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まちの話題

多賀 ふるさと楽市

１０月１９日、多賀大社前駅前から門前町絵馬通り一帯を会場に、
「多賀

ふるさと楽市」が行われました。
駅前から絵馬通りにかけてさまざまなイベントが行われたり、多くの模
擬店やフリーマーケットなどが出店し、会場一帯、多くの人たちでにぎわい

まちの話題

ました。また、今回は、
「多賀ふるさと再発見」と題し、木工体験やそばがき
体験など地元の良さを再発見する体験スタンプラリーや地元の特産品な

どが当たる抽選会など、ふるさとの良さを再発見する内容でした。会場に
お越しいただいた皆さんありがとうございました。

▲牛さんもお出迎え！
？
▲ダイナミックなチェンソーアートの技

▲オープニングはバンド演奏♪

▲元気いっぱいのキッズビクスダンス

▲手打ち多賀そばも大盛況！

▲レトロなおもちゃ遊び

▲文化展は力作ぞろい
▲日ごろの成果を披露

銭太鼓

▲元気な歌声を披露してくれました！

▲盛り上がりました！お楽しみ抽選会
広報たが 2008年11月号

2

▲民謡

琵琶湖舟唄

▲近江猿楽多賀座による演舞

▲迫力あるヨサコイソーラン

▲美しいメロディ 多賀中吹奏楽部

▲フリーマーケットも大人気

▲体験コーナーにも多くの参加者

▲絵馬通りも大にぎわい

▲新鮮な地元の野菜もいっぱい

▲かみしばいではたくさんの子どもたち

▲受付ではささゆりむすめさんがお出迎え
広報たが 2008年11月号
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まちの話題

まちの話題

第１１回 たかとり森の運動会

職場体験

丸太を使ったさまざまな競技に挑戦！

貴重な体験をしました！

１０月５日、高取山ふれあい公園に

参加者は、
「 丸太積み」
「丸太切り」

バードコールなどのものづくりや宝探

て、第１１回たかとり森の運動会が行

「ロープ上げ」
「いがぐりバスケット」

しも行われ、
盛り上がりを見せました。

われました。当日は雨のお天気でした

などの競技に挑戦しました。大人も子

が、秋の休日を皆さん楽しまれていま

どもも夢中になって、早さや高さなど

それぞれの種目の優勝者などに豪華

した。

を競いました。ほかにも、竹とんぼや

商品がプレゼントされました。

競技終了後には、表彰式が行われ、

多賀中学校の２年生は、
８月６日〜１２日の間ののべ５日間、町内で職場体験をしました。今回は、その職場体験記の一
部を紹介します。
ピエロ 安田

晴香

私たちは、パーマのときの助手で

した。ヘアーファッションなら、
ピエロ

魚類調査や解剖、事務関係のことな

におまかせ！

どです。そのほかにも、たくさんあり

ロット渡しをしたり、外すこともしまし
た。ほかには、切った髪の毛を掃いた
りして、
とてもよい経験をさせていた

ます。解剖は、
くさくてグロテスクでた
博物館

藤本

晃規

事前訪問の時、解剖がしたいといっ

だきました。ピエロでは、
パーマやカッ

たら、一日目から解剖することになり、

ト、
カラーなどを主としてされていま

ビックリしました。博物館の仕事は、

いへんでしたが、そのおかげで、私た
ちは貴重な資料を目にすることがで
きるのだと思いました。
加藤商店

秋山

健太

主にダンボールへの詰め込みや、
機械への袋補充をしました。たいへん
でしたが、おもしろかったです。ふだ
んは、機械の整備や昆布の入った袋
を箱に詰めたりなどの仕事をしてお
られます。乾物の品質管理のために、
成分検出や異物の除去など、きびし
い目で検査をされています。ここでも
私たちの食卓が守られています。
コイド（株） 小林 ひかる
コイドに職場体験に行って、恋土を
使った野菜などを試食したり、微生物
の観察をしたりして、
とてもいい体験
ができました。コイドでは、田んぼの
水質調査や、恋土の販売など、
さまざ
まな広い範囲で、環境のために、取り
組んでいるところです。

救急法講習会

いざというときのために……

トイレットペーパー寄贈

９月の 防 災 月間にあわせ 、
２９日

がありました。救急車が到着するまで

す。そういう事態に遭ったとき、落ち

にふ れあ い の 郷 で 、救 急 法 講 習 会

の時間、その場に居合わせた人が心

着いて対応できるようにしたいもの

が開催され、
３５人の方が受講され

肺蘇生法を行うことは重要なことで

です。

ました。
福祉保健課長、赤十字奉仕団委員
長のあいさつの後、奉仕団員の平木

再生のトイレットペーパーを寄贈いただきました
９月２９日、大日本スクリーン製造
株式会社多賀事業所から多賀町へ、
再生トイレットペーパー３００巻を寄
贈いただきました。

善成さんから、阪神淡路大震災後の

これは、環境保護や地域貢献の取

神戸での仕事を通じて経験されたこ

り組みの一環として、事業所から排出

とをお話していただきました。

される廃棄物（廃ＯＡ紙）を循環利用

続いて、日本赤十字社滋賀県支部

し、
トイレットペーパーに再生された

の救急法指導員による、心肺蘇生法

ものです。町では、公共施設等で有効

や傷病者の搬送方法などの実技講習

利用していきます。
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決
平成19年度決算

平成19年度

多賀町の財政状況

〜家計にみたてて〜

平成１９度の一般会計の歳入歳出

予算現額３９億９,２０７万円に対する

額は１億２,１７４万円の黒字決算とな

入を、内側にそれぞれが家計では何

りました。

にあたるかを表しています。

歳入決算額は４０億２,６４３万円（前

下記の円グラフは、町の財政状況

また、歳出のグラフにおいても、外

年度と比較して１,７１３万円、
０.４％

を皆さんにわかりやすくお伝えする

側に町の歳出を性質別に分け、それ

の増加）、歳出決算額は３９億４６９万

ために、町の財政規模を５００万円の

ぞれが家計では何にあたるかを内側

円（前年度と比較して２,４６６万円、

家計に見立てて、図解してみました。

の円に示しています。

歳入のグラフでは、外側に町の歳

０.６％の増加）
となり、歳入歳出差引

基 金 残 高 は 、財 政 調 整 基 金 が

５億２,６１０万円減って４５億９,０６３万

と比較すると２億３,９４１万円増えて

１億７,０８５万円増えて７億３,０２０万

円となりました。町民一人当たりに換算

１９億９,８９７万円、歳出でもっとも多い

円、減債基金が２億４,６１１万円減って

すると約５６万円（前年度より６万円の減

のは公債費で前年度から３億４,５７１万

３億２,０８７万円になりました。

平成19年度 特別会計および企業会計決算
会計名
収入済額
国民健康保険事業
7億3,058万2千円
老人保健事業
8億4,441万8千円
介護保険事業
5億9,450万1千円
住宅団地造成事業
1,956万円
多賀町育英事業
328万5千円
びわ湖東部中核工業団地
512万2千円
公共緑地維持管理
多賀財産区管理会
24万円
大滝財産区管理会
118万9千円
霊仙財産区管理会
43万2千円
下水道事業
7億7,743万円
農業集落排水事業
2億8,072万4千円
水道事業
4億460万6千円
総計
36億6,208万9千円

年額 44万8千円
月額 3万7,317円

年額 59万2千円
月額 4万9,365円

歳出

年額 23万5千円
月額 1万9,607円

4.9%

10.4%

0.4%

壁の張替え、
雨漏り修理、庭の葉刈等
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年額 31万1千円 前年から
月額 2万5,898円 の繰越

年額 51万7千円
月額 4万3,056円

年額 16万1千円
月額 1万3,378円

23.2%

40億2,642万9千円
万円の家計

町税
19億9,896万6千円

49.6%

家族で得た
収入

年額 269万4千円
月額 22万4,540円

年額 147万6千円
月額 12万3,006円

国庫支出金
1億112万5千円

源

公債費
9億528万5千円

2.5%

県税交付金
1億2,450万6千円

3.2%

地方譲与税
5,483万8千円
投資的経費
4億707万5千円

3.2%

財

県支出金
1億9,650万2千円

6.2%

繰越金 1億2,927万4千円

歳入

親などからの
支援

2億5,025万9千円

源

年額 50万6千円
月額 4万2,125円

７０.０
（３５０.０）

定期預金の
解約

借入金

4.8%

年額 112万4千円
月額 9万3,682円

家の増改築、
車の買い替え等

１２.３
（２５.０）

実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は、
「－」を記載しています。
早期健全化基準を括弧内に記載しています。

