広報
い な よ り わ け おうのみこと

こ

い し ま る

犬胴松の下には大蛇から稲依別王命を助けた忠犬「小石丸」が眠っています
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まちの話題

まちの話題

アストロクラブ

木匠塾

多賀町アストロクラブ夏の合宿

手づくりの遊具が多賀ＳＡ上り線内に完成!!

８月７、
８日に、ダイニックアストロ

募集し、多賀町アストロクラブとして

デネブ）など、たくさんの星を観察す

パーク天究館で、多賀町アストロクラ

毎月１回、星の観察や学習を行ってい

ることができました。

ブ夏の合宿が開催されました。このク

ます。

また、多賀中学校の１年生が天究

９月１１日、名 神高 速道 路 の多 賀

塾によって製作されたものです。話し

セレモニー後には、さっそく子ども

サービスエリア上り線内にある広場

合いやプレゼンテーションを経て、
１０

たちが真新しい遊具で遊びました。皆

に、手づくりの遊具が完成し、製作の

日間の製作で完成となりました。木匠

さんも手づくり遊具のぬくもりを感

ラブは多賀町教育委員会社会教育課

通常の活動は平日夜の日帰りです

館を訪れ、星の話と星にちなんだ大

概要説明やテープカット、記念撮影な

塾のリーダーの小谷さんは、
「加工な

じに、遊びに出かけてみてはいかがで

が、ダイニックアストロパーク天究館

が、今回は夏休中でもあり宿泊しての

カルタ大会をしてくれました。ふだん

どの記念セレモニーが行われました。

どに苦労した。この遊具を目当てに来

しょうか。

の協力を得て、多賀町内の小学生に

活動となりました。天気にも恵まれ木

と違うお兄さんお姉さんと一緒の活

この遊具は、滋賀県立大学の学生

てもらい、多くの人に使ってもらえれ

呼びかけ月１回開催しているもので

星、月、夏の大三角形（こと座のベガ・

動に子どもたちはとても楽しかったよ

の皆さんがメンバーとなる多賀木匠

す。町内の星に興味がある小学生を

わし座のアルタイル・はくちょう座の

うです。

ば」
と感想を話されました。

少年野球
全国交通安全キャラバン

みんなですすめよう交通安全 全国キャラバン隊来町
９月４日、交通事故に歯止めをか
け、地域社会の交通安全の確保を目

多賀少年野球クラブ 全国大会で準優勝！
小学生の甲子園と言われる「高円

さんがキャラバン隊を出迎えました。

全協会会長から激励の言葉がキャラ

宮賜杯

まず、交通事故の犠牲になられた方

バン隊の皆さんに送られました。

球大会（マクドナルド・
トーナメント）」

も く と う

第２９回全日本学童軟式野

チームの代表ととなり、
２年連続８回目

全国大会５回目の出場となる石川県

の全国大会の出場となりました。

の西南部サンボーイズとの対戦とな

同クラブは、過去に、ベスト１６が３

りました。決勝戦まで、
５試合で３３点

的として、
日本列島をくまなく活動・展

への黙 祷をしたあと、内閣府特命担

交通事故のない安全なまちづくり

が、東京ヤクルトスワローズの本拠

回、ベスト８・３位・準優勝が各１回と好

を叩きだしている強力打線は、先制点

開する交通安全啓発全国キャラバン

当大臣からのメッセージが久保町長

のために、
１人ひとりがそれぞれの立

地「明治神宮球場」で、
８月１５日から

成績を残しているため、
「 今年こそは

を奪いましたが、
２点を返され逆転さ

隊が、
多賀町を訪問されました。

に伝達されました。これを受けて、町

場で交通ルールを遵守し、思いやりの

１９日まで開催されました。

念願の優勝」
をと期待が高まりました。

れ、
１対２で全国制覇の夢は叶いませ

長および彦根警察署長、彦根交通安

ある心をもって行動しましょう。

役場の玄関前で、
１００人ほどの皆

広報たが 2009年10月号
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多賀少年野球クラブは、
滋賀県２２０

