広報
雪解けの時期、多賀の里山ではフクジュソウやセツブンソウが美しい花を咲かせます
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まちの話題

まちの話題

新成人の集い

消防出初式

中央公民館で、新成人の集いが開催されました

雪景色の中

迫力ある一斉放水

した懇談会となり、恩師からのビデオ

１月１１日、
Ｂ＆Ｇ海洋センター多目

初めに、海洋センターの多目的運動

の舞う中、迫力のある一斉放水が行

第１部の式典は厳粛な雰囲気の中

レターや、中学校の文化祭のビデオ

的運動広場および役場前駐車場にお

広場で、消防団員および各字の自警

われました。

で執り行われ、新成人代表の森茂実

などが上映されたあと、新成人たち

いて、新年恒例となる平成２１年多賀

団員・婦人消防隊員の皆さんらが整列

本年は初の平成生まれの方を対象

さんの決意表明で終わりました。第２

は、近況の報告やこれからの進路に

町消防出初式が行われました。

し、表彰式などが行われました。

に含む合計１０６人の方が対象で、
９４

部は新成人からなる実行委員が企画

ついて語り合っていました。

１月１２日に、中央公民館で「平成
２１年多賀町新成人の集い」が開催
されました。

人の方が出席されました。

当日は、雪が舞い寒さも一段と増
す天候の中での出初式となりました。

その後、役場前の駐車場にて、
ポン
プ車などによる放水が行われ、小雪

万が一のときに備え、
この日のよう
な取り組みが役に立つのだと強く感
じました。今年も火事や災害などのな
い一年になってほしいと思います。

寄贈

ブリヂストン彦根工場から寄贈品をいただきました
１２月１７日、
ブリヂストン彦根工場

地で展開されていて、多賀の自然と

そして水辺の生き物の関するさまざ

から多賀の自然と文化の館へ、水辺

文化の館とも共催で生き物観察会や

まな図鑑などを寄贈していただきま

の生き物観察や活動に関する寄贈品

企画展を開催してきました。そしてこ

した。

をいただきました。深く感謝申し上げ

れまでの活動が評価され、今回彦根

寄贈品は、博物館をはじめ、町内の

ます。

工場が「ブリヂストン環境活動大賞」

保育園、幼稚園、小学校に配布され、

を受賞されました。

今後の水辺の生き物を観察、保全す

ブリヂストン彦根工場は、現在「Ｗ
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ＷＦ・ブリヂストン琵琶湖生命（いの

その記念として、多賀の自然と文

ち）の水プロジェクト」を滋賀県内各

化の館にタモ網８０本、バケツ４０個、

る取り組み等に活用します。
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もったいないステーション

もったいないステーション

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（１１）〜

⑤容器包装リサイクル法（容器の包装に係る分別収集および再商
品化の促進等に関する法律）

循環型社会に関する法律

缶、びん、ペットボトルなど家庭から一般廃棄物として排出される容器包

ごみの発生抑制とリサイクル社会をめざし
て、より実効的な施策をすすめていけるよう

に、次のようなさまざまな法律が整備されてい

装廃棄物の減量や適正処理、
リサイクルの促進を図るための法律です。

ます。

消費者、市町村、事業者などの役割分担を規定しています。

循環型社会を形成するための法体系

⑥家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）
家庭から排出されるテレビ、冷蔵庫、
エアコン、洗濯機の適正処理・リサイ

①環境基本法

クルを図るための法律です。消費者、小売業者、家電製品の製造業者な

②循環型社会基本法

どの役割分担が規定されています。

⑦自 動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法
律）

一般的な仕組みの確立
③廃棄物処理法

④資源有効利用促進法

使用済みの自動車のリサイクルや適正処理を図るための法律です。使用
済み自動車のエアバッグ類やシュレッダーダストなどのリサイクルについ

個別物品の特性に応じた規制

て、自動車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者などの役割
が規定されています。

⑤
容器包装
リサイクル法

⑥
家電
リサイクル法

⑦
自動車
リサイクル法

⑧
建設
リサイクル法

⑨
食品
リサイクル法

⑧建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律）
建築物の解体工事などに伴って排出されるコンクリート廃材、
アスファル

⑩グリーン購入法

ト廃材、廃木材といった建設廃棄物の分別・リサイクルを促進するための
法律です。建設工事受注者、工事の発注者、元受業者などの役割や契約
手続きなどが規定されています。

各法律の概要
①環境基本法

⑨食 品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律）

日
 本の自然環境や地球環境を守るための基本的な考え方を示した法律

食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化に

です。国、地方公共団体、事業者、国民の責任と義務を明らかにするとと

より、最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料などとしてリサイク

もに、環境保全に関する施策の基本事項などが定められています。

ルを図るための法律です。食品の製造・加工・販売業者などが取り組むべ
き事項が規定されています。

②循環型社会基本法（循環型社会形成推進基本法）
循環型社会の構築を目的に、廃棄物を減らしてリサイクルを徹底させる
ための理念や施策などを定めた法律です。循環型社会を構築するに当
たっての国民、事業者、市区町村、政府の役割が規定されています。

⑩グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の促進等に関す
る法律）
再生品などの環境にやさしい物品（環境物品）の調達を、国や国の機関が
率先的に推進するという法律です。また、地方自治体、事業者が物品など

③廃棄物処理法（廃棄物の処理および清掃に関する法律）
ご
 み（廃棄物）
をめぐるさまざまな問題に対応するため、廃棄物の捨て方

を購入する際、できる限り環境物品などを選択することなども求められ
ています。

や処理方法を示した法律です。廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する
許可、廃棄物処理施設の設置許可などが規定されています。
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おわりに

