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霊仙参りは毎年8月1日だけではなく、日照りが続くと雨乞いに参りました
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町民の皆さんの約８０％が登録を
し、利用している町立図書館。そんな
図書館で、６月２１日に、貸し出し冊数
が２００万冊を突破しました。これを記
念して、セレモニーが行われました。

記念すべき２００万冊目の利用者

月之木には、毎年旧盆の７月１４日
と１５日の２日間に、古くから伝わる
「おしょらいさん」という行事があり
ます。子どもたちは、小

しょう

松
た い

明
ま つ

をかつぎ
太鼓の音に合わせて、「オショラーイ
　ショライ　ショライ」とかけ声をか
けながら村の中を練り歩きます。公民
館活動では、大

お お

松
た い

明
ま つ

の復活に取り組

この運動は、すべての人が犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生についての理解を深め、それぞれの立場で明るい社会
を築こうとする全国的な運動で、７月は、社会を明るくする運動強調月間と位置づけられています。

は、土田の小学３年生の平居真弥さ
ん。真弥さんには、松宮教育長から
記念品などが贈られました。受け取っ
た真弥さんは、「こんなことがあると
は思わず、びっくりしました。これから
も本が好きなので、また図書館へ本

んで、今年で４年目になりました。公
民館の運営委員さんには、竹きりから
松明づくり、飾り付けまでいろいろと
努力を重ねていただきました。

いよいよ大松明の点火です。松明
が立てば歓声、火が入ると歓声、倒れ
る時は大歓声です。月之木の文化の
継承が区民の皆さんとのコミュニケ

法務大臣メッセージ伝達

好天に恵まれた７月４日に、当町で
は、この運動を地域一丸となってすす
めていくために、啓発イベントを実施
しました。

７月１日、役場玄関前で法務大臣
からのメッセージの伝達式が行われ
ました。

多賀町実施委員会の委員をはじ
め、多くの方が見守るなかメッセージ
が伝達され、この運動の重要性を考
える機会となりました。

はじめに、近江鉄道多賀大社前駅
前で多賀町実施委員会の委員長であ
る久保町長からあいさつがあり、副
委員長の寺本敬子さんが法務大臣の

メッセージの朗読を行いました。その
後、ふれあいの郷まで、約１００人によ
るパレードが行われました。

ふれあいの郷到着後、七夕の季節に
併せて短冊をつくり、おのおのが願い
ごとを書いて笹へと取り付けました。

そのあと、多賀ささゆり保育園の園
児による元気あふれる合唱、多賀中学
校の吹奏学部による演奏が行われ、今
回の啓発イベントは終了しました。社
会を明るくする強調月間だけにとらわ
れず、つねにこの運動に取り組んでい
くことが大切であり、これからも犯罪
や非行のないように、地域一丸となっ
て取り組む必要性を感じることができ
るイベントとなったようです。

図書館２００万冊突破

貸し出し冊数が２００万冊を突破！

月之木伝統行事

ご存じですか？月之木には「おしょらいさん」という盆行事があります

社会を明るくする運動

第５９回　社会を明るくする運動
を借りに来たいと思います。」と話し
ました。

皆さんも休みの日を利用して、か
みしばい・児童書からＣＤ・カセットまで
充実した図書館へ、本を借りに出かけ
てみてはいかがでしょうか。

−ションを図れる大切な行事だと考え
ます。子どもからお年寄りの方まで話
が弾み、楽しいひと時を送っていただ
きました。これからも続けていきたい
と思いますので、ご協力よろしくお願
いします。

（文章提供：月之木公民館）

啓発イベント
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環境基本条例策定タウンウォッチング（川編）

多賀町環境基本条例策定委員会では、町民
の皆さんに、私たちの生活と非常にかかわり
のある太田川を見て、聞いて、体験して、「川」
についての知識を深めてもらうためにタウン
ウォッチングを開催します。ご家族そろってご参
加ください。

日時■9月5日（土）　雨天中止（小雨決行）
　　　９時３０分〜12時　（受付　９時〜）
集合場所■近江鉄道　多賀大社前駅
参加費■１００円（保険代）
定員■５０人
申し込み締切■８月26日（水）
内容■太田川ウォッチング、フィールドワーク

（生き物観察・水質調査など）ほか
　　　※川に入れる服装（長靴）をご持参くだ

さい。
お申し込み■多賀町環境基本条例策定委員会

事務局（環境生活課内）へ電話またはＦ
ＡＸでお申し込みください。

お申し込み
事務局（環境生活課）

（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　（Ｆ）４８-０５９４

多賀町環境基本条例策定委員会では、６月
１７日に、リバースセンターにおいて、環境基本
条例策定にむけての「リバースセンター見学
会」を開催しました。
このイベントは、町民の皆さんに環境問題の

大きなひとつである「ごみ問題」について考え
ていただくために行ったもので、当日は３３人
の方に参加していただきました。

会場では、当センター職員の木下さんから、
近年のごみ問題のことや、リバースセンター
の処理工程について説明を受けました。ごみ
とは何かに始まり、可燃ごみの排出量が増加
傾向にある現状について、また、ごみを減らす
ための工夫やリサイクルの大切さなどを学び
ました。ごみとは不要物であり、いずれは、す
べて『ごみ』になるが、まずは資源となるかを
考えてほしいということや、一般の家庭系ご
みの収集・処分料の有料化も検討したほうが
よいのではないかといったこともお話されま
した。参加者の皆さんは、ごみを何とかして減
らしていこうという思いで説明されている木
下さんの話に感心するとともに、ごみの適正
な処理と資源化の大切さを実感しているよう

すでした。また、ごみに対して、『もったいない』
『ありがとう』の気持ちを素直に表現すること
が、最終処分費の削減につながるのだという
ことも改めて教えられました。

その後、木下さんの案内で、センター内の処
理工程を教えていただきました。地域の可燃ご
みをわずか３０分で固形燃料（ＲＤＦ）に再生処
理し、発電や乾燥用のボイラーなどの燃料とし
て有効利用することで、環境にやさしい社会の
構築に貢献されていることを肌で感じました。

環境生活課　（有）２−２０３１　（電）４８−８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
環境基本条例制定への取り組み

ごみについて学習しました「リバースセンター見学」

※
エ
コ
贔 ひ

い
き

屓：環
境
に
良
い
こ
と
に
力
を
入
れ
て（

贔 ひ
い

き

屓
し
て
）取

り
組
む
意
味
。エ

コ
は
エ
コ
ロ
ジ
ー（

生
態
環
境
）の

略
語
で
す
。

環
境

基
本

条
例

策
定

委
員

会
ニ
ュ
ー
ス
　

　
vol.0

6

ささゆりむすめ

多賀町観光協会　（有）２-１５５３　（電）４８-１５５３

多賀町マスコットキャラクター募集中！

夏
な つ

—原
は ら

—知
ち

—里
さ と

—
さん

２０歳（久徳）

☆性格は？
熱しやすく冷めやすい。

☆夢中になっていること（趣味）は？
大学生活、読書。

☆将来の夢は？
温かい家庭を築くこと。

☆多賀町の好きなところは？
空気

☆ささゆりむすめとしての抱負を一言
たくさんの人に多賀町を知ってもらえるよう
努めたいです。

多賀町を親しみやすく、魅力あるところとし
てＰＲできるマスコットキャラクターを募集しま
す。きぐるみとして、かわいく皆さんにしたしま
れるキャラクター作品を、お待ちしています。

募集作品■多賀町をアピールするマスコット
キャタクターのデザイン

募集資格■特になし。１人１点に限る。
募集締切日■８月３１日（月）
賞■最優秀賞　１点　　賞金１０万円
募集規定■自作で未発表の作品
　　※Ａ４サイズ白色用紙にデザインしてくだ

