員（教育長）

また、多賀のまちが大好きで、以前は多賀大
社にも一人でよく出かけられたということです。
また、習字もされていたということで特選にも
選ばれたことがあるとおっしゃっていました。
広報たが 2007年11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

http://www.tagatown.jp/~taga-mus/
広報たが 2007年11月号
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museum@tagatown.jp

多賀のゆかいな生き物図鑑㉘

博物館常設展示の一部が変わりました！

昔から伝わる薬草です

センブリ

博物館に展示されている常設展示の一部が
模様がえしました。

10月の下旬から11月にかけて、町内の山

示しています。ぜひご覧ください。

歴史コーナーでは敏満寺遺跡発掘調査、楢

では、白色に紫色の模様の入った花が咲きは

崎古墳群発掘調査の成果などを中心に出土品

じめます。この植物はセンブリという名前の植

などの展示を行っています。また入り口にある

物で、草丈は5㎝〜30㎝、花の大きさは1㎝程

多賀の自然コーナーでは9月に行われた博物

度のちいさな植物です。主に平野部から山間

館実習で実習生の皆さんが製作した「秋の七

部の日当たりのよい草原や砂地の土地などに

草」を紹介した展示が完成しました。身近なよう

生えています。特に高取山ではこのセンブリが

で実は姿を見ることができなくなった秋の七草

多く生育しており、
この時期には一面にセンブ

川の環境や生物、水質などを調べた成果を展

▲1つひとつの花は1㎝ほどのちいさな花です。

リの花が観察できる場所もあります。センブリ

を、
この機会にぜひ覚えてみてはいかがでしょ
うか？さらに、情報学習コーナーでは多賀小学

は、花が咲き、種ができて地面に落ちたあと、そ

の花から根までのすべての部分を乾燥させた

の種から小さな芽が出てそのままの状態で冬

ものは、
日本でも有名な薬草として知られてい

を越し、翌年の9月から11月にかけて花を咲

ます。主に胃腸などに対して良い効果があると

え つ ね ん そ う

校4年生の皆さんが1学期の総合学習で太田

▲リニューアルした歴史コーナー

かせます。このような植物を越年草もしくは冬

いわれていますが、近年ではセンブリに含まれ

多賀町立文化財センター （有）2-0348 （電）48-0348

型一年草などと呼びます。

る物質が育毛にも良いといわれていて、育毛

多賀大社

ところで、
このセンブリという名前は「千回振

剤などにも使われています。

bunkazai@tagatown.jp

平成の大造営竣功記念特別展

せ ん

出しても（煎じても）まだ苦い」ということから

身近に咲く花ですが、
このような薬草として

つけられたと言われています。そして、実際に

使われている植物も多いようです。センブリの

ちょっとだけ味見をしてみると……たしかに苦

効果、皆さんも一度試されてみてはいかがで

いです
（というか、いつまでたっても舌から苦味

しょうか？

10月20日（土）から来年の2月5日（火）まで多賀大社にご協力いただき、多賀町立博物館と彦根城
博物館で特別展示を開催します。
多賀町立博物館 多賀の自然と文化の館