④資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）

１１回にわたり連載してきました「ごみと環境

がやってくれる」という考えではごみ問題は解

個別のリサイクル法の対象製品を除く、
さまざまな製品や業種に対する３

問題」はいかがでしたか。私たちが生活するう

決しません。私たち１人ひとりが意識して、みん

Ｒへの取り組みを規定した法律です。製品の製造、設計、識別表示、自主

えで避けて通れない『ごみ問題』は今日、循環

なで協力して３Ｒに取り組むことが大切です。

回収・リサイクルシステムの構築など、事業者が取り組むべき事項が規定

型社会、
３Ｒ
（スリーアール）
をキーワードとして

されています。

社会全体で取り組まれています。
しかし、
「誰か

私たちの未来のために、あなたも今日から３
Ｒを暮らしに取り入れましょう！
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交通災害・生活支援助成
環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

滋賀社会保険事務局

みんなで交通災害共済に加入しましょう！

彦根事務所

国民年金業務課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料の納付は口座振替の１年前納がお得！
〜お申し込みは２月末までにしてください〜
国民年金保険料の納付は、口座振替で前納
（将来分をまとめて納付）すると、保険料の割

出し合い、交通事故にあわれた方に見舞金をお

郵便局または滋賀社会保険事務局彦根事務所
でお願いします。なお、手数料は不要です。

引があり、
たいへんお得です。

現在、口座振替を利用されている方であって

平成２１年４月分からの国民年金保険料を、
口座振替で１年前納または６カ月前納すること

も、振替方法の変更を希望される場合は手続
きが必要になりますので、
ご注意ください。

を希望される場合は、平成２１年２月末までに
手続きをしてください。

※平成２１年度の保険料は、平成２１年２月に
告示の予定です。

【参考】口座振替を利用した場合の保険料額（平成２０年度）
① １ 年 前 納…４月分から翌年３月分までの保険料を４月末に振替えます。
前納保険料額 １６９,３００円

割引額 ３,６２０円

②６カ月前納…４月分から９月分までの保険料を４月末に、
または１０月分から翌年３月分までの保険料を１０月末に振替えます。
前納保険料額 ８５,４８０円

割引額 ９８０円

③ 早 割 制 度…毎月の保険料を当月末に振替えます。
毎月１４,３６０円

割引額 ５０円

④ 翌 月 振 替…毎月の保険料を翌月末に振替えます。
納期限日に振替えているため割引はありません。
保険料額

毎月１４,４１０円

加入でき、見舞金の請求手続も簡単です。
※交通事故発生日から２年以内が請求期間で
す。
（平成２１年４月１日以降発生の交通事故
に適用）
※加入者の方で見舞金の請求をお忘れの方は
掛け金■５００円（１人あたり）
共済期間■平成２１年４月１日〜平成２２年３月３１日
加入手続■所定の申込書（２月中旬配布予定）
に必要事項を記入の上、掛け金を添え

○警察に届けられた交通事故はもちろん、次の
ような場合も対象になります。
・歩行中、走行してきた自転車に接触して負傷
した。
・道路上で自転車に乗ろうとしてペダルに足
をかけそこない転倒し負傷した。
見舞金が支給されません
○会社、工場、自動車教習所内など、一般の交通

て各字区長さんまたは個々にて加入申

のため開放されていない場所で負傷した場合

込書の指定金融機関、企画課のいずれ

○飲酒運転、無免許運転、重大な過失による交

かへお申し込みください。
見舞金が支給されます
○道路で起きた車両等による交通事故で、
１日で
も通院されれば見舞金の支給対象になります。

通事故の場合
○交通事故以外での負傷
見舞金支給額、見舞金請求方法など、詳しく
は企画課までお問い合わせください。

税務課 （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町冬期生活支援助成金支給事業のお知らせ

確定申告の準備はすまされましたか？

減のため、多賀町では緊急対策事業として高齢

て世帯員の全員が死亡している場合や、

冬期における暖房等の生活費に対する負担軽

※ただし、対象となる世帯でも申請時におい

平成２０年分所得に係る所得税の確定申告

工事を行い、平成２０年４月１日から１２月３１日

者世帯や障害者世帯等で一定の要件を満たされ

当町から転出された世帯、および上記の

期間は、
２月１６日（月）から３月１６日（月）までです。

までの間に居住のように供したときは、その工

ている場合に、生活費の一部の助成を行います。

要件を満たさなくなった世帯等は助成の

申告に必要な書類や領収書等の整理をお願

事費用に充てるために借り入れた住宅ローン

助成対象となる世帯■（１）平成２１年１月１日

対象にはなりません。また、助成の対象が

いします。サラリーマンの皆さんも確定申告が

の年末残高（１０００万円を限度）の一定割合を

現在、多賀町の住民基本台帳に登載され、

重複する世帯は、重複して助成の対象とす

必要な場合があります。ご注意ください。
（還

５年間にわたり所得税額から控除できる制度

かつ、平成２０年度の世帯全員の町民税が

ることはできません。

付の場合は２月１５日以前でも申告できますの

が創設されました。
（ 現行の住宅ローン減税と

非課税である世帯で以下のいずれかに該

で、彦根税務署へお問い合わせください。）

の選択制）

当する世帯。
○高齢者世帯（満６５歳以上の高齢者のみで

対象となる省エネ改修工事
サラリーマンで申告をしなければならない人
・給与の年収が２,０００万円を超える人。
・給与所得や退職所得以外の所得が２０万円
を超える人。
（たとえば、生命保険契約などに

①居室のすべての窓の改修工事、またはその
工事と併せて行う床の断熱工事
②天井の断熱工事
③壁の断熱工事で、改修部位の省エネ性能が

もとづく一時金収入のある人）

いずれも平成１１年基準以上となり、
かつ、改

・２カ所以上から給与を受けた人。

修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一
段階以上上がることとなるもの

住宅ローン減税制度の特例が創設されました
個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築

6

この制度は、子どもから高齢者までだれでも

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

彦根税務署 （電）
２２-７６４０
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くり救済する、住民のための共済制度です。

