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新年のあいさつ

年頭のあいさつ
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子年を振り返ると……こんなことがありました！
昭和３５年（１９６０年）

多賀町の未来に夢を
青少年の健全育成に

○町内のできごと
中学校統合の基本決定
町議会議員選挙執行（全町一区、定数２０人）
多賀林業事務所設置（尼子）
多賀町商工会設立
○世間のできごと

町民の皆さま、新年あけましておめでとうご

「白馬童子」スタート
（日本テレビ）

ざいます。ご家族おそろいで新年を迎えられた

チリ地震津波襲来

ことと思います。

カラー放送開始

ふり返ってみますと、昨年は、
４月に小学６年

社会党浅沼委員長刺殺される

生と中学３年生を対象にした、
全国学力・学習調

昭和４７年（１９７２年）

査が実施されました。これは、学校間や個人の

○町内のできごと

序列を見るものではなく、学校の指導や個々の

多賀中学校寄宿舎開設

児童・生徒の課題を見つけ改善につなげ、良い

久徳住宅団地竣工

点についてはさらに成長するように実施された

役場保月支所廃止

ものです。今後、児童・生徒一人ひとりの学習改

多賀工業団地着工

善や学習意欲の向上に努めていきたいと考え

多賀大社参集殿竣工

しゅん こ う

○世間のできごと

ております。

浅間山荘事件

また、
１０月には、多賀大社の平成の大造営
しゅん こ う

「お多賀さん国生み祭り」が行わ
の竣工を祝う

沖縄返還 本土復帰

れました。
２週間余りにわたって、多賀大社と門

「太陽にほえろ」スタート
（日本テレビ）

前町絵馬通り周辺一帯で、ふるさとまつりなど
さまざまな行事が行われました。多くの来訪者
があり、
盛況のうちに幕を閉じました。

多賀町長

夏原
覚
2

ています。その中で、歳出の見直しを行い、県

昭和５９年（１９８４年）

の事業が廃止されたり、縮小されたりすること

○町内のできごと

が想定されます。町行政を進める上でも、大き

雪害対策本部設置

虐待防止法が、平成２０年４月から施行予定と

な痛手となります。県に対して、県町村会をは

鹿児島県伊集院町と兄弟都市提携盟約

なっておりますが、本町では、平成１７年から地

じめとして、地方４団体から改革の見直しを要

町長に中川泰三氏就任

域協議会を設け、発生の抑制から早期発見、早

望していきたいと考えております。

Ｂ＆Ｇ財団多賀海洋センター竣工

期対応、保護、
また、養育者への支援など、虐待

今後ますます財政状況は厳しくなるものと

を受けている児童をはじめとして、要保護児童

予想されます。住民に最も身近な基礎的自治

○世間のできごと

の適切な保護や未然防止に努めているところ

体である町としましても、財源の確保がきわめ

グリコ森永事件

です。

て厳しい状況ではありますが、サービス低下に

健康保険法改正、本人１割負担に

多賀町少年少女発明クラブ発足

農政関係においては、猿・イノシシ・シカによ

ならないように、町運営を進めていく所存であ

る被害が、本町においても大きな課題となっ

ります。今後とも、深いご理解とご協力をよろし

平成８年（１９９６年）

ております。全国的に鳥獣による被害が深刻

くお願い申し上げます。

○町内のできごと

また、今年は多賀町長の選挙の年となりまし

被害対策について、国が必要な財政措置を行

た。私は３期１２年間、皆さまのご支援をいただ

町文化施設基本計画答申

い、総合的に実施できるようになりました。法

き、町政に携わらせていただきましたが、若い

都市計画区域用途地域細分化

律が施行され、事業内容が明確になれば、本

世代の人と交替する時が来たと考えます。町

多賀町行政改革大綱答申

町としてもこの制度を活用していきたいと考

民の皆さまとともに新しい立派なリーダーを選

四手公園（多賀町都市公園）開園

えております。

び、
町の発展を祈りたいと思っております。
結びに、町民の皆さまのご健康とご多幸をお
祈り申し上げ、
新年のあいさつといたします。

▲Ｂ＆Ｇ財団多賀海洋センター竣工

新１万円、
５千円、千円札発行

化していることから、自治体が独自に実施する

みから、
「財政構造改革プログラム」を策定され
広報たが 2008年1月号

日中国交正常化

福祉関係の施策においては、
まず、改正児童

ところで、滋賀県は、財源不足が生じる見込

▲鹿児島県伊集院町と兄弟都市提携盟約

町長に夏原覚氏就任

○世間のできごと
「名探偵コナン」スタート
Ｏ−１５７による集団食中毒発生

▲四手公園（多賀町都市公園）
開園
広報たが 2008年1月号
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まちの話題

まちの話題

グループＳＫＯ

多賀町有線放送農業協同組合

美しい光のイルミネーションが出現

有線放送アナウンス全国コンクール 最優秀賞受賞！

１２月２日 の夕方 、たきの みやス
ポーツ公園横の雑木林に、今年も滝
の宮イルミネーションに色鮮やかな

たさまざまなオブジェは、
どれも幻想

ルミネー

町内のできごとや話題、お知らせな

的な雰囲気に包まれています。

ション を

どさまざまな情報を毎日提供されて

また、大滝小学校の児童と保護者

ぜひ見に

いる多賀町有線放送。町内の行事・イ

ウンスする「解読放送」の２部門で行
われました。
若松さんは、
『「解読放送」では、資

また、
「これからも、多くの方に参加
いただきながら、日々の放送につと
めていきたい。」と話されました。町

明かりが点灯しました。この光のイル

の皆さんが、いくつかのグループに分

出かけて

ベントなどへの取材や企画によって、

料をうまくまとめて、相手にいかにわ

内の話題やイベントなどの情報提供

ミネーションは、
グループＳＫＯの皆

かれてつくられた光のオブジェも会

みてください。このイルミネーション

情報発信をされていて、重要な情報

かりやすく伝えるかが大事です。』と

を有 線 放 送まで

さんによるもので、今年で５回目を迎

場にたくさん置かれています。

は、今月中旬ごろまで、点灯される予

源となっている方も多いのではない

話されました。

お願いします。

定です。

でしょうか？

えます。色とりどりの電飾でつくられ

冬のすみきった夜空の下、光のイ

さて、全国の地域予選を勝ち抜い
た各地域の有線放送が出場する、
「有
線放送アナウンス全国コンクール」が
１１月１６日に東京で行われ、多賀町
有線放送職員の若松節子さんが、最
優秀賞を受賞されました。
１１月７日
に行われた滋賀県予選を３年連続の
最優秀賞受賞で、全国コンクールに
出場され、受賞となりました。
審査は、渡された放送原稿を下読
みして朗読する「スクリプト朗読」、資
料などを各自が２分間にまとめてアナ
木星会議