さい。
　　※１枚の用紙に１点まで
募集方法■下記の項目を記載の上、右記の住

所へ郵送または、持参してください。
　　　①キャラクターの愛称（デザインの意図

とコメントを記載してください。）　②住
所　③氏名（フリガナ）　④年齢（学生

澤
さ わ

田
だ

奈
な

都
つ

季
き

—
さん　
２０歳（佐目）

☆性格は？
誰とでも仲良くできる。

☆夢中になっていること（趣味）は？
かわいい犬や猫を見に、ペットショップへ行くこと。

☆将来の夢は？
音楽教師または音楽に関わる仕事に就きたい。

☆多賀町の好きなところは？
自然が豊かなところや地域のみんなが家族
のように温かいところ。

☆ささゆりむすめとしての抱負を一言
多賀の良さをたくさんの人に伝えられるよう
にがんばりたいです。

の場合は学校名・学年も記載してくださ
い。）　⑤電話番号

　　※ＦＡＸでの募集は、受け付けません。
　　※応募の作品は返却できません。
　　※入賞作品については、デザインの著作

権は今後「多賀町観光協会」のものとし
ます。（二次使用権・商品化権・放送権等
すべての権利）

　　※必要に応じて、オリジナルデザインを一
部変更する場合もありますので、ご了承
ください。キャラクターの愛称は変更す
る場合があります。

応募先・お問い合わせ先
多賀町観光案内所（営業時間:９時〜１６時）
〒５２２-０３４１
滋賀県犬上郡多賀町多賀３８９-１
（電）４８-１５５３
Ｅ-ｍａｉｌ：ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ@ｉｒｉｓ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊｐ
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ.ｃｏｍ/
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福祉医療費助成制度は、乳幼児、重度心身障害者
（児）、６５〜６９歳老人、母子家庭、父子家庭、ひと
り暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、重度心身障
害老人等の方の医療費の一部を助成することによ
り、この方々の保健の向上と福祉の増進を図ること
を目的に実施している福祉施策のひとつです。

現在お使いの福祉医療費受給券等は、７月
３１日で有効期限を迎えました。（乳幼児は除
く。）これらの交付を受けている方で更新申請
が必要な方には、更新申請書等を７月中旬にお

１.受給券は必ず見せて
滋賀県内の医療機関等では外来、入院どち

らの場合も健康保険証と受給券を必ず見せて
ください。自己負担金を超えた医療費（保険適
用分）を助成します。
２.県外で使うときには

県外の医療機関等では受給券を使うことは
できません。いったんお支払いになってから環
境生活課に申請してください。自己負担金を越
えた医療費（保険適用分）について助成の対象
となります。
◎申請に必要なもの……領収書（氏名・保険点

数の表示のあるもの）・健康保険証・受給券・

※�多賀町で所得確認ができないため、平成２１年１月２日以降に多賀町に転入された方、および町外在住の方の健康保険に加入されている場
合には、その方の課税証明書が必要になります。

福祉医療費助成制度の注意点

制　度　 対象となる方 申請に必要なもの
乳幼児 ０歳〜未就学児 健康保険証・印鑑
重度心身障
害者（児）

（１）身体障害者手帳１〜２級の方
（２）身体障害者手帳３級かつ知的障害中度の方
（３）知的障害が重度（療育手帳Ａ）の方
（４）特別児童扶養手当支給対象児童で１級の方

健康保険証・印鑑／身体障害者手帳または療
育手帳または特別児童扶養手当証書

重度心身障
害老人

（１）後期高齢該当者で身体障害者手帳１〜２級の方
（２）身体障害者手帳３級かつ知的障害中度の方
（３）知的障害が重度（療育手帳Ａ）の方

後期高齢者医療被保険者証・印鑑／身体障害
者手帳または療育手帳

母子家庭 配偶者のいない女子が１８歳未満の児童を現に扶養しているときの母と児童 健康保険証・印鑑／児童扶養手当証書または
遺族年金証書または母子家庭福祉医療証明書

父子家庭 配偶者のいない男子が１８歳未満の児童を現に扶養しているときの父と児童 健康保険証・印鑑／父子家庭福祉医療証明書
ひとり暮らし
寡婦

配偶者のいない女子で、かつて配偶者のいない女子として１８歳未満の児童
を扶養していたことがあり、ひとり暮らしの状態が１年以上継続している６５歳
未満の方

健康保険証・印鑑／ひとり暮らし寡婦申立書

ひとり暮らし
高齢寡婦

配偶者のいない女子で、かつて配偶者のいない女子として１８歳未満の児童
を扶養していたことがあり、ひとり暮らしの状態が１年以上継続している６５歳
から７０歳未満の方

健康保険証・印鑑／ひとり暮らし高齢寡婦申立
書

６５〜６９歳
老人低所得

住民税の課せられている人がいない世帯に属する方 健康保険証・印鑑

精神障害者
通院医療費
助成

精神障害者保健福祉手帳１〜２級の方で、自立支援医療（精神通院）の適用を
受けている方（※精神障害治療のための通院のみ対象）

健康保険証・印鑑／精神障害者保健福祉手帳
／自立支援医療受給者証（精神通院）／後期高
齢者医療被保険者証（後期高齢該当の方）

送りしています。
多賀町の福祉医療費助成制度の対象者は下

記の方です。また、乳幼児を除いて、助成対象
者本人、配偶者および扶養義務者に一定以上
の所得がある場合には助成対象者となりませ
ん。このため、昨年度に福祉医療費の助成を受
けられた場合でも、今年度は助成を受けられな
いことがあります。

対象になると思われる方は、環境生活課まで
お問い合わせください。

印鑑・通帳（郵便局以外）
３.健康保険を変更したとき

ご加入の健康保険に変更があった場合は環
境生活課までお届けください。

なお、受給券、助成券の表面下部に自己負担
金が「有」と印刷されている方については、次
の通り自己負担金が必要になります。
外来■１カ月１レセプト（病院別・診療科別）に

つき５００円（ただし、調剤には適用し
ない）

入院■１日１,０００円（１カ月１４,０００円が
限度）

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

福祉医療費助成制度をご存じですか？

１０月分から翌年３月分までの６カ月分の国
民年金保険料を口座振替でまとめて納付（６カ
月前納）されると、保険料が８６,９６０円となり、
毎月１４,６６０円を納付されるよりも１,０００円
お得です。ぜひご利用ください。お申し込みは、
口座振替を希望される金融機関等または滋賀
社会保険事務局彦根事務所まで。（郵便局を希
望される場合は、直接、郵便局の窓口で手続き

国民年金保険料の免除申請をされた方の
うち、一部免除（１／４免除・半額免除・３／４免
除）が承認された方は、残りの一部保険料を納
付されないと未納期間と同じ扱いとなり、将
来支給される老齢基礎年金を受給するために
必要な期間に算入されません。また、ケガや病
気で「万が一」のことがあっても、障害基礎年

たばこには、「たばこ税」が課税されていま
す。下の表からもわかるように１箱当たり約６６
円が町に納付される仕組みとなっています。こ
のたばこ税は、購入した市町村に納入されるこ

たばこ１箱（２０本入り、２９０円または３００円）
の税金は次のとおりです。

国たばこ税 71.04円
たばこ特別税（国） 16.40円

県たばこ税 21.48円
町たばこ税 65.96円
消費税 13.80円
合計 188.68円

をしてください。）
お申し込みは８月末までにお願いします。引

き落とし日は、１１月２日（月）（１０月末日が土曜日
のため）です。
なお、現在口座振替による毎月納付を利用

されている方が、６カ月前納を希望される場合
は、あらためて口座振替方法の変更手続きが
必要です。

金や遺族基礎年金を受給できない場合があり
ます。

保険料の時効は該当納付月の納付期限（翌
月末）から２年であり、２年を経過すると納める
ことができませんのでご注意ください。

納付書がお手元にない方は、滋賀社会保険
事務局彦根事務所までご連絡ください。

一部免除 納めるべき保険料額（平成21年度）

3／4免除（1／4納付） 月額3,670円

半額免除（半額納付） 月額7,330円

1／4免除（3／4納付） 月額11,000円

とになっていますので、町内で買っていただく
と多賀町の税として納入されます。町内でお買
い求めください。

最近３年間の町たばこ税の推移

年度 たばこ税額（円）

平成18年度 47,560,754

平成19年度 44,585,961

平成20年度 39,913,155

環境生活課　（有）２−２０３１　（電）４８−８１１４　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
滋賀社会保険事務局　彦根事務所　国民年金業務課　（電）２３−１１１４