５年ぶりに決勝戦にコマをすすめ、

んでした。
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エ

コ

ひ

い

き

ECO贔屓

ねんきん・家電・タクシー

ひ い き

環境基本条例策定委員会ニュース

ひ い き

※エコ贔屓：環境に良いことに力を入れて
（贔屓して）取り組む意味。エコはエコロジー
（生態環境）
の略語です。

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

環境基本条例制定への取り組み

滋賀社会保険事務局

川について学習しました タウンウォッチング川編

彦根事務所

国民年金業務課 （電）
２３−１１１４

ご存じですか？ 任意加入制度！
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

しかしながら、生活雑排水を今でも川に流し

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

日に、
太田川において、
環境基本条例策定にむけ

ているケースもないとは言えず、子どもたちが

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。

ての「タウンウォッチング川編」
を開催しました。

きれいな川で遊べるようになるまであと１０年

期間（２５年）
を満たしていない場合や、納付済

このイベントは、町民の皆さんに私たちの

はかかるという話も聞き、まちづくりにはきれ

期間が少ないために老齢基礎年金を満額受給

生活と密接に関わりのある太田川について学

いな川がたいへん重要なポイントであることを

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

習し、川についての知識を深めてもらうために

再認識させられました。

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。

多賀町環境基本条例策定委員会では、
９月５

行ったもので、当日は１６人の方が参加されま

その後、実際に川の中に入り、皆さんで川の
中の魚を捕まえました。参加者の子どもたち

さらに、
６５歳まで納付しても老齢基礎年金

会場では、多賀町立博物館の金尾学芸員の

は、魚を捕まえるごとに歓声を上げ、一匹ごとに

の受給資格期間（２５年）を満たさないが、
７０

指導のもと、川の中に生息する生き物について

金尾学芸員に魚の名前をたずね、川の中に多

説明をうけました。最初に、太田川だけで２６種

くの魚がいることに喜びを感じているようでし

類いるといわれる魚を上から観察しました。多

た。

した。

といった魚が多く見られましたが、少し上流に

質調査を行っていただき、川の水の成分量など

上がった場所では多くの藻が生えていたり、
ト

について教わりました。参加者の皆さんにとっ

家電リサイクル対象商品であるテレビ・冷蔵

ンボが多く飛んでいたり、鯉がいなかったりと

ては、ふだんは何気なく通っている川の環境

庫（冷凍庫）
・洗濯機（衣類乾燥機）
・エアコンを

いうことで、場所によって生き物の生態が違う

が、いかに大切かを肌で実感できる良い機会に

処分するときは、家電リサイクル法に基づき、

ことを認識することができました。

なったようでした。

購入した小売店か買い替えをされる小売店に

また、太田川には琵琶湖から上がってきたア

引き渡すか
（引取料金は小売店により異なりま

ユも生息していて、多賀町に流れている川はす

すので、直接、小売店にご確認ください。）、ま

べて琵琶湖とつながっていることが生き物から

たは郵便局でリサイクル料金を振り込み、直接

分かるということも教わりました。

メーカー指定引取場所に搬入してください。

川清掃活動についてご紹介いただきました。
元々は川幅も狭く三面張りであった川の改修

vol.08

を行ってからは、土を入れたこともあり、生き物

国民年金担当課まで。

お知らせ
平成２１年４月から、家電リサイクル法の改正により家電リサイクル対象品目が追加されました
のでご注意ください。
家電リサイクル
対象品目

が住める本来の姿を取り戻しつつあることを説
明いただきました。

詳しくは、滋賀社会保険事務局彦根事務所

家電リサイクル対象商品は正しく処分しましょう

最後に、試験管と薬品を使って太田川の水

平成１４年から取り組まれている月１回の太田

振替にしていただく必要があります。

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

賀大社前駅に近い場所には、
草魚、
オイカワ、
鯉

続いて、
「 太田川夢の会」の本多さんから、

この場合、保険料の納付方法は、原則、口座

ブラウン管式テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機、
ユニット型エアコン
（追加された品目）
液晶式テレビ、
プラズマ式テレビ、衣類乾燥機