ご注意ください。

手続きは、口座振替を希望される金融機関・

早割保険料額

交通災害共済は、県民一人ひとりが掛け金を

家族みんなの小さなお守りに！

ねんきん・税

対象となる家屋の増改築工事を行われた方
は確定申告をしてください。

構成される世帯）

助成金額■１世帯につき５,０００円（原則として
指定の口座に振り込みます。）
申込方法■対象と思われる世帯に、
１月下旬ご
ろに申請書兼請求書を送付しています。必

○障害者世帯（身体障害者手帳１・２級、療育

要事項を記入し、受付期間内に指定の受付

手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１
・
２級を

場所へ提出してください。
（ 郵送の場合は

持っている方がいる世帯）

福祉保健課あてに送付してください。）

☆対象となる高齢者や障害者が社会福祉施設
等に入所（入院）
している世帯は除きます。

受付場所■多賀町総合福祉保健センター内
福祉保健課（〒５２２-０３４１ 多賀町大字

○ひとり親世帯（児童扶養手当を受給してい

多賀２２１番地１）／川相支所

る世帯・父子福祉医療受給券対象世帯等）

受付期間■1月26日（月）〜2月6日（金）

（２）平成２１年１月１日現在、生活保護を受給し
ている世帯

（８時３０分〜１７時１５分。ただし、土日祝
は除く）
広報たが 2009年2月号
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スポーツ
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

多賀町軟式野球連盟の方々が、

こんにちは保健師です

グラウンドの整備作業をしてくださいました

り、さらに放置すると、脳卒中、心臓病、糖尿病

積み重ねでおきる病気の総称です。よくない生

などの重い病気へと進行してしまいます。生活

昨年の１２月７日に、多賀町軟式野

運んだり、斜面をフラットにしていくと

活習慣とは、過食・偏食・運動不足・多量飲酒・喫

習慣を見直すことで、予防や改善をすることが

球連盟の方々が町民グラウンドの器

いう作業もスムーズにすすみ、
日ごろ

煙・ストレス・疲労などがあります。これらの積み

できます。寒いこの時期に自分の生活習慣を

具庫や溝の掃除、
また、ベンチ裏に土

のチームワークの良さを感じました。

重ねにより、肥満、高血圧、高脂血症などがおこ

見直してみましょう。

砂が流れるのを防ぐためと観客が座

軟式野球連盟の方々には、休日の

れるようにと、
１塁側に２段、
３塁側に

ところ作業をしていただきありがとう

３段の木造ベンチを設置してくださ

ございました。

☆生活習慣病チェックをしよう☆ 〜こんな生活が危険をまねく〜
□睡眠時間を十分とっていない

□野菜は、
ほとんど食べない

□たばこを吸う

□脂っこい食べ物が好き

□２０歳の時より１０㎏以上太った

□外食が多い

□過度の飲酒を繰り返している

□ストレスがたまっていると感じる

いました。予想以上に重たい材木を

たい項目です。あてはまる項目が多いほど、生

□甘いお菓子やジュース毎日、口にしている

活習慣病の危険性が増えていきます。

食卓に主食、主菜、副菜をそろえよう
②食べ過ぎない、腹八分目を！
時間をかけて、
ゆっくり食べよう。かむ回数を
増やしましょう。

るスポーツもあれば、楽しむ
スポーツもあります。若いとき
は勝利をめざして、がむしゃら
に練習したこともありました。

類、
きのこ類をとりましょう。

しかし、今は生涯スポーツとし

⑤塩分は１日１０ｇ未満に
塩の代わりに、
かんきつ類や酢を利用する。
⑥カルシウムを意識してとる
カ
 ルシウムの多い食品：ししゃも、牛乳、チー

て、体に負 担をかけることな

ベビーマッサージ＆親子リズムダンス教室開催中
平成２０年１１月５日〜平成２１年３

を持つ親同士の輪も広がったようで
体力の向上、免疫力を高めるだけで

就寝中は、栄養の吸収が高くなるため、肥満

の教室は６カ月から２歳の子どもと大

はなく、実際に一緒に動くことによっ

をまねきやすい。

人を１組として、
申し込みがありました

て、自然と笑顔があふれ、親子のよい

緑 黄色野菜や淡色野菜、 海藻、根菜類、豆

１５組を対象にベビーマッサージを計

コミュニケーションの場として楽しん

☆生活習慣病予防の日常生活☆

１０回、親子リズムダンスを計５回の

でおられるようです。

④野菜・食物繊維を十分にとる

①運動不足は、ウォーキングで解消
 動が苦手な人は、手軽にできるウォーキン
運
グをはじめましょう。適度な運動は、血圧を下
げ、肥満解消、糖尿病の改善につながります。
②適正飲酒と喫煙のすすめ
 ルコールは適量で：アルコールの過剰摂取
ア

レッシャーに勝つには、それな

スポーツには勝敗にこだわ

子リズムダンス教室を開催中です。こ

動物性の肉より、魚、大豆製品を多めに。

を迎えてのトークショーで、
「プ

した。

す。また、親子リズムダンス教室では、

バ
 ター、
ラードより、
サラダ油、
オリーブ油を。

リスト
（レスリング）の伊調姉妹

ではの言葉に納得させられま

月１８日まで、ベビーマッサージ＆親

③動物性脂肪をとりすぎない

ました、北京オリンピック・メダ

楽しめる」
というメダリストなら

☆生活習慣病予防の食生活☆
①１日３食、バランスのある食事を！

ポーツ少年団主催で開催され

があれば、逆にプレッシャーを

チェックがついた項目は、生活習慣で改善し

□毎日、間食をしている

昨年、
１２月１３日に多賀町ス

りの練習を積んだという自信

□運動は、
ほとんどしていない
□朝食は、
ほとんど食べない

生涯スポーツを—
考えてみませんか？

ズ、
ヨーグルト、
とうふ、納豆、切干大根
⑦就寝直前の夜食はとらない

予定で開催しています。
（十分な睡眠、買い物など）で、
１日の疲れを
解消しましょう。
④定期的に健診を受けよう
長年の生活の過ごし方が生活習慣病に反映

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

生活習慣病は、長年のよくない生活習慣の

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

２月１日〜７日は、「生活習慣病予防週間」
です。

けんこう

さまざまな講座の開講のお知らせ

ベビーマッサージでは、
アロマオイ

は、字の回覧や広報たが等で行って

ルを使ったベビーマッサージを教え

いますので、お気に入りの講座があり

ていただき、
自分のスキルとして身に

ましたら、ぜひＢ＆Ｇ海洋センターま

付けることと同時に、同年代の子ども

でお申し込みください。

く、なおかつ楽しく仲間づくり
につながっていけるのが理想
です。
多賀町には、体育指導委員
の出前事業「使こう亭屋」や総
合型スポーツクラブ「やまびこ
クラブ」への参加など、いろい
ろな方法があります。今一度、
生涯スポーツを考えてみては
いかがでしょうか？