保険料を口座振替にすると１,０００円お得です！

一部免除の承認を受けられた方へ！　保険料の納付が必要です

税務課　（有）２−２０４１　（電）４８−８１１３　（Ｆ）４８−０５９４　　ｚｅｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

たばこは町内で買いましょう！

たばこ税の内訳
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水泳教室終了
６月１７日開講のベビースイミング

教室を皮切りにスタートした幼児水
泳教室、小学生水泳教室は、それぞれ
全日程を無事終了しました。

毎年ご好評をいただいているベ
ビースイミング教室には、２歳までの
お子さんとお母さん１４組の参加が
ありました。初めのうちは怖がって泣
いていたお子さんも、水に慣れてくる
と気持ちよさそうにお母さんと一緒
に水遊びを楽しんでおられました。

また小学生Ａコース（小学校低学
年対象）には、定員を上まわる５０人
の応募がありました。毎回元気に水し
ぶきと歓声をあげて泳ぐ姿が見られ、
皆さん回を重ねるごとにぐんぐん上
達されているようでした。

７月４日に、勤労者体育センターに
おいて、毎年恒例のビーチボール大
会が開催されました。町内在住・在勤

変更前— 変更後
７月１７日（金）〜８月１３日（木）　　　→� ７月１７日（金）〜８月１１日（火）
※時間等の変更はありません。（利用時間は9〜12時、13〜16時です。）

水泳は全身運動です。体の各部位
の調和のとれた運動能力を身につけ
ることができ、発育期の子どもには最
適の運動といえます。教室は終了しま
したが、ぜひご家族でプールに足を運
んでいただけたらと思います。

の方で構成された２１チームの参加
があり、３つのブロックに分かれて、
リーグ戦で熱戦が繰広げられました。
試合はラリーポイント制の１セット９
点マッチで行われ、得点が決まるたび
に大きな歓声があがっていました。結
果は次のとおりです。
Ａブロック—優勝■豚インフル！
Ｂブロック—優勝■Ｃｒｏｓｓ　Ｏｖｅｒ（Ａ）
Ｃブロック—優勝■チューリップ
ナイスネーミング賞�■ひまわり
ＭＶＴ賞■豚インフル！
ベストドレッサー賞■Ｒｉｃｅｂａｌｌで

ビーチボール
元気はつらつ賞■ＳＬＯＷ
やまびこ賞■クローバー

Ｂ＆Ｇ海洋センター　（有）２-１６２５　（電）４８-１６２５　ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

上手に泳げるようになったよ！

ビーチボール大会開催！

滝の宮スポーツ公園のプールの開放期間が変更になりました

体育指導委員かわらばん

体力年齢は何歳!?

６月１１日の１９時から、海洋
センターで町民体力測定を実
施しました。約４０人の方が参
加され、さわやかな汗を流され
ました。

私たちの体力は年齢ととも
に低下します。日常から運動し
ている人とまったくしていない
人では、衰える速度がはっきり
と違ってきます。

家庭でも簡単にできる体力
測定を紹介しますので、あなた
の体力年齢を調べてみてはい
かがでしょうか。

いすからの片足立ち上がり
いすに座ったままの姿勢か

ら、両手を使わずに片足で立
ち上がる。
○両手は使わずとも左右とも

片足で立ち上がり、３秒静止
することができる→２０歳代

○どちらか片方なら両手を使
わずに立ち上がり、３秒静止
することができる→３０歳代

○両手を使わずに立ち上がれ
るが、どちらの足もふらつく
→４０歳代

○両手を使えば、ふらつかずに
片足で立ち上がることがで
きる→５０歳代

○両手を使っても片足で立ち
上がれない→６０歳代

また、１０月８日（木）１９時３０
分から体力測定の実施を予定
しています。自分の体力を知る
ためにもぜひともご参加くだ
さい。多数の参加をお待ちし
ています。

Ｂ
＆
Ｇ
海

洋
セ
ン
タ
ー

　
(有)２

-１
６
２
５
　

(電)４
８
-１
６
２
５
　

b-g@
tow

n.taga.lg.jp

☆がん検診を受けましょう☆
がん治療の進歩で、早期発見早期治療によ

る生存率が確実に高くなっています。たとえば
胃がんの場合、初期の段階（ステージⅠ）で見つ
かり、治療した人の生存率は９０％以上です。早
期発見のためにがん検診がいかに大切かがわ
かります。

☆女性のがん一口メモ☆
○乳がんってなに？

乳がんは女性ホルモンの刺激を受けてでき
る乳腺のがんで４０代後半にもっとも発生して
います。女性にできるがんのなかで、１番多く、
年間４万人が乳がんになっています。日本女性
の２０人に１人がかかる計算です。マンモグラ
フィーを使った検診を４０歳以上で２年に１回
受けることが勧められます。
○子宮がんってなに？

子宮がんは胎児を収める子宮体部にできる
子宮体がんと子宮の出口部分にできる子宮頸
がんに分かれます。子宮にできる７割がたが、
子宮頸がんで、子宮がん検診はふつう子宮頸
がん検診をさします。子宮頸がんは、ヒトパピ
ローマウイルスの感染が主な原因とされ、２０
〜３０代に増えています。

検診は、綿棒などで子宮頸部の細胞をこすり
取るだけで、いたって簡単です。２０歳以上で、
２年に１回受けることが勧められます。

☆生活習慣の改善ポイント
①野菜や果物を積極的にとろう

緑黄色野菜を
はじめとした野
菜類や果物には、
がんの予防に効
果があるといわ
れているカロテ
ンやビタミン、食
物繊維などが豊富です、１日あたり４００ｇ以上
とりましょう。
②禁煙しよう
自分でできるがん予防の最大の手段は禁

煙です。禁煙で男性のがんの３割を予防でき
ます。
③食塩の摂取量は１日１０ｇ未満に……

塩分のとりすぎは、胃がんはもちろん高血圧
の危険因子です。胃がんの予防には特に塩か
らい食品をさけることが重要です。
④お酒は日本酒なら１日１合程度までに……
お酒を飲みすぎると、口腔がんや食道がん、

肝臓がんなどになる危険性が高くなります。週
に２日連続で飲まない日を設けるか、最低でも
週に１日は飲まない日を設けましょう。
⑤健康体重をキープしよう

肥満は多くのがんを促進させる危険因子で
す。ＢＭＩ１８.５〜２５未満を維持しましょう。
※ＢＭＩとは…体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
でわかる肥満度のこと。ＢＭＩ＝２２が適正。

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

こんにちは保健師です
私たちの２人に１人が、がんになり、３人に１人が、がんで命を落としています。この割合は世界の

トップレベルで、日本は世界有数のがん大国といえるのです。
だれでも、がんで死にたくはないはずですが、では、いったいどうすればよいのでしょうか？

がんの予防には、生活習慣の改善とがん検診の２段がまえが有効です

が
ん
予
防
に
つ
い
て

お知らせ

胃がん、大腸がん検診はすでにお申し込みでしょうか？
町では６月〜１１月の間、胃がん大腸がん検診を実施しています。４０歳以上の方は検診を

受けることができますので、まだお申し込みでない方、受診されていない方は、お申し込みく
ださい。

詳しい日程やお申し込みは、福祉保健課まで。

広報たが—2009年8月号

8

広報たが—2009年8月号

9

スポーツけんこう



６月10日に開催された委員会審議の内容
・農地法第４条の規定による農地転用許可申

請……１件
※�農業倉庫など建てたりする時に、自分の

農地を農地以外に転用するための申請で
す。

・農地法第５条の規定による農地転用許可申
請……１件
※�他人の農地を農地以外に転用し、借りたり

売買するときに必要な申請です。
・農業経営基盤強化促進法による農用地利用

集積計画の決定……２筆
※�所有者と農地の貸し借り期間を設定し耕

作する制度です。ヤミ小作は法律で禁止
されています。

農地法等の一部が改正されます。
農地の面積がピーク時の７割まで減少し、食

料の多くを海外に依存している我が国におい
ては国内の食料提供力を強化する必要があり
ます。そのことから、食料の安定供給を図るた

多賀町では６５歳以上の方や障がいをお持
ちの方およびその介助者を対象に、乗り合いタ
クシーの運行を１０月から予定しています。

そこで、利用者に愛される乗り合いタクシー
をめざして、愛称を募集します。

採用された方には、粗品を進呈します。
はがき、ＦＡＸ、Ｅ-Ｍａｉｌのいずれかの方法で以

下の内容を記入して企画課まで応募してくだ
さい。

①乗り合いタクシーの愛称
②住所、氏名、電話番号

応募期限■８月２１日（金）
※�なお、決定した愛称に関する一切の権利は多

賀町に帰属します。

めの重要な生産基盤である農地の確保にむけ
農地の転用規制、また、農地の賃貸規制の見直
しにより農地の利用集積と農地の有効利用促
進にむけ農地法等の一部が改正されることと
なりました。

