広報
この時期になると多賀の山々には、
ホオノキの甘酸っぱい香りが漂います。
河内の風穴では、調査や撮影が多くの方々の協力を得て進められています。
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まちの話題

まちの話題
ＢＤＦ

寄付

公用車にバイオディーゼル燃料を導入しました！

教育振興に寄付をいただきました

ＢＤＦ
（バイオディーゼル燃料）
をご

６月１０日、敏満寺の夏原覚氏から

存じですか？

多賀町へ３,０００万円を寄付いただき
ました。深く感謝申し上げます。
この寄付金は、多賀町の将来を担

吸収した二酸化炭素を、
再び排気ガス

る、植物由来油からつくられるディー

として大気に放出するため、地球への

オマスエネルギーのひとつです。

欲しいとの夏原氏の意向により、小・

また、
ＢＤＦは、植物が生長する際に

ＢＤＦとは、近ごろ話題になってい
ゼルエンジン用燃料の総称で、バイ

う子どもたちを育てるために使って

この取り組みをすすめています。

多賀町では、
７月から町内で回収し

負荷が少ないとされます。この原理を
「カーボンニュートラル」といい、
ＢＤ
Ｆの利用は地球温暖化防止対策に有

中学校教育の充実など教育振興事業

た廃食油（廃てんぷら油）から精製さ

に活用します。

れたＢＤＦを、町内の木村重兵衛商店

今後、町内の資源ごみステーション

の協力を得て、
９台の公用車に使用

に廃食油回収ＢＯＸを随時整備してい

し、地域で出たごみを地域でリサイク

きますので、皆さんのご理解とご協力

ルする
「循環型社会」のモデルとして、

をよろしくお願いします。

社会を明るくする運動

第５８回社会を明るくする運動
この運動は、すべての人が犯罪の

啓発イベント

効な手段とされています。

最後に、参加していただいた児童・
生徒を対象に、
バルーンでいろいろな
ものをつくって楽しみ、イベントは終

エコスタイル

了しました。

粗大ごみ？から公用自転車を整備

防止と罪を犯した人たちの更生につ

７月５日、地域が一丸となってこの

社会を明るくする運動の強調月間

いて理解を深め、それぞれの立場で

運動をすすめていくために、啓発イベ

にかかわらず、地域一丸となってこの

町内の粗大ごみで収集された自転

明るい社会を築こうとする全国的な

ントが開催されました。

運動に取り組んでいくことが大切で

車には、パンク修理さえすればまだま

原油高騰によりおサイフにやさし

はじめに、近江鉄道多賀大社前駅

あり、
これから犯罪や非行が起こらな

だ使用できるものがほんとうにたく

く、二酸化炭素を出さず地球にもやさ

よう立ち直り」をテーマに展開され、

前で多賀町実施委員会の委員長であ

いようにしていかなければならないと

さんあります。役場では、
これらの自

しく、適度な運動により健康にもやさ

特に７月は、この運動の強調月間と

る久保町長からあいさつがあり、副

改めて感じさせるイベントとなったよ

転車を修理し、公用自転車として利用

しい公用自転車の使用を推進してい

なっています。

委員長の寺本敬子さんによる法務大

うです。

しています。現在、
１１台の公用自転

きます。

ものです。
「防ごう犯罪と非行

助け

臣からのメッセージの朗読がありま
法務大臣メッセージ伝達

施設に設置しています。

車を整備し、役場本庁舎をはじめ出先

した。その後、ふれあいの郷まで、約

７月１日、役場玄関前で法務大臣

１００人によるパレードが行われ、道中

からのメッセージの 伝 達 式 が 行 わ

では参加者から啓発ティッシュが配布

少年野球

れました 。多 賀 町 実 施 委 員 会 の 委

されました。

全日本学童軟式野球滋賀県大会優勝！

員をはじめ、多くの方が見守るなか

ふれあいの郷玄関に到着後、多賀

メッセージが伝達され、改めてこの

ささゆり保育園の園児による合唱、多

５月１８日、県立彦根球場で行われ

運 動 の 重 要 性を考える機 会となり

賀中学校吹奏楽部による演奏が行わ

た、第２８回全日本学童軟式野球滋賀

また、
６月１５日には、滝の宮スポー

ました。

れ、
この啓発イベントを盛り上げてい

県大会の決勝戦で、多賀少年野球ク

ツ公園で、少年野球の親子１００人

ただきました。

ラブが、野洲市の近江富士ボーイズ

で、除草作業が行われ、
２時間あまり、

を６対１で制し、
優勝しました。そして、

奉仕活動を行いました。

した。

７度目の全国大会への出場を決めま
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もったいないステーション