します。定期的に健診を受け、日ごろの健康
状態をチェックしましょう。

は、肥満や脂肪肝、糖尿病などの原因になり
ます。たばこは吸わない：喫煙による健康への
影響は、喉頭がん、肺がん、食道がんをはじめ
全身におよびます。健康的な生活を送るため
に、
できるだけ禁煙にチャレンジしましょう。
③ストレス、疲れを上手に解消
過剰なストレスは、血管を収縮させるため血
圧が上昇します。一番リラックスできる方法
広報たが 2009年2月号
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いくせい・研修会

大滝幼稚園だより

社会教育課 （有）
３−３９６２ （電）
４８−１８００ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

チェンジ
青少年育成町民会議

副会長

小菅

辰一

大滝幼稚園 （有）
５−５６１６ （電）
４９−００１４

お店屋さん開店
年長組を中心に、準備をすすめてきた「お

代でお店屋さんになって品物を売ったり、お客

最近の冬は、暖冬傾向が続き私たちが住む

いわゆる教

店屋さんごっこ」がいよいよ開店の日を迎え

さんになって通園バッグいっぱいに買い物をし

多賀町でも、子どもが通っていた久徳保育園の

育費を稼

ました。

て楽しみました。買い物に来た年少組さんに優

屋根の雪落としを行った５８豪雪以来穏やかな

ぐのに汲々

大滝小まつりに招待してもらいお兄さんや

しく品物の紹介をしたり、お金の出し方などを

冬を過ごしています。反面、
この地球温暖化に

とし 、や や

お姉さんのお店屋さんめぐりをしたり、幼稚

教えてくれたりしたおかげで、みんな笑顔で買

よって昨年の夏には各地にゲリラ豪雨が発生

もすると

園のバザーの時は、駄菓子屋さんで実際にお

い物を楽しむことができました。

し全国で大きな被害が発生しました。なかでも

昔の「家庭」

客さんとのやりとりを体験したりしました。そ

「いらっしゃいませー」
「これくださいなー」

「 地 域 」の

の経験から、今度は自分たちでお店屋さんを

のやりとりの楽しさ、そうした中から、子どもた

役割を古い

出そうと計画をすすめました。年長組は、わな

ちのがんばる姿、優しい姿、工夫し知恵を発揮

経済効率を求め、利便第一を追求し、ひたす

も の 、効 率

げ、ボーリング、魚つり、あめすくいの「ゲーム

する姿、協力して成し遂げようとする姿などさ

ら山を削り、谷を埋め、農地を埋め、地球の表面

の悪いもの

ポケモンやさん」、指輪、
ブレスレット、ネックレ

まざまな育ちつつある姿を見ることができま

をコンクリートとアスファルトで覆った人間の

としてきたのではないかと思います。その結果

ス、帽子の「くるみアクセサリーやさん」、年中・

した。

都合を最優先させた「環境整備」の結果と言わ

がことの問題に正面から対処することのでき

年少組は、オムライス、ラーメン、
うどん、おす

「みんなでつくる」
「みんなで決める」、みん

ない若者を育て「誰でもよかった」殺人を生ん

し、アイスクリーム、
シェイク、
ジュースの「きら

なでものごとに取り組むきっかけとなり、
クラス

だのではないかと思います。

きらレストラン」、全部で３つのお店屋さんに

のみんなが、幼稚園のみんなが、共通の目的に

なりました。

向かって活動する楽しさを体験できた「お店屋

神戸、東京では尊い人命が失われたことは皆さ
んの記憶に新しいことと思います。

れています。
私たちが担った戦後の子育ても、ある意味こ
んな環境整備のなかで行われてきたのではな
いかと思います。
アメリカンデモクラシィーに追いつけ追い越
せ経済成長第一、
１億総中流化を目標に効率、
利便性をひたすら追い求め子育ての分業化を
はかり、本当の子育てを保育園・幼稚園・学校・
塾と言うプロに任せ、親たちはこれらにかかる

幸い、私たちの住む多賀町にはまだまだ素
晴らしい地域、複数の世代が同居する家族が数

子どもたちは、売り手と買い手に分かれ、交

さんごっこ」でした。

多く残っています。
この財産をどう活かすかは皆さん個々の考
え方にかかっています。
「古い」
「ダサイ」と切り捨てずにうまく活用
する方向に「チェンジ」
してみませんか。

子どもの安全を守るために……
１２月１３日、多賀町中央公民館で、平成２０

山本敬治協議会長、松宮教育長のあいさつ

年度子どもの安全を守る環境づくり研修会が

の後、彦根警察署生活安全課の嶋貫透課長が

実施されました。

「地域の子どもは地域で守る 」という演題で、

この研修会は、
地域での子どもの安全を守る

不審者への対策とインターネット・携帯電話で

ための取り組みを推進するために地域教育力

の危険について、具体的な事件などを例に出し

推進協議会と社会教育課が企画し実施したも

ながらご講演いただきました。

ので、
８７人の参加がありました。

ＯＨ！ＭＹ ＢＡＢＹ
に し か わ

西川

た か お み

崇臣くん

（平成２０年２月２１日生まれ）
コメント
こそこそイラズラをするやんちゃ坊主の
崇臣くん！
最近いっぱいご飯を食べてくれるね。
これからもいっぱい食べて、いっぱい遊ん
で元気に育ってね！

