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まちの話題

まちの話題

大君ヶ畑・北落兄弟邨提携２０周年記念行事

交流をいっそう深めました
９月１３日、大君ヶ畑の体育館で、大

念イベントのスタートを飾りました。

−まちに元気

むらに元気−と題して

君ヶ畑・北落兄弟邨提携２０周年記念

続いて、体育館では、開会行事、講演

が行われ、
これからの自治会のあり方

行事が行われました。これは、大君ヶ

と続きました。講演では、東京農工大

などについて対談されました。

功労表彰

町民大学８月全体講座

少年補導功労者賞を

健康・生きがいづくりに

受賞されました

いきいき体操とボールエクササイズ

佐目の寺本清さんが、
７月１８日、近
畿管区警察局長および近畿少年補導

町民大学の８月の全体講座が開講さ

員等連絡協議会会長から少年補導功

れました。

畑区と甲良町の北落区が兄弟邨提携

学教授の千賀裕太郎さんが「人口減

さらに、
１４日には、甲良町の北落に

をしてから、今年で２０周年を迎え、そ

少社会への対応」について、長野県栄

場所をうつし、
イベントが行われ、
２日

労者賞の連盟表彰を受けられました。

れを記念して行われたものです。

村前村長の高橋彦芳さんが「自立の

間の記念イベントは幕を閉じました。

まず最初に、
グラウンドで、郷土芸
能発表があり、大君ヶ畑のカンコ踊り
と北落のおはなおどりが披露され、記

まちづくり」について、それぞれ講演
されました。
また、千賀さんと高橋さんの対談、

両地区の絆が一層深まるとともに、
これからの地域のあり方を考える貴重

８月２０日、多賀町中央公民館で、

体操を体験しました。
町民大学は健康や生きがいづくり、
地域の歴史などをテーマに来年の１

第３回目となる今回は、健康運動指

月まで毎月１回開催されています。
１

これは長年、少年補導員として活躍い

導士の岡真美さんの指導で「いきい

回限りの受講もできますので、詳しく

ただいている方に対して贈呈される

き体操とボールエクササイズ」を行

は多賀町中央公民館【（有）
３−３７４０（電）

ものです。

いました。まずは音楽に合わせてスト

４８−１８００】までお問い合わせくだ

レッチをしたあと、ボールを使っての

さい。

な機会になったのではないでしょうか。

国生みまいりウォーキング

さわやかな秋空のもとをウォーキング
９月１４日 、多 賀 国 生 み ま い り

加されました。多賀大社前駅前をス

プレゼントされ、皆さん喜ばれてい

ウォーキングが開催されました。朝は

タートし、野鳥の森、調宮神社、多賀の

ました。歩くだけでも、少し暑かった

くもり空でしたが、日中は少し暑いく

自然と文化の館、多賀大社などを回

かもしれませんが、多賀の自然や名

らいの晴天に恵まれ、
ウォーキング日

る全長約９キロのコースでした。皆さ

所を巡り、参加者の皆さんは秋の楽

和となりました。

ん、
自分のペースでウォーキングを楽

しい一日を過ごされたのではないで

しまれていました。

しょうか。

休日ということもあり、家族づれや
友人同士など、約７００人もの方が参
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ゴール後には、抽選で多賀そばが
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もったいないステーション

地球温暖化

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！

〜シリーズ ごみと環境問題（7）〜
リサイクル……「缶」編
リサイクルの状況

は８８.７％まで上昇しています。

缶のリサイクル率は、ほかのごみに比べると
高く、アルミ缶のリサイクル率は年々上昇し、

缶の原料であるスチールやアルミニウムは、
日本でほとんど取れない貴重な資源です。無

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

地球温暖化対策実行計画を策定しました
地球温暖化は、その予想される影響の大き

しています。

さや深刻さから、
もっとも重要な環境問題の一
つであり、
このまま何の対策も講じなければ、

しかし、平成１６年度の温室効果ガス総排
出量は基準年を８％上回っていて、公約であ

平成１７年度には９１.７％がリサイクルされて

駄なくリサイクルできるよう、
しっかり分別回収

海面の上昇、
自然災害の増加、熱帯性伝染病の

る６％の削減を達成するためには、合わせて

います。また、
スチール缶は年々生産量が低下

しましょう。

まん延、生態系の破壊など、人類の存続自体を

１４％の削減が必要な状況であり、国を挙げて

脅かす恐れのあることが指摘されています。

の取り組み強化が早急に求められています。

していますが、
リサイクル率は平成１７年度に

この課題に対応するための「京都議定書」
の中で、日本は、平成２０
（２００８）年から平成

の事務・事業から排出される温室効果ガスを削

２４
（２０１２）年までの５年間に、温室効果ガス

減するために地球温暖化対策実行計画を策定

（CO2等）
を基準年に比べ６％削減する約束を

アルミ缶のリサイクル率

９１.７％

多賀町役場においても、一事業者として、そ

し、取り組みを図っていきます。

計画の対象
本庁舎および一部の出先機関における事務および事業
◆対象となる施設および部署一覧表
施
設
名
部
企 画 課 総 務 課 税
本
庁
舎
建 設 課 ダム対策課 会
福祉保健センター
福
祉
教育委員会事務所
管
中 央 公 民 館
社
会

署
務
計
保
理
教

名
課 環境生活課 農林商工課
室 公営企業課 議会事務局
健
課
課
育
課

削減目標

スチール缶のリサイクル率

８８.７％

上記の対象となる施設および部署の事務・事業から排出される温室効果ガス
（二酸化炭素）
を
平成１８年度を基準にし、平成２４年度までに６.０％を削減する。
Ｈ１８年度温室効果ガス排出量
８８４,２５６kg−ＣＯ2

Ｈ２４年度温室効果ガス排出量
→

８３１,２０１kg−ＣＯ2

【実質削減量：平成１８年度から５３,０５５kg−ＣＯ2の削減】

具体的削減量

分別の種類
アルミマークの付いたものとスチールマークの付いたものの２
種類に分別します。

リサイクル後こんなものに
い

も の

アルミ缶……新しいアルミ缶、
アルミ鋳物製品（自動車部品など）
スチール缶……新しいスチール缶、自動車・家電・鉄道の材料、
ビ

なんと

ドラム缶（200ℓ）
１１５本分の
ガソリンを削減

きょうりょう

ル・橋梁の建設資材
※アルミ缶を分別回収して再びアルミ缶をつくることを「ＣＡＮ Ｔ
Ｏ ＣＡＮ」
と呼び、原料から新しい缶をつくることにより、
エネル
ギーを節約できます。平成１７年度の「ＣＡＮ ＴＯ ＣＡＮ」の割合は
５７.３％と半分以上を占めています。
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次号へ続く
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平成