扶助費
1億8,947万4千円

借金返済

年額 68万7千円
月額 5万7,225円

14.2%

医療費、学費等

39億468万6千円
万円の家計

光熱水費、
家電修理、被服費等

物件費
5億5,299万1千円

17.4%

年額 101万7千円
月額 8万4,719円

（２０.００）

町債
2億8,840万9千円

地方交付税
7億32万3千円

食費

連結実質赤字比率 実質公債費比率

基金繰入金

財

各種保険料、
小遣い

年額 1万8千円
月額 1,502円

（１５.００）

（単位：％）
将来負担比率

主

年額 9千円
月額 733円

補助費
4億7,703万9千円

実質赤字比率

6万2千円
41万6千円
5万円
6億7,362万3千円
2億7,449万6千円
3億7,771万3千円
34億8,439万円

存

年額 21万4千円
月額 1万7,792円

株式投資等

維持補修費
1,451万4千円

319万8千円

21.0%
親への仕送り、
子どもへの
仕送り

貯金

会計も資金不足額はありませんでした。

自

0.2%

次のとおりです。なお、公営企業会計等の資金不足比率については、いずれの

依

投資および
出資金・貸付金
708万6千円

平成２０年４月から一部施行された財政の健全化に関する法律による指標は

支出済額
7億2,296万2千円
8億3,884万7千円
5億8,663万6千円
313万5千円
325万2千円

人件費
8億1,867万6千円

9.2%

12.2%

歳入でもっとも多い町税は、前年度

7.2%

繰出金
3億6,061万3千円

円増加し、
９億５２９万円になりました。

上償還を行ったことにより、前年度から

年額 15万1千円
月額 1万2,598円

4.4%

少）
になります。

平成１９年度末の地方債残高は繰

残ったお金

次年度への繰越金
1億2,174万3千円

積立金
1億7,193万3千円

算
平成19年度決算

財産収入 770万4千円

0.2%

1.4%

使用料および手数料 2,858万5千円

地方特例交付金
9,690万円

分担金および負担金 6,238万8千円

0.2%

交通安全対策特別交付金
167万6千円

0.0%

0.7%
1.5%

寄付金 226万3千円

0.1%

諸収入 6,992万2千円

1.7%
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社会を明るくする運動標語
福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@town.taga.lg.jp
社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動など
を展開しています。
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
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）

リサイクル……「びん」編
リサイクルの状況

節約につながります。平成１９年度（2007年

カレットとは、ガラスびんの原料になるガラ
スを細かく砕いたものです。このカレット利

度）のカレット利用率は９５.６％とかなり高い
数値を示しています。

友達の

えがおはいつも

９５.６％

大切に

池原

一明

ありがとう

きみのえがおで

よろこべる

石田

収斗

門川

菜月

分別の種類

きれいだね

小財

利輝

友達と

すごした時間

忘れない

重盛

美咲

友達と

笑顔であいさつ

七里

聖哉

友達は

心がなごむ

鈴木

琳花

いい、
ビールびんや一升びん、牛乳びんなどが

友達を

ているびんで、清涼飲料びんや、食料・調味料び

その例です。

ワンウェイびん…

楽しい会話

宝物

笑顔でいれば

みんな幸せ

何気ない

会話が育む

家族の絆

かけがえのない

リターナブルびん

笑顔は

みんなの

無色、茶色、そのほ

…買ったお店に引

かの色の３種類に

き取ってもらう。

友達は

１０年先も２０年先も

にっこりと
大切な

宝物

宝物

かわす笑顔が

家族の時間は

楽しい時

ずっと友達

髙橋

優斗

髙橋

伶奈

田中

浩輔

谷川

稜真

谷口菜々美

きずなを深める

忘れない

いつもとなりに

友達がいる

翔雅

壷田

佑紀

西川

瑠凪

平塚

愛香

笑って

友達の

スマイルいつも

宝物

古野優一郎

友達の

そばにいるって

あたたかい

堀江菜々子

いつも大事な

特徴です。
リターナブルびんは資源ごみとし

ルやワンウェイびんに比べて環境負荷が１／

て出さずに、買ったお店で引き取ってもらい

友達は

３〜１／６と小さいのがリターナブルびんの

ましょう。

友達と過ごす

絆を深めよう

辻

友達と

※分別回集して再生利用するとき、ペットボト

存在です

時間と笑顔が

友達は

いつまでたっても

友達は

いろんな笑顔で

笑顔はね
笑顔で

⇨

高橋絵里奈

大切にしよう

友達は

わります。

裕也

つなぐ糸

イびんとは、
１回だけの使用のためにつくられ

や、住宅の断熱材（ガラス繊維）、アスファルト

北川

友と友とを

繰り返し使用できるびんをリターナブルびんと

舗装（道路の材料）、
タイルなどとして生まれ変

真依

笑顔とは

ん」
と
「リターナブルびん」があります。ワンウェ

大切にしよう

神鳥

家族を

どんなときも

回収されたガラスびんは、新しいガラスびん

川原祥太郎

いつも支えられている

んなどが代表的です。一方、洗浄してそのまま

リサイクル後はこんなものに

家族は心強い存在

大切にする

うぐいすの声

ガラスびんには大きく分けて「ワンウェイび

出す。

私の宝
友達だ

あいさつ

あいことば

たのしい会話

いつもいっしょにいてくれる
絆とは

みんなをつなぐ

ふるさとは

友と友の

大切な友達は

私の宝物

かけ橋だ
思い出のステージ

友達との絆を

前田

結衣

前田

柚那

美濃部尚己

いっぱいだ

みんなをつなぐ

いろいろな出会いで

8

いつもつながっている

いつまでも

ふるさとの

（2007年度）

遼

友と友の思い出

友達は

ガラスびんのリサイクル率

秋山

ふるさとの

目には見えないけれど

分類し資源ごみに

広報たが 2008年11月号

ぼくのエネルギー

社会を明るくする運動標語

用率が高ければ高いほど、燃料や天然資源の

２０

【多賀小学校６年生】

年度

環境生活課 （有）2-2031 （電）48-8114 kankyo@town.taga.lg.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（８）〜

平成

もったいないステーション

深めよう

本池

英祐

森杉

愛梨

森杉

祐斗

山口

沙織

山本

愛美

山本

裕貴

渡邊

成美
広報たが 2008年11月号
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ねんきん・税

災害福祉マップ
彦根事務所

年金給付課 （電）
２３−１１１６

１１月は「ねんきん月間」です！

地域のひとり暮らし高齢者や障害をおもち
の方、あるいは乳幼児がいる子育て家庭など

ます。
情報の管理

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

は、自然災害が発生した時、自力で避難するこ

災害時安否確認台帳は、個人情報を含むた

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

とが困難であったり、避難先でも体調を崩さな

め、適切に管理するとともに、災害時に迅速な

と考え、公的年金制度への理解と信頼を深め

障害の状態になった場合に支給される
「障害基

いよう十分注意する必要があったり、それぞれ

対応をするため、福祉保健課、担当民生委員、

ていただく期間としています。

礎年金」、不幸にも妻と小さな子どもを残して

に応じた支援が必要である可能性が高いと考

地元区長の三者がそれぞれ共有することにな

亡くなった場合に支給される「遺族基礎年金」

えられます。

ります。

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。

があります。
これらの年金を確実に受給するためにも、保
険料は納期限までに納めましょう。

こうした方々が住んでいる場所や健康状況

そのため、
台帳への登録に同意していただけ

などが、あらかじめ把握できていれば、行政や

る方につきましては、情報共有に関する同意書

実際に災害が発生した時に対応する関係機関・

の提出を併せてお願いすることになります。

関係団体は、迅速に安否確認を行い、それぞれ

「国民年金保険料控除証明書」は大切に保管してください！
年末調整や確定申告のとき、国民年金保険
料を社会保険料控除として申告する場合は、
「国民年金保険料控除証明書」または「領収証