今回の改正で、ますます農業委員会の役割
が重要になるところであり、法律の改正内容を
確認し、町民皆さんへの周知に努めていきます
のでよろしくお願いします。

乗り合いタクシーとは……
一般のタクシー車両が多賀大社前駅を

拠点に決められた路線、ダイヤにもとづい
て予約があった時のみ運行します。

同時刻に複数の予約があれば乗り合わ
せでご利用いただきます。
※詳しいご利用方法などは、後日お知ら

せします。

応募先・お問い合わせ
企画課　〒５２２-０３４１　多賀町多賀３２４

（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　（Ｆ）４８-０１５７
メール　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農林商工課　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｎｏｒｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農業委員会だより

企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

乗り合いタクシーの愛称を募集します!!

対象木造住宅の要件■昭和５６年５月３１日
以前に着工され、完成しているもの／
延べ床面積の1/2以上が住宅として
使われているもの／階数が２階以下か
つ述べ床面積が３００㎡以下のもの／
枠組壁工法、
丸太組工法
および 大 臣
認定工法（プ
レハブ工法）
でないもの

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３日（月）〜８月３１日（月）
　　　　　特別児童扶養手当
　　　　　８月１１日（火）〜９月１０日（木）
提出書類■現況（所得状況）届・手当証書（受給

されている方）
　　※そのほか必要書類は各受給者宛に送

付される通知書をご覧ください。

対象となる改修工事の要件
耐震診断の結果、総合評点が０.７未満（倒壊

の可能性が高い）と判断された木造住宅を１.０
以上（一応倒壊しない）に引き上げるための改
修工事で、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー
改修工事講習会修了者名簿に登録された者に
よる設計・工事であること。

多賀町木造住宅耐震診断員派遣事業
私たちが住む滋賀県には琵琶湖西岸断層な

ど複数の断層があり、いつ大地震が発生しても
おかしくない状況にあります。

多賀町では、地震に強いまちづくりをすすめ
るために、耐震診断員を派遣して木造住宅の
無料耐震診断を実施しています。

あなたのお家の安全性を確認するために、一
度専門家による耐震診断を受けてみませんか？
診断実施戸数■１５戸

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

多賀町木造住宅耐震・バリアフリー改修
等補助事業

耐震診断の結果、補強が必要であると判断
された木造住宅の耐震改修、または耐震改修
と併せた地震災害時の避難を容易にするバ
リアフリー改修にかかる費用の一部を補助し
ます。

企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

木造住宅の無料耐震診断を受けてみませんか？

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を！

木造住宅の耐震改修費を一部補助します。

補助額
補助対象となる

工事費
100万円を超え
200万円以下

200万円を超え
300万円以下 300万円を超える

補助金の額 20万円 30万円 50万円

※そのほか一定要件を満たす場合の耐震改修工事については、割り増し補助もあります。詳しく
は、企画課までお問い合わせください。
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③生涯スポーツの推進と発展
④文化施設の充実および活動の推進

３.事業計画
具体的な事業内容については、広報やビラ

等でお知らせします。
特に、多賀町の高齢化を考慮した体育指導

委員出前教室など、こちらから各地域に出張
する出前講座や移動図書館の充実を心がけ
ます。
社会教育委員名簿（敬称略）
１.学校教育関係—

西澤　直美　多賀中学校
下川　明美　大滝小学校
吉岡　和彦　多賀小学校

２.社会教育関係
野村茂太郎　同和教育推進協議会　会長
高橋　　進　�ダイニックアストロパーク�

　　　天究館館長　副会長
野村　幸子　青少年補導員
小菅　辰一　青少年育成町民会議

３.学識経験者
土田　雅孝　町議会議員
早川　史子　滋賀県立大学
林　　義和　キリンビール株式会社

ことを考えると眠れなくなるほど不安です」と
いう言葉が印象的でした。障がいのある方も社
会の一員としてともに安心して生きていける社
会の実現をめざしての取り組みが必要である
と感じさせられました。

６月２６日に、あけぼのパーク多賀の会議室
において、第１回社会教育委員会を開催しまし
た。まず委員により広大な施設の見学を行い、
その後に今年度の活動方針と事業計画につい
ての討議を行いました。

今年度も人の力を活かし、地域のきずなを深
めることを目標に、多賀町社会教育の充実に努
力します。町民皆さんのご協力をお願いします。
１.社会教育活動の現状
社会教育は、学校教育課程を除いた青少年

および成人に対して行われる組織的な教育活
動です。社会の変化とともに学習内容の多様
化と質の高度化が求められ、それは地域社会
の問題から地球規模までの広範囲な問題に直
面しています。そうした活動の重要性が求めら
れる中、現在のような社会状況の悪化は、補助
金削減や経費削減による統合など活動に少な
からず影響を受けます。しかし、どのような状況
になろうとも「教育の質は低下させない」を基
本に、知恵と情熱と努力で乗り切りたいと決意
しています。
２.活動方針
①生涯学習づくりの推進
②家庭教育機能の充実

６月２４日には、多賀町中央公民館大ホール
で、第２回目の研修会として、県立甲良養護学
校の生徒と卒業生、保護者などによるサークル
「ひまわり太鼓」の皆さんに和太鼓演奏と活動
紹介をしていただきました。

研修会は迫力のある太鼓の演奏で始まり、
曲の合間に、障がいを持っておられる方たち自
身による自己紹介や、保護者の方の子どもた
ちへの思いなどが語られました。不況や法律の
改正により、障がい者を取り巻く環境は厳しく
なっているとのことでした。

保護者の方の「私が死んだあとの、この子の

社会教育課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１２３　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

社会教育委員活動報告　〜平成２１年度の取り組みについて
多賀町社会教育委員　会長　野村茂太郎

２００９年度同和教育推進リーダー研修会開催
人権尊重の意識が根づいた社会の実現をめざし、今年度も５月から９月まで月１回リーダー研

修会を開催しています。

ながら成長します。そこで、親や大人自身が規
範意識を確立し、「青少年は地域社会で育む」
という視点にたち、青少年をあたたかく見守り
ながら地域活動を展開します。

そこで、多賀町青少年育成町民会議は、「た
くましく伸びよう　伸ばそう　多賀の子」をス
ローガンに、（社）青少年育成国民会議で提唱さ
れている「大人が変われば、子どもも変わる運
動」とともに、次の事業を重点目標として掲げ、
青少年育成活動を積極的に展開します。
○大人が変われば、子どもも変わる運動の

推進
○豊かな心を育む家庭づくりの推進
○元気あふれる青少年の育成
○青少年の成長にふさわしい環境づくりの

推進
○万引き、夜間外出など、初発型非行防止運動

の推進
以上、いずれも言うは易し、行うは難

か た

しです
が、微力ではありますが一生懸命取り組んでい
きます。皆さんのご理解・ご協力をお願いします
とともに、ご指導、ご鞭撻をたまわりますよう重
ねてお願い申しあげ、言葉足らずではございま
すが就任にあたってのご挨拶とします。

５月始めの連休に小さな苗代から大きな田
園に植えられ、心細げに水間に揺れていた早苗
が自然の恵みと農家の愛情を受けて力強く、す
くすくと成長し、新しい生命の力強さを感じる
今日このごろ、町民の皆さんならびに特別会員
の皆さんには日々に精励、ご壮健にてお過ごし
のこととお慶び申し上げます。