詳しくは、環境生活課までお問い合わせください。
企画課 （有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
乗合タクシーの愛称が

「ふれ愛タクシー」に決まりました
高齢者や障がいをお持ちの方の外出支援を
目的とした乗合タクシーの愛称を募集したとこ

を予定しています。利用を希望される方は、福
祉保健課まで利用登録をお願いします。

ろ、
たくさんのご応募をいただきました。ありが
とうございました。
その中から、
「ふれ愛タクシー」に決定しま
した。
また、運行開始日については、
１０月２６日（月）
広報たが 2009年10月号
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滋賀県消費生活センター

学力調査
消費生活相談窓口 （電）
２３-０９９９

教育委員会

学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
調査結果■小学校は、国語Ｂのみ全国平均よ

果をお知らせします。なお、来月号と２回に分け

りやや劣り、全国平均に位置する学校で

事業所をターゲットにした配電盤点検による

トラブルが続出しています。以前は同じような

て掲載します。

す。中学校は、全テストで全国平均を上

トラブルが発生しています。

手口で消火器の訪問点検によるトラブルが発

実施日■４月２１日

回っていて、特に、
「数学」では優秀な結

生していました。

公表日■８月２７日

果が出ています。

事例
「集合配電盤の点検をする」と電話があり、

○クーリングオフが適用されない事業所が狙

対象■小学校６年生と中学校３年生

われています。
（適用される場合もあります。

いつもの出入り業者だと思い承諾した。男性２

消費生活相談窓口にお問い合わせくださ

人の訪問を受け、作業前に契約書面にサイン

い。）

をさせられたが、金額についての説明はなかっ

○出入りの点検業者であるかのように訪問前

た。作業完了後、作業終了確認書と支払いに関

に電話をかけてきたり、本社からの依頼であ

する念書にサインをさせられたが、書面をよく

るかのように装ったりします。

見ると、集合盤電気設備内部に付着しているほ

○点検の承諾をあいまいにすると、業者は素

こり等を取り除く清掃作業となっていた。清掃

早く作業を始め、後で高額な代金を請求しま

代約９万円を請求されているが、支払わないと

す。作業前に料金の説明などはしません。

いけないか。
事業所をターゲットにした配電盤点検による

○担当の社員ではなく、その場に居合わせた
従業員にサインを求めます。

教科に関する内容
小学校■国語

・もう一度、自分の間違えた問題をやっておく

〈強い点〉

ことが成績アップの秘訣です。

・多賀小学校では、
「読んだり」
「書いたり」する
ご

い

ことを、大滝小では「語彙」が豊富で「書いた
り」することを得意としています。
〈弱い点〉
・多賀小学校では、
「話す」
「聞く」ことを、大滝

中学校■国語
〈強い点〉
・「話すこと」や「 聞くこと」を得 意としてい
ます。
〈弱い点〉

小学校では、
「 話す」
「聞く」
「読む」ことを苦

・主語（主部）
に対応させて、述語（述部）を適

被害に遭わないためには、以下のことを

手としています。全町的に、今回のテストで

切に記述することや、得られた情報を簡単に

心がけてください。

は、ローマ字を正しく書いたり読んだりする

まとめて自分の言葉で表現することを課題

○訪れた作業員には身分証明書の提示を求め

ことや、接続語を使って一文を二文に分ける

としています。

る。
○安易に契約書にサインをしないで、契約して
いるメンテナンス業者に確認する。
○「おかしい」
と気づいたら、料金をその場です
ぐに支払ったり、支払う約束をしたりしないよ