年末調整や確定申告を行うまでは大切に保
管してください。
控除証明書が届かない場合または紛失さ
れた場合は、滋賀社会保険事務局彦根事務所

末までに国民年金保険料を納付された方を対

（国民年金業務課）で再発行の手続きをして

象に「国民年金保険料控除証明書」を送付しま

ください。

税務課 （有）
２−２０４１ （電）
４８−８１１３ ｚｅ
ｉ@town.taga.lg.jp

たばこは町内で買いましょう

「新潟県中越沖地震」では、事前の備えとして

災害時安否確認台帳は、最新の状態に保つ
ために、更新作業を定期的に行います。

整備されていた要援護者台帳を活用し、被災
地のひとり暮らし高齢者等の安否確認を迅速
にすすめられたことが、全国的に紹介され、社
会的にも高い評価を得ました。

台帳登録の手続き
介護保険在宅要介護者の方、障害者の方に
ついては、福祉保健課から趣旨説明書と情報

こうしたことから、本町においても災害時へ

共有に関する同意書を設けた台帳を送付しま

の備えとして災害・緊急時安否確認台帳とこれ

すので、登録に同意していただける場合は、台

を基にした災害福祉マップを作成することとな

帳に必要事項を記入および署名していただき、

りましたので、
ご理解、台帳への登録の同意を

担当民生委員さんまたは福祉保健課にご提出

お願いします。

ください。そのほかの方で台帳登録される方に
ついては、担当民生委員さんまたは福祉保健

要援護者

課までお問い合わせください。

たばこには、
「たばこ税」
と呼ばれる税金が課

その「市町村たばこ税」算出の基礎となる要

要援護者とは、自然災害時に、何らかのハン

税されています。たばこ税は、間接税として購

素に「町内で何本のたばこが購入されたか」と

ディキャップを有するため、危険を察知できな

登録していただいている方については、
この台

入者が負担して支払う税です。そのたばこ税の

いう項目があります。つまり、町内でたばこを買

い、察知することが難しい、察知しても適切に

帳に替えるため、担当民生委員さんがこの台帳

一部が「市町村たばこ税」として販売元から各

えば買うほど、多賀町に納入される市町村たば

判断できない、あるいは自力で避難することが

への登録依頼のため訪問されますのでご協力

市町村に納付される仕組みになっています。

こ税が増えることになります。

できない、
または困難であることなどにより、行

ください。

政や消防団、自警団、地域の住民による支援が
必要な方々です。

たばこ税の内訳

なお、高齢者の方で『あんしん福祉カード』
に

—

このため、社会保険庁では、本年１月から９月

平成１９年３月「石川県能登半島地震」、
７月

定期的に更新

多賀町・多賀町民生委員児童委員協議会

書」を添付することが義務付けられています。

す。発送時期は１１月上旬です。

の人に応じた避難支援を行うことができます。

災
—害時一人も見逃さない運動

滋賀社会保険事務局

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@town.taga.lg.jp

自然災害などのいざという時のために！
災害・緊急時安否確認台帳、災害福祉マップ作成にご協力をお願いします

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@town.taga.lg.jp

また、提出していただいた台帳は、来年１月
末をめどにまとめる予定です。

たばこ１箱（２０本入り、
２９０円または３００円の場合）の税金は次のとおりです。
国

た

ば

こ

税 ７１．
０４円

台帳登録対象者
災害時安否確認台帳に登録される方は、要

た ばこ 特 別 税（ 国 ）１６．
４０円

介護者、障害者、妊産婦および乳幼児、子育て

県

らしになる高齢者、寝たきり高齢者、認知症高

た

ば

こ

税 ２１．
４８円

家庭、ひとり暮らし高齢者世帯や日中ひとり暮
齢者、常時特別な医療を必要とする患者、意思

町
消
合

た

ば
費

こ

税 ６５．
９６円（１本あたり３．
２９８円）

疎通が困難な外国人などです。

税 １３．
８０円（１箱３００円の場合１４．
２８円）

台帳の記載事項

計 １８８．
６８円（１箱３００円の場合１８９．
１６円）

平成１９年度に多賀町へ納入された町たばこ税は、
４,４５８万円あまりでした。
広報たが 2008年11月号
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災害時安否確認台帳には、氏名、住所、生年
月日のほか、家族などの緊急時の連絡先、かか
りつけ医などの状況や特記事項などを記載し

▲新潟県中越沖地震
広報たが 2008年11月号
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あいさつ運動・研究大会・スポーツ
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@town.taga.lg.jp

『あいさつの声が響く町、多賀』をめざして

こんにちは保健師です
インフルエンザは、
わが国最大の感染症。特に、乳幼児や高齢者がかかると重症化し、高齢者の
肺炎合併による死亡例も多く、乳幼児のインフルエンザ脳炎・脳症も警戒が必要です。また、新型イ
ンフルエンザの流行にも注意が必要です。

数年前、高取山ふれあい公

賀小学校・大滝小学校・多賀中学校で

賀の子どもたちの健やかな成長につ

は､文部科学省の「（幼） 小中連携教育

ながるものと考えます。そこで、
１１月

園の展望台に子どもと友人家

を『あいさつの声が響く町、多賀

く豊かな言の葉の町」をめざして､部

調月間』
として取り組みます。

主な症 状

す。その中の「家庭・地域教育力部会」

に、町民の皆さんの子どもたちへの

では､夏休み中の「親子読書タイムの

温かい言葉がけをよろしくお願いし

推進」の呼びかけを行い､保護者の皆

ます。

インフルエンザ徹底対策

予防のための大作戦！

会や小委員会を設け取り組んでいま

強

この取り組みをご紹介するととも

さんからも多くの感想のご協力を得

族と登った時のことです。
最初はただ簡単な気持ちで
天望台までただ行くだけの目
標でした。
いざ登ってみると登山をし
ているはずなのに下ってみた

ましたこと､厚くお礼申しあげます。あ

り、
また見覚えのある風景を見

りがとうございました。

たことのない角度から見せて

さて、多賀中学校の生徒に聞いた

くれたりと、
たった２時間くらい

「家庭でふやしたい言葉」のアンケー

の道のりでしたが、道中での新

的。抗体ができるまでに１〜２週間かかります。

トで、
「あいさつの言葉」がその多く

感染するため、
こまめに手を洗う習慣をつけ

乳児（１歳未満児）は、生後６カ月過ぎから受け

をしめていました。
「朝夕のあいさつ」

発見、天望台での達成感、そし

ましょう。

られますが、
１歳未満の赤ちゃんでは有効性が

をはじめ、
「 ありがとう」
・
「ごめんなさ

て全身の疲労感はある意味爽

低いといわれています。

い」など、
「あいさつの声が響く町」が

快でした。

①手洗い作戦……ウイルスは手などを介して

②うがいでのどを清潔にしておく作戦……うが
いは、のどを清潔にし、
ウイルスをとりつきに
くくする効果が期待できます。外出から戻っ

（こどもの予防接種については、公費負担は
ありません。）

社会教育課 （有）
３-３７４０ （電）
４８-１８００ ｓ-ｅｄ@town.taga.lg.jp

６５歳以上の方の予防接種

近畿地区社会教育研究大会で発表

たときは、
うがいをする習慣を身につけま
しょう。
③からだをあたためる作戦……寒さは呼吸器

多賀町では、
１回分の予防接種の費用の一

の血液循環を悪くし、
からだの抵抗力を弱め

部を公費で負担しています。

ます。からだを冷やさないよう、あたたかい

対象者■多賀町に住民登録のある接種日に満

多賀町社会教育委員長

野村茂太郎

『つながりのある豊かな地域社会

た。実績に裏付けされた報告には重

をめざして〜社会教育委員の役割

みがあり、高橋さんの熱い思いと相

後日、思ったのですが、日ご
ろの運動（ウォーキングやゴル
フ等）もやはり目標を設定し、
毎回何かを進歩するために発
見しようとする気持ちをもって
プレイすることで、結果的に達

食事をとったり、外出時はあたたかい服装を

６５歳以上の方

〜』をスローガンに近畿地区社会教

まって参加者に大きな共感を呼び、そ

心がけましょう。ただし、厚着しすぎは逆効果

６０〜６４歳の心・腎臓・呼吸器機能不全者

育研究大会が９月４日、
５日の２日間

の後の分科会では活発な質疑応答が

成感、充実感のある心身とも

です。

やＨＩＶウイルス感染者等で身体障害者手

にわたり大阪で開催されました。

展開されました。

に最高にいい結果につながる

できるだけ人込みに行かない。多く人が集ま
る場所をさける。マスクをする。また、かかっ
たら、人に感染させないためにもマスクをす
るのはエチケット。
⑤予防接種（ワクチン）作戦……いちばん確実