平素は、多賀町青少年育成町民会議の活動
に対しご理解とご支援、ご協力をたまわり心か
ら厚くお礼申し上げます。

このたび、前会長、山本房子氏の退任にとも
ない、平成２１年度の会長という大役をおおせ
つかりました。

浅学非才の身、職責の重大さを痛感するとと
もに、いまだに冷汗の引かない毎日を送ってい
ます。

幸い、皆さんのあたたかいご配慮により、副
会長始め、各部会長、副部会長、常任委員の皆
さんそれぞれ素晴らしい知識と活発な行動力
を備えたスタッフを選出していただき、本当に
心強く思っています。
チーム一丸となって、多賀町の子どもたちが

安心して健やかにのびのびと育つ、多賀町が彼
らにとってもっとも安心、安全な揺りかごであ
るように取り組んでいきたいと考えています。

町民の皆さんのあたたかいご理解とご支援、
ご協力を改めてお願いします。

さて、育成会議も、皆さんご承知の通り、４１
歳、人間でいえば不惑の歳を１つ越しました。
しかし、子育てに終わりがないように、青少

年の育成、地域の環境づくりに終わりはありま
せん。
「青少年育成の仕事はゴールのない駅伝」に

たとえた方がありましたが正に言いえて妙だと
思います。

先人たちが、我が多賀町の子どもたちの健
全な育成を心から念じてこられた熱い思いを、
正確に次の世代に引き継ぐため、次の活動に取
り組みます。
「子どもは社会を映す鏡」といわれるように、

子どもたちは、家庭や地域社会の影響を受け

中央公民館　（有）３−３９６２　（電）４８−１８００

健全な青少年の成長を願って
多賀町青少年育成町民会議会長　　　小菅　辰一

い
く
せ
い
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「放火」および「放火の疑い」による火災は、
昭和６０年以降連続して、全国の出火原因の
トップを占めています。放火予防対策の基本
は、地域住民が自ら放火火災に対する危機意
識を持ち、安全で住みよい街づくりをすすめて
いくことです。特に次の点に注意し放火されな
い環境をつくるよう心がけましょう。

☆建物に対する放火防止対策
建物に放火されたケースを見ると、建物外周

部、倉庫・物置、車庫、共同住宅等の玄関ホール
や階段室等の共用部分など、侵入されやすい
場所や人気のない暗がりにおける放火が目立
ちます。
・施錠管理をきちんと行い、外部からの侵入
を防ぐ。

・照明器具の設置等により暗がりをなくす。
・建物の周囲を整理整とんし、燃えやすいもの
を放置しないようにする。

☆車両に対する放火防止対策
路上、建物外周部および屋外駐車場に駐車

中の車両の荷台やボディーカバー、施錠がされ
ていない車両の内部に放火されるケースがあ
ります。
・不用意に車を放置しないようにする。
・ボディーカバーをする際には防炎製品を使

「人が住んでいる建物へ放火した罪は死刑ま
たは無期もしくは五年以上の懲役に処する。」

法律では殺人の罪を刑法第１９９条「人を殺
した者は、死刑または無期もしくは３年以上の
懲役に処す」と定められています。放火の罪は
刑法第１０８条「放火して、現に人が住居に使用

用する。
・車両の施錠管理をしっかり行う。
・荷台に可燃物を積んだまま駐車しない。

☆そのほかのものに対する放火防止対策
夜間にゴミ捨て場のゴミや放置された新

聞・雑誌などに放火されるケースが多く見られ
ます。
・夜間にゴミを放置しないようにする。
・ゴミは指定された場所、日時以外は搬出しな

いようにする。
・ゴミ集積場所の環境づくりを地域ぐるみで

実施する。

☆地域における放火防止対策
放火の危険から地域社会を守るためには、地

域の実状に即して、町内会、自治会、自主防災
組織、事業所、関係機関などが一体となり協力
体制を確立し、放火されにくい地域環境をつく
り出す必要があります。
・防火座談会や防火・防災訓練を開催するなど
して、地域住民の防火意識を高める。

・広報紙やチラシ、回覧板等を利用し地域住民
の放火に対する危機感を持てるようにする。

・火の取り扱い、火遊びの危険性について
指導するなど、幼少年に対する防災教育
を行う。

しまたは現に人がいる建造物、汽車、電車、船
舶または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期
もしくは５年以上の懲役に処する。」と定められ
ていて、現に人が住んでいる建物へ放火した場
合は、公共危険罪として殺人罪より厳しくなっ
ています。

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８−３１３０

放火されない環境づくり

放火に対する刑は殺人罪より重い！

「在宅サイドビジネスで高収入。簡単な仕事
です。」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」な
ど、契約すれば仕事を紹介する、安定した収入
が得られるなどと勧誘し、実際は会員登録料を
支払わせたり、高額な教材や内職材料を売りつ
けたりする内職商法の手口だと思われます。

ほとんど収入が得られないうえ、支払いだけ
が残ってしまう状況になってしまいます。業種
は、左記事例のものやビーズアクセサリーやフ
ラワーシャワーや紙吹雪の製作、広告チラシの
ポスティングといったものから、最近は「ネット
広告・アフィリエイターにならないか」というも
のもあります。

昨今の不景気、「外へ働きにでることはでき
ないが、少しでも収入を得たい。」と考える人は
多く、そのような人を狙って業者は勧誘してき
ます。

被害に遭わないためには、次のようなことに
注意してください。
○新聞の折り込み広告やインターネットの情

報を安易に信用しないこと
○契約書や説明書はすみずみまでよく読む
こと

○簡単にもうかる話には落とし穴がある（簡単
な研修でプロとしての技術は身につくので
しょうか。収入を得たいのになぜ高額な支払
をする必要があるのでしょうか。—）
もしも契約してしまっても、内職商法は契約

書面を受領した日から２０日間クーリング・オフ
が可能です。
また、勧誘方法に問題がある場合は契約の

取り消しができる場合もあります。困ったとき
は、まず消費生活相談窓口にご相談ください。

インターネットや新聞折り込みチラシなど
に、内職の求人などがよく見られます。在宅で
も始められる手軽さの一方では、落とし穴も潜
んでいます。消費生活センターには、内職に関
するトラブルの相談がよせられています。

事例１
インターネットで、見本の文章を書き写して、

筆記具のインクの減り具合を調べるという内
職を見つけ、数万円の登録料を先に支払って
申し込んだ。納品して検査に合格したものに限
り、報酬を支払うと説明にあったが、数百枚書
いたにもかかわらずほんの一部しか検査に合
格とならず、報酬は千円程度だった。納得でき
ない。

事例２
住宅など各戸にダイレクトメールを配布する

内職の募集広告が、新聞折り込みチラシに載っ
ていた。余暇利用で月５万円は稼げるとの説明
だったが信用できるか。仕事をするためには、
まず事前に権利金として約４０万円必要だと言
われていて不安である。

事例３
インターネット上で在宅パソコンワークに登

録。「１日に１〜２時間働けば月３.４万円の収入
になる。仕事を始める前に課題をクリアしなけ
ればいけないが簡単」との説明を受け、課題に
なっている約６０万円の教材をクレジット契約し
た。しかし、実際課題は難しく、クリアできない。
教材代だけが毎月引き落とされている状況で
あるので解約したい。

滋賀県消費生活センター　消費生活相談窓口　（電）２３−０９９９
企画課　（有）２−２０１８　（電）４８−８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

内職商法に注意！

消
費
生
活
通
信
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us/
多賀町立博物館　（有）2-2077　（電）48-2077　（Ｆ）48-8055　museum@town.taga.lg.jp

多賀のゆかいな生き物図鑑㊽
昆虫界の動く宝石

タマムシ
昆虫の仲間といえば、黒や茶色など地味な

色のイメージをもっておられる方が多いかと
思います。しかし、そんな虫たちの中でもキラ
リと輝いているタマムシ（写真１）をご存じの方
は多いのではないでしょうか？タマムシは、体
が緑色の光沢に輝いており、虹のような赤色の
縞模様があるカブトムシの仲間です。主にケヤ
キ（写真２）やエノキ、サクラの木に生息してお
り、成虫はこれらの葉を食べ、幼虫は枯れ木の
幹の中で材を食べています。晴れた日にはこれ
らの木の高いところを飛んでいる姿が見える
こともありますが、網が届かず、なかなか捕ま
えることができません。