ねんきん・教育委員

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！

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

〜シリーズ ごみと環境問題（5）〜

滋賀社会保険事務局

３Ｒ……ごみ減らしのためのキーワード

彦根事務所

国民年金業務課 （電）
２３−１１１４

１０月分から翌年３月分までの保険料を

循環型社会のキーワードとして、
「３Ｒ
（スリーアール）」があります。
３Ｒとは、
Ｒｅｄｕｃｅ
（リデュー

口座振替にすると９８０円お得です！

ス）、
Ｒｅｕｓｅ
（リユース）、
Ｒｅｃｙｃ
ｌ
ｅ
（リサイクル）の頭文字をとったものです。

１０月分から翌年３月分までの６カ月分の国

Ｒｅｕｓｅ リユース

局の窓口で手続きをしてください。）

民年金保険料を口座振替でまとめて納付（６カ

（繰り返し使う）

お申し込みは８月末までにしてください。引

月前納）
されると、保険料が８５,４８０円となり、

物を長く使うことも、
ごみを減らすことにつながります。

毎月１４,４１０円を納付されるよりも９８０円お

いらなくなったものを捨てる前に、もう一度修理したり、必要な方に譲ったりするなど、活か

得です。ぜひご利用ください。

す道を考えてみてください。

現在、口座振替による毎月納付を利用され
ている方が、口座振替による６カ月前納を希望

お申し込みは、口座振替を希望される金融

される場合は、振替方法の変更手続きが必要

機関等または滋賀社会保険事務局彦根事務所

ほとんど。必 要と

今あるものをできる

する人に譲 れば、

です。

まで。
（郵便局を希望される場合は、直接、郵便

Ｒｅｕｓｅ３つのポイント
１.製品をできる限り使う

き落とし日は１０月３１日です。

一部納付の承認を受けられた方へ！保険料の納付が必要です

限り使 用する。これが

お互いにうれしい

ものにも資源にもやさ

ものです。最近で

ち、一部納付（１／４納付・半額納付・
３／４納付）

国民年金保険料の免除申請をされた方のう

しいということではな

はインターネット

が承認された方は、保険料を納付されないと

月末です。また、納期限から２年が経過すると

い でしょうか 。家 具 や

オークションなど

未納期間と同じ扱いとなり、将来支給される老

時効により納めることができません。ご注意く

電化製品などは、修理

も大人気！

齢基礎年金を受給するために必要な期間に算

ださい。

して長く大切に使用す

入されません。

る。愛情を持ち、最後まで使用することが資源
を大切にすることにつながるのです。

茶殻やコーヒかすは乾燥すれば消臭剤とし

ベビーベッドやチャイルドシート、子ども服な

一部納付

スとして使用できます。いろいろなアイデアを
活かしてＲｅｕｓｅしましょう。

どは短期間しか使用せず、まだ使えるものが

事務局彦根事務所までご連絡ください。

も、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給でき

て、米のとぎ汁はふきんの漂白剤や床のワック
２.フリーマーケットやインターネットオークションを活用する

保険料の納期限は、通常の保険料と同じく翌

納付書がお手元にない方は、滋賀社会保険

また、
ケガや病気で「万が一」のことがあって

３.別の用途で活用する

ない場合があります。

次号へ続く

保険料額（平成２０年度）

１／４納付（３／４免除）

月額

３,６００円

半額納付 （半額免除）

月額

７,２１０円

３／４納付（１／４免除）

月額 １０,８１０円

資源回収
実施団体

実施日

たきのみや保育園

８月２４日（日）

実施場所

回収品目

富 之 尾 バ ス 停 ロ ー タ 新聞、雑誌、ダンボール、古
リー

着、
アルミ缶

資源回収のルール……必ずお守りください!!
★分別を徹底してください。
新聞……新聞、折込チラシをひもで縛る。
雑誌……書籍、
パンフレット、封筒、包装紙等をひもで縛る。
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。
★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）等は出せません。
★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。
★古着は中身の見えるビニール袋に入れてください。
詳しくは、団体から配布されるチラシをご覧ください。
町内の方でならどなたでも持ち込み可能です。この機会にぜひお出しください。
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教育委員会 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３

教 育 委 員 長

関河

信夫さん

就任

委員長職務代理者

藤澤

教悟さん

就任

教

福本

香苗さん

就任

育

委

員

中野幸彦教育委員長が退任され、新教育委

【６月２５日付教育委員の組織】

員の任命が６月定例議会で同意され、
福本香苗

教育委員長……………………関河

信夫

さん（敏満寺）が新教育委員として就任されま

委員長職務代理者……………藤澤

教悟

した。さらに、
６月２５日に第３回定例教育委員

教育委員………………………西澤

彰芳

会が行われ、
「地方教育行政の組織および運営

教育委員………………………福本

香苗

に関する法律」により、関河信夫教育委員が委

教育委員（教育長）……………松宮

忠夫

員長に選任され、藤澤教悟教育委員が委員長
職務代理者に選任されました。
広報たが 2008年8月号



スポーツ

ベビースイミング教室・幼児水泳教室終了!!

こんにちは保健師です
がんによる死亡者は年々増え続けています。がん予防には、
がん検診を定期的に受けて早期発
見・早期治療することが大切です。さらに日々の生活習慣を見直してがん予防に努めましょう。