帳１級程度の方
実施期間■平成２０年１１月１日〜１２月末
（医療機関により異なります）

大会は、
１日目の全体集会と２日目

改めて、
自然と共生した天究館のあ

の各会場に分かれてテーマごとに討

る多賀町のすばらしさと高橋さんの

議する分科会で構成されています。

情熱を再認識した大会でした。

接種料金■１,０００円（接種料金４,０００円のう

この分科会に滋賀県代表として、多

ち、
３０００円を町で負担します）を接種当

賀町社会教育委員でダイニックアス

日に医療機関へお支払いください。

トロパーク天究館長の高橋進さんが

な方法は、予防接種。とくに、
６５歳以上の高
接種方法

域づくり』
をテーマに活動報告の発表

感染すると重症化しやすいので、流行する前

・後日、
６５歳以上の方を対象に個別にご案内・

をされました。

こどもの予防接種
１３歳未満の子どもはもともと免疫がなく抗
体がつきにくいため、
２回接種したほうが効果

のではないでしょうか。

『天体観測を通しての環境教育と地

齢者や慢性疾患など持病のある人、
こどもは
の接種を心がけましょう。

12

多賀の子どもたちの願いであり、多

実践研究事業」の指定を受け､「 美し

治 療 法

目 標

現在､多賀幼稚園・大滝幼稚園・多

カゼ
発
症 徐々に
初期症状 くしゃみ、鼻水、咽頭乾燥感
潜伏期間
感染期間
原
因
感染経路

インフルエンザ
急激
発熱、寒気、頭痛
38℃以上の発熱、
筋肉痛や関節痛などの全身
鼻水、鼻づまり、喉の痛み
症状、せき、たん、悪寒
2〜3（〜5）
日
1〜2
（〜3）
日
1〜4（〜10）
日
1〜3
（〜7）
日
ライノウイルス、
コロナウイルスなど インフルエンザウイルス
接触感染、飛沫感染
飛沫感染および空気感染
抗インフルエンザ薬、
安静、水分補給、保温など
安静にするなどの対症療法
の対症療法

１１月 あいさつ強調月間
−小中連携教育実践研究事業（家庭・地域教育力部会）の取り組み−

体育指導委員かわらばん

(有)２-１６２５ (電)４８-１６２５ bg@town.taga.lg.jp

インフルエンザとカゼの違いを見極めることが大切

④ウイルスから避難する作戦……流行時には

広報たが—2008年11月号

あいさつ強調月間

Ｂ＆Ｇ海洋センター

この冬、
インフルエンザに負けないために！
抵抗力が弱い子どもや高齢者を守る！

けんこう

予診票等を送付します。

１９８７年に開設してから２０年あま

・説明書をよく読んでいただいて、指定の医

り、天究館ですすめている天文学を通

療機関へ事前に電話予約してください。

しての環境教育と、その運営におけ

・別添の予診票にご記入のうえ、受診してくだ
さい。

る行政・ボランティア・企業の三位一体
体制確立への過程の紹介がありまし
広報たが—2008年11月号
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発足

いくせい

役場メールアドレス変更
社会教育課 （有）
３−３９６２ （電）
４８−１８００ ｓ-ｅｄ@town.taga.lg.jp

〜青少年育成大会に大勢ご参加ください〜
多賀町青少年育成町民会議会長

周年を迎えて

４０

山本房子

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

役場のメールアドレスがかわります
１１月１日から、役場の各課や各施設などのメールアドレスが新しくなります。

晩秋の候、町民の皆さん・特別会員の皆さ

さんのご協力を得て、現在も続いています。

んには、多賀町青少年育成町民会議の活動に

最近では、敏満寺地先自動販売機撤去運動

ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございま

があります。犬上少年センターと連携し、関係

す。

者の皆さんのたいへんな努力で平成１６年１２

今年は、本会議が昭和４４年３月に発足して

月に終結し、以後設置は、皆無です。

４０周年の記念の年にあたります。以来４０年

そのほか、さまざまな環境浄化活動や家庭

間本会議は、青少年に関わる組織や団体と力

教育の啓発活動等は、青少年の健全育成に大

を結集して、
さまざまな取り組みや運動を展開

きな力となりました。

し、青少年の健全育成に努力を続けてきまし
た。その活動の中心となって活躍された今まで
の役員と関係者の皆さんのご尽力に対し厚く
感謝と敬意を申し上げます。

現代は、青少年の「安心・安全を守る」という
ことが緊急の課題となっています。
めざましく発達・普及している携帯電話等情
報機器の功罪については、平成１９年度から研

『子どもは、社会を写す鏡』
といいます。大人

修や啓発活動を行っています。

自身の生き方と大人がつくり上げてきた社会

第４０回青少年育成大会は、
１１月２３日（日・

の在り方が、今日の青少年をめぐる問題に多大

祝）
１２時４０分から中央公民館で開催します。

な影響を与えていると考えられます。

「小・中学生の主張や体験発表は、聞いていて

４０周年の節目は、私たち大人が足元を見つ

感動します」と毎回参加くださる方もおられま

め直し、誠実に生きる姿勢を青少年に示す契機

す。講演は、彦根市出身でＮＰＯ法人「日本政策

だと思います。

フロンティア」等で幅広くご活躍の小田全宏さ

４０年間の歩みの中で特筆すべきは、
自動販

んです。フルート演奏もあるかもしれません。

売機深夜停止運動です。昭和５３年町民憲章が

スタッフ一同意義ある大会になるようにがん

制定され、
「清くたくましい青少年のそだつ、健

ばっています。

全な町をつくります」の具現化にむけた取り組

次世代の多賀町を担う青少年の健全育成

みのひとつです。当時の役員や関係者の皆さ

は、先を歩む私たち大人が『地域総ぐるみ』で

んが３年間熱意あふれる活動をされ、昭和５６

取り組むべき使命と責任があると思います。

年１２月、全国に先駆けて実施されました。午後
１１時から翌朝午前５時までの営業自粛は、皆

今後とも皆さんのご協力・ご支援をよろしく
お願い申し上げます。

なお、
これまでのメールアドレス
（○○○@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊｐ）
も平成２１年３月３１日までは利用可
能です。
課

名

等

新メールアドレス

課

名

等

新メールアドレス

町長への手紙 tegami@town.taga.lg.jp

ダ ム 対 策 課 dam@town.taga.lg.jp

総

務

課 soumu@town.taga.lg.jp

議 会 事 務 局 gikai@town.taga.lg.jp

企

画

課 kikaku@town.taga.lg.jp

福 祉 保 健 課 fukushi@town.taga.lg.jp

税

務

課 zei@town.taga.lg.jp

学 校 教 育 課 g-ed@town.taga.lg.jp

会

計

室 kaikei@town.taga.lg.jp

管

環 境 生 活 課 kankyo@town.taga.lg.jp
建

設

課 kensetsu@town.taga.lg.jp

理

課 k-ed@town.taga.lg.jp

社会教育課
（中央公民館） s-ed@town.taga.lg.jp
Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 bg@town.taga.lg.jp
セ ン タ ー

農 林 商 工 課 norin@town.taga.lg.jp

博

物

館 museum@town.taga.lg.jp

公 営 企 業 課 suido@town.taga.lg.jp
上
水
道

図

書

館 tosho@town.taga.lg.jp

公 営 企 業 課 gesui@town.taga.lg.jp
下
水
道

文
化
財
セ ン タ ー bunkazai@town.taga.lg.jp

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

自治宝くじ助成事業
平成２０年度コミュニティ助成事業（宝くじ助
成）の助成を受け、楢崎区において公衆トイレ

た。今回の整備によって、より活発なコミュニ
ティ活動が期待されます。

の整備ならびに掲示板の設置を実施されまし

▲昨年の育成大会のようす
広報たが 2008年11月号
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▲落書き消し隊の活動
広報たが 2008年11月号