がとれませんでした……）。ただ、
この苦味の成

（多賀の自然と文化の館学芸員 金尾滋史）

多賀大社の造営の歴史

分にはいろいろな物質が含まれていて、開花期

（写真提供 中川信子さん）

期間■10月20日（土）〜11月25日（日）
今日までの造営の歴史を中心に信仰や文化

第2回文化財講座 高取山城を探る
彦根市との境、山頂にある滋賀県内最大級

財などを写真パネルを中心に紹介します。

の城跡があります。謎に包まれた山城跡の現地

多賀大社の文化財

見学会です。雨天の場合は、現地見学会は中止

期間■12月1日（土）〜2月3日（日）

しますが、文化財センター研修室で「高取山城

多賀大社に伝承する貴重な宝物の一部を紹

跡」の講演会を開催します。

介します。

日時■11月17日（土） 10時〜15時

特別講演会 多賀大社と戦国大名たち

日程■9時50分多賀町役場前集合→バスで

日時■11月23日（金） 14時〜

彦根市比婆神社→徒歩40分で現地→昼

場所■あけぼのパーク多賀

食後現地説明会→15時役場前着

講師■仁木

大会議室

宏さん（大阪市立大学）

講師■中井 均さん（米原市教育委員会）

定員■60人

定員■30人

受講料■無料

参加費■50円（傷害保険料）

申し込み■電話による事前申し込み

申し込み■10月13日から電話で受け付け

（10月13日から受付開始）

ています。

彦根城博物館

（雨天の場合）

多賀大社の名宝

講演会 高取山城を探る

期間■平成20年1月1日（火）〜2月5日（火）

日時■11月17日（土） 10時〜12時

「調馬・厩馬図屏風」
（重文）
をはじめ、戦国武
▲高取山で咲いているセンブリ

面などを一挙に公開します。

将たちが残した古文書、奉納された刀剣や能

講師■中井 均さん（米原市教育委員会）
場所■多賀町立文化財センター 研修室
広報たが 2007年11月号
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あけぼのパーク多賀からのおしらせ

おしらせ

図書館は10月31日で開館9周年をむかえました！̶̶̶̶̶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

「多賀町立図書館応援団」活動日

秋も深まり、紅葉も美しい季節となりました。
今回の観察会は時間をかけてゆっくりと山頂ま
で登り、秋の高取山を散策します。今月の「多賀
のゆかいな生き物図鑑」で紹介しているセンブ
リなども観察できますよ!!

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをします。
日時■11月10日（土） 13時30分〜
集合場所■2階小会議室

9時30分

子どもの本について学んだり、
「 おはなし

※今回は山頂まで出かけます。

のじかん」を行っています。

昼食を持参ください!!

あけぼのパークカレンダー

アニメ『アルプスの少女ハイジ−アルムの山−』

11月の休館日

日時■11月24日（土）

日

日時■11月3日（土）、17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■11月3、10、17日、
いずれも土曜日 15時〜

水
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金
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■…休館日
※29日（木）は月末整理のため、図書館のみ休館です。