社会を明るくする運動標語

ねんきん／長寿医療制度

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

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

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

滋賀社会保険事務局

を展開しています。
この運動のひとつとして、
「絆」を大きなテーマとし小学校６年生の児童、
中学校

年度 社会を明るくする運動標語

２０

友達の

歌声ひびく

友達と

きずいていこう

満ちたりる
家族にね

美香

しんらいを

秋山

健太

この心

大岡

健翔

「ありがとう」

青山

丈

ありがとう

池本真知子

はじめていえる

ニコニコの

笑顔をいつも

家族とは

深まる絆で

笑顔とは

幸せになれる

絆とは

ふるさとの

石原菜津美

強いもの

大町

百加

この先も

岡嶋

兼慶

笑顔が一番

奥川左有里

輪をつなぐ

喜多

いろいろあるけど

「ありがとう」

大輔

おまじない

自然をこわすな

喜怒哀楽

石田

支えあう

みんなでつなぐ

その一言が

菜摘

絆で結ぶ

大切に

家族

親友よ

君がいてくれて

久保田梨紗

友達は

宝物

日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満

歳まで納付すれば受給資格期間を満たす場合

の方は、国民年金に強制加入しなければなりま

は、受給資格期間を満たすまで特例的に任意

せんが、
６０歳までに老齢基礎年金の受給資格

加入申出による加入をすることができます。

期間（２５年）
を満たしていない場合や、納付済
期間が少ないために老齢基礎年金を満額受給

この場合、保険料の納付方法は、原則、口座
振替にしていただく必要があります。

できない場合は、
６０歳から６５歳までの間に任

また、海外に住所のある２０歳以上６５歳未

意加入申出による加入をして納付することが

満の方なども任意加入申出による加入をする

できます。

ことができます。

さらに、
６５歳まで納付しても老齢基礎年金
の受給資格期間（２５年）を満たさないが、
７０

詳しくは、滋賀社会保険事務局彦根事務所
国民年金担当課まで。

付加保険料を納付して年金額を増やすことができます！
国民年金には、定額保険料（月額１４,４１０

ただし、次の点にご注意ください。

円）
に月額４００円の付加保険料を上乗せして

①農業者年金の加入者は、希望の有無にかか

納付することにより、将来、
より多くの年金額を

わらず、付加保険料を納めなければなりませ

受給することができます。

ん。

小財

歩美

ありがとう

山野

純平

たとえば、
１年間納めた付加保険料は、将

私の育った

すてきな町

小財美紗貴

来 、年 間２,４００円（２００円×１２カ月）の 年

めることができません。

一緒に過ごせる

大事な時間

小澤

金額を「付加年金」として受給することがで

詳しくは、滋賀社会保険事務局彦根事務所

ふるさとは
友達と

いつまでも

友達

その笑顔

家族のふれあい

果歩

小林ひかる

大切に

きます。

②国民年金基金の加入者は、付加保険料を納

国民年金担当課まで。

友達が

笑っていると

幸せで

山本

咲月

友達と

いつも元気に

笑い合う

島﨑

涼

髙橋

将力

辰野

文哉

長寿医療制度加入の皆さんへ

田中

早苗

平成２０年１０月から健康保険等の被扶養者だった方の保険料のご負担が始まります。

多林

翔太

つくるもの

山本

瑞季

まほうのカギ

東岸

文菜

ともだちの

にこにこ笑顔は

家族

宝物

友達

人の優しさ

家族とは

宝物

あたたかさ

みんなでささえ

ふれあいは
友達は

つくるもの

家族の絆で

笑顔になれる

ふるさとは

大切な場所

土坂英理子

友のあかし

夏原

直也

あたたかい場所

「ありがとう」

言えてこそ

ありがとう

そのひとことを

大切に

西澤

克規

ふるさとは

たくさんの人で

ささえてる

西村

祥規

かえろうよ

心の中の

則本

佳樹

深尾

萌

大切な

ＢＥＳＴ

ふるさとに

ＦＲＩＥＮＤＳ

永遠に

ふるさとの

香りはいつも

あたたかい

藤川

慧

あたたかい

家族がいつも

待っている

藤川

美咲

藤本

晃規

本池

愛美

山口

真依

家族との



今﨑

君の笑顔で

ふるさとの
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合唱コン

年金給付課 （電）
２３−１１１６

ご存じですか？ 任意加入制度！

２年生の生徒の皆さんに標語の取り組みをしていただきました。
（順不同）

【多賀中学校２年生】

彦根事務所

会話で絆

深めよう

たのしいな

いつも元気な

このクラス

ふるさとは

いつまでたっても

たからもの

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ
滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）
０７７−５２２−３０１３

平成20年4月

均等割額

平成20年10月

４月から９月まで
均等割額は
かかりません。
（０円）

所得割額

平成21年4月

１０月から２１年３月まで
均等割額の10％を
ご負担いただきます。
(1,908円）

平成22年4月

２２年３月までは、
均等割額の50％を
ご負担いただきます。
（19,087円）

2年間所得割額はかかりません（0円）

※年度途中からの加入については上記と異なりますので、
ご注意ください。
【例】
○１０月末日までの加入の方の平成２０年度の

○１１月加入の方の平成２０年度の保険料額

保険料額			
３８,１７５円×１/２
（１０月〜翌年３月までの半年分）
×１０％×６月/６月=１,９０８円
（１０月〜翌年３月）

３８,１７５円×１/２
（１０月〜翌年３月までの半年分）
×１０％×５月/６月=１,５９０円
（１１月〜翌年３月）
広報たが 2008年10月号



新委員さんよろしくお願いします！

農業委員会

地上デジタル
農林商工課 （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｒ
ｉ
ｎ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

地上デジタル放送

農業委員が改選されました
多賀町農業委員会は、委員の任期満了によ

なお、選挙による委員さんで担当地区を決

り改選が行われ、選挙による委員１０人と町長

めて農地の許認可や農地の貸し借りなどの相

が選任した委員６人の合計１６人で新しくス

談に対応いただきますので、お気軽にご相談く

タートすることになりました。

ださい。

初委員会で委員の互選により、会長に西倉
進一委員、副会長に西澤義雄委員が選出され

企画課 （有）
２−2018 （電）
４８−８１22 ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

テレビについての大切なお知らせです
２０１１年（平成２３年）
７月２４日までに今ま
でのテレビ放送（地上アナログ放送）
は、終了し

なお、担当地域は表のとおりですが、農地の
ある地区の委員さんにご相談ください。

ました。

（順不同・敬称略）

ます。それ以降は、アナログテレビをお使いの
方は、そのままではテレビ放送（デジタル放送）
を見ることはできません。

供しているケーブルテレビ事業者にお問い合
わせください。
なお、
ＢＳアナログ放送も地上アナログ放送
と同じ２０１１年７月２４日までに終了します。
詳しくは、下記へお問い合わせください。

地上デジタル放送を視聴するには、①地上デ
ジタル放送対応のテレビで視聴する、②現在ご
使用のアナログテレビに地上デジタルチュー
ナーを取り付けて視聴する、③ケーブルテレビ
に加入することにより視聴する等の方法があり
ます。