15

特別支援教育支援員

年度全国学力・学習状況調査における調査結果から

教育委員会事務局学校教育課 （有）
２-3741 （電）
４８-8123 ｇ-ｅｄ@town.taga.lg.jp

教育委員事務局学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ-ｅｄ@town.taga.lg.jp

実施日

◆特別支援教育とは

４月２２日
公表日
８月２９日
対象

は得意としているものの、敬語や同音異義語な

障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参

な指導および必要な支援を行うものです。

ど文脈中に適切に活用することに課題がある。

加に向けた主体的な取り組みを支援するとい

これまでの特殊教育の対象の障害だけでな

また、表現に注意しながら文章は読むことがで

う視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教

く、知的な遅れのない発達障害を含めて特別

きるものの、自分の考えを条件に即して書くこ

育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生

な支援を必要とするすべての学校・学級におい

とに課題がある。

活上の困難を改善または克服するため、適切

て実施されるものです。

①学校の指導や個々の児童生徒で課題を見つ

〈中学校：数学〉

小学校６年生と中学校３年生

け改善につなげる。

基礎・基本が定着している。
しかし、式の変形

◆今学校では

②良い点についてはさらに成長させる。

やグラフやデータを基に情報を得るなどで課

※学校間や個人の序列を明らかにするために

題がある。特に、与えられた数値から情報を読

特別支援の必要な児童生徒は、小・中学校の

体不自由、情緒等の障害があっても通常の学

実施されたものではありません。また、学力

みとり的確に処理することはできるが、事象を

通常の学校に在籍している児童生徒のうち、学

級で学習することが多く、学校における日常生

の特定の一部分をとらえた調査で、
すべてを

数学的に解釈し、その結果や問題解決の方法

習や生活の面で特別な支援が必要な児童生徒

活上の介助や、
ＬＤの児童生徒に対する学習支

はかることはできません。

を数学的な表現を用いて説明することには課

が、約６％程度の割合で存在する可能性があり

援、
ＡＤＨＤの児童生徒に対する安全確認など

題がある。

ます。また、知的障害だけでなく弱視、難聴、肢

学習活動上の支援が必要となっています。

調査内容
・国語、算数・数学を出題。
「知識」に関する問
題と、
「活用」
（知識・技能等を実生活のさまざ
まな場面に活用する力など）
に関する問題で
出題。
・生活習慣・学習環境等に関する質問も実施。
調査結果
・今回の調査結果を見る限り、小学校は、全国
平均よりやや劣り、本県平均レベル並み。中
学校は、全国ならびに本県平均レベルよりや
や優れている。
教科に関する内容
〈小学校：国語〉
全町的に、
「 書くこと」を課題にしている。特
に、大滝小では「読むこと」を、多賀小では「話

生活に関する内容
〈小学校〉
①「家で食事をする時、
ＴＶを見ないようにして

「ＬＤ」
（学習障害）……知能が遅れていない
のに、いつまでも文字が読めなかったり、国

りというように、知能などの発達にアンバラ
ンスがあるこどもたちです。

いる」
「今住んでいる地域の行事によく参加

語はよくできるのに算数はさっぱりだったり、

をしている。」で好結果。

成績はよいけれど遊びやスポーツのルール

ｐ://ｗｗｗ.ｎｏｒｍａｎｅｔ.ｎｅ.ｊ
ｐ/~ｚｅｎｋｏｋ
ｌ
ｄ/ｗ

が理解できず、みんなと一緒に遊べなかった

ｈａｔ
ｌ
ｄ.ｈｔｍｌ＞

②「勉強時間」が短く、
「テレビ、
ビデオ、
ＤＶＤの

＜引用：
「全国ＬＤ
（学習障害）親の会」
ｈｔｔ

時間が３時間以上」で長い。テレビの視聴時
間が短いほど正答率が高い。
③「国語が嫌い」で「読書」が少なく、
「ニュー
ス」には関心がない。
「算数」は好きである。
読書が多いほど、国語の正答率が高い。
④「家の手伝い」
「家の人と学校での出来事に
ついての話」が短い。
〈中学校〉

「ＡＤＨＤ」
（注意欠陥・多動性障害）……学校

つ車イスの障害者に、
１００ｍ全力疾走しろ

での勉強で、細かいところまで注意を払わな

というようなものです。知的な遅れはありま

かったり、不注意な間違いをしたりする。課題

せん。感情を自分自身でうまくコントロール

や遊びの活動で注意を集中し続けることが

できないだけなのです。そのことに行きづら

難しい。落ち着きがなく、注意力が散漫で、感

さを感じているのは本人です。周囲の大人

情をコントロールできない、
といったものが

は、それをきちんと理解し、
ＡＤＨＤの子ども

あげられます。それは決して本人の努力不足

と向き合っていく必要があります。

す・聞く」
ことを課題としている。具体的には、目

①「今住んでいる地域の行事」によく参加をし、

や親のしつけの問題ではありません。
ＡＤＨ

＜引用：
「よく分かるＡＤＨＤ」
ｈｔｔｐ://ｗｗ

的に応じて段落の内容を読みとることや、資料

「家の人との会話」も多い。会話が多い者ほ

Ｄは障害なのです。自分の力だけでその症

ｗ.ｙｏｋｕｗａｋａｒｕ-ａｄｈｄ.ｃｏｍ/ａｄｈｄ/ｓｙｍｐ

状を抑えることは不可能です。足に障害をも

ｔｏｍ.ｈｔｍｌ＞

話し手の意図を考えながら話を聞くことはでき
るものの、目的に応じて情報を読みとり、自分
の考えを条件に合わせて書くことに課題があ
る。
〈小学校：算数〉
全町的に、計算問題の練習を積み重ねてい

16

「話すこと・聞くこと」
「書くこと」
「読むこと」

調査目的

から分かる内容を書くことに課題がある。また、

広報たが 2008年11月号

〈中学校：国語〉

ど、正答率が高い。
②「テストで間違えた問題を見直す」ことが苦
手である。
③「数学」は好きで「国語」は嫌いである。また、
「ニュース」には関心が薄い。
まとめ

◆特別支援教育支援員の配置
本町では、特別支援の必要な児童生徒に対
して、平成１９年１０月から「特別支援教育支援

学校では、授業が基本です。授業中は、私語

員」を町内小中学校３校に１人ずつ配置し、日

て成果が出ている。
しかし、距離の計算や割合、

をしないで先生の話をしっかりと聞き、
ノートを

常生活の介助や、教室を飛び出したり、パニッ

図形での発展問題
（応用）
を課題としている。特

取りましょう。また、国語が好きになるには、
テレ

クを起こして授業に参加できなくなった児童生

に、面積についての感覚が育っていない。さら

ビやゲームの時間を減らして「読書」や新聞を

徒の安全確保、学習の準備や援助を行うため

に、
グラフから情報を読みとることはできるも

読みましょう。さらに、
「学校での出来事を語りあ

に配置しています。

のの、割合の考えを用いて正誤を判断し記述

う」などして、
「早寝・早起き・朝ご飯」など基本的

平成２０年１０月から、児童・生徒数が一番町

するや、
２つのグラフの特徴等をもとにそのち

な生活習慣（リズム）
を保つようにしていただく

内で多い多賀小学校に、新たに２人の「特別支

がいを説明することに課題がある。

よう、
各家庭でのご協力をお願いします。

援教育支援員」を配置しました。

町内各学校に特別支援教育支援員を配置しています！

平成
20

テレビやゲームの時間を減らして「読書」を！

学力テスト

広報たが 2008年11月号
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消防・教育委員・人事異動
彦根市消防署