クリスマス会
の目的です。

木星会議を開催しました！

会議は月惑星研究会代表の安達
さんの開会あいさつと夏原町長の歓

少し早めの メリークリスマス♪

１１月１７、
１８日にダイニックアス

輝いています。
１１月の中旬になると

迎あいさつから始まりました。初日に

１２月１日、図書館にて、
クリスマス

は、熱心に聞きいっていました。その

トロパーク天究館で「第３１回木星会

今年の観測シーズンも終わることか

は、国立天文台前台長で惑星天文学

会が開催されました。
１２月に入り、寒

次は、手品の披露で、成功するたびに

議」が開催されました。木星は太陽系

ら、日本中の木星の観測者・研究者が

の権威である海部宣男先生による講

さが身にしみるような日でしたが、会

「すごーい！」と歓声が上がっていまし

最大の惑星で、最近は春から初秋の

集まってこの１年間の木星の変化に

演「解けた冥王星の謎〜新しい太陽

場は、子どもたちとその保護者ら合わ

た。そして、お待ちかねのサンタさん

南 の 空で明るく

ついて発表しあうのがこの木星会議

系の姿」があり、町内外からの大勢の

せて１００人あまりの参加者でいっぱ

が登場し、珍しい南極の氷と子どもた

し、
オリジナルの作品をつくりました。

聴講者で天究館研修室は一杯になり

いでした。

ち一人ひとりにプレゼントが手渡され

少し早いクリスマス会でしたが、盛

ました。南極の氷は、実際に触ってみ

りだくさんの出し物やサンタさんか

ました。二日間の日程の中で、木星大

オープニングは、美しいハンドベ

気の対流によって起こる木星表面の

ルの演奏でした。続いて、
クリスマス

て、その冷たさを実感していました。

らのプレゼントなど楽しい時間を皆さ

変化などについてさまざまな発表が

を題材にしたおはなしに子どもたち

最後には、手づくり遊びにチャレンジ

ん過ごされたのではないでしょうか。

行われ、日本全国から参加された研
究者の皆さんにとってたいへんに意
義の深い会議となりました。
また今回の会議の開催にあたって
は、多賀町生涯学習講座「大人のため
の天文講座」の皆さんを始めとして多
くの皆さんのご協力をいただきまし
た。深くお礼申し上げます。
（文章、写真提供：ダイニックアストロパーク
天究館 高橋進さん）

広報たが 2008年1月号
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広報たが 2008年1月号
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社会を明るくする運動標語

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

地球の自転と宇宙放射線

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。
９月号から掲載
してきましたが、今月号で最後の掲載となります。
（順不同）

いて宇宙からの視点で見ていますが、今回は

【多賀中学校２年】

宇宙の放射線から生物を守っている地球磁場
のすばらしさについてお話したいと思います。

テーマ：友だち
▲ヴァン・アレン帯

友だちと 過ごせる時間 プライスです

深尾

す。
しかし地球磁場の発達により宇宙線が直接

笑い合い みんなで広める 友だちの輪

福本 早希

きな磁石になっているおかげで、磁石の針が南

降り注ぐことがなくなり、
ようやく生命は海の中

友だちと 笑顔でかわす 仲間づくり

藤内みなよ

と北に向いてくれるのです。ところで太陽系の

から陸へと進出できたといわれています。

友だちの輪を ひろげよう

前田 華那

大切にしよう たすけ合える 仲間たちを

増田 弘輝

友だちを 大切にして 生きてゆこう

三木 脩司

います。磁石の針の向きによって南北の方角

のために陸上に住むことができなかったからで

がわかるというものです。これは地球全体が大

ほかの惑星もこのような磁石になっているの

では地球にはどうしてこのような磁場ができ

でしょうか。これまでの観測から水星や木星、土

たのでしょうか。地球の内部はマントルと呼ば

星などには磁場があることがわかっています

れる液体のようなものでできています。このな

が、火星はたいへん弱く、金星はないかもしれ

かで弱い電気が流れていて、
これが地球の自

ないといわれています。
では、もし磁場がないとどうなるでしょうか。

転によって回ることで磁石になると言われてい
ます。つまり地球の自転によって磁場が作り出

翼

テーマ：チャレンジ
自信をもって どんなことにも チャレンジ

大道

いるのです。磁場のない星は内部構造や自転

ダメでも チャレンジすることは 大切

久保田真央

に放射線帯が取り巻いているのを発見しまし

の仕方が地球ほどうまくできていなかったと言

なにごとにも すすんでとりくんで 前にすすもう

久保田将来

た。これはヴァン・アレン帯と呼ばれ、地球の磁

われています。地球のすばらしさは太陽からの

できなくたっていいじゃないか チャレンジしよう

小財 翔太

場によって電子や陽子が地球を取り巻く帯を

距離や大きさ以外にもさまざまなところにある

つくってくれているのです。そしてこのヴァン・

ことがわかります。そして地球以外の星で人間

少しずつ すすめば希望は 見えるはず

左近上翔太

アレン帯によって太陽から大量に飛んでくる恐

が住むというのがとても難しいことがよくわか

なにごとも チャレンジしよう

坂上 正知

ろしい宇宙線（※1）
を防いでいるのです。この

ります。ほかの星にはないすばらしい地球をみ

みんなの笑顔 多賀町の 宝もの

城貝 紗和

ヴァン・アレン帯は今から28億年ほど前に地球

んなで大事にしないといけないのです。

やってみる 自分を信じて 歩きだす

田中香野子

の磁場が強くなり、それにより形成されたと言

※1：宇宙空間や太陽から降ってくる高エネルギー粒子（放射線）
です。宇宙空間では地球上のおよそ1千倍の放射線があり、
これ
がガンや遺伝障害を引き起こす可能性が高く、生物には脅威と
なっています。

いろんなことに チャレンジしよう

田中 大暉

チャレンジは 夢をつかむ 第一歩

田中 成美

きり開け 未来の世界を 君の手で

塚本妃斗美

いろいろな 道にすすんで チャレンジしよう

西尾 直紀

何事も やってみなきゃわからない チャレンジ しつづけよう

西川 恭平

いろんなことに チャレンジして 得意なことをふやそう

西﨑 美翔

あきらめず 前にすすめば 道は開ける

西坊 仁志

何事にも チャレンジ精神 忘れずに 嫌なことにも 逃げずに 向き合う

畠

世の中は 人生の チャレンジ

福島 駿佑

皆で話し合い 助け合おう

前川 椋輔

こわがらず なにごとにも チャレンジしてみよう！

山本さゆり

何にでも あきらめないで チャレンジ

吉田 純平

1958年にアメリカの人工衛星エクスプロー

され、
これが宇宙線から私たちを守ってくれて

ラー1号が宇宙に飛び出すときに、地球の周り

♪見上げてごらん♪ 1月の星座
1月の代表的な星座です。晴れた日の夜空を見上げてみてください。
（ステラナビゲータにより作図）

オリオン座

愛

社会を明るくする運動標語

皆さんは方位磁石というのをご存じかと思

にしか存在しませんでした。宇宙からの放射線
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このシリーズでは地球環境のすばらしさにつ

われています。それまで地球の生命は海の中

広報たが 2008年1月号

年度

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（9）〜

平成

もったいないステーション

瑞希

うさぎ座

ギリシァ神話で一番の豪傑オリオンの姿で

オリオンの足元にあるかわいらしい星座で

す。ベテルギウスとリゲルの2つの1等星が輝

す。猟師オリオンに追われるウサギだといわれ

くにぎやかな星座です。

ています。

テーマ：家族・友だち
友だちや 家族を 大切にしよう

大矢 和樹
広報たが 2008年1月号
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（日）

税・障害者控除
税務課 （有）2-2041 （電）48-8113

多賀町選挙管理委員会 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０
３月１７日に任期満了となる多賀町長の選挙
および３月３１日に任期満了となる多賀町議会
議員の一般選挙は、平成１９年１２月２日に開催

期日前投票および不在者投票
期間■３月５日（水）〜３月８日（土）
８時３０分〜２０時

された選挙管理委員会において、同時選挙で３

場所■多賀町役場 １階会議室

月９日に執行することが決まりました。
告示日■３月４日（火）
立候補届出日■３月４日（火）
８時３０分から１７時まで
投票日■３月９日（日）

立候補予定者説明会

所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには
申告が必要となります
税源移譲により、所得税率の変更による税