夏原冨士雄

土田

忠善

高橋

正孝

土田

一善

ただし、①、②については、
ＵＨＦアンテナが
別途必要となる場合があるほか、共同受信施
設により視聴している場合には、共同受信施設
をデジタル放送対応のものへ改修する必要が
生じることがあります。また、③の視聴方法につ
いて詳しくは、お住まいの地域でサービスを提

田畑

菊雄

土田

愛子

西倉

進一

岸邉

弘司

デジタル放送に関するお問い合わせ先
●地上デジタル放送に関するお問い合わせ
・総務省地上デジタルテレビジョン
放送受信相談センター

柴田

勝義

小財美佐子

重森

利彦

西澤

義雄

●共聴施設に関するお問い合わせ
（社）日本ＣＡＴＶ技術協会
共同受信施設の地上デジタル化に関する相

（電）
０５７０-０７-０１０１

談をはじめ、有料で設備状況、現地調査、改修

【平日：
９時〜２１時、土・日・祝日：
９時〜１８時】

工事の計画書作成等に関して、工事会社との

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊ
ｐ/

契約に至る必要な基礎知識やノウハウを提供。
【電話受付時間：平日９時３０分〜１７時】

・（社）デジタル放送推進協会（Ｄｐａ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｄｐａ.ｏｒｊ
. ｐ/

本

部

（電）
０３-５２７３-４６７１

近畿支部

（電）
０６-６３５３-７８２７

受信相談コンサルタント （電）
０１２０-７７-４６７３
◆近畿総合通信局

ｈｔ
ｔｐ://ｃａｔｖ.ｏｒｊ
. ｐ/ｊ
ｃｔｅａ/

・地上デジタル放送に関するお問い合わせ

小菅

一男

樋口幸次郎

久保

久良

樋口

貢

地区担当表
委員名
担 当 地 区
岸邉 弘司 多賀、尼子、四手、猿木
栗栖、一円、久徳、芹谷地区、霊
夏原冨士雄
仙地区
西澤 義雄 木曽
高橋 正孝 大岡、八重練、
月之木、中川原
土田 忠善 土田
広報たが 2008年10月号



（受信方法等）
放送部放送課
（電）
０６-６９４２-０８２０

委員名
樋口幸次郎
樋口
貢
西倉 進一
重森 利彦
田畑

担

当

地

区

敏満寺
敏満寺
富之尾
川相、藤瀬、楢崎、一ノ瀬
仏ケ後、樋田、萱原、大杉、小原、
菊雄
霜ケ原、佐目、南後谷、大君ケ畑

●ケーブルテレビに関するお問い合わせ
・（社）日本ケーブルテレビ連盟
（電）
０３-３４９０-２０２２
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｔｖｊ
- ｃｔａ.ｏｒｊ
. ｐ/

・共聴施設・ケーブルテレビに関するお問い合
わせ

●ＮＨＫの放送の受信に関するお問い合わせ

放送部有線放送課

・日本放送協会（受信相談のお問い合わせ窓口）

（電）
０６-６９４２-８５７２

（電）
０５７０-００-３４３４

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｋｔａｂ.ｇｏ.ｊ
ｐ

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｎｈｋ.ｏｒｊ
. ｐ/ｒｅｓ/
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スポーツ
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｈｏｋｅｎ＠ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

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

フットサル大会開催！

こんにちは保健師です

９月１５日、
町民テニスコートにおい

ちです。消費されなかったエネルギーは、少しずつ脂肪として蓄えられ、肥満のもとになっていき

て、全国スポレク祭協賛事業「フット

ます。

サル大会」を開催しました。本大会は

フットサルに親しんでいただける事業

フットサル愛好者の交流と競技の普

を展開できればと期待を寄せるとこ

及・定着化を目的として実施し、青年

ろです。

《あなたの運動不足度チェック》
・駅では階段よりもエスカレーターを使う。
・少しでも走ったり体を動かしたりすると息が
切れる。

ろの練習の成果を競いました。
今後は本大会をきっかけとして、

車を使う。
歩かない。
・休日はテレビを見ながら家でゴロゴロする
のが好き。
てしまう。

に、ストレッチや準備運動など
の「ウォームアップ」をほとんど

ポーツをするな

の方がされていますが、運動
後の「クールダウン」をされて

３回ゴルフに行

いる方は少ないのではないで

く」などという単

しょうか？

発的な運動では

クールダウンには重要な効
果があり、体内の乳酸が筋肉

続けてやること

中にたまるのを防ぎ、筋肉痛や

がお勧めです。

疲労蓄積を予防することがで

秋季軟式野球大会の結果

《メタボリック情報》

きます。

９月７日、
１４日に町民グランドに

ラブには、
９月２１日に開催される犬

内臓脂肪の蓄積は、
単に肥満をもたらすだけ

ムの人ならそれ以上のエネルギーを消費すれ

て、秋季軟式野球大会が行われまし

上郡秋季地域職域野球大会に出場し

ではなく、中性脂肪が増え、血糖値や血圧も上

ばいいのです。脂肪を燃焼させるには、
「 有酸

た。優勝は佐目クラブ、準優勝はジャ

ていただく予定でしたが、雨天のため

がります。つまり、内臓脂肪を減らすことが重要

素運動」が効果的です。速足でのウォーキング、

ガーズでした。なお、優勝した佐目ク

中止となりました。

となります。

ジョギング、水泳、エアロビクスなどがありま

内臓脂肪を減らすもっとも簡単な方法は、運
動不足を解消すること。
内臓脂肪は「蓄積しやすく、落としやすい」の

ても消費されるエネルギー量）が増え、脂肪を

エネルギーと同じだけ、
メタボリックシンドロー

燃焼しやすい体になるからです。

ウォーキングを行い、ゆっくり
と運動量を落としていくことが
大切です。

後に必ず実施する習慣を身に

それと併せて筋力トレーニングをしましょう。

んどん減っていくはずです。健康な人なら摂取

の 時 間 をかけ 、ストレッチや

まり知られていませんが、運動

いを目安にするのが理想的です。
筋肉が鍛えられるので、基礎代謝量（動かなく

方 法 は 運 動 後 に５分 以 上

クールダウンの必要性はあ

す。有酸素運動を１日２０分以上週３〜５回ぐら

が特徴ですから、意識的に体を動かすことでど

校や地域の運動会に参加した

運動前にはケガ予防のため

たら、まずは、日常生活で体を動かすことをい

なく、定 期 的に

・ジョギングもスイミングも三日坊主で終わっ

ん、運動をしていない人も、学

れることと思います。

左記の項目に該当するものがあるようでし

ら、
「１カ月に２、

・朝から晩までデスクワーク。外はほとんど出

スポーツの 秋ですね！ふだ

りしてスポーツを楽しんでおら

層を中心にした4チームが参加し日ご

とわ ず 、また ス

・移動手段はもっぱら車。ちょっとの外出でも

クールダウン—
してますか?!