日

月

火

水

木

金

びとまれ」、その他は図書館司書が行います。

近江の創作民話を楽しもう

本の紹介

日時■11月25日（日） 14時〜
場所■2階 大会議室

一般書

児童書

『追伸』

対象■子どもから大人まで。おじいさん・おば

『ルーディーボール』

あさんもお待ちしています。

新保裕一/著

斉藤洋/著

定員■100人（先着順、事前申し込み）

文芸春秋 913.6シン

講談社

語り部■装苑アート 前田佳子さん

50年前に殺人容疑で逮捕

猫顔のラックス、犬顔のイン

されていた祖母と無実を信

ギースク、うさぎ顔 のバー

じた祖父。ふたりの手紙に語

サルが襲撃した馬車には大

られた真実とは……。

量の金貨が！顔は動物、体は

小林聡美/著

K913サイ

図書館カウンター、
お電話、FAXで

クリスマス会
日時■12月1日（土） 14時〜

ボールの謎は……。

場所■2階 大会議室
内容■おはなし会、手品、手づくりあそび

『わにわにのおでかけ』
山口マオ/え 小風さち/ぶん

大殺界のセコイ乗り切り方、

福音館書店 KEワニ

ワタシが元気なわけ、
ささや

ワニのわにわにがみんなにつ

かなできごとが簡単にシア

いていくと、そこは大にぎわい

ワセにしてくれる。どうにも

申し込み■10月27日（土） 10時〜

人間というけものたちが暮らす星ルーディー

幻冬舎 914・6コバ

笑えて味わい深いエッセイ。

共催■子育てサークル「パオパオ」
〜サンタさんもきてくれるかな？〜

冬休み工作教室

〜落ち葉で絵をかこう〜

日時■12月24日（月） 14時〜

の縁日。おいしそうなわたあめに、お面もいっぱい。

場所■2階 大会議室

ひゅぅぅー、
どーん！どどーん！花火も始まりました。

対象■小、中学生（保護者同伴可）
定員■30人

『絵馬に願いを』

『わたしのノラネコ研究』

申し込み■11月24日（土） 10時〜

岩井宏實/著

山根明弘/著

二玄社 387.7

さ・え・ら書房 K489

子 育 て から 秘 めごとま で

身近な野生動物ノラネコの

……。古くから日本人が祈り

社会は謎に包まれている。7

を込めて奉納してきた絵馬

年間にわたる200匹ものノ

日時■11月3日（土）〜11月25日（日）

を全 国 各 地から2 4 0 点 集

ラネコの調査・研究を、写真

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

め、
カラー図版とともに紹介。

18

火

12月の休館日

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

『ワタシは最高にツイている』

広報たが 2007年11月号

月

15時〜
場所■2階大会議室

「このゆびとまれ」活動日

集合■多賀の自然と文化の館駐車場

映画会

（89分間）

子どもの本のサークル

日時■11月15日（木） 10時〜15時

tosho@tagatown.jp

と図で再現したドキュメント。
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■…休館日
※27日（木）は最終木曜日ですが、臨時開館します。

移動図書館さんさん号 11月の巡回
11月2日（金）

11月9日（金）

11月16日（金） 11月23日（金）

10:10〜10:35
藤瀬
(草の根ハウス)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所)

10:10〜10:35
藤瀬
(草の根ハウス)

10:10〜10:35
大君ヶ畑
(集会所)

10:45〜11:10
川相
(皆さまの店くぼ)

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)

図書館カウンターかお電話で

「多賀八景」写真展
「第11回多賀八景フォトコンテスト」の作品展

共催■多賀町観光協会

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11月号
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おしらせ

おしらせ

資源ごみ収集員さんが
困っています！

資源回収のお知らせ

池を資源ごみとして回収しています。

実施団体
たきのみや
保育園

最近、回収ボックスの中に廃乾電池

多賀中学校

町では、
ごみ減量化のため廃乾電

以外のものが入っていて収集員さん

実施日

実施場所

回収品目

11月18日（日） 富之尾バス停ロータリー

新 聞 、雑 誌 、ダンボー
古着、
アルミ缶
多目的運動場横駐車場 ル、
12月 2日（日）
（B＆G海洋センター隣）

が困っています。たとえば、
カミソリや

資源回収のルール……必ずお守りください!!

割れたガラスなどが混入されている

★分別を徹底してください。

と収集員さんのケガにつながりたい

新聞……新聞、折込チラシをひもで縛る。

へん危険です。指定の回収ボックス

雑誌……書籍、
パンフレット、封筒、包装紙等をひもで縛る。

に、廃乾電池以外は絶対に入れない

ダンボール……ダンボール、
お菓子・ティッシュなどの紙箱をひもで縛る。
ワックス加工紙（紙コップ・皿）等は出せません。
★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、

でください。

★古着は古着（学生服を除く）のみで布団、毛布類、
カーテン、タオル等は出せません。
陶レリーフ展
『ひびきあう‐手‐』
デイサービス利用者が、素直に自
分の表現を行い、個性を生かし、彦

★古着は中身の見えるビニール袋に入れてください。

作成を行いました。ぜひ、お越しくだ
日時■11月1日（木）〜25日（日）
（築城400年祭最終日まで）
場所■彦根城内

対象区域外の方でも持ち込み可能です。
この機会にぜひお出しください。

琵琶湖・淀川の今後の河川整備に

未満の男子の方で、中学卒業ま
たは卒業見込みの方を含む

私書箱62号

淀川水系河川整

備計画原案 ご意見受付係

月12日
お問い合わせ
自衛隊彦根地域事務所

船場郵便局

FAX■06-4964-2434
kkr.mlit.go.jp/seibi/からお入りくだ
さい。
お問い合わせ
（電）06-4964-2328
（担当者：松田・平尾）

彦根市旭町1-24 田中ビル2nd 1F

職種■①2等陸・海・空士自衛官②陸
上自衛隊自衛隊生徒
広報たが 2007年11月号
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彦根YMCA（担当：渡部）
（電）23-1646