（平成１９年１月１日現在多賀町にお住まい

負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更

の方）へ減額申告書を提出してください。ほ

による税負担の増加の影響のみを受ける方に

かの市区町村へ転居された方は申告先をお間

ついては、すでに納付済みの平成１９年度分

違えにならないようにご注意ください。

多賀町長選挙

の住民税額から、税源移譲により増額となっ

日時■２月５日（火） ９時３０分〜

た住民税相当額を還付します。

場所■総合福祉保健センター

投票できる人

zei@tagatown.jp

平成１９年度分住民税を課税した、税務課

申告が必要です！

「ふれあいの郷」多目的運動場

次の①および②のいずれにも該当する人
で、多賀町の選挙人名簿に登録されている人

多賀町議会議員一般選挙

①昭和６３年３月１０日以前に生まれた人

日時■２月５日（火） １３時３０分〜

②平成１９年１２月３日以前に多賀町に住民

場所■総合福祉保健センター

申告期限

申告先 税務課

平成２０年７月１日〜３１日まで

平成 年に所得が減って
所得税が
課されなくなった方へ

多賀町長選挙・多賀町議会議員
一般選挙投票日 ３月９日

選挙・ねんきん
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（平成１９年１月１日現在多賀町にお住まいの方）

「ふれあいの郷」多目的運動場

票を作成され、投票日まで引き続き３カ月
以上町内に居住している人

平成19年度

明るい選挙推進啓発県入賞標語

はたちになったら わたしもいくよ だいじな選挙

（多賀

平塚結菜さん作品）

滋賀社会保険事務局彦根事務所 年金給付課 （電）
２３-１１１６

２０歳がスタート！ 「国民年金」
今年２０歳を迎えられる皆さん、
ご成人おめ
でとうございます。
国民年金はすべての公的年金制度の基礎と
なるもので、日本国内に住所のある２０歳から

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

６０歳までのすべての方は、国民年金に加入す

※２０歳を迎えられるすべての方を対象とし

ることが法律で義務付けられています。学生の

て、
２０歳の誕生月の前月に、社会保険事

方も加入しなければなりません。

務所から「国民年金被保険者調査・資格取

公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支

得届」
（はがき）をお送りしています。必要

え、今の現役世代が高齢世代になったときには

事項を記入のうえ、社会保険事務所まで

次の世代が支えるという
「世代と世代の支えあ

返送してください。

年金受給者の皆さんへ！公的年金等の源泉徴収票が送付されます
社会保険庁では、国民年金や厚生年金など
の老齢年金を受けておられる方を対象として、
１月下旬に「平成１９年分の公的年金等の源泉
徴収票」を送付します。
この「源泉徴収票」は確定申告の際に必要と
なりますので、
大切に保管してください。
なお、障害年金や遺族年金は課税対象では
ありませんので、
「 源泉徴収票」は送付されま
せん。
広報たが 2008年1月号
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福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

【お問い合わせ先】
・源泉徴収票に関すること
…「ねんきんダイヤル」
（電）
０５７０-０５-１１６５
・確定申告等に関すること
…彦根税務署
（電）
２２-７６４０

fukushi@tagatown.jp

要介護認定者の障害者控除について
介護保険において要介護認定を受けている
６５歳以上の高齢者の方で一定の要件に該当
した場合には、障害者控除対象者として認定さ
れ、所得税法上および地方税法上の障害者控

控除を受けられる場合には、
「障害者控除対象
者認定書」の提示が必要です。
認定書の発行、詳しいことについては、福祉
保健課までお問い合わせください。

除の適用が受けられます。確定申告において
広報たが 2008年1月号
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高齢者医療

学力調査
環境生活課 （有）2-2031 （電）48-8114

kankyo@tagatown.jp

教育委員会 （有）2-3741 （電）48-8123

滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）077-522-3013

43年ぶりの【全国・学習状況調査結果】
について

高齢者医療制度の見直しについて

実施日■4月24日

なりに絵にかかせ、それを数式にさせるなど

公表日■10月24日

のトレーニングをさせたいと考えています。

平成20年4月から新たな高齢者医療制度を円滑に施行するにあたり、国では高齢者のおかれ
ている状況に配慮し、激変緩和を図る観点から、以下のとおり実施していくこととなりました。