広報たが 2009年2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 museum@town.taga.lg.jp

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

多賀のゆかいな生き物図鑑㊸

企画展

河内風穴だけに生息するちいさな巻貝

神秘の鍾乳洞 河内の風穴

コバヤシミジンツボ

河内宮前にある鍾乳洞「河内風穴」は、国内
ど う く つ

第４位の大洞窟です。この企画展では、そんな
河内風穴の奥に広がる美しく雄大な姿を、美

日本でも４番目の総延長をほこる河内風穴

しい写真の数々で紹介します。

の中には多くの洞窟性生物が生息していま

関連行事

ハイビジョン映像プログラム
「神秘の鍾乳洞 河内の風穴」上映会
日時■２月８日（日） １４時〜１５時

す。これらの生き物の中には、固有種（こゆう

洞窟探検や撮影プロジェクトにまつわる
“お

しゅ）
と呼ばれ、世界中でも河内風穴にしか生

もしろエピソード”
、洞窟に関する科学的なト

息していない生き物も含まれています。今回

ピックなども必見ですよ！

３月１日（日） １４時〜１５時
会場■あけぼのパーク多賀

2階

大会議室

紹介するコバヤシミジンツボも河内風穴の中

を流れる地下水流中に生息している固有種の

期間■２月７日（土）〜３月８日（日）

巻貝です。

場所■あけぼのパーク多賀

コバヤシミジンツボの大きさはなんと０.８〜

１.５mm、ゴマ粒よりも小さな淡水巻貝です。

▲殻の大きさが１mmのコバヤシミジンツボ。よく見る
とツノが２本でています。

見た目は本当に小さな砂のようですが、殻は薄
送っているのでしょうか？実はその生態はほと

の貝は１９５８年に黒田徳米博士、波部忠重博

んどわかっていません。これまでの調査や知

士によって貝類学会の学会誌に新種として発

見からふだんは水流の河底にある石にくっつ

表されました。そしてその名前は、
この貝を採

いており、そこに付着している有機物を食べ

12

（河内風穴ハイビジョン撮影チーム）
後援■河内観光協会

集された一人である小林直 正氏に由来してい

ながら生活をしているのではないかと考えら

ます。

れます。まだまだ謎につつまれた地下水性の

文化財センター （有）
２−０３４８ （電）
４８−０３４８ ｂｕｎｋａｚａ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

河内風穴に入り、水流でこの貝を見つける

巻貝なのです。最近の調査により、河内風穴

と、一緒に洞窟に行っている人から
「よくこんな

にあるいろいろな水路で殻の形が少しずつ異

企画展『湖東五山の仏〜敏満寺の仏像を中心に〜』

小さな貝を見つけるなぁ」と言われることがあ

なっていることがわかり、いろいろと進化の過

敏満寺に伝承する貴重な仏像を紹介します。

ります。ところが、貝類を研究している私にとっ

程上でも興味あることがわかりつつあります。

また、勝楽寺（甲良町）
・西明寺（甲良町）
・金剛輪

てはどんなに小さくても、この貝がキラリと

とっても小さく、超マイナーな貝ですが、
これ

寺（愛荘町）
・百済寺（東近江市）の４カ寺につい

光って見えます。なかなか周りの人はうなずい

から謎を解き明かしていくための研究が楽し

ても写真パネルで仏像を中心にした紹介をしま

てくれませんが……。

みです。

す。今回の展示では、敏満寺と勝楽寺を含めて

それでは暗闇の水の中でどういう生活を

▲コバヤシミジンツボが生息している地下水流。この
川底の石にくっついています。

広報たが 2009年2月号

観覧料■無料
共催■ＶＩＮＺ

い黄色をしており、
きちんとふたもあります。こ

な お ま さ

ホール・ギャラリー

（多賀の自然と文化の館学芸員

金尾滋史）

「湖東五山」
という視点で古代中世の湖東のお
寺をとらえてみようというものです。近くにあっ
てあまり知られていない仏像を中心にした企画
展です。主な公開展示品は、
敏満寺の仏像です。
ど う ぞ う だ い に ち に ょ ら い

ざ

ぞ う

秘仏とされている銅 造 大 日 如 来 坐 像 、秘仏を
さ や ぶ つ

も く ぞ う

じ

ぞ う

ぼ

さ つ は ん

いれておく鞘 仏 、平安時代の木 造 地 蔵 菩 薩 半
か

ぞ う

跏像などです。
期間■２月１１日（水）〜３月８日（日）
場所■あけぼのパーク多賀
美術工芸展示室 ほか

▲銅造大日如来坐像（敏満寺）

講演会 『湖東の鎌倉彫刻〜敏満寺・勝楽寺・湖東三山』
日時■３月７日（土） １４時〜
場所■あけぼのパーク多賀 ２階

※申し込みが必要です。定員40人の先着順で
大会議室

講師■高 梨純次さん（滋賀県立近代美術館
▲それぞれの個体によって巻き方や大きさが異なって
いることがわかってきました。

す。博物館・文化財センターへ電話かＦＡＸで
お申し込みください。

学芸課長）
広報たが 2009年2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
図書館からのお知らせ

応援団・サークル活動日

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

絵本とおもちゃの広場

子どもの本のサークル

映画会 アニメ

「このゆびとまれ」

日時■３月２２日（日）
場所■２階

大会議室

子どもの本について学んだり、
「 おはなしの

講師■岩城

敏之さん

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
いりません。お子さん連れでも参加できます。
日時■２月７日（土）

第１部 「子どもの心をはぐくむ絵本」
時間■１０時３０分〜１２時

１３時３０分〜
（毎月第１
・
３土曜日）

対象■就学前の子どもと保護者３０組

活動場所■２階

申し込み■２月２８日（土） １０時〜

読書会

先着順（電話申し込み可）
第２部 「親子で一緒におもちゃで遊ぼう！」
時間■１３時〜１５時
申し込み■不要

活動場所■２階

※随時、各メンバー募集中!!