□塩からい物をよく食べる

の親子を対象にした教室で、
１６組の

□最近、
がん検診を受けていない

□同じ物ばかり食べてしまう

親子に参加していただきました。

□あまり野菜を食べない

□ついつい食べ過ぎてしまう

□毎日お酒を飲んでいる

□最近、運動をしていない

□魚より豚肉や牛肉をよく食べる

□焦げている物でも食べる



足を感じている人たちが、当日
だけでなく、練習を積んで参加
してくださったことを思うと生
涯スポーツをめざしている体

月２８日にスタートし、
８月９日に終了

緑黄色野菜をはじめとした野菜類や果物に

では１日１０ｇ未満に抑えることが大切です。胃

班に分かれての教室でした。

は、
がんの予防に効果があるといわれているカ

がんの予防には特に、塩からい食品をさけるこ

ロテンやビタミンＣ、
Ｅ、食物繊維などが豊富に

とが重要といわれています。

参加者が集まり、
プールの楽しさを満

含まれています。

●お酒は日本酒なら１日１合程度までに……

喫していただくとともに、同年代の交

お酒を飲みすぎると、口腔がんや食道がん、

と果物をとりましょう。

肝臓がんなどになる危険性が高くなります。日

●禁煙しよう

本酒なら１日に１合程度を目安にして、週に２日
連続で飲まない日を設けましょう。最低でも週

です。

に１日は休肝日を……

●熱い飲食物、保存・加工肉の摂取は控えめに…

●健康体重をキープしよう

粘膜を傷つけないように気をつけることが必

を目的としたチームの参加が

ていただいている幼児水泳教室が、
６
予定です。今年は３３人の参加で、
４

熱い飲食物はなるべく冷まし、口腔や食道の

今大会では家族や地域の交流

毎年たくさんの方が申し込みに来

圧や脳卒中の危険因子となります。現在、成人

自分でできるがん予防の最大の手段は禁煙

汗を流しました。
３回目となる

幼児水泳教室

がんを防ぐ生活習慣のポイント

成人で１日あたり４００ｇ以上の新鮮な野菜

競技を繰り広げ、気持ちのよい

目立ちました。日ごろの運動不

→チェックが多い人ほど要注意です！今すぐ改善と見直しを……

●野菜や果物を積極的にとろう

ターで２１チームがさわやかな

２５日に終了しました。
８カ月〜２歳児

□たばこを吸っている

肥満は多くのがんを促進させる危険因子で
す。
ＢＭＩは１８.５〜２５未満を維持しましょう。

要です。また、
ハム・ソーセージなどの保存・加工
肉をとり過ぎるのは、大腸がんのリスクを上げ

※ＢＭＩの求め方

る可能性が高いのでなるべく控えましょう。

体重（ｋｇ）
÷身長（ｍ）
÷身長（ｍ）

●食塩の摂取量は１日１０ｇ未満に……

２５以上は肥満です。

育指導委員にとって大きな前
進と喜んでいます。勝敗だけ
にこだわることなく、相手チー

どちらの教室も前年度より多くの

ムにも声援を送ったりして地
域の輪が広がったひとときでし
た。結果は次のとおりです。

流の輪も広がったように思えます。

Ａブロック
１位■ＤＦ５

多賀町マリン体験教室開催
毎年開催している、多賀町マリン体

２位■マッスルボーイズ
さんとても楽しまれていたようです。

験教室が７月１３日、野洲市中主で開

また来年も開催予定です。初心者の

催されました。ふだん体験する機会が

方、お子さんからご年配の方でも楽し

少ないカヌーやヨット等に悪戦苦闘さ

んでいただける教室になっています

れる方や、慣れた手つきでスイスイす

ので、次の機会には皆さんぜひ参加

すまれる方などさまざまでしたが、皆

してみてください。

今まで町で実施するがん検診を受けたこ
とのある方、健診アンケート調査で町のがん

Ｂブロック
１位■ＲＯＯＫＩ
ＥＳ
２位■なでしこ

Ｃブロック
１位■ＶＢＬ
２位■ＮＫＹ
北京オリンピックでの感動が
これからの多賀町のスポーツ
人口の増加につながることを

塩分の取りすぎは、胃がんはもちろん、高血
多賀町では９月〜１２月の間、総合がん検

ビーチボール大会開催

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@tagatown.jp

がんを招く生活習慣をチェックしよう

体育指導委員かわらばん

７月５日に、勤労者体育セン

グ教室が６月２７日にスタートし、
７月

期待しています。
「使こう亭屋」
は地域の集まりに出向いての

内）
を配布しますので、
ご覧になってからお申

指導も行っています。詳細につ

込みください。それ以外の方でがん検診をご

いては、海洋センター内体育

希望の方は福祉保健課までお申し出くださ

指導委員事務局までお問い合

い。

わせください。

検診を受けるとお答えの方には受診票（ご案

お知らせ

総合がん検診日程
受付時間

広報たが 2008年8月号

ベビースイミング教室
前年度に引き続き、ベビースイミン

診を下記の日程で実施します。

!!

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ ｂｇ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

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

Ｂ＆Ｇ海洋センター

がんを防いで健康寿命を延ばそう

けんこう

会場

８月２日（土）、
３日（日）、
４日（月）に第６０

８月の休館日

９月１４日（日）

９時３０分〜１１時

総合福祉保健センター「ふれあいの郷」

１０月 ７日（火）

９時３０分〜１１時

滝の宮スポーツ公園

１１月１９日（水）

９時３０分〜１１時

総合福祉保健センター「ふれあいの郷」

す。東近江市、彦根市、愛知郡、犬上

※な お、
４日（月）は湖東地区中学校

１２月 ６日（土）

９時３０分〜１１時

総合福祉保健センター「ふれあいの郷」

郡内の２１校が参加します。ぜひ応援

優勝軟式野球大会の関係で、営

にお越しください。

業しています。

体育館

回湖東地区優勝軟式野球大会を多賀

８月５日（火）、
１１日（月）、
１８日（月）、
２５日

町民グランド、多賀中学校で開催しま

（月）です。

広報たが 2008年8月号



教育委員会

ささゆりむすめを紹介します！
内堀
う

ち

ぼ

り

由紀乃さん
ゆ

き

一圓

の

い

ち

１８歳（敏満寺）

え

ん

晴香さん
は

る

か

１８歳（一円）

小・中学校に通うお子さんのことで困っ
たこと・悩みなどがあれば

内堀■好きなことに熱中できるタイプです。

一圓■身近に自然が感じられるところです。家

一圓■何事にも慎重な方だと思います。

の近くは、山も田んぼもあって、季節の移り変

☆夢中になっていること
（趣味）は？

わりをこの環境で感じられるのがすごく好き

内堀■吹奏楽・旅行。

です。

各小中学校
※金曜日は中学校のみ

・登校をしぶる

◇申し込み方法

・最近服が汚れて帰ってくる

好きです。

◇相談できる場所
多賀町総合福祉保健センター

・学校に行かない

・体にアザやケガをして帰ってくる

各学校へ申し込みの希望時間と相談場所を

・トラブルをよく起こす

伝えてください。

・元気がない

・最近、親をさけるようになった

申し込みは、保護者にとって伝えやすい先生

・これまでしない行動をし始めた（目立ち始

に連絡してください。

めた）

など

◇保護者の方へ
「誰かに相談したい、話したい……、話したい

◇相談員
県スクールカウンセラー、兼ソーシャルワー
カー（臨床心理士）上杉

寿之

一圓■今まで読んだことのなかった分野の本

☆ささゆりむすめとしての抱負

けど話せない……」
という思いがあれば申し込

内堀■それぞれの行事で多賀町をアピールし、

んでください。

が、最近は自分のためになりそうな本とかを読

より多くの人に多賀町の良さを知ってもらえる

むのも楽しいです。

ようにしたいです。

☆将来の夢は？

一圓■自分が住んでいる所なのに、知らないこ

水 曜日〜金曜日（金曜日は午前か午後のい

す。秘密は厳守します。相談時間や場所につい

内堀■簿記を活かした仕事に就くことです。

とがたくさんあるので、今回、ささゆりむすめ

ずれか） １０時〜１５時

ても配慮します。

一圓■いろんな人を笑顔にできる仕事がした

をさせていただけることは、多賀町について積

いです。

極的に勉強できるとても良い機会だと思って

☆多賀町の好きなところは？

います。ゆきのさんと２人で多賀町の良い所を

教育委員会学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ−ｅｄ＠ｔａｇａｔｏｗｎｊ
．
ｐ

内堀■自然がいっぱいで落ち着けるところが

知っていただけるような活動をしたいです。

多賀町ＰＴＡ連絡協議会（多賀中学校内） （有）
２−２１９１ （電）
４８−０００８

相談・面接というと堅苦しいイメージですが、
まずは気軽に話に来てください。皆さんにとっ

◇相談できる時間

て、
１つの居場所になってもらえればと思いま

携帯電話の持ち込み禁止!!