対象■小学校6年生と中学校3年生
調査目的■
①学校の指導や個々の児童生徒で課題を見つ
け改善につなげる。

1.70〜74歳の方の窓口負担について
平成20年4月から平成21年3月までの1年

（注2）昨年の制度改正では、70〜74歳の方

間窓口負担が1割に据え置かれます。

の窓口負担については、平成20年4月か

（注1）すでに3割負担をしていただいている

ら2割負担に見直されることとされていた

方、後期高齢者医療制度の対象となる一

ものを据え置くものです。

当初予定
1割負担

制度見直し後

2割負担

1割負担

2割負担

い傾向が強いため、
今後「関心・意欲を
つねに持たせる」指

②良い点についてはさらに成長させる。

導 、特に「 読 書 」活

※学校間や個人の序列を明らかにするために

動が家庭・学校で必

実施されたものではありません。

要となりました。

調査内容■
・国語、算数・数学で出題（「知識」に関する問

定の障害認定を受けた方を除きます。

③「国語」
・
「勉強」が社会に生きると思っていな

〈中学校〉

題と、
「活用」
（知識・技能等を実生活のさまざ

①『国語』
としては、
「 読むこと」を得意とし、特

まな場面に活用する力など）
に関する問題で

に古文や漢文、歴史的仮名づかいなどの理

出題）

解に優れています。日ごろの読書活動や「美
こ と

・生活習慣・学習環境等に関する質問も実施

は

しい言の葉のまちづくり」の取り組みの成果
が出ていると思われます。今後、さらにこの

平成20年4月

平成21年4月

平成20年4月

平成21年4月

2.社会保険の被扶養者の後期高齢者医療制度における保険料について

ます。一方、
じっくりと「話す・聞く」ことにつ

〈小学校〉

いては苦手で、敬語を意識した電話やインタ

①『国語』では、
インタビューやスピーチなどの

ビューでの対応の力が必要と考えられます。
学校では、相手の意図した内容を判断し、

日（平成20年3月31日または75歳の誕生日

「話すこと・聞くこと」は得意としているもの

負担されずに、
後期高齢者医療制度に加入する

の前日）において被用者保険（注4）の被扶養

の、
「読むこと」は極端に苦手という結果がで

自分の言葉で話をさせる力をつけさせたい

ことで新たに保険料を負担することになる方に

者となっている方です。

ています。基本的に深く
「読むこと」の力が

と思います。また、手紙を書くなどの日常的

育っていないために、少し応用的な問題が出

な能力もつけなければならないことが分か

（注3）65〜74歳で一定の障害認定を受けた

間は保険料が無料となり、平成20年10月から
平成21年3月までの6カ月間は、
保険料の被保

方を含みます。
務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマ

対象となる方は、75歳以上の方（注3）で、

ン」の健康保険であり、国民健康保険は該

出ています。また、立体の展開図や線対称

（注5）昨年の制度改正では、被用者保険の被

い出を筋道をたてて書かせていく指導を考

の図形を選ぶなどの『図形』
に関する問題で

扶養者の方については、後期高齢者医療

えています。各家庭では、
テレビの時間を短

も高い理解を示していて平素の確かな学習

制度の被保険者となった日の属する日か

くし、本に親しむ時間を増やしていただき、家

の結果であると見ています。このように、
「数

ら2年間、被保険者均等割を5割軽減する

族でその本の内容について話し合うなど、文

量・図形などについての知識・理解」には基礎・

こととされていますが、今回の措置はそれ

学に親しみ、国語が楽しいとか好きであると

基本が定着しているため、今後も基礎問題を

に加えて行うものです。

いえるようにしてあげていただきたいと考え

解かせるなどして、さらに一層強化していき

ます。

たいと考えています。一方、論理だてて説明

保険料負担

平成21年4月

保険料
なし

平成20年4月

保険料（1割）

平成20年10月

変形』など、理解に時間を費やす問題につい

かせたり、毎日の「生活の記録」と日々の思

当しません。

制度見直し後
現行老人
保健制度
保険料なし

が明らかとなりました。

りました。
②中学校の『数学』では、
『 文字と式』や『式の
て、たいへん高い理解を示している結果が

当初予定

平成20年4月

内容を深く理解して聞き取る力も弱いこと
学校では、読書の時間を多くし感想文を書

後期高齢者医療制度の被保険者になる日の前

現行老人
保健制度
保険料なし

題されたり、
じっくりと考えてスピーチしたり

（注4）政府管掌保険や、企業の健康保険、公

険者均等割が9割軽減された額となります。
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分野の能力を伸ばしていきたいと思ってい

今まで社会保険の被扶養者として保険料を

ついては、平成20年4月から9月までの6カ月

広報たが 2008年1月号

調査の結果（多賀町）

平成21年4月

保険料（5割）

保険料
10割
平成22年4月

②『算数』では、
「簡単な計算」や「図形」の学習

することが必要な「三角形の証明問題」
「筋

を好んで学習していて得意としています。
し

道を立てて考え、数学的な表現を用いて説

かし、
「整数と小数点のかけ算」や「小数と分

明する」や「グラフから情報を読み取り説明

数の大小関係」の把握を苦手としていること

する」
ことについては苦手としているため、今

が分かりました。特に、文章題や2つのことを

後は、応用問題にじっくりと取り込ませ、
自分

比較検討し、
自分の言葉や数式で表したりす

の言葉で解決方法を考え、式をつくるなどの

ることが苦手という結果が出ました。

トレーニングをさせていきたいと考えてい

学校では、
文章題をしっかりと読ませ、
自分

ます。
広報たが 2008年1月号
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スポーツ
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

hoken＠tagatown.jp

の割合が県内ワースト2位と高く、高血圧性疾
ている現状があります。高血圧は、初期の段階
では自覚症状がほとんどないため放置されが
ちです。
しかし、そのままにしていると、命に関

○高血圧をまねく要因
①生活習慣（過剰な塩分摂取、肥満、過度の飲
酒、精神的ストレスなど）
②加齢（年齢が高くなるほど高血圧になりやす

○高血圧とは？
最高血圧（140㎜Hg以上）
と最低血圧（90
㎜Hg以上）のどちらか一方、
または、両方が高

間樹さんがみごと入賞されました。各

血圧の高い状態が長く続くと、血管に大きな

児や年配の方もおおぜい参加されま

種目の入賞者は下記のとおりです。

負担がかかり、血管の弾力性をなくし硬くさせ

した。各種目とも当日参加者も多数

る動脈硬化が起き、脳卒中や心臓病、糖尿病な

入賞者（敬称略）

どの要因になります。

①塩分は、1日10ｇ未満を目標に

①適度な運動、ウオーキングを

塩分をとりすぎると、塩分濃度を薄めるため

実施の方法

の水分が体内に増えるため、血液量も増加

・いつもより、
少し早めに、
歩幅を広くして

し、
血圧が上昇します。

・できれば週に3回ぐらい、1回20〜30分

3キロ
優勝
2位
3位
5キロ
優勝
2位
3位
10キロ
優勝
2位
3位

小学生男子
池尻 成範（多賀町）
白数 享永（彦根市）
小林 慶次（多賀町）
中・高・一般男子
浅井
瞬（豊郷町）
前田 貴弘（愛荘町）
疋田 淳二（彦根市）
高・一般男子
小林
太（甲良町）
伊藤 暢祐（東近江市）
柴原 正樹（彦根市）

3キロ
優勝
2位
3位
5キロ
優勝
2位
3位
10キロ
優勝

小学生女子
大和
佑（彦根市）
佐久間 栞（多賀町）
佐久間 樹（多賀町）
中・高・一般女子
田岸 美幸（彦根市）
谷澤美代子（彦根市）
田岸 幸子（彦根市）
高・一般女子
辻
満恵（彦根市）

め、
しっかりとりましょう。

・善玉コレステロールが増え、動脈硬化を予

・糖分や脂肪分の多い食品を控えめにする

るといわれています。休養を十分にとり、
リ

・減量目標は、現在の体重の5％減を（月1

ラックスできる方法をみつけましょう。

のお願いは…。
人それぞれ願いごとは違い

思います。人間にとっては一番
の関心事であり、
つねに健康で
あることが何よりの幸せと考
えているからです。
しかし
『苦しい時の神頼み』
ばかりでは神様も荷が重いか
もしれません。日ごろからの健
康管理が大切です。
3 月2日（日）に、恒 例 のエン

も行う予定です。
（ 詳細は来月
の広報で紹介します。）
つ

て い

や

また、
出前講座「使こう亭屋」
も随時承っています。皆さんの
無病息災のお手伝いをさせて
いただきます。各種団体、
ご家
族、お友だちと「 紙頼み（申し
込み）」をされることを体育指

②ストレスは上手に解消
ストレスは、交感神経を緊張させ血圧を高め

かれましたか。そして2008年

ツに加え、健康系運動の紹介

防する

・食べ過ぎない、腹八分目

皆さんはもう初もうでに行

います。今年は、ニュースポー

運動の効果
・肥満解消になる

ろしくお願い申し上げます。

ジョイスポーツデーを予定して

程度

血圧を下げるカリウムや食物繊維が多いた

本年も体育指導委員一同よ

息災」は欠かせないものだと

・運動の強さは会話ができて、軽く汗ばむ

・毛細血管が発達し、血圧を下げる

新年明けまして
おめでとう
ございます

ますが、生きている限り
「無病

以上

野菜には、ナトリウム（食塩）を排せつさせ、

〜2㎏のペース）

多賀町からは小学生男子3キロの

れたエンジョイ部門1.8キロでは、幼

○血圧が高いままでいると……

○日常生活のポイント

減量のコツ

のさと」周辺で行われました。

で、2位に佐久間栞さん、3位に佐久

○食生活のポイント

④肥満は減量を

たかくなったようです。

ツ日和となりました。今年から導入さ

〜高血圧予防〜

③バランスある食事をとろう

が、11月25日に豊郷町にある
「豊栄

林慶次くん、小学生女子3キロの部

習慣に関わるものです。

キーだとダブル1杯が適量の目安です。

汁がふるまわれ、体がまた一段とあた

が続きましたが、当日は絶好のスポー

③遺伝的な体質

から起きる場合もありますが、ほとんどが生活

ビールだと中びん1本、清酒だと1合、
ウイス

育協会主催の「犬上田園マラソン」

部で、1位に池尻成範くん、3位に小

い状態をいいます。原因は、高血圧以外の病気

②お酒は適量で

あり、走り終えた後にはあたたかい豚

11月に入り、寒暖の入り混じる日

い）

わる病気の要因となります。高血圧予防のため
に生活習慣を見直しましょう。

今年で、26回目を迎える犬上郡体

体育指導委員かわらばん

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@tagatown.jp

患で受診されている数も県内の平均を上回っ

bg@tagatown.jp

第26回犬上田園マラソン開催！

こんにちは保健師です
多賀町では死亡原因に占める高血圧性疾患

B＆G海洋センター （有）2-1625 （電）48-1625

Ｂ＆Ｇ海洋センター

高血圧を予防しよう！

けんこう

導委員一同祈願しています。

③定期的に健康診査を受けよう
定期的な血圧測定が大切です、日ごろの健
康づくりの成果を知るためにも健康診査を
受け、健康管理に役立てましょう。

お知らせ
多賀町のホームページにて、各施設の予約状況が確認できるようになりまし
たので、
ご活用ください。
詳しくは、
教育委員会社会教育課→B＆G海洋センターからお入りください。