金

土

場所■２階

1
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

大会議室

おはなしのじかん

小会議室

日時■２月3日（火）〜17日（火）
場所■図書館カウンター前
出展■多賀町子ども陶芸教室

第２４回 選定「よい絵本」複製画展
「よい絵本」に選定された作品の原画の複製

『にんじんのたね』

高田崇史／著

ルース・クラウス／さく

画を展示します。

講談社 ９１３.６ タカ

ＫＥ ニン

期間■２月２８日（土）〜３月２９日（日）

伊 賀 忍 者 の 末 裔で ある鴨

小さな男の子が、
たった１粒
のにんじんの種を蒔きまし

跡取りとして気楽に暮らし

た。
「芽なんか出っこない」

ていた。が、社伝を盗まれた

とみんなに言われても、毎

上、密室殺人にも巻き込まれ……。

日世話をしながら待ち続けたら……。

『きらきら』

２月１８日（水）からの特別整理休館日に向けて

９時〜１７時のご希望の時間帯に参加

文藝春秋 ９１３.６ テン

アリス館 ＫＥ キラ

全国を放浪し、死者を悼む

きれいだね てんからおちて

旅を続ける坂築静人。彼を

きた ほしみたい きれいだ

活動場所■図書館

巡り、繰り広 げられるドラ

ね とってもちいさい ほんとうはたべたいな

マ。聖者なのか、偽善者なの

なめたらあまいかな？ 雪の結晶の写真とそこか
ら生み出された言葉のきらめきを紹介します。

閉架書庫および開架室

活動内容■携帯端末による図書館資料の点検
作業等
参加条件■中学生以上
参加申し込み■カウンター、電話等で受付中
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

特別休館（図書館）のお知らせ

『まいなす』

本の点検・整理のため、休館します。

ポール・マクダーモット／著

太田忠司／作

ポプラ社 ９３６ マク

理論社 Ｋ９１３ オオ

出会ったとき、バルは７４歳。尽き

飛魚中学に通う本好きの１４

ていく生命に戸惑っていた彼女

歳、那須舞。しっかり者の舞

は、やがていきることの確かさを教

は、不思議な伝説のある祠で

えてくれる最愛の人となったー。死

ケガをしている男子学生を助

から生へ。静かな感動にみちた、ほんとうの物語。

「蔵書点検応援団」募集

活動期間■１月１０日（土）〜２月２７日（金）

谷川俊太郎／文

『心の旅人たち』

場所■対面朗読室

行う、図書館資料の点検に参加しませんか？

天童荒太／著

期間■２月１８日（水）〜２７日（金）

ほこら

ける。だがそれが、すべてのはじまりだった……。

■…休館日
※１８〜２７日は、蔵書点検のため、図書館のみ
休館です。
3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

31

■…休館日
※26日（木）は、月末整理のため、図書館のみ休館です。

ま

志田甲斐は、出賀茂神社の

か？７年の歳月を費やした長編小説。
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木

やきもの展

児童書

『悼む人』

広報たが 2009年2月号

水

びとまれ」、そのほかは図書館司書が行います。

本の紹介
『カンナ』

火

※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「このゆ

詳しくは図書館までお問い合わせください。

一般書

月

場所■おはなしのへや

（毎月第１水曜日）

2月の休館日
日

いずれも土曜日 １５時〜

日時■２月４日（水） １０時〜

あけぼのパークカレンダー

日時■２月２８日（土） １５時〜 （７７分間）

日時■２月７、
１４日

大会議室

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

対象■子ども〜大人

『ティム・バートンのコープスブライド』

tosho@town.taga.lg.jp

※本の返却は玄関横のブックポストへお願いし
ます。
※ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤは、
ブックポストへは返却で
きません。
※博物館、文化財センターは開館しています。

移動図書館さんさん号
大滝コース
第1・３金曜日
2月 6日（金）
3月 6日（金）
・20日（金）

2月・3月の巡回
多賀コース
第2・4金曜日
2月13日（金）
3月13日（金）
・27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)

10:45～11:10
川相
「
( 皆さまの店くぼ」さん)

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

14:00～14:30
大杉
(自警団車庫横)

2月13日（金）
3月13日（金）
14:00～14:30
多賀幼稚園

3月27日（金）
14:00～14:30
犬上ハートフルセンター

14:50～15:20
萱原
（バス停留所前）

15:20～15:45
猿木
(西光寺前)

15:40～16:15
たきのみや保育園

15:55～16:25
多賀ささゆり保育園

※2月20・27日は特別整理休館につき、巡回はありません。
天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
広報たが 2009年2月号
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おしらせ

おしらせ

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

賀

大

滝

小

実施場所

回収品目

小

校 ２月２１日（土） 多 目 的 運 動 場 横 駐 車 場 新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶
（ Ｂ＆Ｇ 海 洋 セ ン タ ー 隣 ）