犬上分署 （電）
３８−３１３０

の所有率は低年齢化がすすんでいて、特に、中

解決を学校へ訴えてこられる保護者も少なく

ろしさや防火の知識について、年齢に応じた教

学校や高等学校への入学を機に、また塾への

ありません。このことで、学校不登校になった

るためにも、次のことに十分注意しましょう。

育を行いましょう。

迎えのために子どもに携帯電話を買い与えて

ケースすらあります。

１.広くて安全な場所を選ぶ！

１.火遊びを見かけたら注意する！

いる保護者の方が増加しています。

２.水バケツを用意する！

２.子どもだけでは火を取り扱わさせない！

３.花火は安全な場所に保管する！

３.子どもだけを残して外出しない！

４.子どもだけで絶対に花火をさせない！

４.火災の恐ろしさ・火の取り扱いについて教える！

また、子どもの火遊びによる火災は、大人が

５.マッチやライターを子どもの手の届くところ

いない時や人目につきにくい場所で発生する

に置かない！

ことが多く、
このために火災の発見が遅れ、初

火災が起こった時、真っ先に危険にさらされ

携帯電話は、保護者が業者に契約し、子ども

携帯電話の機能を見てみますと、電話やメー

に買い与え使用料を払っているものであるた

ルで用件だけを伝える機能だけでなく、ニュー

め、保護者に全責任があり、
「 小中学校での使

ス等で話題となっている、
「 出会い系サイト」、

用は必要ではない」とＰＴＡを通じて訴えてい

「自殺サイト」、
「チェーンメール」、
「携帯いじめ」

ます。
しかし、やむを得ず携帯電話を持たせる

「学校裏サイト」、有名企業などをかたって偽の

場合は、
フィルタリングをかけておかれるべき

ホームページへと誘導し個人情報を盗む行為の

と考えます。

期消火が困難になり、火災が大きくなることが

るのは子どもです。子どもの火遊びで「まさか」

「フィッシング」、また自分のプロフィールを公

学校では、
「情報教育の指導について」、光と

あります。平成１９年中の火遊びによる火災は

ということにならないためにも、日ごろから子

開して気の合う仲間を探すサイトである「プロ

影の両面で指導をしていますが、基本的に携帯

１,８８２件発生しています。これら火遊びによ

どもたちに火災の恐ろしさと火災予防の大切

フ」、
自分の日記を公開する
「ブログ」等があり、

電話の学校への持ち込みは禁止していますの

る出火件数を発火源別に見ると、
ライターによ

さを教え、理解させておくことが大切です。夏

犯罪の温床となり児童や生徒も巻き込まれてい

でご協力をお願いします。

るものがもっとも多く、ついでマッチ、花火等と

休み前にもう一度、子どもたちと火の取り扱

ます。

なっています。親や周りの大人が、次のような

い・火災の恐ろしさについて話し合うようにしま

点に注意を払いながら、子どもに対して火の恐

しょう。

本町でも、
「 学校裏サイト」に悪口を書かれ
て子どもの間でいざこざになって困っていると

なお、
何か困った点が発生した場合は、
県警の
「サイバー犯罪対策室」ならびに「県消費生活
センター」へ連絡をお願いします。

サイバー犯罪対策室 ▼ ☎０７７‐５２２‐１２３１

か、業者から不法な請求をされたなど、処理や

県消費生活センター ▼ ☎０７４９‐２３‐０９９９

高度情報通信技術の発達により、携帯電話

夏の風物詩
“花火”
を楽しい夏の思い出とす

!!

先生

を読むことです。小説を読む方が多かったです

花火・火遊びによる火災の防止



多賀町教育委員会では、
お子さんのことについての教育相談業務を開始しました。

・教室に入りづらい ・最近ようすが変わった

彦根市消防署

広報たが 2008年8月号

教育委員会学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ−ｅｄ＠ｔａｇａｔｏｗｎｊ
．
ｐ

（例）

☆性格は？

教育相談できます

おふたりには、
１年間、
多賀の観光ＰＲにご活躍いただきます♪

ささゆりむすめ・消防

広報たが 2008年8月号



保育園だより

社会教育課 （有）
３−３９６２ （電）
４８−１８００ s-ed@tagatown.jp

多賀ささゆり保育園 （有）
２−０２０４ （電）
４８−０２０４

四十而不惑
多賀町青少年育成町民会議

『楽しいなあ うれしいなあ ちょっといややな さみしいなあ

総務部会長兼監事

しじゅうにしてまどはず

自分の気持ち ほかの人の気持ちに気づける人になろう。』

安田良介

書いている始末で

さまざまな人とのかかわりの場を経験しなが

あまりにも有名な言葉とされています。当時

すが、自分自身の

ら、その中で楽しいこと、
うれしいこと、時には

（紀元前５世紀ごろ）と比べると、人間の成長

活動が本当に、地

ちょっといややなあ、
さみしいなあ、
という思い

また、楽しい経験や成功した喜び、自信だけ

の速度は少しばかり違うかも知れませんが、
こ

域青少年に役立っ

に自分自身が気づくことにより、ほかの人の気

で育つのではなく、時には失敗やつらい経験も

の言葉の通り
「知力や精神力などの面が最高

ているのか、正直

持ちにも気づくことができます。いろんな人に

し、そのことを繰り返しながらほかの人と交流

期に達する時期が来て、
判断力や行動力などが

惑ったりもしてい

出会い、いろんな人とふれあい、いろんな人の

できる気持ちのやわらかさを日々の保育を通

優れた状況になる」というタイミングが、
４０歳

ま す 。４６歳 にし

気持ちを感じながら、
ほかの人の気持ちにも気

して育てていきたいと思います。

のころにやって来るはずです。

て、
ホンマ情けないことですが……。

「四十而不惑」
とは、孔子が「論語」に記した、

多賀町青少年育成町民会議は今年、その

「当惑気味の私」とは違って、育成会議には

「四十」を迎えました。昭和４４年３月、多くの

「知天命」
・
「耳順」
・
「従心所欲、不踰矩」の域に

諸先輩方が、青少年健全育成のために、育成会

達した方もたくさんおられます。地域で青少年

議が必要であると立志されて以来、地道にしか

を育むしっかりとした基盤もあります。
しかし、

も着実に活動され、その礎を確立・強固なもの

昨今の社会環境は大きくさま変わりし、青少年

とされてきました。

を取り巻く環境の激変も言うに及ばずです。私

町民会議の草創期、私はいわゆる「少年時

が子どものころには登場していなかった、携帯
た い

じ

づける子どもに育ってくれるようにと願ってい
ます。

子どもたち、
１人ひとりに豊かで確かな力を育むために!!
ささゆり保育園では、積極的に地域に出向き、地域全体を子どもたちの育ちの場に!!と考えさま
ざまな取り組みをしています。その取り組みを、少し紹介します。