広報たが 2008年1月号
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保育園

子育て支援センター （有）2-1025 （電）48-1025

たきのみや保育園 （有）5-5377 （電）49-0312

出会い、ふれあい、つながりあい、みんなで支えあう子育て

保育園と保護者会活動

平成19年度は70組の方が広場に登録さ

に、遠足、やきいも会、
クリスマス飾りづくりな

れ、毎月の広場で多くの子育て仲間との出会

どをしてみんなでふれあって子育てが楽しめる

いがありました。参加された初めのころは、親

ように、
また子育てのリフレッシュができるよう

「おはようございます」とかわいい頭を下げ

会」や9月の「運動会」、11月の「バス遠足」、

も子どもも不安そうな表情でし

にとさまざまな活動をしました。やきいも会で

て朝のあいさつをする子どもたち。そして、

12月の「おもちつき会」です。これらは保護者

たが出会いを重ねるごとに、子育

は、
サツマイモを提供してくださったボランティ

送ってこられた家族の方もきちんとおじぎを

会の方々とともに実施しています。全園児の家

て仲間ができ安心した表情で我

ア団体（サンドフェロー）さんへの感謝の気持

して保育園の先生と「おはようございます」と

族の皆さんの大きな力をお借りして実施する

が子を見守り、子どもとの距離を

ちを持っていただくとともに、地域で子育てを

気持ちの良いあいさつを交わし合い一日がス

ことができます。子どもたちが喜んで参加でき

保ちながら親同士のおしゃべり

支えていてくださる方がいることにも気づいて

タートする朝の保育園の風景です。

るようにと、資金面では資源回収を年3回実施

も楽しまれるようになりました。

いただきました。今後も多くの方に子育てを支

広場では、月ごとの遊び以外

えていただきますようお願いいたします。

平成19年度「レッツエンジョイ子育て講座」を終えて

あいさつが人と人とをつなげていく

お迎えの時間になると
「ただいま」
とお迎えの

そして、子どもたちにとって、
とても楽しみな
行事は7月の「親子のふれあい活動」
「花火大

して支援してくださっています。

家族に言ってから
「せんせいさようなら」
とかわ

このような保護者会活動は、保育園が子ども

いい頭を下げてあいさつをして帰っていきます。

たちを真ん中にして保護者と保育園職員が手

このように保育園では毎日子どもたちの家

をつなぎあって子どもたちの成長を喜び合え

族の方々と顔を合わし、お家でのようすや保育

今年度3回の講座を開催し、1回目は「子どもの事故と病気、応急処置」、2回目は「パパクッキン

園での出来事など子どもたちを交えながらお

グで家族サービス」、3回目は、
「手づくりおもちゃで子育て」の内容でした。どの講座も参加人数は

話しています。家族と保育園の先生が話をして

少なかったのですが、参加された方は「参加して良かった」
と感想を聞かせてくださいました。
「子

いるようすをそばにいながら聞いている子ども

育て、
って楽しいな」
という思いが広がっていくことを期待し、
ここにパパクッキングの参加者の感

たちにとって、保育園が大好きになり、先生を

想の一部を紹介します。

大好きになる良い時間になっているように感じ

る大切な行事と考えています。

たきのみや保育園だより

子育て支援センター・消防

ています。
★私にとりまして、
たいへん貴重な体験をさせ
ていただきました。家庭で料理をまったくし

……中略……今日は完ぺきなパパでした。

ていませんでしたので、
これを機会に少しで

子どもたちにかっこいいところを見せられ、

もやってみたいと思います。

より一層パパのことが大好きになったことと

★主人の料理をする姿を見て感動しました。子

平成
年度防火標語

﹁火は見てる
あなたが離れる その時を﹂
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★日ごろあんまり料理はつくってくれないパパ

大きなクス玉に歓声

思います。毎日料理をしてほしいとは言いま

どもたちも喜んでいたようです。すてきな企

せん。年に1

今年の運動会には早くから保護者の方々が

画ありがとうございました。

度 …… い や

保育園に集まってフィナーレを感動あるものに

★家では全然料理をつくることがないのでこ

月に1回かっ

と計画され、大きなクス玉をつくってください

のような講座に参加することで、少しだけ料

こ い い とこ

ました。当日はあいにくの雨で体育館の舞台の

理をつくることに興味を持ちました。また時

ろを 見 せ て

間を見つけて料理を作ろうと思います。

ほしいです。

保護者会と一緒に楽しむ行事
保育園では1年をとおしていろいろな行事を

上で子どもたちが力一杯綱を引くと、
クス玉が
割れた瞬間には自然に大きな拍手が沸き子ど
も、保護者、家族、職員みんなが一つになったと

彦根市消防本部予防課 （電）22-0332

実施しています。4月の入園式に始まって3月

彦根消防署 犬上分署 （電）38-3130

の卒園式までの間に、毎月全園児がそろっての

大切な宝の子どもたちを保護者会の皆さん

甲種防火管理新規講習について

集会「なかよしタイム」やお誕生日を迎えた子

とともに、成長していく姿を温かく見守り保育

どもたちをお祝いする
「お誕生会」、
もしもの災

をしていきたいと思っています。

14日（木）
日時■2月13日（水）、

害などに備えての「避難訓練」や「防犯訓練」も

9時から16時まで
場所■彦根市消防本部 3階大会議室
（彦根市西今町415番地）
受付期間■1月21日（月）〜25日（金）
8時30分から17時15分
受付場所■彦根市消防本部予防課、
消防署南分署、北分署、犬上分署

いう感動を覚えました。

実施しています。そして、子どもたちは心身と
もに日々成長していますので「身体計測」をし
て、大きくなっていくことを喜び合っています。
これらは保育園の中での行事ですが、地域の
福祉会や老人会の方々との交流を深め、小学
校やほかの保育園、幼稚園との交流も多く取り
入れています。
広報たが 2008年1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 2008年1月号
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museum@tagatown.jp
新設展示のご案内

多賀のゆかいな生き物図鑑㉚

今年は僕らの年でチュー!!

博物館ね・ず・みフェスタ

カヤネズミ
あけましておめでとうございまチュー!!今年

ねずみ年にちなんで、常設展示室自然コー
ナーにネズミコーナーが完成しました!!