学
学

校 ２月２８日（土） 大 滝 小 学 校 グ ラ ウ ン ド

資源回収のルール……必ずお守りください!!
★古着は古着（学生服を除く）のみで布団、毛布類、カーテ

★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

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。

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

人権尊重のまち町民のつどい

日時■２月２２日（日）
１３時〜

（受付１2時３０分〜）
場所■中央公民館
内容■和太鼓衆「当

文部科学省所管の財団法人国際青

期間■４月１５日（水）〜７月８日（水）

間」と定め、下記のとおり、無料相談

少年研修協会では、
『 ちびっこ探検学

※土・日・祝は休講

を実施します。相続登記をはじめとし

校ヨロン島』の参加者を全国から募集

場所■当センター（彦根市松原町）

て、遺言、遺産分割協議など相続に関

しています。

コース■○テーマ別コース・夜間コー

する相談に応じ、適切なアドバイスを

定員■１５０人（先着順）

年３月２６日までに死亡した方の遺

お申し込み■電話・ハガキ・
ＦＡＸ
・
Ｅ-ｍａ

族）
も救済対象となります。

ｉ
ｌで受け付けます。住所・氏名・
電話番号・Ｅ-ｍａｉ
ｌ
（お持ちの
方）
をご記入の上、お申し込み
ください。

為」、人権に関

お申し込み・お問い合わせ
滋賀県立大学
地域づくり教育研究センター

ご相談・お問い合わせ
滋賀労働局労働基準部労災補償課
（電）
０７７-５２２-６６３０
彦根労働基準監督署
（電）
２２-０６５４

ＮＨＫ学園 平成２１年度
入学生・受講者募集中！

９２,０００円）○集中コース
（月

期間■２月１日（日）〜２８日（土）

の中で、さまざまな野外活動を通し

〜 金 曜 日 、１日２〜４時 間 、

場所■滋賀県内の各司法書士事務所

て、仲間と助け合う楽しさを知り、ま

１５０,０００〜２８５,０００円、入寮可）

相談料■無料

た在日外国人小学生と活動・生活をと

相談例■「登記名義人が先々代のま

もにすることで、言語や習慣を越えて

まです。」
「パートナーに全財

友情を深め、国際感覚を身に付ける

ミシガン日本センター

産を相 続させたい のですが

第一歩とします。

彦根市松原町網代口１４３５-８６

……。」
「相続人の中に行方不

主な野外活動は、世界でも有数の

明の人がいて、遺産分割協議

透明度をもつ青い海での活動（海水

申し込み締切■３月２５日（水）
お問い合わせ

運転免許証のＩＣカード化
が始まっています

★ＩＣ免許証とは？
Ｉ
Ｃチップ（半導体集積回路）が内蔵
された免許証のことです。
★メリットは？

（電）
０７７-５８６-０２１８

６年生、外国人小学生も含む）

★申請時に暗証番号が必要です！
暗証番号は４桁の数字２組です。

演題■「認知症の予防と早期発見」
講師■堀井 とよみ

□□□□-□□□□

ＩＣチップを内蔵したため、従来の交

資料請求・お申し込み・お問い合わせ

１０時〜１６時
ものづくり体験教室「ふしぎな

（Ｆ）
０３-３３５４-２２０７

本箱を作ろう」
「マイ箸を作ろ

ｉ
ｎｆｏ@ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ

験教室「ＰＣ組み立て」ほか④

る健康被害の救済に関する法律」の

座（趣味から資格まで全２００

満了するまでは、
ＩＣカード免許証に

市民講座「ムラタセイサク君と

改正により、

コース以上）

変更する必要はありません。

ムラタセイコちゃん！２人の仕

（日）〜４月２０日（月）、生涯学習通

した。
②特別遺族給付金の支給対象が拡大

信講座：通年申し込み受付
お問い合わせ

運転免許センター（守山）
（電）
０７７-５８５-１２５５
運転免許センター米原分室

対象■高校生以上

法上の遺族補償給付を受ける権利

案内書請求フリーダイヤル

（８時３

０分〜１７時、年末年始の休

料金■無料

が時効により消滅した方（平成１８

０１２０-０６-８８８１

日・土日祝日を除く）

国際青少年研修協会

（電）
０３-３３５９-８４２１

う」ほか③高校生ものづくり体

お問い合わせ

財団法人

内容■①研究発表・作品展示②親子

※現在お持ちの免許証の有効期間が

（電）
０７４９-５２-５０７０
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日時■２月２０日（金）、
２１日（土）