★地域とともに育ちあい、地域に貢献する保育園をめざして!!
「火の用心、
ご用心。マッチ１本火事のもと、

代」で、その恩恵を受けてか、それなりに健全に

やインターネットという新たな難敵と対峙しな

焼肉焼いても家焼くな。サンマ焼いても家焼く

成長させてもらったのか、いまでは３児の親と

がら、
「節目の四十」を迎えた育成会議と、もう

な。火に気をつけてください。」
という元気な５

して、育成会議の一員として、
こうして原稿まで

１年だけ付き合っていこうと思います。

歳児うみ組、たいよう組の４３人の子どもたち
の声とチョーンチョンという軽やかな拍子木の
音が月１回、地域の中にこだましています。い

社会教育課 （有）
３−３９６２ （電）
４８−１８００ s-ed@tagatown.jp

社会教育委員の紹介
多賀町社会教育委員会

会長

野村茂太郎

多賀ささゆり保育園だより

いくせい・社会教育委員

つもあたたかく見守ってくださっている皆さん
に「火の用心」の声が届きますようにとの願い
を込めて、ハッピ姿の幼年消防隊は、毎月１回
いざ出動です。

多賀町教育委員会からの委嘱を受けて各分

会にも積極的に参加をして知識の向上と他町

野から選出された社会教育委員は、社会教育、

との交流に努めています。このように活動範囲

家庭教育の向上を目的に活動しています。

が多種多様におよぶ社会教育委員の仕事です

園周辺にお散歩に出かけ、そこにすむ、オタ

年に２回開催される委員会では、博物館、文

が、
つねに町民皆さんの目線に立っての活動を

マジャクシやカエル、
ヤゴ等、小さな生き物との

化財、図書館、そしてＢ＆Ｇ海洋センターや中

心がけています。
とうぞ、
ご意見やご要望があり

ふれあいを楽しんでいます。小さな発見、疑問

央公民館等の活動報告と年間計画の精査を行

ましたら委員または中央公民館・社会教育課ま

はすぐに図鑑で調べたりしていますが、わから

います。また、年間を通じて開催される各種大

で連絡をお願いします。

★命の大切さや相手を思いやる気持ちを育む！

ないこともいっぱいあります。そこで、
６月２４
日、博物館学芸員の方と一緒に生き物探検に

社会教育委員名簿（敬称略）
氏名

広報たが 2008年8月号
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（所属）

氏名

（所属）

丹田

克己（多賀中学校）

高橋

進（ダイニックアストロパーク天究館）

下川

明美（大滝小学校）

野村茂太郎（同和教育推進協議会）

藤谷

忍（多賀小学校）

土田

雅孝（町議会議員）

野村

幸子（青少年補導員）

早川

史子（滋賀県立大学）

山本

房子（青少年育成町民会議）

林

義和（キリンビール株式会社）

出かけました。どんな小さな不思議にも、やさ
しくていねいに答えてくださり、子どもたちは
大感激。尊敬の眼差しで聞きいっていました。
また、小動物の弱肉強食の世界についてもわ
かりやすく教えていただき、命や相手を思う気
持の大切さも学ぶことができました。
これからも、子どもたち１人ひとりが人や物と主体的にかかわり、豊かで確かな力を育むために
園全体がひとつになってがんばっていきます。
広報たが 2008年8月号
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博物館

博物館

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㊲

上映会

多賀と琵琶湖をつなぐ魚

ハイビジョンプログラム「神秘の鍾乳洞

アユ

芹川の上流部、河内にある鍾乳洞−河内の
風穴−をハイビジョンカメラで撮影した映像プ

アユと聞けば、塩焼きや飴炊きなど、
「食べる

ログラム「神秘の鍾乳洞

河内の風穴」の上映

魚」
として、
また釣りの対象として私たちに親し

会を開催します。美しい地底湖や神秘的な鍾乳

まれている魚です。

石の数々で彩られた
“暗黒の迷宮”
の知られざ

本来、アユは海と川を行き来する魚なので

すが、滋賀県では琵琶湖と川を行き来していま
す。琵琶湖に生息するアユは、春先から夏にか

河内の風穴」上映会

▲産卵期のアユは色が茶色になり、
「さびアユ」
と呼ば
れています。

る世界を、ぜひご覧ください。
日時■８月１０日（日） １４時〜１５時３０分
会場■あけぼのパーク多賀

大会議室

けて川に上る個体もいれば、秋まで琵琶湖の

鑑賞料■無料

中で生活している個体もおり、
さまざまな生活

※事前の申し込みは不要です。

パターンがみられます。特に、琵琶湖で生活を
続けるアユはあまり大きく成長しないため、
コ
企画展

アユと呼ばれています。
一方、川に上ってきたアユは、植物プランクト

琵琶湖の生き物大集合!! 〜琵琶湖博物館もやってきた〜

ンであるケイソウのなかま
（石や岩などについ

琵琶湖に生息している魚や貝、そして琵琶湖

ている茶色や緑色のぬるっとしたもの）を削り
取るようにして食べています。このとき、別のア

ユにえさをとられないように、縄張りをつくるア
ユがいます。縄張りをつくったアユはその中に

▲アユの稚魚。体は透明で、
「ヒウオ（氷魚）」と呼ばれ
ています。

多賀町は直接、
琵琶湖に面してはいませんが、

広い広い琵琶湖と滋賀県内を空から眺めるこ

犬上川や芹川という川を通じて、琵琶湖とつな

とができます!!

性質を利用してアユを釣り上げる方法が「友釣

がっています。それを示してくれるのが、
アユやビ

期間■７月１９日（土）〜８月３１日（日）

そ

じょう

ワマスなど琵琶湖から川を遡上してくる魚たち

場所■多賀の自然と文化の館
ギャラリー、美工展示室

秋になると、川の上流や琵琶湖にいたアユが

なのです。ふだん、
なじみのない琵琶湖との関わ

川の下流域に集まり、産卵を行います。そして

りですが、
このような魚を通じて多賀町は琵琶湖

観覧料■無料

川で生まれた稚魚はそのまま、琵琶湖に下り、

の水系の１つであり、
貴重な水源でもある、
とい

共催■滋賀県立琵琶湖博物館、
ＷＷＦ
・ブリヂス

冬の間を琵琶湖で過ごし、春になると川を上り

うことを知っていただけると幸いです。

はじめます。

（多賀の自然と文化の館学芸員

▲川から上ってきたアユは、
なわばりを持っています。
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りだくさん!!「空からみた琵琶湖」パネルでは、

入ってきた別のアユを攻撃するのですが、
この

り」なのです。

広報たが 2008年8月号

と人との関わりなど、琵琶湖に関する展示が盛

トンびわ湖生命の水プロジェクト

▲琵琶湖の固有種、
イワトコナマズ

金尾滋史）
自然観察会

星空と昆虫の観察会
夏の夜空に輝く星を観察し、
さらにその後に
は夜の光に集まってくる昆虫を観察します!!
今年はどんな虫が見られるかな？
日時■８月９日（土） ２０時〜２２時
集合■ダイニックアストロパーク天究館
（２０時）
講師■高橋

進さん

（ダイニックアストロパーク天究館館長）

参加費■１人 ２００円
人数■２０人（先着順）
※小学３年生以下は保護者同伴のこと
申し込み 方法■電話、
ＦＡＸで博物館までお申
し込みください。
共催■ダイニック
アストロパーク
天究館

金尾滋史（多賀の自然と文化の館学芸員）
牛島釈広さん
（多賀の自然と文化の館客員研究員）
広報たが 2008年8月号
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図書館
博物館自然観察会

子どもの本のサークル
「このゆびとまれ」

多賀の植物（花）観察会

子どもの本について学んだり、
「 おはなしの

今回は高取山のふもとにある湿地に出かけ

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

ます。独特の生態系に咲く、美しい花々を観察

いりません。お子さん連れでも参加できます。

しましょう。

日時■８月２日・
１６日（土）

日時■８月２１日（木） １０時〜１２時

活動場所■２階

（９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。

大会議室

「ドリームサークル」

「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。

活動場所■２階

場所■おはなしのへや

読書会

「このゆびとまれ」、そのほかは図書

活動場所■２階

（毎月第１水曜日）

小会議室

※随時、各メンバー募集中!!