甲良町霊園特別販売
申し込みできる方■甲良町外に住所
を有している方（申し込み順）

＊対象者には、後日、案内と予診票を配布します。
お問い合わせ

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

賢治詩「雨ニモマケズ」など、誰にで

音楽と歌、
アカペラなど
入場■無料（入場整理券が必要／先
着順で配布）

大津市梅林1‑3‑10

（電）077‐525‐4128

パートタイム労働法が
変わります！
〜平成20年4月1日施行〜
改正のポイント
1.労働条件の文書交付・説明義務

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
通常の労働者との均衡のとれた

たいという初心者向きの教室を予定

付業務を行っています。

待遇の確保措置の義務化等

場所■多賀町立図書館 対面朗読室

ガイドヘルパーの仕事をする
シニアの方のための講習会

主催■多賀町教育委員会社会教育課

講習の目的■多様化する障害者・高

日時■11月10日（土）〜20日（日）

お問い合わせ
社会教育課（中央公民館内）
（有）3-3740 （電）48-1800

ための措置を義務化

覚障害者・全身性障害者外出介

4.苦情処理・紛争解決援助

対象者■55歳から65歳までの県内

まえたわが国のがん対策のあり

は居宅介護従業者2級または3

甲良町役場総務課 （電）38-5063

方」…講師：国立がんセンター名

級の資格取得者。
（年齢は講習

誉総長・日本対がん協会会長

開催日基準）

※参加無料、
お申し込み不要

講習名■ガイドヘルパー（視覚障害
者・全身性障害者外出介護従業
者）講習会

こ

お問い合わせ
県立成人病センター総務管理課
（電）077-582-5031

3.通常の労働者への転換の推進

応えるため、ガイドヘルパー（視

お問い合わせ

②パネルディスカッション

別的取り扱いの禁止
通常の労働者への転換を推進する

在住の方で、訪問介護員あるい

柿添 忠生さん

き短時間労働者に対しては、差

齢者の福祉サ ービスの需要に

護従業者）の資格を取得し、
シル

（野洲市小篠原2142）

(1)すべてのパート労働者を対象に、

(2)特に、通常の労働者と同視すべ

しています。

内容■①講演「がん対策基本法をふ

作品は詩を扱ったものが多く、宮沢

〒522‑0051

曜日・祝日を除き、通常どおり申請受

です。

とになりました。

（社）滋賀県シルバー人材センター連合会

室」と題して、興味があってやってみ

場所■野洲文化ホール 小劇場

内西謹子先生の作品展を開催するこ

を記入して、
お申し込みください。
お問い合わせ・お申し込み

津市におの浜1-1-20）
は、土曜日・日

て働こうとする方のための講習

う ち に し の り

（生年月日）、電話番号、取得資格

い。今回は「基礎からわかる書道教

日時■11月15日（木） 14時30分〜17時

において書道の講師をお願いする、

名、住所、氏名（ふりがな）、年齢

なお、大津の窓口（ピアザ淡海、大

※ただし、甲良町出身者の方は、永代

このたび、多賀町の生涯学習講座

申し込み方法■往復はがきに、講習

はぜひ生涯学習講座にお越しくださ

あるいは、居宅介護従業者とし

内西謹子書展

申込期限■11月29日（木） 必着

の義務化
（過料あり）
等

〜がん診療連携拠点病院フォーラム〜

場所■彦根市文化プラザ

費用■無料、教材は支給

せていただきます。

管理料（年間） 5千円

（甲良町総合運動公園内）

定員■30人（超過のときは、
抽選）

労働条件を明示した文書の交付等

バー人材センターの会員として、

日時■12月9日（日） 13時30分〜

内容■劇団俳優館による『不思議の

12月25日（火）は、滋賀県立文化産

日（水） 全7日間 9時〜16時

業交流会館が休館日のため、休業さ

これからのがん医療を考える

所在地■甲良町池寺西ケ丘1239番9

グランドホール

滋賀県パスポートセンター
「米原出張窓口」からのお知らせ

使用料■永代使用料30万円

第25回
クリスマス市民のつどい
15時30分（13時開場）

また、書いてみたいと思われた方

面積■4㎡
（2m×2m）

使用料が23万円になります。

国のアリス』、
クリスマスソングの

自衛官 募集

入場整理券お申し込み・お問い合わせ

（電）26-0587

宛

メール送信■http://www.yodogawa.