付手数料より４５０円高くなります。

ＮＨＫ学園 （電）
０４２-５７２-３１５１（代）

広報たが 2009年2月号

締め切り■３月６日（金） （先着順）

業資格取得）、生涯学習通信講

され、法施行後５年までに労災保険

（滋賀県立大学人間看護学部教授）

深さ」を知っていただくイベントです。

放送を利用して３年で高校卒

２４年３月２７日までに延長されま

説明会■大阪会場：２月１５日（日）、名古

の皆さんに「ものづくりの楽しさ、奥

平成２０年１２月１日から「石綿によ

募集期間■高等学校普通科：２月１日

場所■鹿児島県大島郡与論町

・プライバシーの保護

★手数料が変わっています。

①特別遺族給付金の請求期限が平成

ありますので、
ご注意ください。

屋会場：
２月２２日（日）ほか

料の案内書・願書をご請求ください。

〒５２０-２３１５ 野洲市辻町４１０

※期間が異なる地域（沖縄、奄美）が

定員■小学生３５０人（小学２年生〜

※事前に準備をしておいてください。

場所■野洲図書館

学生が２年間の教育訓練の集大成

６泊７日

果をアピールするとともに、滋賀県内

受講者を募集しています。まずは、無

１３時３０分〜１５時２０分

ポリテックビジョン滋賀
２００９のご案内

期間■３月２７日（金）〜４月２日（木）

として取り組んだ卒業制作や研究成

ｃｈ
ｉ
ｉ
ｋ
ｉ_ｇｒｐ@ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ.ｕｓｐ.ａｃ.ｊ
ｐ

日時■３月１４日（土）

絞り、洞くつ探険など。）

・免許証の偽造・変造の防止

校および生涯学習通信講座の学生・

募集内容■高等学校普通科（ＮＨＫの

滋賀県大津市末広町７番５号
（Ｆ）
０７７-５２２-１３９６

（電）
２８-８２１０ （Ｆ）
２８-８４７３

石綿健康被害者の—
ご遺族の皆さんへ

化を体験する活動（さとうきび刈り＆

請分から、
自動車運転免許証がＩ
Ｃカー
ド化されています。

浴、イカダづくり＆イカダこぎ、ハー
レー船大会など）や南の島独特の文

滋賀県司法書士会
（電）
０７７-５２５-１０９３

お問い合わせ

滋賀県立大学—
移動公開講座

ができません。」
お問い合わせ

滋賀県では、平成２１年１月４日申

〒５２２-８５３３ 彦根市八坂町２５００

総務課（有）
２-２００１（電）
４８-８１２０

この事業は、沖縄に近い南の島、
ヨ
ロン島のサンゴ礁の海と美しい自然

講師■露の団六さん
（落語家）

ＮＨＫ学園では、広域通信制高等学

【子どもゆめ基金助成事業】

行います。

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｃｍｕ.ｎｅｔ

環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

滋賀県司法書士会では、
２月の１カ

ちびっこ探険学校ヨロン島—
参加者募集

ス（週２〜４時間、
４４,０００〜

町内の方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。

する啓発作文発表
もって』

月間を「相続登記はおすみですか月

（電）
２６-３４００

締め切り■２月２８日（土）まで

講演・落語■『 ダウン症のアニキを

様の体験ができます。

詳しくは、各団体から配布されるチラシをご覧ください。

お問い合わせ

コップ・皿）等は出せません。

２月は「相続登記は—
おすみですか月間」です

アメリカの語学学校で学ぶのと同

た き の み や 保 育 園 ２月１５日（日） 富 之 尾 バ ス 停 ロ ー タ リ ー
多

ミシガン日本センター—
英語講座受講生募集

組みを語る」ほか
参加料■無料
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）
ポリテックビジョン実行委員会
（電）
０７４８-３１-２２５２

よろず相談
今月の相談日■2月１６日（月）
来月の相談日■3月１６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 2009年2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

３月１６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
３月３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）
３月２日（月） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年１０月生まれの乳児

１０カ月児健診
３月２日（月） 受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ２０年４月生まれの乳児

１歳６カ月児健診
３月４日（水） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ１９年８月・
９月生まれの幼児

赤ちゃんサロン
３月１３日（金） 受付時間▶１０：００〜１０：１０
０歳代の親子

予防接種
ＢＣＧ
３月１０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 ３月１１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。

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
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。

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
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寒い日がつづきますが、皆さんは
何か運動をされていますか？

ひ体験してみてください。皆さんのご

土曜日除く）、１９時３０分〜２１時。勤

参加をお待ちしています！

労者体育センター
★卓球／毎週金曜日、１９時〜２１時。滝

今年も、
やまびこクラブはいろいろ

の宮スポーツ公園

な運動・スポーツ・イベントを通じて、

会員のための無料サークルです。

コミュニケーションをはぐくみたいと

体験も歓迎！

思っています。寒さで「カッチカチ」に

★バドミントン／毎週水曜日、９時３０

固まった体や筋を、一度伸ばしてみま

分〜１１時。毎週金曜日、１９時〜２１

で好きなスポーツが楽しめますが、

せんか？

時。どちらも勤労者体育センター

ほかの 利 用 者に迷 惑 のかかるス

当クラブのサークル・特別教室をぜ

※「フリースポーツ」は持ち込み自由

★フリースポーツ／毎週土曜日
（第５

ポーツはご遠慮くださいね。

◎事務所開館日〈火曜日〉
１３時〜１６時〈水曜日〉
９時〜１２時〈金曜日〉
９時〜１６時〈土曜日〉
９時〜１２時（都合により開館日が変更の場合があります）

３月は、同じ広場のともだちやお家の方で一年間広場

おたのしみクイズまちがいさがし

でした遊びやリズムを楽しくしましょう。元気に広場に
参加できたことを喜び合い、
修了の式もします。
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」
（各公共施設に掲示）
で、
お知らせしています。

赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
３月１８日（水） １０：００〜１２：００
ペンギン広場（１歳児）
３月１１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

３月４日（水） １０：００〜１２：００
１歳のお誕生会
２月２０日（金） １０：００〜１１：３０
１月、
２月、
３月に１歳のお誕生日を迎えるお子さんがお
られる方、合同の誕生会を２月にします。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。

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

■子育て相談は、
随時行っていますので、
お気軽に来所

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？

していただくか、
お電話ください。

① 1カ所 ② 3カ所 ③ 5カ所

２-１０２５ （電）
４８-１０２５
子育て支援センター （有）

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

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

にこにこ広場

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。利用講習会を受講していた
だかないと、
体力測定は受けられません。

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

3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
28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

13日（金）15:00〜16:00

有線FAX 2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは2月27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

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！
柊（通・てる美）
早川
土田 瑞稀（徳孝・千智）
水
紗志（弘士・峰子）
安部 美月（大輔・麻美）
櫻 りあら（光史・真理子）
は や か わ

つ

ち

だ

み ず

あ

さくら

べ

しゅう

み

ず

き

さ

ゆ

き

み つ き

おくやみ申し上げます
◆棚池 繁行 ７５歳
◆松宮
冨 ９３歳
◆川南フミ子 ８３歳
◆岸本 うめ ９０歳
◆星居 正義 ９４歳

◆岸口
◆野村
◆飯尾
◆飛田

磯七 ９３歳
兼三 ７７歳
眞一 ９１歳
やす １００歳

結婚しました！
加藤 雅也
♥
中川智香子
（敬称略）

ひとのうごき

平成20年12月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,197人 （−11）
■男性
3,920人 （− 9）
■女性
4,277人 （− 2）
■世帯数
2,685世帯（− 5）
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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

2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
２

13

（金）
日

と

27

（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■２月は、冬の底でしょうか？寒くて、外に出る機
会も少なくなるのではないでしょうか？家にいると、
どうし
ても運動することが減ってしまいます。家の中でもできる
運動はいろいろあります。ちょっとした合間に体操などを
してみませんか？動かさないと、体がなまってしまいます
よ。■外出するときも、
カゼやインフルエンザ対策は、ばっ
ちりで出かけましょう。帰ったあとも、手洗い（特に、手の
甲・手首やつめの間など）
・うがいも忘れずにしたいですね！
kikaku@town.taga.lg.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