は僕らのねずみ年チュー!!
カヤネズミは、ススキやオギといった植物が
か

多賀町に生息しているネズミたちとその不

せ ん じ き

多く生えている草原や河川敷、そして田んぼな

思議な生態を紹介するほか、
ネズミにまつわる

どに生息しているネズミです。非常におとなし

名前のついた生き物などを紹介しています。
この機会に、ぜひご覧ください！

い性格で、人の家に上がり込んだり、稲を食い
荒らすことはありません。
体の大きさは約6㎝（大人の親指くらい）、体
重も7〜8ｇ
（500円玉1枚分）で、日本に生息
するネズミの仲間でも一番小さい種類です。

多賀町立文化財センター （有）2-0348 （電）48-0348

このように非常に小さなネズミのため、なかな

企画展

かその姿を見ることができませんが、
カヤネズ

bunkazai@tagatown.jp

「猫又」作品展

ミの特徴はこれだけではありません。カヤネズ
ミは周りの草をうまく編んで大きさが約10㎝

期間■2月9日（土）〜4月6日（日）

程度の球状の巣を作ります。この巣は高さ1〜

場所■あけぼのパーク多賀

そんな松澤さんは、ライフワークで、陶芸や
木 彫 、仏 画をはじ

ホール、
ギャラリーほか

2mの場所に作り、
ここで生活や子育てを行い

めとする墨書画な

ます。ですから、
この巣を発見することで、その

▲長いしっぽが特徴のカヤネズミ

地域にカヤネズミが生息しているかどうかが分

外に多く、それを代表するカヤネズミはまさに

（財）滋賀県文
猫又さんこと故・松澤修さんは、

かるのです。

私たちの生活とともに歩んできた生き物とい

化財保護協会に勤務され、多賀町の文化財行

本展は、松澤さ

えるでしょう。

政に多大なご協力をいただいた方でした。特

んのこれらの作品

に、敏満寺石仏谷墓跡の国史跡指定には、
ご尽

を中 心にし、多 賀

カヤネズミが生息する場所は、原生林のよう
な手つかずの自然が残る場所ではなく、私たち
か や

しかし、現在、私たちの生活スタイルが変わ

観覧料■無料

どたくさんの作品
を残されました。

ば

が、
かつて茅場として利用してきた草原や田ん

り、それと同時に茅場のような草原環境は見る

力いただきました。また、松澤さんは、多賀町の

町での遺跡の発掘

ぼのような人と関わりの深い環境です。このよ

見るうちになくなっていきました。そのため、草

自然や文化にもたいへん興味をもち、遺跡を

の成果などを紹介

うな場所は、私たち人間が定期的に刈り取りな

原地帯を利用していたカヤネズミも減少し、現

みたり、山へ散策したりされました。

するものです。

どの手入れをすることで、大きな木が生えるこ

在カヤネズミは滋賀県のレッドデータブック
（絶

となく、次の年も同じような草原の環境が保た

滅のおそれのある野生生物が掲載された本）

れてきました。草原の環境で暮らす動植物は意

で希少種に位置づけられています。
私たちが生活している環
境には、知らず知らずのう
ちに私たちとともに暮らし
てきた生き物がいます。こ
のような環境を維持してい
くことも自然環境を保全す
る活動のひとつといえるで
しょう。カヤネズミから考え
る環境保全を皆さんも考え

第3回 文化財講座

てみませんか？

身近な文化財の取り扱い

（多賀の自然と文化の館学芸員
金尾滋史）
（写真提供：畠佐代子さん〔全国
カヤネズミ・ネットワーク代表〕
）
▲カヤネズミとその巣。まわりの葉をうまく編みこんで作ります

日時■2月2日（土）
場所■多賀町立文化財センター

定員■40人
研修室

講師■坪内文子さん（彦根城博物館）

お申し込み■1月4日（金）から電話かFAXで受
け付けます。先着順です。
広報たが 2008年1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
博物館自然観察会

図書館からのお知らせ

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

多賀の野鳥観察会

おもちゃあそびの広場

映画会

あけぼのパークカレンダー

日時■3月9日（日） 10時〜

平成20年1月の休館日

昨年も好評だった野鳥観察会を今年も開催しま
す。北の国からやってくる水鳥を中心に多賀に生息

講師■岩城 敏之さん

アニメ
『ちびまる子ちゃん 傑作選
ーまる子、
年の初めの運だめしー 』

している野鳥たちをじっくり観察してみましょう。

場所■2階 大会議室

日時■1月26日（土）

日時■1月19日（土） 13時30分〜15時30分

共催■子育てサークル「パオパオ」
・子どもの本

場所■県立野鳥の森（多賀町一円）

のサークル「このゆびとまれ」

15時〜
（70分間）
場所■2階大会議室

持ち物■寒くない服装、双眼鏡（あれば）
第1部

参加費■100円
定員■20人

「子どもの遊びを高める大人のかかわり
−子どもたちの遊ぶようすを見ながら」

共催■日本野鳥の会滋賀支部

指導と子育てのお話

「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをします。
日時■1月12日（土） 13時30分〜

時間■10時30分〜12時
対象■就学前の子どもと保護者30組
申し込み■2月2日（土） 10時〜
先着順（電話申込可）

集合場所■2階小会議室
子どもの本のサークル

「このゆびとまれ」活動日

おはなしのじかん
日時■1月5、12、19日

子どもの本について学んだり、
「 おはなし
のじかん」を行っています。
19日（土） 13時30分〜
日時■1月5（土）、

対象■子どもから大人まで
申し込み■不要

木
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平成20年2月の休館日
日

月

火

水

木

場所■おはなしのへや

金

土
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8
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新春年賀状展

■…休館日

期間■1月9日（水）〜1月27日（日）

※２０日（水）〜２９日（金）までは、蔵書点検のため休館させ
ていただきます。

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

集合場所■2階大会議室

共催■多賀大社

本の紹介
一般書

水

いずれも土曜日 15時〜

「親子で一緒におもちゃで遊ぼう！」
時間■13時〜15時
（申込不要）

火

※31日（木）は月末整理のため、図書館のみ休館です。
※新年は平成20年1月4日（金）から開館します。

※第1・3土曜日は子どもの本のサークル「このゆびと
まれ」、
その他は図書館司書が行います。

第2部

月

■…休館日

子どもとあそびながら、あそびのポイントの

図書館応援団

日

tosho@tagatown.jp

児童書

移動図書館さんさん号 1月の巡回
1月4日（金）

1月11日（金）

1月18日（金）

1月25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)

つぶや

『わたしはここにいる、と呟く。』

『14ひきのもちつき』

新津きよみ/著

いわむらかずお/さく

徳間書店 913.6ニイ

童心社 KEジユ

何度も何度も、この胸にこみ

まきを割って、お米を蒸し

あげてくる本当の「わたし」をあ

て、みんなで力をあわせて

なたに伝えたかった。もっと探し

もちつきの準備。さあ、
どん

て。一生懸命探して−。自分の

なおもちができるかな。

奥底で眠っていた感情が呼び覚まされる物語。

第6回「四季彩々」写真展
期間■1月5日（土）〜1月27日（日）

『武蔵野倶楽部』
村松友視/著

いとうひろし/さく

文藝春秋 913.6ムラ

徳間書店 K913イト
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場所■対面朗読室
写真出展■神田裕弘さん