館司書が行います。

日時■８月６日（水） １０時〜

（毎月第２土曜日）

活動場所■２階

小会議室

雑誌のおわけ会

詳しくは図書館までお問い合わせください。

図書館で不要になった雑誌をおゆずりします。
期間■前半：
７月２６日（土）〜８月１０日（日）
後半：
８月１２日（火）〜８月３１日（日）

本の紹介（第５４回 青少年読書感想文課題図書）
『ブルーバック』
ティム・ウィントン/作

場所■対面朗読室

『伝馬のように走れ 書聖・川村驥山物語』

小学校高学年
小竹由美子/訳

『なぜ、めい王星は惑星じゃないの？』
布施哲治/著 くもん出版 Ｋ４４５

敬老の日関連事業

高等学校

手づくり紙しばいのおはなし会

『荷抜け』
岡崎ひでたか/著 新日本出版社 ９１３.６オカ

『兵士ピースフル』
中学校

マイケル・モｰパｰゴ/著

『となりのウチナーンチュ』
早見裕司/著

理論社 Ｋ９１３ハヤ

『曲芸師ハリドン』

佐藤見果夢/訳

評

論社 Ｋ９３３モパ

『 オデッセイ号航海記
メッセージ』

ヤコブ・ヴェゲリウス/作

ロジャｰ・ペイン/著

菱木晃子/訳 あすなろ書房 Ｋ９４９ヴェ

出版 ４５２.２

クジラからの

宮本貞雄/訳

角川学芸

インターネットでも予約ができるようになります

場所■２階

大会議室

対象■幼児〜大人
内容■手づくり紙しばいの上演、手品など
申し込み■不要
出演■手づくり紙芝居

滋賀ネット
「ぴょんた」

図書館の机といすは、図書館の本を使って調
べものをするために置いていますので、個人の
持込み資料だけによる利用はご遠慮ください。

図書館では、今年１０月のコンピュータシス

アドレスの登録が必要となりますので、
８月か

テム更新にともない、図書館が所蔵する本・雑

ら事前登録も受け付けます。図書館カウンター

また、図書館内では飲食をしていただけません

誌について、以前からご要望の多かったイン

でお気軽にお申し込みください。

ので、
ホールか外でお願いします。

ターネットでの予約が可能になります。
インターネット予約の利用には、電子メール
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日時■９月１５日
（月・祝） １４時３０分〜

図書館の利用についてのお願い

図書館からのお知らせ

広報たが 2008年8月号

冊数■前半は１人５冊まで、後半は制限なし

那須田稔/著 ひのくま出版 Ｋ７２８

さ・え・ら書房 Ｋ９３３ウイ

インターネット予約の詳細については、今後
も広報などでお知らせしていきます。

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

１０
３１

31

■…休館日

※28日（木）は、
月末整理のため、図書館のみ休館です。

※第１,３土曜日は子どもの本のサークル

本を読んで文学の世界を楽しみましょう。

日時■８月９日（土） １３時３０分〜

絵本や紙芝居を読んだりします。
いずれも土曜日 １５時〜

小会議室

日

大会議室

日時■８月２、
１６、
２３日

（毎月第１土曜日）

１０

8月の休館日

日時■８月３０日（土）

おはなしのじかん

日時■８月２日（土） １３時３０分〜

tosho@tagatown.jp

あけぼのパークカレンダー

『ゲド戦記』

場所■２階

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

応援団・サークル活動日

映画会

１４時３０分〜 （１１５分間）

１３時３０分〜
（毎月第１
・
３土曜日）

集合■多賀の自然と文化の館駐車場

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

図書館は 月 日で、
開館 周年を迎えます。

あけぼのパーク多賀からのおしらせ

おしらせ

皆さんに気持ちよく利用していただくため
に、
ご協力お願いします。

9月の休館日
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

■…休館日

※２５日（木）は、月末整理のため、図書館のみ休館です。
※３０日（火）は、
コンピュータ入れ替えのため特別休館です。

移動図書館さんさん号

8月の巡回

8月1日（金）

8月8日（金）

8月15日（金）

8月22日（金）

10:10～10:35
藤瀬
(草の根ハウス前)

10:10～10:35
大君ヶ畑
(集会所前)

10:10～10:35
藤瀬
(草の根ハウス前)

10:10～10:35
大君ヶ畑
(集会所前)

10:45～11:10 10:55～11:30 10:45～11:10 10:55～11:30
川相
多賀清流の里
川相
多賀清流の里
「
( 皆さまの店くぼ」さん)
「
( 皆さまの店くぼ」さん)
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
(自警団車庫横)

14:00～14:30
多賀幼稚園

14:00～14:30
大杉
(自警団車庫横)

14:00～14:30
犬上ハートフル
センター

14:50～15:20 15:20～15:45 14:50～15:20 15:20～15:45
萱原
猿木
萱原
猿木
（バス停留所前）
(西光寺前)
（バス停留所前）
(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 多賀ささゆり保育園 たきのみや保育園 多賀ささゆり保育園

※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 2008年8月号

15

おしらせ
児童扶養手当・特別児童
扶養手当の現況届を！

児童扶養手当・特別児童扶養手当

の受給資格のある方は、毎年８月１日
現在における受給資格、生計維持関
係、所得の状況を提出しなければなり
ません。この届がないと８月以降の手
当が受給できなくなりますので、
ご注
意ください。
提出期間
児童扶養手当
…８月１日（金）〜８月２９日（金）