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@tagatown.jp

車が普及し、電化製品の普及で家事も楽になった現代社会では、
どうしても運動不足になりが

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

運動不足になっていませんか？

けんこう

つけ、運動後の疲労した体を
平常状態に戻し、
より良い健康
維持のために行うことをお勧
めします。

「スポーツジムに通ってまでは……」と思っておられる方へ
いきいきライフ体験塾のご案内
有酸素運動と筋肉トレーニングをあわせて体験していただけます。
健診後にメタボリックシンドロームあるいは同予備軍と言われそうな方、ぜひご参加ください。
開催日程■１０月２６日（日）
（予定・変更の場合あり）
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
１１月 ２日（日） 滝の宮スポーツ公園体育館
受付時間■いずれも９時１５分〜９時３０分
内

容■メタボ対策（運動）
「家庭でできる有酸素運動と筋力トレーニング」の体験
※詳細については、回覧と有線放送でご案内します。

広報たが 2008年10月号
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町民バドミントン大会参加者募集！
１１月９日（日）に体育協会加盟団体の

日時■１１月９日（日）

マーガレット、
もみじ会主管で町民バド

受

ミントン大会が開催されます。初心者

開会式：９時〜

の方でも楽しんでいただける大会で

付：８時３０分〜

場所■勤労者体育センター

すので、
皆さん奮ってご参加ください。
広報たが 2008年10月号
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消防

ＮＨＫ受信料免除・税務署
彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８−３１３０

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

地震に対する日常の備え
近年、地震や風水害等の自然災害により大
きな被害が発生しています。最近では、今年５
月に中国・四川省大地震、
６月には東北地方で
岩手・宮城内陸地震が発生しました。
しかし、
「自
分の住んでいる地域では大地震はないだろう」
という油断はありませんか？日本には、陸域に
おいて約２,０００もの活断層が存在していて、
強い地震に見舞われる危険性は、全国のいた
るところにあり、私たちはつねに災害の危険と
隣り合わせで生活しています。

家の中の安全対策
・地震発生時に逃げ込めるように、家具の少な
い安全な部屋を確保する。

手続きはお済みですか？—
平成２０年１０月１日からＮＨＫ放送受信料の免除基準が変更されました
日本放送協会（ＮＨＫ）放送受信料の免除措

新たに対象となる場合、申請が必要となりま

置が、障害者の範囲が広がってきた経緯などを

すので、福祉保健課で手続きをしていただくよ

ふまえ、対象者が一部拡大され、生活状態に関

うお願いします。

する基準が統一されることになりました。

・安全に避難するために、出入り口や通路には

対

物を置かない。
・家具の転倒でケガをしないために、家具には
転倒、落下の防止策をとる。

場所に保管しておく。

全額免除

の内外の危険箇所をチェックしましょう。

・非常持出品は避難する時に、取り出しやすい

家の外の安全対策
・屋根がわらにひび割れ、
ずれ、
はがれ、腐食等
がある場合は補強する。
・ベランダに置いてある植木鉢や物干しざお
・プロパンガスボンベは、鎖でしっかりと固定
する。
・ブロック塀や石垣は、ひび割れや傾きがある
場合は補強する。

緊急地震速報
平成１９年１０月１日から、
テレビやラジオ等で
《緊急地震速報》の提供が開始されています。

震速報が強い揺れに間に合わないことがあ
ります。

この《緊急地震速報》とは、最大震度５弱以上

半額免除（右に
 該当する世帯主が受
信契約者の場合）

などは、転倒、落下の防止策をとる。

適

用

条

件

公的扶助受給者

●生活保護法に定める扶助を受けている場合
●らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

身体障害者

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全
員が市町村民税非課税の場合

知的障害者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知
的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定
医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、
かつ、世帯構成
員全員が市町村民税非課税の場合

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯
構成員全員が市町村民税非課税の場合

・ガラスの破片でケガをしないために、
ガラス
には飛散防止フィルムをはる。

大地震がいつ発生しても大丈夫なように、家

象

社会福祉事業施設
社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
入所者
視覚・聴覚障害者

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が
世帯主である場合

重度の身体障害者

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級または２級）の
方が世帯主である場合

重度の知的障害者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知
的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定
医により重度の知的障害者と判定された方が世帯主である場合

重度の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級）の方
が世帯主である場合

重度の戦傷病者

戦傷病者手帳をお持ちで、障害等級が特別項症から第１款症の方
が世帯主である場合

と推定された地震の際に、強い揺れ（震度４以

申請に必要な書類（福祉保健課窓口にあります）

上）の地域の名前を、強い揺れがくる前にお知

・申請書

・課税状況等を調査することに対する承諾書

・そのほか必要な書類

らせする情報です。
《緊急地震速報》を見聞き
してから、地震の強い揺れがくるまでの時間は
数秒から数十秒と言われています。その短い間
に、身を守るための的確な行動を取らなければ
いけません。周囲の状況に応じて、あわてずに、
まず身の安全を確保しましょう。
※直下型地震や震源に近い地域では、緊急地
最後に、地震の発生を止めることはできませんが、事前に地震への備えを行っておくことで、被
害を軽減させることはできます。日ごろの防災対策が、いざという時あなたとあなたの家族の命を
守ることができます。
広報たが 2008年10月号
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彦根税務署 （電）
２２-７６４０

平成２０年１１月４日から税務署の電話は、自動音声案内に変わります
税金に関する一般的なご相談を希望される
方は、音声案内に従い「１」番を選択してくだ

択していただくと、税務署につながります。
なお、来署によるご相談を希望される方は、

さい。国税局の「電話相談センター」の専門ス

事前のご予約をお願いします。

タッフがご相談をお受けします。

※「番号が認識できません。」
という案内があっ

また、税金の納付相談や税務署へのお問い
合わせなどで税務署にご用の方は、
「２」番を選

た場合は、電話機の「＊」を押してから選択し
てください。
広報たが 2008年10月号
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いくせい・消費生活