保育園だより
たきのみや保育園 （有）
５−５３７７ （電）
４９−０３１２

犬上分署 （電）
３８−３１３０

秋の火災予防運動

「早寝、早起き、朝ごはん」と朝ウンチの活動
彦根市消防本部管内での昨年の火災件数は

８月１９日の「食育の日」に近畿農政局の方を

持ったのは、動物「ぞう」
「きりん」
「しまうま」
「ら

誰がす

５９件で、出火原因は放火や放火の疑い、たば

講師に「うんちってなぁーに」のお話を聞きまし

いおん」
「こあら」
「オラウータン」
「パンダ」の

る』を合言葉に秋の火災予防運動が実施され

こ、
こんろ周りからの出火が大半を占めていま

た。この日は「富之尾保育園」
と
「たきのみや保

本物のウンチを目の前に出してくださった時で

ます。

す。ちょっとした気のゆるみや、不注意による出

育園」を卒園した小学生の「里帰り保育」もか

した。
「くさぁー」
「きたなぁー」の声も聞こえて

ね、保護者もお誘いし一緒に聞きました。

１１月９日から１５日までの１週間は、全国統
一標語『 火は見てる

君がしなくて

この運動は、火災の発生しやすい時期を迎え

火は後を絶たず、
つねに一人ひとりが火災予防

るにあたって、住民一人ひとりが火災予防に対

を意識し、以下の「火の用心７つのポイント」を

する関心を深め、知識を持ち、火災の発生を防

実践しましょう。

ぐことと、死傷者や財産の損失を防ぐことを目
的に毎年実施しているものです。

きたのですが、
しっかり見てくださいという声

大滝小学校区の就学前問題協議会において

に目の前で見て、
においをかぐことに夢中にな

「早寝、早起き、朝ごはん」等の取り組みで保

り、それぞれを比較もしました。講師の方の「草

火の用心７つのポイント

幼小の連携をしているので、特に夏休みを利用

食動物と肉食動物のウンチの違い」などを聞

１.家の周りに燃えやすいものを置かない。

して小学生に聞いてもらえる機会としました。

いていくうちに、
「くさいや汚い」ではなく、ウ

２.寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

農政局の方のお話はスライドを用いて「食

３.てんぷらを揚げているときはその場を離れ
ない。

ンチが、人間も含めて食べることと同じように、

べること」
「野菜のなぞなぞ」
「日本の国の食料

排便することが大切なことを知り、毎食の食卓

は足りているの」などの内容でした。幼児には

には「野菜」があり、それをしっかりかんで食べ、

４.風の強い時はたき火をしない。

難しくて理解できない内容もあったのですが、 「ばななうんち」が毎朝出るということの大切

５.子どもはマッチやライターで遊ばせない。

小学生が熱心に聞いている姿勢を手本にして

６.電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな

聞くことができました。特に幼児たちが関心を

い。

さを学んだようでした。

「大滝小学校区就学前問題協議会」の活動

７.ストーブには燃えやすいものを近づけない。

上記の「食育」の活動や保幼小の「交流」の

も感動でした。

活動を年間通して行っています。その中の活

このような活動からもうすぐ１年生という期

教育委員会 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ g-ed@town.taga.lg.jp

動で９月１３日に開催された「大滝小学校の運

待を持ち、小学生からは顔や名前を覚えてもら

教育長

動会」に参加しました。大滝幼稚園の子どもた

い地域での行事や遊びに誘ってもらえる輪を

ちと一緒にたきのみや保育園５歳児１１人がリ

広げていきたいと考えます。

松宮忠夫さん 再任

このたび、任期満了に伴う２人の教育委員の

【１０月２日付教育委員の組織】

レーに参加しました。事前に小学校の運動場で

任命が９月定例議会で同意され、松宮・西澤両

教 育 委 員 長……関河

信夫

合同練習をし、広い運動場を走る爽快感に感

氏が教育委員として再任されました。さらに、

委員長職務代理者……藤澤

教悟

１０月２日に第７回定例教育委員会議が行われ、

教

育

委

員……西澤

彰芳

「バトン渡す人まちがえたらあかんな」などと

教

育

委

員……福本

香苗

いいながらプログラムの順番を待ちました。

教育委員（教育長）……松宮

忠夫

「地方教育行政の組織および運営に関する法
律」により、松宮教育委員が教育長に再任され
ました。

動して当日を迎えました。
「どきどきするなぁー」

里帰り保育で、
一緒にお話を聞いた小学生か
らの大きな声援をうけリングバトンをつないで
いきました。途中失敗もしましたが、
「どんまい

人事異動

どんまい」の声に励まされて最後まで走りまし

人事異動のお知らせ

た。アンカーがゴールすると同時に子どもたち
からは大歓声が自然とわき出てきました。先生

多賀町役場職員の人事異動が、平成２０年１０月１日付けで発令されましたので、お知らせしま
す。※（

）内は前任

町長部局

教育委員会

課長補佐級

一般職

福祉保健課課長補佐

奥川

房代

図書館

ＯＨ！ ＭＹ ＢＡＢＹ
し ま さ わ な お ゆ き

島澤尚之くん
司書

山本由起子

（総務課課長補佐）

（会計室主任）

係長級
会計室係長

コメント
奥川

明子

（福祉保健課係長）
総務課係長

（平成１９年１０月１５日生まれ）

園田

退職（平成２０年９月３０日付け）

１歳おめでとう!!

図書館

これからも元気いっぱいに育ってね。

司書

安田

和美

秀志

（社会教育課係長）
広報たが 2008年11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@town.taga.lg.jp

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

多賀のゆかいな生き物図鑑㊵

３０ｍあたりを回遊しながらアユやエビなどを

自然観察会

秋にやってくる琵琶湖の固有種

食べ、
２、
３年ほどで成長し、再び産卵のために

多賀の化石観察会

ビワマス

河川に上ってきます。このようにビワマスは川
と琵琶湖を行き来しながら暮らしています。
また、秋雨の時期に川に上ってくることから、

秋の雨上がりの日、いつもより増水した犬上

ビワマスはアメノウオとも呼ばれており、人々

ねむりについています。奥深い山の中に、なぜ

に古くから親しまれてきました。琵琶湖内で漁

海の生き物たちの化石があるのでしょうか？さ

上っていく大きな魚を見かけました。体長６０

獲されたビワマスなどは食用としても有名で、

あ、
なぞ解きの旅に出発しましょう!!

cmほどに成長し、婚姻色がはっきりと出たビワ

ビワマスの刺身、アメノウオご飯などは、湖魚

マスです
（写真１、
２）。
１０kmほど下流にある琵

料理の中でも抜群の味を誇ります。ビワマス

日時■１１月１５日（土） ９時〜１２時

琶湖からサケのように川を上ってくる姿を多賀

は、滋賀県の水産資源としても重要な魚であ

観察場所■多賀町権現谷周辺

町でも見ることができ感動しました。

り、資源量を維持するために、漁業組合などに

集合■多賀の自然と文化の館駐車場

ビワマスはサケの仲間で、アマゴと親戚関

よって保護、放流なども行われています。

係にあたる琵 琶 湖 固 有 種（ 正 確には固 有 亜

ビワマスが多賀町まで上ってくるということ

種）の魚です。ふだんは琵琶湖で生活してい

は、多賀町を流れる川が琵琶湖とつながってい

るのですが、産卵期となる９月から１１月にか

る証拠でもあります。ふだんなじみのない琵琶

けて、川に上ってきます。川にやってきた魚は

湖の魚を、
この機会にいろいろと知っていただ

流れがやや速く、川底の小石が多い場所に穴

けると幸いです。

講師■阿部勇治
（多賀の自然と文化の館学芸員）
参加費■１人 １００円
※小学３年生以下は保護者同伴のこと
人数■２０人（先着順ですが、
１０人は多賀町在
住者を優先します。）
持ち物■長袖長ズボンの服装、軍手、新聞紙、
マジック、
ビニール袋、ルーペなど
お申し込み方法■電話、
ＦＡＸ、
または博物館受
付にて直接お申し込みください。

（８時５０分）
調査結果速報

ため池に住む生き物を調べました
博物館では、多賀町内のため池にどんな生

査を行い、その結果を生かして企画展や普及

き物が生息しているのかを調べるため、多くの

事業、地域での保全にかかわる取り組みを展開
していく予定です。

３）。川沿いを歩いて調査をしていると、町内

※河川に遡上したビワマスは水産資源保護の

方々とともに調査を行っています。これまでに、

でもこのような産卵場所をいくらか確認する

ため、採集が禁止されています。今回紹介し

町内の１７箇所のため池で調査を行い、昆虫、

ことができました。

た写真も調査のため許可をいただいて採集・

魚類、鳥類、植物など多くの生き物を確認して

されている皆さんをはじめ、町内の皆さんには

撮影をしたものです。

きました。

いろいろとお世話になりました。今後も博物館

川で生まれた稚魚（写真４）
はしばらく川の下

流で生活し、
４〜６月ごろの梅雨の時期に琵琶

（多賀の自然と文化の館学芸員

金尾滋史）

湖に下ります。琵琶湖では沖合いの水深１０〜

▲ビワマスが産卵する場所。写真の真ん中にオス、
メス
のペアがいます。
（写真３）

その中でも水生昆虫は、滋賀県立大学大学
院の中西康介さん、
みなくち子どもの森自然館

なお、
これらの調査に関して、ため池を管理

ではため池の生き物調査を続けていきますの
で、
ご協力をいただければ幸いです。

学芸員の河瀬直幹さんのご尽力により、滋賀県
では初記録となる種類が多賀町のため池で発
見されました。今回発見された水生昆虫は、
ホッ
ケミズムシ、マダラコガシラミズムシ、
ヒメコガ
シラミズムシという３種の昆虫です。いずれも小
さな昆虫なのですが、
水生植物が生育する自然

▲川に遡上してきたビワマスのオス。
（写真１・左）
ビワマスのメス。卵を持っているため、お腹が膨らんでいます。
（写真２
・右）

20

ていた生き物たちが化石となって何億年もの

川を見ていると、バシャバシャッと音を立てて

を掘って産卵場所を作り、卵を産みます（写真

広報たが 2008年11月号

多賀の山々では、太古のサンゴ礁に暮らし

度の高いため池に生息していました。このよう
な生き物が生息できる環境が、
まだまだ町内に
は残されていることも分かってきました。
これからも博物館では継続的にため池の調