おしらせ
画課窓口で）

応募資格■①高卒（見込み含む）、
２１

診断実施戸数■１５戸

歳未満男女②１８歳以上２７歳未

申し込み期間■８月１日（金）〜

満男女③１８歳以上２７歳未満の

（１５戸になり次第締め切ります。）
お問い合わせ
企画課

男女
受付期間■①②８月１日（金）〜９月１０
日（水）③男性：年間を通じて受付

（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

第１２回 多賀八景—
フォトコンテスト作品募集

テーマ■恵まれた自然、風土、古代か

（※１）、女性：８月１日（金）〜９月
１０日（水）

で見かける点字もスラスラ読め

（１）
８月３日（日） １３時〜

験・実習、体験、展示、学生の活動

るようになります。

（２）
８月２９日（金） ９時３０分〜

紹介など）、個別相談（進学、学

（３）
９月２７日（土） １３時〜

生生活について学部ごとに学生

中級コース…文章を正確に書いてい
くための正しいルール集の学習

内容■学校案内、募集要項の説明、各

や教員による相談コーナーを設

をします。また、パソコンによる

科体験入学、相談コーナー、推薦

置）、資料配布（大学案内、選抜要

点訳の基礎が身につきます。

入試問題の解説と傾向について

項、過去問題等の配布）

上級コース…パソコンを用いてマウ
スで点字の図形を描きます。文

試験日■①１次：
９月２３日（火）、
２次：
１０

字としての点字の世界の表現力

月１８日（土）〜２３日（木）、
３次：１１月

を広げる絵としての点図のおも

１５日（土）〜１２月１２日（金）②１次：

しろさに触れていただけます。

らの遺産として人々の崇拝を集め

９月２０日（土）、
２次：１０月９日（木）〜

講習期間■９月６日（土）〜１０月１８日

てきた文化の数々、
そして儀式な

１６日（木）③男性：９月２７日（土）、
２９

（土）の土曜日６回開講（１０月１１日

…８月１１日（月）〜９月１０日（水）

ど多賀の象徴する風土記を、
また

日（月）
（※２）、女性：
９月２８日（日）

（土）を除きます。）

提出書類■現況（所得状況）届・手当

心のふるさとを感じる多賀の朝日

合格発表■①１次：１０月９日（木）、
２次：

証書
（受給されている方）

と夕陽などをご紹介ください。

特別児童扶養手当

※そのほか必要書類は通知書の
とおり

撮影場所■多賀町内
応募締め切り■９月３０日（火）

【海】
１１月１０日（月）、
【 空】
１１月６
日（木）、最終：平成２１年１月２３日
（金）②１次：１０月３日（金）、最終：１１

お問い合わせ

応募規定■サイズは四つ切りカラー

福祉保健課

単写真
（Ｗ）
、
未発表のものに限り

らせします、女性：
１１月１４日（金）

ます
（デジカメ可）
。応募作品の裏

※１高 校生については、
８月１日以

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

「ひとり親家庭サポート—
定期便」のお知らせ

面には第１２回多賀八景フォトコ
ンテスト応募表を貼り付けてくだ
さい。応募作品は原則として返却

月１２日（水）③男性：試験時にお知

降の受付となります。
※２上記以外の試験日については、
お問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀職業能力開発短期大学校
（ポリテクカレッジ滋賀）
学務援助課（電）
０７４８-３１-２２５４

ミシガン日本センター—
英語講座受講生募集

アメリカの語学学校で学ぶのと同

定員■３０人程度（先着順）

様の体験ができます。

受講料■３,５００円（初級コースのみ

期間■９月１７日（水）〜１２月９日（火）

教材費別途１,２００円）

※土・日・祝は休講

申し込み方法■受講したいコースを、
下記まで電話にてお申し込みく
ださい。
受付期間■８月８日（金）まで
（９時〜１７時、土日祝日は除く）
お申し込み・お問い合わせ

場所■ミシガン日本センター
（彦根市松原町）

そのほか■参加者には、オリジナル
グッズをお渡しします。
交 通 ■ＪＲ南 彦 根 駅 からバスで 約
１３分
お問い合わせ
滋賀県立大学教務グループ
彦根市八坂町２５００
（電）
２８-８２１７

税関では、お預かりしてい
る次の通貨・証券などをお
返ししています

・終戦後、外地から引き揚げて来ら
れた方々が、上陸地の税関または

コース■○テーマ別コース・夜間コー

海運局に預けられた通貨・証券など

ス（ 週２〜４時 間 、
４４,０００〜

・外地の総領事館や日本人自治会な

８４,０００円）○集中コース
（月〜

どに預けられた通貨・証券などのう

金曜日、
１日２〜４時間、
１５０,０００

ち、その後日本に返還されたもの

〜２８５,０００円、
入寮可）

お心当たりの方は税関へお問い合

母子家庭や父子家庭の皆さんを

しません。応募点数は１人１点で

対象に、年に３回（６月、
１０月、
２月予

す。入賞作品の使用権は主催者

自衛隊彦根地域事務所

「点字の世界」運営委員会（長尾）

申込締切■９月９日（火）

わせください。ご本人だけでなく、
ご

定）、県や市町の各種情報をお届けす

に帰属し、ネガまたはポジフィル

彦根市旭町１-２４ 田中ビル２ｎｄ １Ｆ

（電）
２２-２３２１

お問い合わせ

家族の方もお問い合わせや返還請求

る「ひとり親家庭サポート定期便」事

ム、
デジカメはフロッピーディスク

業がはじまりました。滋賀県ひとり親

を提出していただきます。

家庭福祉推進員がご自宅までお届け

応募先■多賀町観光協会または多賀

します。ご希望の方は、福祉保健課ま

富士写真機店へ額またはパネル

でお申し込みください。

でお願いします。応募用紙は観光

お問い合わせ・お申し込み先

協会・町内施設に置いています。

福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

木造住宅無料耐震診断が
受けられます！

地震の危険性を踏まえて、
無料の耐

審査発表■１０月中旬に入賞者に通

お問い合わせ

毎回１４時〜１７時

（８/３と９/２７のみ）

（電・
Ｆ）
２６-０５８７
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/
ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

滋賀県高等学校等開放講座—
『点字の世界』
滋賀県立盲学校では、はじめて点

相談受付電話番号（通話料無料）

を１１月６日（木）〜３０日（日）の間、あ

たパソコンを用いての実際の点訳を

けぼのパーク多賀ホールにて展

体験したい方などを、
やさしく点字の

示予定。

世界にご案内するための講座をご用
れる県民の皆さんの幅広いご参加を

耐震診断員を派遣します。専門員によ

〒５２２-０３４１ 多賀町多賀３８９-１

お待ちしています。

る無料の耐震診断を受けてみません

（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３

講座内容■本講座には３つのコース
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日時■８月９日（土） １０時〜１６時