園児募集・就学時健診

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

平成２１年度

大人が変われば子どもも変わる
多賀町青少年育成町民会議

青少年・家庭教育部会長

いつの時代にも、次代を担う青少年を健全に
育てていくことは、親や大人の使命です。急激

田中和彦

②子育てカレンダーの作成。１月ごろに発行

■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

な社会環境の変化の中で、青少年問題は顕著

③通学合宿の支援
④愛のパトロールの実施

われているように、青少年問題の背景には、親

⑤「早寝・早起き・朝ごはん」の推進のため、夏

や大人の生き方や社会のあり方が深く関わっ

休みのラジオ体操への参加を地域の方へ呼

ています。私たち親や大人は、
これらのことを

びかけを実施

自覚して自らの生き方を見直し、姿勢を正して

主な活動は以上の通りです。今年は町民会

いかなければなりません。青少年の人格形成

議創設４０周年を迎え大きな節目にあたりま

には、
日常生活における親の子どもへの関わり

す。今まで携わってこられた数多くの方々のあ

が大きく影響します。親が、子どもたちのよい

ゆみを大切にしながら、新たなものに変えてい

手本となるよう親自身が変わっていく必要があ

かなければなりません。ハイスピード情報化の

（やむを得ない事情がある時は、
１５時ま
で預かり保育を行います。）
※満３歳の誕生日を迎えた翌月から入園で
きます。

■保育園

有し、居住している方
提出書類■入園願書
お問い合わせ
教育委員会事務局学校教育課
（有）
２−３７４１ （電）
４８—８１２３

《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■

提出書類■

多賀ささゆり保育園：６カ月〜就学前
７時３０分〜１９時
たきの みや 保 育 園：１歳〜就学前

昨今、それにとらわれずに健全な活動を続けな

７時４５分〜１８時

ければなりません。今後とも青少年育成町民

入所資格■児童の保護者のいずれもが、次の

青少年・家庭教育部会では、

会議の活動にご理解とご協力をお願い申し上

いずれかの事情にあり、保育できないこと

①あいさつ運動の推進

げます。

るのです。

入園資格■本人とその保護者が町内に住所を

８時３０分〜１４時

予定

になっています。
「子どもは社会を映す鏡」
と言

園児募集

①家庭外で仕事をしている人

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２０年分所得税源泉徴収票の写し

②家庭内で家事以外の仕事をしている人
滋賀県立消費生活センター

消費生活通信

企画課

消費生活相談窓口 （電）
２３−０９９９

消費生活担当 （有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

お金を借りるときはよく考えよう
最近は、町中を歩くと、
キャッシングの広告や

①借入可能額を確認しよう！

無人の店舗をよくみかけるようになりました。

借りる側が無理なく返済できる額が、借入可

誰でもどこでも気軽に簡単な審査で借り入れ

能額です。借りる前に、
しっかりとした返済の

ができるようになり、手持ちの現金が足りなく

イメージをもち、計画をたててから借りるの

なったときに
「１万円ぐらいなら……」
と、
借りて

が最適です。

しまう状況が考えられます。でもよく考えてみ

②借りる業者を確認しよう！

てください、その１万円を返済するために、ま

違法業者や悪徳業者による被害が多く見ら

た、借金をするというような悪循環に陥ってし

れます。違法業者の例として、
「ヤミ金融」と

まうとも限りません。

は、法律で必要な登録をしていなかったり、

クレジット・キャッシングは立派な「借金」で
す。利息の高さによっては、その負担は予想以
上に大きいものとなります。やむを得ず、借金
する場合は次の点に注意してください。

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

（Ｈ２１.２月以降で可）
お問い合わせ
福祉保健課

⑥そのほか、町長が認める状態にある場合

申込受付期間

（有）
２−２０２１ （電）
４８—８１１５

１１月４日（火）〜２１日（金）

※幼稚園入園願書と保育所入所申込書は、各幼稚園・保育園、教育委員会事務局学校教育課、福祉
保健課（ふれあいの郷）
で配布・受け付けています。

教育委員会事務局学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

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１４年４月２

日程

違法な高金利で融資を行ったりする業者で

日から平成１５年４月１日までに生まれた幼児

健診日■１１月７日（金）

を対象に、就学時健康診断を行います。

場所■総合福祉保健センター ふれあいの郷

「保証金が必要」
「信用を見るため」などと

決められた日に必ず受診してください。

口実をうたい送金させ、お金をだまし取る業
いワナに注意してください。
③契約条件を確認しよう！
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・平成２０年分所得税確定申告書の写し