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

「あいかわらず昭和してる

あたしは世界一のおねえ

ね−。」年齢も職業もばらば

ちゃん、なのに弟は、
うるさ

らの顔ぶれが、柔らかく集う

くてきたなくて、ほんとに嫌

期間■1月29日（火）〜2月11日（月）

武蔵野のバーを描いた表題

になる……と思っていたら、

場所■対面朗読室

作など、大人のためのシックな短編集。
広報たが 2008年1月号

『ふたりでおるすばん』

ふたりでお留守番をすることになってしまった！

子どもやきもの展

出展■子ども陶芸教室

※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 2008年1月号
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おしらせ
ご 注 意 く だ さ い！
し尿汲み取りおよび浄化槽
汚泥引き抜きができません
し尿処理施設の基幹整備工事に
ともない、下記の期間は、
し尿汲み
取りおよび浄化槽汚泥引き抜きが
できませんのでご注意ください。
たいへんご迷惑をおかけします
が、
ご協力をお願いします。
期間■2月9日（土）〜17日（日）
お問い合わせ
環境生活課
（有）2-2031（電）48-8114

おしらせ
遂行できる方。ただし、国または
地方公共団体の議員や公務員、
行政相談員、国や地方公共団体
のモニターをされている方、お
よび予定者、平成18、19年度の
県政モニター経験者を除く。
募集人数■100人
※応募が多数の場合は、地域別・性
別・年齢別バランスを考慮したう

27歳未満、学歴は不問です。
受付期間■①1月上旬〜4月上旬②
1月25日（金）まで
試験日■①4月中旬②1月26日（土）
筆記および面接があります。
お問い合わせ

人にお知らせします。

（電）26-0587
彦根市旭町1-24 田中ビル2nd1F

持参ください。
お問い合わせ・詳細
ハローワーク彦根（担当：菱野・酒井）
（電）22-2500

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
平成20年2月12日（火）は、滋賀県

日）
から平成21年3月31日まで

立文化産業交流会館が休館日のた
め、休業させていただきます。

平成20年度・21年度
入札参加資格審査申請受付

主な活動内容■・県からお願いするア

なお、大津の窓口（ピアザ淡海、大

ンケート調査の回答や特定テー

平成20年度・21年度において、多

最終日には、
ハローワークと共同

産業別最低賃金
改正のお知らせ

で就職説明会を開催します。

【産業別最低賃金】

日を除く全12日間 13時〜17時

申込締め切り■2月5日（火） 必着
①、②ともに
対象者■55歳〜65歳までの滋賀県
在住の再就職希望者

雅楽講座 受講生募集
文化の中心であった大和や京畿と
のつながりが多かった近江の国は、

委嘱期間■平成20年4月（委嘱の
（約1年間）

※面接会当日は、何通か履歴書を

自衛隊彦根地域事務所

えで、2月中旬に抽選を行いま
す。なお、その結果は郵送でご本

は各会場で異なります。）

定員■各30人（申込多数は抽選）
費用■無料、教材は支給
申し込み方法■往復はがきに、講習

早くから文化が開け、多賀大社をはじ

名、住所、氏名（ふりがな）、年齢

め、胡宮神社、大滝神社では、祭礼と

（生年月日）、電話番号を記入し

ともに雅楽も伝承されています。
多くの方に手軽に日本の伝統音楽
である雅楽に触れていただこうと、雅

て、各申し込み締切日（必着）ま
でにお申し込みください。
お問い合わせ・お申し込み先

楽講座を開講しますので、
この機会に

（社）滋賀県シルバー人材センター連合会

津市におの浜1-1-20）
は、土曜日・日

ぜひご参加ください。

〒520-0051 大津市梅林1-3-10

マへの意見提出・県政に関する

曜日・祝日を除き、通常どおり申請受

期間■2月〜11月までの間の20回

（電）077-525-4128

賀町が発注する建設工事、
コンサルタ

意見を随時提出（年間1通以上）
・

付業務を行っています。

日程■毎月第2、
第4日曜日

ント等業務、
その他委託等業務、
物品ま

委嘱式などの会議への出席（任

たは特定役務の調達業務等の入札等

意出席）

に参加を希望する業者の入札参加資

応募締め切り■郵送：1月25日（金）消

格審査申請の受付を行います。

印有効

受付期間■2月12日（火）〜22日（金）

月25日（金）午後5時当課到着分

9時〜12時、13時〜17時

FAX・インターネット：1

応募方法■所定の応募用紙を郵送、

19時〜21時

湖東・湖北地域障害者就職
面接会開催のご案内

文部科学省所管の財団法人・国際

定所が中心となって障害者の方を対

内容■講座終了時に2曲演奏できる

青少年研修協会では、平成20年春休

象とした就職面接会を開催します。

賀県庁広報課県民の声担当あ

必要書類・書式■企画課に請求して
いただくか、
ホームページからダ
ウンロードしてください。

「しがネット受付サービス」から

※A4ファイルとじ
（金具以外の
ものでとじてください。）

く）場所がある事業所の担当者から、

申し込み締切■1月31日（木）

理解や交流を深め、国際性を養うこと

てお送りください。
（インターネッ

その場で仕事内容、労働条件、福利厚

お問い合わせ

トの場合は、滋賀県ホームページ

生等について直接説明を聞くことが

多賀大社社務所内

『春休み海外派遣事業』

できますので、就職をお考えの方は

文化振興基金「雅楽講座」係

期間■3月26日（水）〜4月6日（日）

お申し込みください。）
応募用紙の請求・応募・お問い合わせ

ファイル色…灰色系

滋賀県広報課

県民の声担当

【コンサルタント等】

（電）077-528-3046

ファイル色…赤色系

（Ｆ）077-528-4804

ぜひご参加ください。
日時■1月21日（月）
13時30分〜15時30分
場所■ビバシティホール
（ビバシティ彦根内）

ファイル色…青色系

自衛官募集

近江八幡会場

提出方法■受付期間中、企画課に持

職種■①予備自衛官補②2等陸・海・

日時■1月23日（水）

※上記2会場のうち、両方でもどち

応募資格■県内に在住の満20歳以上

許資格を有する者
（資格に関して

（平成20年4月1日現在）で、県
政に関心を持ちモニター活動を

20

696円

ガラス・同製品、セメン
ト・同製品、衛生陶器、
炭素・黒鉛製品製造業

795円

製 鋼・製 鋼 圧 延 業 、鋼
材・鉄素形材・鋳鉄管製
造業

775円

一般機械器具製造業

797円

電気機械器具、情報通
信機械器具、電子部品・
デバイス製造業

778円

自動車・同附属品製造
業

798円

計量器・測定器・分析機
器・試験機、光学機械器
具・レンズ製造業

784円

各種商品小売業

727円

※1

※2

※1平成17年12月18日発効
※2平成16年12月18日発効

平成19年10月25日発効

①『シティホテル・スタッフ技能講習』

派遣先■アメリカ・イギリス・オースト

場所■草津市・ホテルボストンプラザ
草津、アーバンホテル草津、
クサ
ツエストピアホテル

ラリア・カナダ・ニュージーランド・
フィジー・韓国
対象■小学校2年生〜高校3年生

講習期間■2月12日（火）〜22日（金）の土

参加費■16.8万円〜36万円
（共通経費3万円は別途）

最終日には、ハローワークと共同

未満／技術：18歳以上で国家免

繊維工業（ねん糸製造
業、織物業、網・網製造
業、
レース・繊維雑品製
造業）

験・文化交流・地域見学など

場所■県立男女共同参画センター

県政モニターを募集します!!