私が初めてこの虫と出会ったのは、昆虫少年
として虫取り網を持って走り回っていた小学校
時代です。それまで、図鑑でしか見たことがな
かった宝石のような虫を見つけたときのうれし
さは今でも忘れられません。カブトムシやクワ
ガタもそうなのですが、この虫を捕まえるとク
ラスでヒーローになれました。
さて、このタマムシ、博物館ではいくらかの

標本があるのですが、これまでなかなか生きた
タマムシを展示するという機会がありませんで
した。といいますのも、このような虫に限ってい

ざ欲しいと
きにはとれ
ず、思いが
けない時に
とれるから
です。昨年
の夏にも、
いろいろな
場所でタマ
ムシを探してみたのですが、結局私は見つける
ことができませんでした。がっかりしていたと
ころ、８月になって町内の複数の方々からタマ
ムシをいただく機会がありました。その話では、
「家の網戸についていた」「目の前に落ちてき
た」ということで、驚いたと同時にガックリして
しまいました。

さて、今年の夏はぜひとも生きたタマムシを
皆さんに見てほしいと思っているのですが…。
果たしてうまくタマムシがとれるかどうか…。も
し、今年の夏に生きたタマムシがとれたら、そ
のときは期間限定で、緊急に展示をしたいと思
います。思いがけないところにいることがあり
ますので、皆さんもぜひ探してみてください。
（多賀町立博物館　学芸員　金尾滋史）

▲翅
はね

の色がとても美しいタマムシ（写真１）

▲ケヤキの木はあけぼのパーク多賀
にもあります。はたしてタマムシは
飛んでくるでしょうか？（写真２）

あ
け
ぼ
の
パ
ー
ク
多
賀
か
ら
の
お
し
ら
せ

企画展

鈴鹿山脈の自然

博物館講座

大空の王者　イヌワシ

自然観察会

多賀の花の観察会

自然トピック

多賀町に珍鳥「ホオジロカンムリヅル」現る!!

多賀町をはじめとする滋賀・三重・岐阜の３県
にまたがり、およそ６０㎞にもわたって山並が
連なる鈴鹿山脈。その深い懐では、雄大な景観
が広がり、多種多様な生き物たちの営みをみ
ることができます。企画展「鈴鹿山脈の自然」
では、初公開の標本や写真、生体展示をまじえ

森の生態系の頂点に立ち、天狗のモデルに
なったとも言われているイヌワシ。“大空の王
者”と呼ぶにふさわしいその姿は、見る者を圧
倒します。そんなイヌワシたちも、生息場所を
失い、数を減らして、現在では危機的状況にお
ちいっています。この講座では、鈴鹿山脈に生
息するイヌワシの調査・保護活動を通じて明ら
かとなった彼らの知られざる生態や現状につい

今回は湿地の植物を観察します。ふだんとは
違う多賀の植物の魅力をお楽しみください。
日時■８月２０日（木）　１０時〜１２時

６月３０日に、「田んぼに見たこともない大き
な鳥がいる」という情報が博物館に寄せられま
した。もしやと思って現場にかけつけてみると、
そこには、頭の羽が特徴的な大きな鳥がいまし
た。この鳥の名前は、ホオジロカンムリヅルと
いい、アフリカ南部に生息しているツルの仲間
です。ウガンダ共和国では、国の鳥として国旗
の真ん中にこの鳥が描かれています。

実はこの個体は、アフリカからはるばるやっ
てきたという訳ではなく、どこかで飼育されて
いた個体が逃げ出してきたものであると考え
られています。滋賀県では昨年９月から守山
市、甲賀市、東近江市などで確認されており、そ

て、鈴鹿山脈のすばらしい自然を余すところな
く紹介します。
期間■７月２５日（土）〜８月３０日（日）
場所■あけぼのパーク多賀　ギャラリー
観覧料■無料

て、最新の成果をお話しいただきます。
日時■８月１６日（日）　１３時３０分〜１５時３０分
会場■あけぼのパーク多賀　2階　大会議室
講師■山﨑　亨先生（アジア猛禽類ネットワー

ク会長）
※定員３０人（受講料は無料）
※７月１７日から博物館カウンターまたは電話・
ＦＡＸにて申し込みを受け付けています。

集合■多賀町立博物館駐車場（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。

の個体が多賀町へやってきたものと思われま
す。しばらくの期間でしたが、この珍鳥が多賀
町でも確認することができました。
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多賀町立図書館　（有）2-1142　（電）48-1142　（Ｆ）48-1164　tosho@town.taga.lg.jp あけぼのパークカレンダー
8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
※27日（木）は、月末整理のため、図書館は休館です。

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
※８日（火）は、あけぼのパーク多賀施設内薫蒸のため休館です。
※２４日（木）は、振替および月末整理のため、図書館は休館です。

移動図書館さんさん号8月・9月の巡回

Ａコース（大滝）第１・３金曜日 Ｂコース（多賀）第２・４金曜日

 8月 7日、21日（金）
 9月 4日、18日（金）

 8月14日、28日（金）
 9月11日、25日（金）

１２:50〜１３:３0
大滝小学校

１３:00〜１３:３5
多賀小学校

１４:00〜１４:３0
多賀清流の里

１４:00〜１４:３0
多賀幼稚園

 8月 7日（金）
 9月 4日（金）

 8月21日（金）
 9月18日（金）

１5:00〜１5:４0
犬上ハートフルセンター１5:00〜１5:３0

藤瀬
(草の根ハウス前)

１5:00〜１5:３0
川相

(「皆様の店くぼ」さん)

１5:50〜１6:２0
たきのみや保育園

１5:55〜１6:２5
多賀ささゆり保育園

映画会　アニメ『はだしのゲン』
日時■８月２９日（土）　１５時〜　（８４分間）
場所■２階　大会議室

おはなしのじかん
日時■８月１、１５、２２日
　　　いずれも土曜日　１５時〜
場所■おはなしのへや
※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「この
ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い
ます。

雑誌のおわけ会
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２５日（土）〜�８月２日（日）
　　　後半：８月�４日（火）〜�８月３０日（日）
場所■対面朗読室
冊数■前半は１人５冊まで。後半は制限なし。

夏休み子ども教室
「ワイヤークラフト−針金でつくってみよう」
日時■８月８日（土）　１４時〜
場所■２階　大会議室
対象■小学校高学年　２０人
お申し込み■受付中。先着順（電話申し込み可）

「インターネット利用登録」について
お知らせ
・図書館が所蔵する図書・ＡＶ資料・雑誌の予約
や、借りている資料の確認がインターネット
でできるようになりました。いずれも予約し
ていただけるのは、貸出し中の資料（ビデオ・
ＤＶＤはお１人１点のみ）です。

・インターネットでの予約や貸出確認のご
利用には、事前に「インターネット利用登
録」で、メールア
ドレス登録をし
ていただく必要
があります。詳
しくは、カウン
ターでお尋ねく
ださい。

本の紹介
一般書
『人生のいちばん美しい場所で』

立松和平／著
東京書籍　９１３.６—タテ
妻の突然のアルツハイマー
病発症。妻が行きたいと言い
出した場所は、彼女のかつて
の恋人が死んだ場所だった。
そこに待っているものとは？

『裁くのは僕たちだ』
水原秀策／著
東京創元社　９１３.６—ミズ
「お金で無罪の票、売ります」
だって？一市民・高尾が裁判員に
選任された事件は、現職の美人
衆議院議員による夫殺し。実に
単純な裁判のはずだったが…。

『キーパー』
マル・ピート／著　池央耿／訳
評論社　９３３.７—ピト
貧しい少年が、世界最高と
いわれるキーパーになった。
が、その栄光の陰には、万人
の想像をはるかに超える秘
密が隠されていたー。

児童書
『７にんのこぐも』

きしら—まゆこ／作
フレーベル館　ＫＥ—ナナ
雲の上では、７人のこぐもが
暮らしています。今日は雨を
降らす日です。小さなバケツ
で一生懸命雨を降らしている

と、一人がうっかり雲から落ちてしまいました。

『もりもりくまさん』
長野—ヒデ子／著
鈴木出版　ＫＥ—モリ
何でももりもりこなす、くま
さん。山もりのまき割りや、
森の奥のはちみつさがし。一

日中もりもり元気なくまさんの姿をユーモラス
に描いた絵本。

『アリクイありえない』
斉藤—洋／作
理論社　Ｋ９１３—サイ
日曜日の朝は、いつもと違う。
ぼくの部屋にふしぎな誰かが
やってくる。働き者のナマケモ
ノか、おしゃべりなオオアリク
イ。今日はどっちがくるのかな。

子どもの本のサークル

「このゆびとまれ」
子どもの本について学んだり、「おはなしの

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
いりません。子ども連れでも参加できます。
日時■8月１日、１５日（土）
　　　１３時３０分〜（毎月第１・３土曜日）
活動場所■２階　大会議室

「ドリームサークル」
おはなし会用の作品づくりなどをしています。

（毎月第１土曜日）
※随時、各メンバー募集中!!