す。
「貸します詐欺」
とは、融資の条件として、

者です。登録の状況を照会するなどして、甘

広報たが 2008年10月号

③母親が妊娠中、
または出産後間がない場合

（Ｈ２１.１月以降で可）

受付時間■1３時１５分〜
内容■１３時４５分〜

なお、事前に「健康診断通知書」
「健康診断

子育て講演会・面接・視力検査・聴力検査

票」を送りますので、必要事項を記入の上、当

１５時２０分〜

日忘れないように持参してください。健診日ま

内科検診・歯科検診

契約条件があいまいなまま契約すると、
トラ

でに通知書が届かなかったり、記載事項に誤り

ブルになりかねません。必ず契約書を受け取

があるときや、健康上の理由等で受診できな

り、契約条件を確認し、
しっかりと保管してお

い場合は、教育委員会事務局学校教育課まで

きましょう。

ご連絡ください。
広報たが 2008年10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㊳

自然観察会

たしかにカドが三つ……

洞窟の観察会

ミツカドコオロギ

暗黒の闇に包まれた、不思議な世界をのぞ
いてみましょう。ほかでは見ることのできな

集合場所■多賀の自然と文化の館（８時４５分）

秋も深まり、虫の大合唱を聞くことができる

い特殊な生物たちや、複雑に入り組んだ迷路

観察場所■佐目のコウモリ穴（多賀町佐目）

季節となりました。そんな秋の鳴く虫の中でも

のような世界……。数万年の時をかけて大自

参加費■１人 １００円

コオロギは身近な生き物としてよく知られてい

然が育んだ神秘の世界を探検しに出かけてみ

ます。コオロギと聞くと、大きなエンマコオロギ

ませんか？

を想像される方が多いのですが、実は多賀町
が生息しています。今回はその中でもちょっと
形が変わったコオロギを紹介します。

定員■１５人（先着順）
受付にて直接お申し込みください。

▲ミツカドコオロギの顔。はっきりと三つの角がわかり
ます。
（写真３）

ミツカドコオロギ（写真１、
２）は、大きさが２

す。コオロギの鳴き方はメスを誘うとき、オス

cm程度の中型のコオロギです。主に草むらや

同士がけんかをするとき、なわばりを宣言する

博物館実習

博物館実習を終えて

空き地、畑などに生息しており、場合によって

ときなど、
さまざまな状況によって少しずつリズ

８月上旬と９月中旬での計１０日間、多賀の

したが、
このような実習を通じて、
ひとつの展示

は、家の中でも見かけることがあります。オス

ムや音が変わってきます。飼育していると、それ

自然と文化の館で博物館実習をさせていただ

には学芸員の方の地道な努力、熱い想いが詰

の顔は、正面から見ると平らになっており、頭の

らの音がどのようなものであるのかがわかって

きました。今回の実習では、
カウンター業務、昆

まっていることに気づきました。

部分と、目の下の部分が角張っています（写真

きますので、興味がある方はコオロギを一度飼

虫や動物の標本作成と整理、洞くつでの生物

このほかにも、
カウンターに座っているとさ

３）。このように角張った部分が３つあることか

育されてみてはいかがでしょうか？

調査、
ワークショップ「ストローやシュロの葉で

まざまな方から、質問を受けることも多くあり

ら、
「ミツカドコオロギ」という名前がつきまし

実際に野外では、
ミツカドコオロギと鳴き声

生き物を作ろう!!」の開催、
カエルをテーマとし

ました。来館者の疑問や依頼に答える、
これも

た。一方で、
メスの顔は丸く、普通のコオロギと

がよく似たコオロギもたくさんいるので、聞き

たミニ展示の企画・製作など博物館での仕事の

学芸員の仕事のひとつであり、幅広い知識と対

同じような形をしています。なぜオスがこのよ

分けをすることは、かなりたいへんです。
しか

一部を体験し、学芸員として必要な知識や考え

応力が必要なのだと知りました。

うな不思議な形になったのか？その理由ははっ

し、そのような虫たちの鳴き声の中には不思議

方を身につけました。

きりと分かっていませんが、一度見ると忘れら

な顔をしたコオロギがいることを知っておくと、

れないですね。

これから秋の楽しみが増えるかもしれません

ミニ展示の製作です。標本作成ではつくる過

いけるようになりたいと感じました。そのため

ね。

程だけでなく、標本にする昆虫の採集にも必要

に、
まず自分たちの住んでいる地域に、いま一

以上に時間がかかってしまい、
１つの標本がで

度目を向けることからはじめ、さまざまな人と

きるまでのたいへんさを知りました。またミニ

交流できる機会を持っていこうと思います。

は ね

オスは翅をこすり合わせて、
「リッ、
リッ、
リッ、

リッ」というリズム感のある音を出して鳴きま

▲上からみたミツカドコオロギ。両側に角が出ているの
がわかります。
（写真１）
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※小学校３年生以下は保護者同伴のこと
お申し込み方法■電話、
ＦＡＸ、
または、博物館

には、
このほかにもいろいろな種類のコオロギ

広報たが 2008年10月号

日時■１０月１１日（土） ９時〜１２時

（多賀の自然と文化の館学芸員

金尾滋史）

特に印象に残った体験は、昆虫の標本作成と

これらの経験をふまえ、
日々知識を深めてい
き、いろいろな視点から柔軟に物ごとを考えて

展示の製作では、まず私たちが何を伝えたい
のか、それをどのようにすればうまく伝えるこ

博物館実習生

とができるのか、観る側の視点から考えて、企

小林仁美（滋賀県立大学）、山㟢志保里（帯広畜

画・準備することの難しさを知りました。今まで

産大学）、山㟢友実（滋賀県立大学）、芳井克洋

は来館者の立場であったため、分かりませんで

▲横からみたミツカドコオロギ。ふだんは草地や空き
地などに生息しています。
（写真２）

▲私たちがつくったミニ展示は常設展示室にありま
す。皆さん見に来てくださいね!!

（京都府立大学）

▲ワークショップはたくさんの方に参加していただき、
大好評でした。
広報たが 2008年10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「秋の花咲く高取山」と題して、
じっく

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

りと観察を行いながら山頂へ出かけます。

いりません。お子さん連れでも参加できます。

日時■１０月１６日（木） １０時〜１５時

日時■１０月４日・
１８日（土）

集合■多賀の自然と文化の館駐車場（９時３０分）
保険料■1人

100円

※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。
※今回は山頂まで出かけます。昼食をご用意く
ださい。

大会議室

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

活動場所■２階

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし
ます。

小会議室

活動場所■２階

おはなしのじかん

いずれも土曜日 １５時〜

読書会

場所■おはなしのへや

本を読んで文学の世界を楽しみましょう。

活動場所■２階

ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い

小会議室

本のおわけ会
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本をおゆずりします。
期間■前半：
１０月４日（土）〜１０月１９日（日）

本の紹介

後半：
１０月２１日（火）〜１１月３日（月・祝）
場所■対面朗読室

一般書

児童書

『野球の国のアリス』
北村薫/著

講談社 ９１３.６キタ

アリスは少年野球チームのピッチャーでエー

冊数■前半は１人５冊まで、後半は制限なし

『海賊黒パンと、プリンセスに魔女トロル,
２ひきのエイリアンをめぐるぼうけん』
ガース・ニクス/作 原田勝/訳

主婦の友社 Ｋ９３３ニク

おりがみ教室

世にもおそろしい武器をもつ海賊黒パン、べ

アリスは、チームを取材しに来た小説家に不思

ちょべちょでねばねばのエイリアンたち、
４つの

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

議な話を語り始め……。

すてきな冒険のお話。

講師■真弓美矢子さん

日時■１１月１５日（土） １４時〜

対象■子ども〜大人 ３０人（先着順）
朝倉かすみ/著

小学館 ９１３.６アサ

『だじゃれオリンピック』
高畠純/絵 中川ひろたか/文 絵本館 ＫＥダジ

３３歳、結婚１年目。
トキメキだけじゃなく、素

「おちてもへいきんだい！」
「たいそういたそ

直で温かいふたりの新婚生活をコミカルにリ

う」などおなかも心もいっぱいになるだじゃれ

アルに小気味よく描いた小説６編を収録。

絵本。

申し込み■１０月４日（土）
１０時から。お電話かカ
ウンターにて

インターネット予約開始事前登録受付中
１０月１１日（土）から、図書館が所蔵する本や雑

『リーシーの物語』
（上・下）
スティーブン・キング/著 白石朗/訳 文藝春秋 ９３３.７キン
有名作家だった夫の遺品を整理し始めた

宇野亜喜良/絵

理論社 Ｋ９１１カン

誌の予約、
借りている本の確認が、
インターネッ
トでできるようになります。ご利用には、事前に
「インターネット利用登録」でメールアドレス

少女はおばあさんになったけれど、詩の心は

の登録やパスワードの設定をしていただく必要

「道しるべ」を忍ばせていたことに気づいた。

凛としてみずみずしい。
１０代から８０代までの

があります。新規登録と同じ
「多賀町立図書館

詩を収録。

利用カード申込書」で受け付けています。

……。
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神沢利子/作

神沢利子詩集』

リーシーは、夫が何かを自分に知らせようと、
そんな中、夫の未発表原稿を狙う者があらわれ

広報たが 2008年10月号

『立たされた日の手紙

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

31

１０
３１

■…休館日
※３０日は最終木曜日ですが図書館も特別開館します。
11月の休館日
日

月

火

水

木

金

くわしくはカウンターでおたずねください。

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
※２７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3日（金）

ス。小学校卒業と同時に野球をやめてしまった

『夫婦一年生』

１０

10月の休館日

※第１,３土曜日は子どもの本のサークル「この
ます。

小会議室

※随時、各メンバー募集中!!