彦根シャトーワイズメンズクラブ

受付期間■①11月30日まで②11
試験日■①12月1日②平成20年1

宛 先 ■〒5 4 1 ‑ 6 6 9 0

主催■彦根ワイズメンズクラブ

以上で27歳未満の方②平成20

さい。国が予定している河川整備計

go.jp/）
から入手できます。

予防接種（定期接種）
を下記日程で接種していただくようお願いします。
日時
場所
12月21日（金）
多賀町総合福祉保健センター
受付時間 13時30分〜14時30分 「ふれあいの郷」 3階検診室

指定日時
収集場所
対象地域
11月23日（金）
多目的運動場横駐車場 多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ
（7時から9時30分まで）（B＆G海洋センター隣） 木・佐目・南後谷・大君ケ畑

月1日〜平成20年1月8日

ページ
（http://www.biwakokasen.

つきましては、本年度より保護者同伴のもと多賀町で実施する二種混合

品に親しんでください。

関するご提案やご意見をお寄せくだ
画の原案の内容については、ホーム

接種が困難となりました。

度足をお運びいただき、詩とともに作

年4月1日現在15歳以上17歳

琵琶湖・淀川の河川整備に
関するご意見募集

接種については、保護者の同伴が必要であること」が明記され、小学校での

粗大ごみ収集日のお知らせ

受験資格■①自衛隊入隊日に、18歳

ステップあップ21 （電）35-0333

にて実施していましたが、定期予防接種実施要領の一部改正により、
「集団

も読んでもらえる作風です。ぜひ一

開国記念館

お問い合わせ

平成18年度まで、小学校6年生対象の二種混合予防接種は、各小学校

詳しくは、
各団体から配布されるチラシをご覧ください。

根城をモチーフに粘土でレリーフの
さい。

小学校6年生 二種混合予防接種
【ジフテリア、破傷風】の受け方が変わります！

会場■大津市・連合会セミナー室
（大津市京町3-2-3
〔英貴ビル〕）
講習期間■12月11日（火）〜12月19

(1)苦情を自主的に解決するよう努
力義務化
(2)行政型ADR
（調停等）の整備
5.事業主等支援の整備
短時間労働援助センターの事業の
見直し
（事業主等に対する助成金
支給業務に集中）
お問い合わせ
滋賀労働局雇用均等室
（電）077-523-1190

よろず相談
今月の相談日■11月16日（金）
来月の相談日■12月17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
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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

１２月１１日（火） 受付時間▶ １０：００〜１１：００
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
１２月4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）
１２月３日（月） 受付時間▶ １３：００〜１３：１５
Ｈ１９年７月生まれの乳児

９〜１０カ月児健診
１２月３日（月） 受付時間▶ １３：１５〜１３：３０
Ｈ１９年１月生まれの乳児

赤ちゃんサロン 「離乳食について」

ひろばの案内

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。
（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

ペンギン広場（１歳児）
１１月〜３月生

１２月１２日（水） 受付時間▶ 13：0０〜１３：15

１２月１9日（水） １０：００〜１２：００

ＢＣＧ
１２月１１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

二種混合
１２月２１日（金） 受付時間▶ １３：３０〜１４：３０
小学校６年生の児童
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
※三種混合の小菅医院多賀診療所での12月の実施はありません。
■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６カ月児健診、
３歳６カ月児健診（尿検査
あり）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。

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
hoken@tagatown.jp
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日13時30分〜15時