詳しくは図書館までお問い合わせください。

応援団・サークル活動日

「多賀町立図書館応援団」活動日
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし

ます。
日時■8月８日（土）　１３時３０分〜
　　　（毎月第２土曜日）
活動場所■２階　小会議室

読書会
一緒に文学の世界を楽しみませんか。

日時■８月５日（水）　１０時〜
　　　（毎月第１水曜日）
活動場所■２階　小会議室

※利用カード、本ともに図書館と共通です。

　天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、1カ月後となります。

※藤瀬は第1金曜日のみ、川相は第3金曜日のみの巡回です。
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よろず相談
今月の相談日■8月 6 日（木）

来月の相談日■9月１６日（水）

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

（※１）高校生については、８月１日以
降の受付となります。（※２）左
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
自衛隊彦根地域事務所
彦根市旭町１-２４田中ビル２ｎｄ１Ｆ

（電・Ｆ）２６-０５８７
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/
ｂｉｗａｈｉｋｏ@ａｌｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ

滋賀県警察官（Ｂ・高卒程度）
採用試験

滋賀県警察本部では、警察官を募
集しています。
第１次試験日■９月２０日（日）
試験区分・採用予定人員■
　　　　　　　男性Ｂ　１５人程度
　　　　　　　女性Ｂ　５人程度
※４年制大学を卒業または卒業見込

みの方は、受験できません。
お問い合わせ・詳細
滋賀県警察本部
フリーダイヤル ０１２０-２０４-３１４
滋賀県警察のホームページ
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｓｈｉｇａ.ｊｐ/ｐｏｌｉｃｅ

「特設人権なんでも相談所」—
のお知らせ

高齢者や障害者をめぐるさまざま
な人権問題の解決を図るための取り
組みを強化するため、全国一斉「高齢
者・障害者の人権あんしん相談」強化
週間を実施します。
期間■９月６日（日）〜１２日（土）
　　　８時３０分〜１９時
　　　（土・日曜日は、１０時〜１７時）
設置電話■大津地方法務局人権擁護

課内高齢者・障害者の人権あ
んしん相談

　　　０７７-５２２-４６７３
相談内容■高齢者や障害者をめぐるさ

まざまな人権問題に関すること
相談者■人権擁護委員、法務局職員
お問い合わせ
大津地方法務局　人権擁護課

（電）０７７-５２２-４６７３

多賀大社—
観月祭献詠、献句募集
作品■１人３首（３句）まで。「秋季雑

詠」自作、未発表のもの。
申し込み方法■献詠（句）料１,０００

円を添えて封書で郵送のこ
と。末尾に、郵便番号・住所・氏名
（本名も）・年齢・電話番号を記
入してください。

申し込み締切■８月３１日（月）必着
発表■１０月３日（土）の１９時３０分から

多賀大社観月祭会場にて行い
ます。

お問い合わせ・お申し込み
多賀大社社務所観月祭係
〒５２２-０３４１　多賀町多賀
（電）４８-１１０１

狂言のふりゅう・落語の風流
落語と狂言のコラボレーションを

お楽しみください。
日時■１０月２７日（火）
　　　１９時開演（１８時３０分開場）
場所■ひこね市文化プラザ�

エコーホール
出演者■小笠原　匡（和泉流狂言師）
　　　　桂　春蝶（落語家）
チケット■全席自由　３,０００円
発売日■８月７日（金）　９時〜
お問い合わせ

ひこね市文化プラザチケットセンター
（電）２７-５２００

身体障害者相談員による
『身体障害相談』を行います

身体障害者相談員は、身体障害者
から日常の相談に応じたり、相談の内
容によっては関係機関に連絡をとる
など、必要な指導や助言を行うため、
また、地域福祉活動の中核となって
障害者福祉の向上をめざすために、
県から委託されています。障害者の
立場で就職・結婚に関することなどさ
まざまな相談を受けていただけます
ので、ぜひご来所ください。
相談日■８月２２日（土）
　　　　１３時３０分〜１６時

戦没者等のご遺族の皆さんへ—
第９回特別弔慰金が支給されます
対象者■公的扶助料や遺族年金等を

受けていた方が平成１７年４月
１日から平成２１年３月３１日
までの間に亡くなるなどし、平
成２１年４月１日において公的
扶助料や遺族年金等の受給権
者がいない場合に、次の順番
による先順位のご遺族お一人
が対象となります。

　　１.平成２１年４月１日までに戦傷病
者戦没者遺族等援護法による弔
慰金の受給権を取得した方

　　２.戦没者等の子
　　３.戦没者等の①父母②孫③祖父

母④兄弟姉妹
　　※戦没者等と生計関係を有して

いた方のうち平成２１年４月１
日において婚姻していたとし
ても氏が変わっていない方ま
たは同日において遺族以外の
方と養子縁組をしていない方
に限ります。

　　４.上記３以外の戦没者等の①父
母②孫③祖父母④兄弟姉妹

　　※戦没者と生計関係を有してい
ない方や戦没者等と生計関係
を有していたが上記３に該当
しない方。

　　５.上記１から４以外の戦没者等
の三親等内の親族

　　※戦没者の死亡まで引き続き１
年以上の生計関係を有してい
た方に限ります。

支給内容■額面２４万円
６年償還の記名国債

請求期間■平成２１年４月１日から平
成２４年４月２日まで

　　※請求期間を過ぎると時効によ
り権利が消滅し、特別弔慰金
を受けることができなくなりま
す。請求漏れのないように十
分ご注意ください。

お問い合わせ・請求窓口
福祉保健課　援護担当

（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

滋賀県立大学—
オープンキャンパス
２００９

高校生や保護者等の方々に、本学
の教育・研究の内容、大学生活などを
知ってもらう機会として、滋賀県立大
学のキャンパスを開放し、教員・学生・
職員が一体となって、キャンパスを案
内します。
日時■８月８日（土）、９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。
　　※事前申し込みは不要です。
参加対象■高校生、受験生およびそ

の保護者、高校教諭など
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、
実験・実習、体験、展示、学生の
活動紹介など）、個別相談、資
料配布（大学案内、選抜要項、
過去問題等の配布）

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

再就職支援！—
シニア技能講習会のお知らせ
講習名■マンション管理員技能講習
期間■８月１８日（火）〜９月２日（水）１３時

〜１７時（全１２日間、土日を除く）
　　※最終日の９月２日（水）は、ハロー

ワークと共同で就職面接会を
開催します。

会場■守山市　ライズヴィル都賀山
（ＪＲ守山駅東口）

対象者■６０歳台前半層の滋賀県在
住者（全日程に出席できる人）

定員■４０人（応募多数は、抽選）
費用■無料
申し込み方法■電話・ＦＡＸ・ハガキに

て、①講習名②住所③氏名（ふり
がな）④年齢（生年月日）⑤電話

番号を記入して、８月６日（木）（必
着）までにお申し込みください。

お問い合わせ
（社）滋賀県シルバー人材センター連合会
〒５２０-００５１　滋賀県大津市梅林１-３-１０
（電）０７７-５２５-４１２８
（Ｆ）０７７-５２７-９４９０