あけぼのパークカレンダー

日時■１０月４、
１１、
１８日

（毎月第１水曜日）

（毎月第２土曜日）

（１１１分間）

絵本や紙芝居を読んだりします。

日時■１０月１日（水） １０時〜

日時■１０月１１日（土） １３時３０分〜

日時■１０月２５日（土）

「ドリームサークル」

（毎月第１土曜日）

「多賀町立図書館応援団」活動日

『レミーのおいしいレストラン』

場所■２階大会議室

日時■１０月４日（土） １３時３０分〜

応援団・サークル活動日

映画会

tosho@tagatown.jp

１４時３０分〜

１３時３０分〜
（毎月第１
・
３土曜日）
活動場所■２階

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

10:10～10:35
藤瀬
(草の根ハウス前)

10月の巡回

10月10日（金） 10月17日（金） 10月24日（金）
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10月号
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おしらせ

おしらせ

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４

粗大ごみ回収のお知らせ
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。

※詳しくは、滋賀県ホームページ「県
政ｅしんぶん１０月１日号」をご覧く

（電）
０７７-５３３-０８５０

いった意外に身近な分野があります。

★指定時間内に搬入してください。

ださい。

（Ｆ）
０７７-５３７-６５４０

このようなことについて、困ったと

★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。
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、そのほかの製品に分別し出してくだ
さい。
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、タイヤ、爆発物、危険物（例：バッテ

家庭用でも回収できない主なもの

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ください。】

指定日時

（電）
２７-２２０４ （Ｆ）
２４-０８７８
ＢＨ５３@ｐｒｅｆ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

いします。
でご注意ください。

お問い合わせ
滋賀県湖東地域振興局地域振興課

対象地域の指定日を守っていただくようご協力をお願
また、大滝地域の収集場所が変更になっていますの

収集場所

対象地域

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２００８

今年で５回目となる「森の感謝祭」

「地域安全の日」—
湖東地域統一行動のお知らせ

秋の行政相談週間
１０月２０日（月）〜２６日（日）

湖東地域安全なまちづくり連絡協議

のだいご味をご堪能ください。これ

会では、毎月２０日を「地域安全の日」と

は、高取チェンソーＣＬＵＢが、チェン

定め、啓発活動に取り組んでいます。

ソーアートを通じて、森・人・地域に感

つ、大胆かつ繊細なチェンソーアート

謝・還元するチャリティとして開催する

くり」を呼びかけることにより、自らの

もので、ベンチを公共的施設にプレゼ

連絡先■（有）
２-２８６１ （電）
４８-０５２１

安全は自らが守るという防犯意識を

ントします。また、つくった作品はオー

相談日■毎月１６日

持っていただくことをめざしています。

クションで販売し、収益金は次世代の

当日は統一行動として、湖東地域

子どもたちに想いをつなげようと、小

場所■多賀町総合福祉保健センター

学４年生を対象とした森林環境学習

ふれあいの郷 ボランティア室

滝の宮スポーツ公園駐車場

川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・仏ケ後・樋田・萱原・
大杉・小原・霜ケ原

お願いします。

す。期間中は、木工教室や陶芸教室な

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君
ケ畑

どの体験教室に加え、緑化活動として

１０月２５日（土）

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

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

ドングリの里親を募集します。また、

い。）

も 喜びも」をテーマとした写真

日時■１０月１９日（日）

対象者■就園前の乳幼児とその保護者

を募集します。

場所■多賀大社前駅前〜絵馬通り

参加費■無料

募集期間■１０月１日（水）〜１１月２８日（金）

申し込み締め切り■Ａ・Ｂとも：１０月

入賞点数■グランプリ１点（賞状と副

皆さんのご理解、
ご協力をよろしく

同ＣＬＵＢでは、
イベントスタッフ、
スポ

日時■１０月２０日（月） ７時〜８時

ンサー、ベンチを希望される公共的

場所■多賀大社前駅前広場

施設を募集しています。

お問い合わせ

日時■１１月１日（土）〜３日
（月・祝）

総

務

課

（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０
教育委員会
（有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３

１０日（金）

賞）、準グランプリ１点（賞状と副

日配布するチラシをご覧ください。皆

主催■多賀町民生委員児童委員協議会

賞）、入選数点（賞状と副賞）

さんのお越しをお待ちしています。

申し込み方法■福祉保健課にＦＡＸま

審査■ビバシティ１階センターモー

お問い合わせ

たは電話でお申し込みください。

ルにて全作品を掲示し、投票を

※おやつを用意しますので、飲み物は

行います。
（いちじるしく趣旨に

１０月２６日（日） １０時〜１５時３０分

反するものはこの限りではあり

会場■滋賀県立近江高等技術専門校

（企画課）
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

子育てサロン

みんなでたのしく遊んだり、子育て

についておしゃべりしませんか？
日時・場所■A：
１０月１８日（土）１０時〜

各自でご持参ください。
お申し込み・お問い合わせ

ません）

福祉保健課 （有）
２-２０２１

掲示期間■１２月１０日（水）〜１７日（水）

（電）
４８-８１１５ （Ｆ）
４８-８１４３

男女共同参画フォトコンテスト
「わかちあう

仕事も家庭も

喜

日時■１０月２５日（土） １０時〜１６時

（テクノカレッジ近江）
米原市岩脇４１１-１

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

ｔａｋａｔｏｒ
ｉ
ｃ
ｌ
ｕｂ@ｈｏｔｍａ
ｉ
ｌ.ｃｏｍ
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｋａｔｏｒ
ｉ.ｃｃ/

ご存じですか？行政相談委員

〜ききます、とどけます、あなたの声を行政に〜
相談相手として、国の事務に関する苦
情などの相談を受け付け、助言や関

て表彰します。入賞作品は、県の

入場料■無料

係行政機関に対する通知などを行っ

ホームページにも掲載します。

お問い合わせ

ています。国の事務（県・市町に委任し

す。協力、チャレンジ、思いやり……

主 催 ■ 滋 賀 県 湖 東 地 域 振 興 局・

大滝幼稚園

テーマからイメージされる場面や風
景などを撮影してご応募ください。

お問い合わせ
滋賀行政評価事務所行政相談課
（電）
０７７-５２３-１１００
総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

平成２０年度—
下水道排水設備工事—
責任技術者試験

試験日■平成２１年２月２３日（月） 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■１０月２７日（月）〜１１月１３
１７時

内容■ものづくり教室、技能競技大

Ｂ：
１０月２０日（月）１０時〜

（日曜・祝日の場合は翌日）

（高取山ふれあい公園）

バシティホールにて開催予定の

会、実演ほか

亘さん

日（木）
（土・日・祝日を除く）の９時〜

行政相談委員は、皆さんの身近な

男女共同参画フォーラムにおい

相談委員■松居

（電）
４９-０635

対象■小学生とその家族、中学生、高校生

びも」をテーマとした写真を募集しま

広報たが 2008年10月号

「おうみものづくりフェア
（技能フェア２００８）」開催

場所■高取山ふれあい公園

発表・表彰■平成２１年１月３１日（土）ビ

清涼ファミリーステーション

内容■親子体操・おしゃべりタイム ほ

「やまのこ」事業の支援に充てられま

察署・湖東地域振興局 ほか）

楽市は合同開催します。詳しくは、後

ふるさとまつり実行委員会事務局

わたしのまちの—
行政相談委員

地域住民の皆さんに「安全なまちづ

１０月１８日（土）

募集内容■「わかちあう 仕事も家庭

間有識者に委嘱した方であり、
ご相談
は無料・予約不要・秘密厳守です。

四手・大岡・八重練・土田・芹谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円・
木曽・久徳・月之木・中川原