▲多くの水生昆虫が生息するため池

▲川で育つビワマスの稚魚。
（写真４）
▲ホッケミズムシ

▲ヒメコガシラミズムシ

▲マダラコガシラミズムシ
広報たが 2008年11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

高取山で自然いっぱいの多賀を再発見してみ

いりません。お子さん連れでも参加できます。

日時■１１月２９日（土）

ませんか？ 今年最後の観察会です。

日時■１１月１日・
１５日（土）

日時■１１月２０日（木） １０時〜１２時

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

活動場所■２階

（９時３０分）

大会議室

「ドリームサークル」

保険料■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。

おはなし会用の作品づくりなどをしています。
日時■１１月１日（土） １３時３０分〜
（毎月第１土曜日）

応援団・サークル活動日

活動場所■２階

「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。

おはなしのじかん
絵本や紙芝居を読んだりします。
日時■１１月１、
８、
１５、
２２、
２９日
いずれも土曜日 １５時〜

本を読んで文学の世界を楽しみましょう。

ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い

日時■１１月５日（水） １０時〜

ます。

活動場所■２階

小会議室

詳しくは図書館までお問い合わせください。

本の紹介
一般書
新潮社 ９１３.６ミヤ

多賀八景写真展
第１２回多賀八景フォトコンテストの入賞作品
を展示します。

水

木

金

土

１０

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

３１

30
■…休館日
※２７日（木）は、月末整理のため、図書館のみ休館です。

『やんちゃもののおでましだい』
デイヴィッド・メリング/さく 山口文生/やく

冬休み子ども工作教室
「たこをつくろう」

やんちゃオオカミがやってくると、
いつでもあた

日時■１２月２０日（土） １４時〜

彦左衛門が見る、徳川家天下統一への軌跡。

りは大さわぎ！どうぶつたちは頭にきて、もうな

場所■２階

かまにいれない、
と決めました。

対象■小学生以上２０人

大会議室

申し込み■１１月２２日（土） １０時〜
お電話かカウンターで

小川高義/訳 新潮社 ９３３.７ラヒ

エヴァ・エリクソン/絵

歳月を隔てて巡りあう男女の連作短篇など、
さ

/文

まざまな愛を描いた、深さ鮮やかさの極まる傑

子犬のポンテは、いつもくんくんにおいをかぎ

作短篇集。

まわっています。ヘビの穴を見つけたり、
ハリネ

日時■１２月６日（土） １４時〜

ズミにさわって痛い目にあったり。

場所■２階

オスターグレン晴子

福音館書店 ＫＥクン

クリスマス会
大会議室

対象■小学生低学年まで
（保護者同伴可）

『ぼくとルークの一週間と一日』

内容■コンサート、
おはなし会、手づくりあそび
など

大野朗子/訳 ポプラ社 ９５３.７シヤ

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/著

だれも本当のわたしを知らない。世界に裏切ら

大友香奈子/訳

れたあの日から
「罪人」になった……。

ひとりぼっちのデイヴィッドのもとに現われた

申し込み■不要

民主化運動のヒロインと若き将校、
２人の運命

不思議な少年ルーク。それがとんでもない休

共催■子育てサークル「パオパオ」
「どんぐり」、

が絡み合ったとき、天の扉は開く。

暇のはじまりだった！

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

東京創元社 Ｋ９３３ジヨ

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

※２5日（木）は、月末整理のため、図書館のみ休館です。

続け、家康の興亡とともに生きた忠臣、大久保

『くんくんふんふん』

12月の休館日

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

評論社 ＫＥヤン

ＳｈａｎＳａ
（しゃんさ）/著

火

■…休館日

功とは、忠とは何か？武士のあり方を生涯問い

『天安門』

月

期間■１１月６日（木）〜１１月３０日（日）
共催■多賀町観光協会

児童書

『新三河物語』
（上巻）
宮城谷昌光/著

大会議室

※第１,３土曜日は子どもの本のサークル「この

小会議室

※随時、各メンバー募集中!!

場所■２階

（毎月第１水曜日）

（毎月第２土曜日）

日

１４時３０分〜
（１２３分間）

１０

11月の休館日

場所■おはなしのへや

読書会

日時■１１月８日（土） １３時３０分〜
活動場所■２階

小会議室

tosho@town.taga.lg.jp

あけぼのパークカレンダー

『きみに読む物語』

ジュンパ・ラヒリ/著

22

映画会

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

秋も深まり、紅葉も美しい季節となりました。

『見知らぬ場所』

広報たが 2008年11月号

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 周年を迎えました。

あけぼのパーク多賀からのおしらせ

おしらせ

定員■１２０人

移動図書館さんさん号
11月7日（金）
10:10～10:35
藤瀬
(草の根ハウス前)

11月の巡回

11月14日（金） 11月21日（金） 11月28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
猿木
萱原
猿木
萱原
(西光寺前)
（バス停留所前）
(西光寺前)
（バス停留所前）
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11月号
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おしらせ

おしらせ
お問い合わせ

環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

芹川自然観察の会

資源回収のお知らせ

（電）
２６-０５１０

実施団体

実施日

実施場所

たきのみや保育園

１１月１６日（日）

富之尾バス停ロータリー

多賀中学校

１２月７日（日）

平松光三

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

回収品目
新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
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。

野鳥の森ビジターセンター
（電）
４８-０１２１

第２７回犬上田園マラソン
参加者募集!!

最低賃金改正のお知らせ

滋賀県最低賃金は、常用・パートな

●「携帯電話を持ってＡＴＭへ」
「私の

労働者に適用されます。最低賃金は

指示通りにＡＴＭを操作してくださ

賃金の最低額を保障するとともに、労

い」
と言われたら間違いなく還付金

働条件の改善に重要な役割を果たし

詐欺です！
●あなたの周りに携帯電話を持って、

ています。
滋賀県内で労働者を一人でも使用

申し込み締切■１１月７日（金）

１８日から、
１時間６９１円以上、賃金

●あなたの一声「大丈夫ですか？振

※各コースの発走時間や詳細は、
ご

を支払う必要があります。
（ 特定の産

り込め詐欺ではありませんか？」が

家庭にチラシを配布していますの

業には産業別最低賃金が定められて

振り込め詐欺を食い止める第一歩

で、そちらをご覧ください。

います。）

です！

込みください。また、不明な点等が

滋賀労働局

☆古着は中身の見えるビニール袋に入れてください。

あれば、海洋センターまでお問い

詳しくは、
各団体から配布されるチラシをご覧ください。

合わせください。
お問い合わせ
Ｂ＆Ｇ海洋センター
（有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５

ださい。なお、
天候の都合等により予定を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
１１月２６日（水）
１２月１６日（火）
１月２７日（火）
２月２４日（火）

アイデアを募集します。応募要綱は下

胡宮神社・多賀大社を歩いて参って

記のとおりです。どしどしご応募くだ

みませんか？秋の紅葉を楽しみなが

さい。詳細はお問い合わせください。

理に使えばおいしく食べられるかの

ら、心地良いウォーキングを楽しんで

応募要綱

ください。

締切日■１２月１日（月）（当日消印有効）

日時■１１月１５日（土）

応募方法■Ｅメール、応募用紙の郵

集合場所■近江鉄道

送、窓口持参にてご応募ください
多賀大社前駅

お問い合わせ
多賀町観光協会
（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３

多賀そばを使った—
料理レシピのアイデア大募集

多賀町は近畿でも有数のそばの生

産地でもあり、そのそばは、良質で美

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１１月４日（火）、
２５日（火）は、

あるいてまいろう多賀三
社まいり

集合■９時１５分

３月２４日（火）

応募先■ 多賀そば地域協議会
犬上郡多賀町多賀２３０番地の１
（多賀町商工会内）
応募条件■なし
応募内容■①料理のネーミング②レ

審査結果■１２月下旬にホームペー
ジ上で発表します。
特典■応募者先着１００人に多賀そ
ば粉２００ｇをプレゼント!!
お問い合わせ
多賀そば地域協議会
（多賀町商工会内）
（有）
２-２０４０ （電）
４８-１８１１
（Ｆ）
４８-２１８８
ｔａｇａｃｈｏ@ｍｘ.ｂ
ｉｗａ.ｎｅ.ｊ
ｐ
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａ-ｃｃ
ｉ.ｎｅｔ

野鳥の森 自然観察会

（電）
０７７-５２２-６６５４

きないようにしたり、振り込み限度

彦根労働基準監督署
（電）
２２-０６５４

自衛官

募集

職種■①２等陸・海・空士②陸上自衛
隊高等工科学校生徒
応募資格■①平成２１年４月１日現

受付期間■①１年を通じ受付②１１月

日曜日・祝日（１１月３日、
２４日）を除

試験日■①１１月７日（金）、
１２月６日（土）

司法書士—
巡回無料法律相談会

日時■１１月３０日（日） １２時〜１６時
会場■豊栄のさと
（豊郷町四十九院１２５２番地）

②平成２１年１月１０日（土）
お問い合わせ
自衛隊彦根地域事務所
彦根市旭町１-２４ 田中ビル２ｎｄ１Ｆ
（電）
２６-０５８７
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/