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業の参加者募集

（財）日本遺族会は、「戦没者遺児によ
る慰霊友好親善事業」の参加者を募
集しています。同事業は、厚生労働省
から委託・補助を受けていて、先の大
戦で父等を亡くした戦没者の遺児を
対象として、父等の戦没した旧戦域
を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同
地域の住民と友好親善をはかること
を目的としています。費用は、賛助金
として一律１０万円（沖縄は５万円）で
す。本年度は、下記の１６地域につい
て実施予定です。
実施地域■①旧満州②旧ソ連③西

部ニューギニア④マリアナ諸
島⑤中国⑥東部ニューギニ
ア⑦ボルネオ・マレー半島⑧ト
ラック諸島⑨パラオ諸島⑩ソ
ロモン諸島⑪フィリピン⑫ミャ
ンマー⑬沖縄⑭台湾・バシー
海峡⑮マーシャル諸島⑯ギル
バート諸島

日程等の詳細
（財）日本遺族会　事業課事業係
（電）０３-３２６１-５５２１

お申し込み
（財）滋賀県遺族会
（電）０７７-５２２-７２２７

会場■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

相談員■身体障害者相談員
　　　（大矢進さん、大西孝雄さん）
お問い合わせ
福祉保健課
（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

「ひとり親家庭サポート—
定期便」のお知らせ

母子家庭や父子家庭の皆さんを
対象に、年に３回（６月、１０月、２月予
定）、県や市町の各種情報をお届けす
る「ひとり親家庭サポート定期便」事
業がはじまりました。滋賀県ひとり親
家庭福祉推進員がご自宅までお届け
します。ご希望の方は、福祉保健課ま
でお申し込みください。
お問い合わせ・お申し込み先
福祉保健課
（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

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
応募資格■①高卒（見込み含む）、２１

歳未満男女②１８歳以上２７歳
未満男女③１８歳以上２７歳未
満の男女

受付期間■①②８月１日（土）〜９月１１
日（金）③男性：年間を通じて受付
（※１）、女性：８月１日（土）〜９月
１１日（金）

試験日■①１次：９月２３日（水）、２次：１０
月１７日（土）〜２２日（木）、３次：１１
月１４日（土）〜１２月１８日（金）②
１次：９月１９日（土）、２次：１０月８
日（木）〜１５日（木）③男性：９月２６
日（土）、２８日（月）（※２）、女性：９月
２７日（日）、２８日（月）

合格発表■①１次：１０月９日（金）、２次：
（海）１１月９日（月）、（空）１１月
５日（木）、最終：平成２２年１月
２２日（金）②１次：１０月２日（金）、
最終：１１月１１日（水）③男性：試
験時にお知らせします、女性：
１１月１３日（金）
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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
答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広
報たが」へのおたより（俳句・短歌・川柳・イラス
ト）やご意見を企画課までお送りください。Ｅ
メール・有線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX—2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは8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す。
発表は景品の発送をもってかえさせていただ
きます。

なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ
りません。内容に関係なく抽選しています。

おたのしみクイズまちがいさがし

おめでた・おくやみ

問題

長い夏休み、子どもたちはどのよう
に過ごされていますか？
「遊ぶ」「食べる」「眠る」が元気の源

です。なかでも「遊び」でからだを動
かすことによって、子どものからだ（身
体能力）は豊かに発達します。また、遊
びの中でルールを理解し、人数や場
所によってルールを変えていくなど

多賀やまびこクラブ事務局（B&G海洋センター内）　㈲2-１１１５　（電）48-1115　yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

ひとのうごき
平成２１年6月末現在

（　）内は前月比
■人口

8,162人� （± 0）
■男性

3,895人� （＋ ３）
■女性

4,267人� （− ３）
■世帯数

2,684世帯�（＋ ３）

先月号の答え
②—3カ所
でした

いろいろ工夫する力（知性）をつけて
いきます。そして、さらに大勢の仲間
たちと遊ぶことから、協調性や思いや
りなど人と関わることの大切さ（社会
性）を学びます。

子どもの成長には、これら３つの能
力はお互いに深く関連しあっていて、
これらのバランスが大切です。

多賀やまびこクラブでは、遊びやス
ポーツを通して３つの能力を養い、元
気な子どもの育成をめざしています。
さらに子どもからシニアまで楽しい教
室やイベントにて運動することで地
域の仲間の輪が広がり多賀の街が元
気になると信じています。

〈事務所開館日〉火曜日〜土曜日／９時〜１７時（ただし、８月４日・１１日〜１５日はお休みします）

生まれました！
☆百

も も や ま

山　湖
ひ ろ と

音（彰彦・ジェシカ）

☆西
に し む ら

村　颯
そ う す け

佑（貴充・珠里）

☆西
に し か わ

川　結
ゆ い な

愛（達哉・宏美）

☆石
い し は ら

原　有
あ る せ

晟（文靖・加奈子）

☆中
な か み ぞ

溝爽
さ わ ね

琶音（成明・英里佳）

☆向
む か い

井承
じ ょ う た ろ う

太朗（惠二・綾子）

おくやみ申し上げます
◆東岸マサノ　８１歳
◆山本孫三郎　７８歳
◆前川　健一　８４歳

◆菅森シゲノ　８２歳
◆八木　進一　８５歳
◆野村　達　　８４歳
◆辻　喜三郎　８５歳
◆武久　正治　８１歳

結婚しました！

♥上田　童夢

　長谷川　純子
（敬称略）

ふれあいの郷トレーニング室

トレーニング室であなたの健康づくり！
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。利用者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。

9月の利用講習会日程
13:30〜14:30　体力測定
15:00〜16:00　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■18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。

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp

相
談
・
健
診
・
予
防
接
種
・
ひ
ろ
ば
の
案
内

相談等
すくすく相談

９月１８日（金）　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

９月２９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７日（月）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２１年４月生まれの乳児

９〜１０カ月児健診

９月７日（月）　受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ２０年１０月生まれの乳児

１歳６カ月児健診

９月２日（水）　受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年２月・３月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ

９月８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　９月９日（水）
１１：３０〜　予約制
※ほか２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・予診票をご
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ってきてください。■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。

子育て支援センター　ひろばの案内
わくわくランド

月曜日〜金曜日　９：００〜１３：００
ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子
ども同士、親同士が遊んだり、語りあったりするの
に利用してください。（下記広場以外）

にこにこ広場
９月は、リズム遊びをしましょう。また、センターの職員
と子育てについての話もしています。月ごとの予定は
「にっこりメール」�（各公共施設に掲示）で、お知らせし
ています。

カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）
９月２日（水）　　１０:００〜１１:００
ペンギン①広場（１歳児）４月〜９月
９月９日（水）　１０：００〜１１：００
ペンギン②広場（１歳児）１０月〜３月
９月１６日（水）　１０：００〜１１：００
赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
９月３０日（水）　１０：００〜１１：００
お話会

９月８日（火）　１０：００〜
場所　子育て支援センター
親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。

１歳のお誕生会

９月１１日（金）　１０：００〜
場所　子育て支援センター
Ｈ２０年７・８・９月生まれが対象。

おしゃべりデー

９月２９日（火）　１０：００〜１１：３０
場所　たきのみや保育園
子育ての仲間が集って、気楽にワイワイしゃべって子育
ての情報交換をしましょう。
■子育て相談は、随時行っていますので、お気軽に来所
していただくか、お電話ください。
子ども・家庭応援センター
�（有）２-８１３７　（電）４８-８１３７

26日（土）

広報たが—2009年8月号
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おしらせおしらせ



8月の時間外交付

19時まで受付します。
環境生活課—（有）2-2031�（電）48-8114

編集後記■夏真っ盛りです。夏の行事といえば、花火大
会・夏祭り・海水浴・盆踊りなどが思いつくでしょうか？働く
ようになってからは、少し遠い存在のように感じてしまい
ます。でも、いくつになっても子どものころの夏の思い出
はよく覚えています。なんだか懐かしく感じます。■夏は
暑さから、夏バテなど元気がなくなってしまうこともあり
ます。こんなときも栄養をつけるなど、規則正しい生活を
こころがけることにつきるのではないでしょうか。
kikaku@town.taga.lg.jp	 （ぽ）
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

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