子どもたちのパワー溢 れるキッズ
ビクスダンスも楽しんでいただけまし

21時30分

★卓球（滝の宮スポーツ公園）／毎週

★リフレッシュスポーツ〈 好きなス

来年はぜひ、
ステージの上でご一緒

金曜日19時〜21時

ポーツをします〉
（勤労者体育セン

★野球入門〈小学1〜3年生まで〉

ター）／毎週土曜日19時30分〜

（富の尾山林広場）／毎月第1・3

21時30分

土曜日9時〜11時

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました！ →

http://www.yamabiko.tagatown.com

おたのしみクイズまちがいさがし

カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）

１２月１４日（金） １０：００〜１１：３０

先月号の答え
① 3カ所
でした

１２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、
１２月７日、
２１日は、
お休みです。

おしゃべりデー
１２月２５日（火） １０：００〜１２：００
場所 子育て支援センター
子育て中の仲間や、子育て経験者の方とおしゃべりし
ませんか。きっと子育てに役立つ話が聞けるのではな
いでしょうか。
■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

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

月第2（多賀小）
・第4（大滝小）日曜

１２月３日（月）または４日（火） 10:00〜12:00
１歳のお誕生会

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。

★ バドミントン（ 勤 労 者 体 育 セ ン

ペンギン広場（１歳児）
４月〜１０月生

３歳６カ月児健診

予防接種

★楽しい体育（小学4年生まで）／毎

ター）／毎週金曜日19時30分〜

しませんか？

１２月１２日（水） １０：００〜１２：００

Ｈ１９年９月・
１０月生まれの幼児

ただいま会員募集中！

ね。

１２月は、
うれしいクリスマスがあります。みんなでクリ
スマス飾りを作りましょう。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。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。）

Ｈ１７年５月・
６月生まれの幼児

１２月１９日（水） 受付時間▶ １３：４０〜１４：００

ようなハワイアンダンス、熱演でした

にこにこ広場

１２月２６日（水） １０：００〜１２：００

整形外科健診

ふるさと楽市での、南国を思わせる

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。

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）

Ｈ１６年５月・
６月生まれの幼児

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

たでしょうか？

０歳児の親子

１２月４日（火） 受付時間▶ １３：００〜１３：１５

yamabiko@pcm.ne.jp

あ ふ

１２月１７日（月） 受付時間▶ １０：００〜１０：１０
２歳６カ月児健診

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

12月の利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
利用講習会
13:30〜14:30／17:30〜18:30 体力測定
22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■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■
運動のできる服装・運動靴・タオルをご用意ください。

14日（金）15:00〜16:00

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
taga@tagatown.jp
締め切りは11月27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
生まれました！
☆馬場
晃（宏之・素子）
☆藤内
翼（浩・美智子）
☆木下 優希（良美）
ば

ば

あきら

ふ じ う ち

き の し た

そ ら

ゆ う

き

おくやみ申し上げます
◆小林
夏 81歳
◆大矢 義弘 78歳
◆古川 すゑ 88歳
◆西川 キヌ 78歳

◆安居
繁
◆三坊菊太郎
◆加藤 清藏
◆榊原 良雄

90歳
98歳
75歳
78歳

結婚しました！
藤谷 佳仁
♥
加藤 奈穂
山口 広貴
♥
細戸 葉子

ひとのうごき
平成19年9月末現在
（ ）内は前月比

■人口
8,286人 （−7）
■男性
3,960人 （−2）
■女性
4,326人 （−5）
■世帯数
2,659世帯 （±0）

（敬称略）
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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

11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
毎月発行
電話 ０７４９︲４８︲８１２２
11

9

（金）
日

と

22

（木）
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■秋から冬の気配を感じるこのごろですが、体調
管理をしっかりして、かぜなどひかないようにしてください
ね！■さて、寒くなってくるとお鍋やおでんなど温かい料理
がおいしくなってきます。各家庭によってその味付けや中
に入る材料が違うようですが、その家庭の味がそこにはあ
るんですね。■今年も残すところ、
２カ月余りとなりました。
やり残したことはありませんか？今年のうちにできること
は、できるうちにやってしまいましょう。後に延ばすと、なか
なかできないものです。
kikaku@tagatown.jp
（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