か（動きやすい服装でお越しくださ

相談委員法に基づき、総務大臣が民

が開催されます。チェンソーを駆使

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

多賀ふるさと楽市の—
お知らせ

相談ください。行政相談委員は、行政

し、芸術家とアスリートの両面を持

１０月１１日（土）

指定時間は、いずれも７時から９時３０分までです。
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きは、お気軽に行政相談委員までご

が一体となって取り組みます。

今年の秋も、ふるさとまつりとたが

険、労災保険、戸籍、登記、国税などと

〜必ずお守りください！〜

★事業活動（農業も含みます）
により発生したものは出せ

なお、収集日当日は交通渋滞が予想されますので、各

大津市南郷５丁目２-１４

おうみものづくりフェア
（技能フェア

ている事務なども一部含みます。）
と

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・

２００８）実行委員会事務局

しては、たとえば、国道、一級河川、年

多賀町

滋賀県職業能力開発協会内

金、健康保険、生活保護、郵便、雇用保

申し込み書配布および受付場所■
公営企業課（下水道係）
お問い合わせ
公営企業課（下水道係）
（有）
２-２０１５ （電）
４８-８１２５
財団法人滋賀県建設技術センター
（電）
０７７-５６５-０２１６

よろず相談
今月の相談日■１０月１６日（木）
来月の相談日■11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

広報たが 2008年10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

１１月18日（火） 受付時間▶１０：００〜１１：００

子どもの健康、子育て等について受け付けています。

すこやか相談

１１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
４カ月児健診（離乳食教室）
１１月１０日（月） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年６月生まれの乳児

１０カ月児健診

１１月１０日（月） 受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ１９年１２月生まれの乳児

１歳６カ月児健診

１１月５日（水） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ１９年４月・
５月生まれの幼児

赤ちゃんサロン

１１月１４日（金） 受付時間▶１０：００〜１０：１０
０歳代の親子

予防接種

月曜日〜金曜日

ひろばの案内

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
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、
クリスマスに向けての活動やゲーム遊び・わ
らべ歌遊びを親子でします。一緒に楽しみませんか。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」
（各公共施設に掲
示）
で、
お知らせしています。

広報たが 2008年10月号
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勤労者体育センター

も当クラブの教室から
『キッズビクス

会員のための無料サークルです。

ダンス教室 』の生徒さんが元気いっ

体験も歓迎！

ぱいのダンスを披露します。皆さんお

★バドミントン／ 毎 週 水 曜日、
９時

誘い合わせの上、ぜひとも見に来てく

３０分〜１１時。毎週金曜日、
１９時

※フリースポーツは持ち込み自由で

ださいね。

〜２１時。どちらも勤労者体育セン

好きなスポーツが楽しめますが、ほ

ター

かの利用者に迷惑のかかるスポー

さて、運動不足の方、体を動かすの
が好きな方はやまびこクラブでリフ

★卓球／毎週金曜日、
１９時〜２１時。
滝の宮スポーツ公園

★フリースポーツ／毎週土曜日
（第５

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました →

ツはご遠慮くださいね。

http://www.yamabiko.tagatown.com

おたのしみクイズまちがいさがし

１１月１９日（水） １０：００〜１２：００
カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）

先月号の答え
② 3カ所
でした

１１月に１歳のお誕生日を迎えるお子さんがおられる
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。
※10月のお誕生会は、10月8日（水）10時からに変更
になりました。

おしゃべりデー
１１月２５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す。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

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

開催）』の季節がやってきました！今回

ペンギン広場（１歳児）
１０月〜３月生

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

土曜日除く）、
１９時３０分〜２１時。

１１月１２日（水） １０：００〜１２：００

１１月１４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。

レッシュしてみませんか？

ペンギン広場（１歳児）
４月〜９月生

１１月１１日（火） 受付時間▶１３：３０〜１４：００

１期初回 ３〜８週間隔で３回接種
１期追加 ３回目接種日から、
１年後に1回接種
小菅医院 多賀診療所 １１月５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。
■各健診や予防接種には、必ず母子手帳・予診表をご
持参ください。■１才６カ月児健診を受けられる方は、
歯ブラシとコップを持ってきてください。■１０カ月児
健診には、お子さんと同居されているおばあちゃん・お
じいちゃんもぜひおいでください。

今年も『ふるさと楽市（１０月１９日

１１月２６日（水） １０：００〜１２：００

ＢＣＧ

三種混合

yamabiko@pcm.ne.jp

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）

１１月４日（火）または５日（水） １０：００〜１２：００
１歳のお誕生会

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

11月の利用講習会日程
13:30〜14:30

14日（金）15:00〜16:00

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

す。何カ所あるでしょうか？

① 1カ所 ② 3カ所 ③ 5カ所

13:30〜14:30／17:30〜18:30

体力測定
利用講習会

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

だきます。

ト）やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

生まれました！
こんどう

せ

な

利用できな

☆近藤

い日■毎週日曜日、
第2・第4月曜日
（第2・第4月曜日が祝

☆藤野

航平（守清・美智子）

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。

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
千流（和浩・由香里）

トレーニング室利用時間■10:00〜20:30

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

利用講習会

22日（土）15:00〜16:00／19:00〜20:00

締め切りは10月29日（水）です。正解者の中

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

メール・有線ＦＡＸでもOKです。

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

ふ じ の

こうへい

おくやみ申し上げます
◆大林

シズ

８５歳

◆久保

な津

９６歳

◆髙木惠美子

６９歳

◆西村

まつ

８８歳

◆大辻

吉造

８９歳

結婚しました！
佐藤

雅之

池澤

麻希

樋栄

隆一

大里

綾子

♥
♥

（敬称略）

ひとのうごき

平成20年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,219人 （− 4）
■男性
3,928人 （＋ 1）
■女性
4,291人 （− 5）
■世帯数
2,676世帯（＋ 3）

お詫びと訂正■広 報たが９月号、
１７ページの「企画展示〜「重源」〜」の期間で、
「９月２１日（日）〜」が、正しくは「９月２０日（土）〜」でした。
お詫びして訂正いたします。
広報たが 2008年10月号
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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

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

10

（金）
日

と

24

（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■秋本番を迎えて、食欲・芸術・音楽・スポーツ・
読書など何をするにも適した季節となりました。皆さん
はどんな秋を過ごされますか。■さて、今年も、多賀ふる
さと楽市を今月１０月１９日（日）に、多賀大社前駅前から絵
馬通り一帯で開催します。ふるさと多賀再発見と題し、さ
まざまなステージやイベントを計画しています。秋の一
日を家族や友人の方とお楽しみください。多くの皆さん
のお越しをお待ちしています。
kikaku@tagatown.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