全国でオレオレ詐欺・—
還付金詐欺が多発！

日時■１２月６日（土） ９時〜１２時

でき上がりの写真またはイメージ

観察場所■野鳥の森

いて知りたい、成年後見制度に

図④郵便番号、
住所、
氏名等

集合場所■野鳥の森ビジターセン

ついて知りたい、
クレジット・サラ

が守りましょう。犯人は言葉巧みにあ

金の返済に困っている、過払い

なたを被害者へ仕立て上げます！

金を取り戻したいなど

【オレオレ詐欺】

ター（９時）

相談内容■不動産や会社の登記につ

優秀賞：ぞうさんカードまたは図

たち」
（クリスマスリースづくり、

そのほか■無料・予約不要

ができる機会も少なく、町内外の方に

書カード１万円（２人）③佳作ぞう

アクセサリーづくり）

お問い合わせ

知られていないのが現状です。

さんカードまたは図書カード５千

材料費■３００円

円（４人）

持ち物■筆記具、雨具、防寒具

内容■野鳥の森の冬鳥「カモの仲間

滋賀県司法書士青年会事務局
（電）
０７４９-５２-８５６６

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

期間■平成２１年１月５日（月）〜３月１９

１日（土）〜平成２１年１月６日（火）

います。

彦根警察署 （電）
２７-０１１０

②平成２１年４月１日現在、
１５歳

大津市におの浜１-１-２０）は、土曜日・
き、通常どおり申請受付業務を行って

お問い合わせ

様の体験ができます。

業または卒業見込みの者）

なお、大津の窓口（ピアザ淡海１階、

額を引き下げましょう！

在、
１８歳以上２７歳未満の男性

のため、休業させていただきます。

地元でも多賀産のそばを食べること
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て、
ＡＴＭを利用した振り込みがで

以上１７歳未満の男性（中学校卒

たは図書カード３万円（１人）②

広報たが 2008年11月号

賃金室

滋賀県立文化産業交流会館が休館日

味しいと評価されています。
しかし、

そこで、
「多賀そば」をどのような料

●まさかの時に備えて、銀行に行っ

シピ
（使用材料と分量、
作り方）③

賞品■①最優秀賞：ぞうさんカードま

んか？

している事業主は、平成２０年１０月

☆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。

町では、
廃乾電池の収集日を次のとおり月に一度予定しています。廃乾電池は、指定場所にある回収ボックスに出してく

ＡＴＭを操作している人はいませ

開催日■１１月２３日（日）

お問い合わせ

廃乾電池（使用済み乾電池）回収日のお知らせ

【還付金詐欺】

ど雇用形態を問わず、県内すべての

※お早めに海洋センターまでお申し

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。

に確認しましょう！

日（木）※土・日・祝は休講
場所■当センター（彦根市松原町）
コース■○テーマ別コース・夜間コー
ス（ 週２〜４時 間 、
４４,０００〜
８４,０００円）
○ 集 中 コ ー ス（ 月 〜 金 曜 日 、
１日２〜４時 間 、
１４０,０００〜
２６５,０００円、入寮可）
申込締切■１２月１２日（金）
お問い合わせ
ミシガン日本センター
（彦根市松原町網代口１４３５-８６）
（電）
２６-３４００
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｃｍｕ.ｎｅｔ

あなたの大切なお金はあなた自身

●あなたの息子さん、お孫さんは「オ
レオレ」
と言いますか？
●電話で「オレオレ」と言われても、
いったん電話を切って、息子さん等

よろず相談
今月の相談日■１１月１７日（月）
来月の相談日■１２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11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

１２月１５日（月） 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

１２月９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）
１２月１日（月） 受付時間▶１３：００～１３：１５
Ｈ２０年７月生まれの乳児

１０カ月児健診

１２月１日（月） 受付時間▶１３：１５～１３：３０
Ｈ２０年１月生まれの乳児

２歳６カ月児健診

１２月２日（火） 受付時間▶１３：００～１３：１５
Ｈ１８年５月・
６月生まれの幼児

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

赤ちゃんサロン

１２月１２日（金） 受付時間▶１０：００～１０：１０
０歳代の親子

予防接種
ＢＣＧ

１２月９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

三種混合

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は、実施しません。
※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。■２才６カ月児健診・３歳６カ月児健診
（検尿・視力検査あり）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。

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが—2008年11月号
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キリしてみませんか？

勤労者体育センター
★卓球／毎週金曜日、
１９時〜２１時。

てみませんか？毎週開講している「フ

にこにこ広場

由に使っていただけます。またビーチ

分〜１１時。毎週金曜日、
１９時〜２１

バレーや縄跳びなど、道具を持ち込

時。
どちらも勤労者体育センター

マス会をします。歌を歌ったり、お話を聞いたり、
ゲーム

多賀やまびこクラブウェブサイトがオープンしました →

遊びをしたり……楽しいプログラムがいっぱいです。サ
ンタさんは来てくれるかな？みんなでクリスマス会を

滝の宮スポーツ公園
※フリースポーツは持ち込み自由で好きな
スポーツが楽しめますが、ほかの利用者
に迷惑のかかるスポーツはご遠慮くださ
いね。

http://www.yamabiko.tagatown.com

おたのしみクイズまちがいさがし

盛り上げましょう。また、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。

ペンギン広場（１歳児）
１０月～３月生
カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）
１２月１６日（火） １０：００～１１：３０
（全広場同日開催）
場所 ふれあいの郷

多目的運動室

１歳のお誕生会

先月号の答え
③—5カ所
でした

11月14日（金） １０：００～１１：３０
10月・11月・１２月生まれの合同の誕生会をします。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。

おしゃべりデー
１２月９日（火） １０：００～１１：３０
場所

子育て支援センター

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

問題

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！
場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

好きな方、スポーツでリフレッシュし

★バドミントン／毎週水曜日、
９時３０

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。

土曜日除く）、
１９時３０分〜２１時。

走ったりする簡単な運動だけでも自

ペンギン広場（１歳児）
４月～９月生

Ｈ２０年９月・
１０月生まれの乳児

さわやかな汗をかいて心も体もスッ

来てください。雨天は、
中止です。
１２月の広場は、みんなが一同に集まって楽しいクリス

★フリースポーツ／毎週土曜日
（第５

すか？運動不足の方、体を動かすのが

体験も歓迎！

１２月１０日（水） 受付時間▶１３：００～１３：１５

１２月２４日（水） 受付時間▶１３：４０～１４：００

んで楽しんでらっしゃる方もいます。

会 員 のための 無 料 サ ークル です 。

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）

整形外科健診

町民のみなさん、最近運動してま

ができます。体育館の中を歩いたり、

多賀ささゆり保育園の運動場を開放しますので遊びに

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

リースポーツ」は、自分の好きな運動

３歳６カ月児健診

Ｈ１７年５月・
６月生まれの幼児

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

12月の利用講習会日程

体力測定
利用講習会
13:30〜14:30／17:30〜18:30 体力測定
２₀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。
13:30〜14:30

1２日（金）15:00〜16:00

左右のイラストをよ～く眺めてく
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

有線FAX—2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは11月28日（金）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

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

す。発表は景品の発送をもってかえさせていた

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

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。

メール・有線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
生まれました！
い け じ り

☆池尻

こ う ゆ う

倖悠

おくやみ申し上げます
（亮輔・梨恵）

◆一圓

寅雄

結婚しました！
８２歳

♥

新谷

友幸

安江

愛
（敬称略）

お詫びとお知らせ■—
「元気アップ親子セミナー」延期のお知らせ……広報たが９月号９ページで、お知らせしていました１１月１６日に開催
予定の「元気アップ親子セミナー」が、延期になりました。日程は次号でお知らせします。予定を立てておられた方には
ご迷惑をおかけしたことをお詫びしてお知らせします。

ひとのうごき

平成2０年₉月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,212人 （－ ₇）
■男性
3,926人 （－ 2）
■女性
4,286人 （－ 5）
■世帯数
2,677世帯（＋ １）

広報たが—2008年11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

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
電話 ０７４９‐４８‐８１２２ 		
毎月発行
11

14

（金）
日

と

28

（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■１１月に入り、冬本番がもうそこまできている
感じがします。これから、インフルエンザの季節でもあり
ますよね、基本的なことですが、手洗いやうがいを忘れ
ずにしたいですね。■さて、先月１９日、多賀ふるさと楽
市を開催しました。
「多賀ふるさと再発見」と題し、さまざ
まなイベントを行いました。体験スタンプラリーでは、再
度多賀の魅力を再発見していただけたでしょうか。来年
に向け、良いアイデアがあればお待ちしています。
kikaku@town.taga.lg.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