718円

【滋賀県最低賃金】

隊2年、海上自衛隊3年、航空自

〈JR近江八幡駅徒歩15分〉

紡績業、その他の織物
業、染色整理業、その
他の繊維工業

研修・野外活動・ボランティア体

日を除く全9日間 13時〜17時

G-NETしが 大ホール

（8〜12日間）

時間額

再就職・就業支援
シニア対象『講習会』のご案内

13時30分〜15時30分

衛隊3年〕

を目的に実施します。

業種

内容■ホームステイ・学校体験・英語

空士自衛官（任期制）
〔 陸上自衛

応募資格■①一般：18歳以上34歳

広報たが 2008年1月号

（電）48-1101 （Ｆ）48-2029

彦根会場

〈JR南彦根駅東口徒歩10分〉

【物品・役務等】

企画課（有）2‐2018（電）48‐8122

みに青少年を対象に国際交流事業を
実施します。体験を通して、お互いの

〒520-8577（住所不要）

お問い合わせ

ように指導します。
場所■多賀大社参集殿

【建設工事】

参してください。※郵送は不可

ひ ち り き りゅう て き

受講料■20,000円（月2,000円 前納）

彦根・東近江・長浜方面に就業（働

資格の有効期間■平成20・21年度

ほ う しょう

定員■鳳 笙・篳篥・龍笛 各管若干名

彦根・東近江・長浜の各公共職業安

FAXまたはインターネットで滋

（土・日曜日除く）

対象■雅楽に興味のある初心者の方

小学生〜高校生のための
平成20年春休み国際交流事業
参加者募集

平成19年12月21日発効

で就職面接会を開催します。
申込締め切り■2月5日（火） 必着

申し込み締切■2月7日（木）
申し込み先着順
資料請求・お問い合わせ

②『マンション管理員技能講習』

（財）国際青少年研修協会

らか一方でも参加可能です。
（参

場所■大津市・シルバー連合会セミ

（電）03-3359-8421

はお問い合わせください。）②平

加事業所は各会場約10社の予

ナー室（JR大津駅徒歩5分）

成20年4月1日現在18歳以上

定ですが、一部を除き参加企業

講習期間■2月14日（木）〜29日（金）の土

info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp

滋賀県最低賃金

677円

お問い合わせ
彦根労働基準監督署
（電）22-0654
滋賀労働局

賃金室

（電）077-522-6654

よろず相談
今月の相談日■1月16日（水）
来月の相談日■2月16日（土）
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

広報たが 2008年1月号

21

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

２月５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
２月１２日（火） 受付時間▶ １０：００〜１１：００
ご自分の健康について、
ご相談になりたい方は、お気軽
にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪測定も無
料でできます。

健診等
４カ月児健診
２月４日（月） 受付時間▶ １３：００〜１３：１５
Ｈ１９年９月生まれの乳児

１０カ月児健診
２月４日（月） 受付時間▶ １３：１５〜１３：３０
Ｈ１９年３月生まれの乳児

赤ちゃんサロン 「生活リズムについて」
２月２５日（月） 受付時間▶ １０：００〜１０：１０
０歳児の親子・妊婦の方

整形外科健診
２月２７日（水） 受付時間▶ １３：４０〜１４：００
Ｈ１９年１１月・
１２月生まれの乳児

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

広報たが 2008年1月号

22

月第2（多賀小）
・第4（大滝小）日曜

りました。本年もよろしくお願いしま

した。今年も開催予定です。多賀町内

日13時30分〜15時（1月〜3月まで

す。昨年11月に当クラブイベントとし

の高校生以上の方は、
ぜひともご参加

は多賀小学校のみとなります）

て多賀B&G海洋センターにて、
第2回

ください！

★卓球（滝の宮スポーツ公園）/毎週

/毎週金曜日19時30分〜21時30分

（富の尾山林広場）/毎月第1・3土

勝チームは、
男子の部は
『忠犬バッファ

★リフレッシュスポーツ〈好きなスポー

２月は、みんなでパネルシアターであそびましょう。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あります。）

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました →

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）

金曜日19時 21時

曜日9時〜11時

http://www.yamabiko.tagatown.com

おたのしみクイズまちがいさがし

２月２７日（水） １０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）
４月〜１０月生
２月１３日（水） １０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）
１１月〜３月生
２月２０日（水） １０：００〜１２：００

先月号の答え
② 3カ所
でした

２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、
２月１５日、
１９日は、
お休みです。

おしゃべりデー
２月２６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

2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
23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。

8日（金）15:00〜16:00

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 1カ所 ② 3カ所 ③ 5カ所

トレーニング室であなたの健康づくり！

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
hoken@tagatown.jp

『お豆さん』
（彦根市・米原市・浅井町）
で

があり、白熱した戦いとなりました。優

ふれあいの郷トレーニング室

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

す。多賀やまびこクラブも2年目に入

にこにこ広場

２月８日（金） １０：００〜１１：３０

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。

★楽しい体育（小学4年生まで）/毎

★野 球 入 門〈 小 学 1〜3 年 生まで〉

３歳６カ月児健診

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。
■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カ月児歯科健診、
３歳６カ児健
診（尿検査があります）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
ぜひおこしください。

ローズ』
（彦根市・米原市）
、
女子の部は

★バドミントン
（勤労者体育センター）

２月５日（火）または６日（水） 10:00〜12:00
１歳のお誕生会

２月１２日（火） 受付時間▶ １３：３０〜１４：００

新年明けましておめでとうございま

した。男女合わせて18チームの参加

Ｈ１７年７月・
８月生まれの幼児

ＢＣＧ

/毎週土曜日19時30分〜21時30分

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。

２月５日（火） 受付時間▶ １３：００〜１３：１５

予防接種

ツをします〉
（勤労者体育センター）

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

ただいま会員募集中！

カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）

Ｈ１６年７月・
８月生まれの幼児

yamabiko@pcm.ne.jp

3on3バスケットボール大会を開催しま

２歳６カ月児歯科健診

２月１３日（水） 受付時間▶ １３：００〜１３：１５

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

締め切りは1月29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。

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

発表は景品の発送をもってかえさせていただ

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

きます。

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。

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！
☆磯部 煌太（健治・真由美）
☆岸和田光吏（光彰・美輪子）
☆杉原 心優（圭・一恵）
い そ

べ

き し

わ

す ぎ は ら

だ

こ う

た

ひ か

り

み

ゆ う

おくやみ申し上げます
◆小林 敏夫 59歳
◆宮野千代子 87歳
◆原田長二郎 82歳

結婚しました！
木下
純
♥
三木 真穂
（敬称略）

ひとのうごき
平成19年11月末現在
（ ）内は前月比

■人口
8,271人 （−2）
■男性
3,943人 （−5）
■女性
4,328人 （＋3）
■世帯数
2,657世帯 （−1）

お詫びと訂正■広報たが12月号、
10ページの町職員の給与などの中で、
「2 職員の給与および休暇に関する状況」の「(1)職員の平均年齢、平均給料月額および平均給
与月額の状況」の表の中の「区分」、左からそれぞれ3つ目の項目で、
「平均給料月額」が正しくは「平均給与月額」でした。お詫びして訂正いたします。
広報たが 2008年1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

1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
1

11

（金）
日

と

25

（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■平成20年がスタートしました。今年はどんな年
になるのでしょうか？新年の初めには、書き初めや初もうで
などで、1年の目標や願いを書いたりお願いしたりします
が、
皆さんはどんな目標を立てましたか？人間やらずにあき
らめてしまうことがありますが、
やってみてあきらめる方が
ましですよね！大きな目標を立ててみてはどうでしょうか？
■これからますます寒くなってきます。インフルエンザがは
やる時期になりました。受験シーズンでもあるので、
しっか
りと予防をしたいですね。
kikaku@tagatown.jp
（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