※無料・予約不要

多賀町観光協会

広報たが 2008年8月号

施します。

もう一度じっくり覚えてみたい方、ま

た方のご自宅等に滋賀県に登録された

定の基準があります。詳しくは企

あらゆるお悩みの無料電話相談を実

作品展示■応募されたすべての作品

意しました。点字に興味を感じておら

工された木造住宅（そのほか一

司法書士による生活保護に関する

０１２０-０５２-０８８

お問い合わせ・応募先

対象物件■昭和５６年５月以前に着

全国一斉生活保護１１０番

字と出会われる方はもとより、点字を

知します。

震診断を行います。企画課に申請され

か。
（主に目視による診断となります。）

滋賀県立盲学校

自衛官

募集

職種■①航空学生②一般曹候補生
（陸・海・空）③２等陸・海・空士

があります。

滋賀県司法書士青年会
（電）
０７４９-５２-８５６６

学科および定員

初級コース…点字とはじめて出会わ

（２）生産技術科

２０人

れる方のためのコースです。簡

（３）住居環境科

２０人

単な文章が書けるようになり、町

日程

新設

また、保管証券返還のご案内は、大
阪税関ホームページでもご覧いただ

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｃｍｕ.ｎｅｔ

けます。
（ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｃｕｓｔｏｍｓ.ｇ

滋賀県立大学オープン
キャンパス２００８

ｏ.ｊ
ｐ/ｏｓａｋａ/）
お問い合わせ
大阪税関

監視部

取締総括部門

（電）
０６-６５７６-３１１５

の教育・研究の内容、大学生活などを

（９時〜１７時、土・日・祝日除く）

知ってもらう機会として、滋賀県立大

ｋｏｈｏ@ｏｓａｋａ-ｃｕｓｔｏｍｓ.ｇｏ.ｊ
ｐ

学のキャンパスを開放し、教員・学生・

大阪税関 京都税関支署 滋賀出張所

職員が一体となって、キャンパスを案

滋賀職業能力開発短期大学校—
Ｏｐｅｎ Ｃａｍｐｕｓ２００８

をすることができます。

（電）
２６-３４００

高校生や保護者等の方々に、本学

事前お問い合わせ

（１）電子情報技術科 ３０人

ミシガン日本センター
（彦根市松原町網代口１４３５-８６）

（電）
０７７-５６４-３４１０

内します。
日時■８月９日（土）、
１０日（日）
９時〜１５時
（学部により１６時まで）
※２日間とも同じ内容で実施し
ます。
内容■学長からの大学紹介、学部・学
科紹介（模擬講義、公開講義、実

よろず相談
今月の相談日■８月６日（水）
来月の相談日■９月１６日（火）
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8月号
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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

９月２5日（木） 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
９月３０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）
９月１日（月） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年４月生まれの乳児

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

１歳６カ月児健診
９月３日（水） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ１９年２月・
３月生まれの幼児

予防接種

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。

園庭開放
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
９月は、音楽に合わせてリズム遊びや運動遊びをみん
なで楽しみましょう。ささゆり保育園の運動会に参加し
ますので、運動会に向けての活動です。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。）

広報たが 2008年8月号
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土曜日除く）、
１９時３０分〜２１時、
勤労者体育センター
★卓球／毎週金曜日、
１９時〜２１時、

ず皆さん元気です。特に子どもたち

会員のための無料サークルです。—
体験も歓迎！

は暑さに負けずがんばっています。夏

★バドミントン／ 毎 週 水 曜日、
９時

※フリースポーツは持ち込み自由で

休み中のよい体力づくりになるので

３０分〜１１時。毎週金曜日、
１９時

好きなスポーツが楽しめますが、ほ

はないでしょうか？軽い運動も激しい

〜２１時。どちらも勤労者体育セン

かの利用者に迷惑のかかるスポー

運動もなんでもＯＫです！とりあえず

ター

ツはご遠慮くださいね。

サークル参加者は、老若男女を問わ

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました →

滝の宮スポーツ公園

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）

１期初回 ３〜８週間隔で３回接種

９月２日（火）または３日（水） １０:００〜１２:００
１歳のお誕生会

１期追加 ３回目接種日から、
１年後に１回接種

９月１２日（金） １０：００〜１１：３０

先月号の答え
② 3カ所
でした

９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。

おしゃべりデー
９月３０日（火） １０：００〜１１：３０
場所 たきのみや保育園
子育て仲間や経験者と集い､気楽におしゃべりをして子
育ての情報交換をしませんか。子育てのヒントになる
にお話が聞けるのではないでしょうか。
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

9月の利用講習会日程
13:30〜14:30

す。何カ所あるでしょうか？

12日（金）15:00〜16:00

13:30〜14:30／17:30〜18:30

27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

発表は景品の発送をもってかえさせていただ
きます。

利用できな

おめでた・おくやみ
生まれました！
よしかわ

や

や

い日■毎週日曜日、
第2・第4月曜日
（第2・第4月曜日が祝

☆吉川

日の場合、
翌日が休みとなりますのでご注意ください）
、

☆一之瀨健登（基裕・由佳）

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。

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。

体力測定
利用講習会

ら抽選で10人の方に粗品を進呈いたします。

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス
メール・有線ＦＡＸでもOKです。

利用講習会

締め切りは8月29日（金）です。正解者の中か

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広
ト）やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

体力測定

有線FAX 2-2018—
taga@tagatown.jp

ださい。いくつか違う部分がありま

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

ご参加をお待ちしています。

９月１０日（水） １０：００〜１２：００

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

さん、暑さにバテていませんか？多賀

★フリースポーツ／毎週土曜日
（第５

ペンギン広場（１歳児）
４月〜９月生

９月１７日（水） １０：００〜１２：００

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。

体を動かしてみませんか？皆さんの

９月２４日（水） １０：００〜１２：００

９月９日（火） 受付時間▶１３：３０〜１４：００

小菅医院 多賀診療所 ９月１７日（水）
１１
：
３０〜 予約制
※ほか３医院、
４病院は１年中実施（予約制）
※「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・問診表を持
参ください。■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参ください。■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
ちゃんもぜひおいでください。

暑中お見舞い申し上げます。みな

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）

ペンギン広場（１歳児）
１０月〜３月生

三種混合

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。
やまびこクラブの特別教室・スクール・

火曜日・金曜日

ＢＣＧ
生後３〜６カ月児でＢＣＧが未接種の乳児

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

弥耶（英和・恵美）

い ち の せ け ん と

☆西村

にしむら

颯馬（知也・智美）

にしばやし

恵汰（利男・文子）

☆西林

そ う ま

け い た

つじむら

☆辻村

航琉（肇・雅美）

もろふじ

羚旺（梓・優奈）

☆諸藤

わ た る

れ

お

おくやみ申し上げます

結婚しました！

◆森杉

孝

５４歳

◆小菅

啓司

５４歳

西島 智義
♥
吉田 友香
石飛 武洋
♥
西村 裕子

（敬称略）

ひとのうごき

平成20年6月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,234人
■男性
3,933人
■女性
4,301人
■世帯数
2,672世帯

（＋3）
（＋2）
（＋1）
（±0）
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。

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

8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
8

8

（金）
日

と

22

（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■８月、夏本番です。暑い日が続きますが、体
に注意して乗り切りたいですね。■８月はいよいよ北京
五輪です。メダルが期待される種目はいろいろあります
が、ちょっと変わった種目を見るのもいいかもしれませ
んね。とりこになるかもしれません。■一方で、サミットで
も議論された、地球温暖化問題。太平洋のツバルでは、
海岸侵食などで海水面が上昇し、水没の危機がせまって
います。世界に目を向けると、その深刻さが分かるので
はないでしょうか。
kikaku@tagatown.jp
（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