ことに課題があります。また、自分の意図や
立場を明確にして順序立てて話し合うことも
課題としています。
・日ごろから、本をたくさん読んで、
また、自分
の考えを書く練習をしましょう。

うにする。

・本町のすすめる小中連携事業（俳句・短歌な
どに親しむ）の活動を深めましょう。
中学校■数学
〈強い点〉
・計算を正確に解くことや、与えられた数値か
らその中に潜む情報を読みとり、的確に処理
する力は持っています。
〈弱い点〉

公営企業課 （有）
２-２０１５ （電）
４８-８１２５ ｇｅｓｕ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

・一元一次方程式を立てる時の等しい関係に

土地の異動（売買等）の際にはご注意ください!!
公共下水道が整備されている区域（農業集
落排水事業および合併浄化槽区域は除く）に
おいては、下水道の供用開始に併せて受益者
負担金（分担金）
が賦課されています。
（受益者負担金＝土地の面積×４５０円/㎡）
土地の面積は、宅地・雑種地・宅地内畑・農地・

・少し離れた畑に息子の新居を建てたい。
（徴
収猶予の取消し）
・現在の場所が手狭になったので、裏の畑を
第三者より購入して家を増築したい。
（ 徴収
猶予の取消し）

ぶや三角形の内角の和が１８０°
であることを
小学校■算数
〈強い点〉
・四則計算は、かなり正確にできていました。

証明するなど図形の特徴を的確に捉え数学
的な表現を用いて説明することを苦手とし
ています。

多賀・大滝小学校ともに、図形や量の測定方

※自分の考えを、分かりやすく相手に伝えるた

山林等、利用されている状態を元に一筆単位

納入途中である土地を購入した。
（受益者の

法については、かなり強い興味を示し、回答

めに図や絵に書き表わすことや、
これを文章

に算定されていますが、農地や山林などの宅地

異動）

も良い結果が出ています。

で表現する力を付けましょう。

ない土地については、受益者負担金の「徴収猶
予」
という措置がなされています。この措置は、

・公共用地等条例に定める「受益者負担金の
減免」がなされていた土地を個人所有した。
（減免の解除）

「その土地が宅地化されるまで待ちます」とい
う意味です。
特に右記のような場合には、地権者に対して
受益者負担金が賦課される場合があります。

6

を理解すること。さらに、同位角の位置を選

・受益者負担金が賦課されていて、現在分割

として利用していないまたは宅地と連なってい

広報たが 2009年10月号

ある２つの値を見つけることや証明の意義

２１

年度全国学力・学習状況調査における調査結果について
（その１）

平成２１年度の全国学力・学習状況調査の結

配電盤点検を口実にやってくる業者に注意！

平成

消費生活通信

消費生活・下水道負担金

〈弱い点〉
・全町的に、
数直線の一目盛りの大きさに着目
し、数を読み取ることや、百分率を求めるこ
と、
また、
グラフから割合の大小を決め、その

下水道区域において土地の異動（売買等）
を行

理由を記述することを課題としていました。

う場合には、
「受益者負担金」についてもご確

さらに、減法と除法の混合した数式の計算を

認ください！

苦手としていました。
広報たが 2009年10月号
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福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

こんにちは保健師です
食育とは、生きるうえでの基本であって、知
育、徳育、体育の基礎となるべきものです。
また、さまざまな経験を通じて「食」に関す
る知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

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

Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」を終えて
食生活を実践することができる人間を育てる
ことです。

７月２６日から３０日まで、沖縄で開催されたＢ＆Ｇ海洋体験セミナーに参加し
てくれた藤内理真さんから体験記が届きましたので紹介します。

生活習慣病を予防するためにも、今一度食
生活を見直してみませんか？

沖縄の体験セミナーに行って
私が今回がんばったのは、友だち

□１日３食とっていない

□魚より豚肉、牛肉をよく食べる

夜に行動することと、水族館ごとにイ

をたくさんつくることです。このセミ

□インスタント食品、
スナック菓子をよく食べる

□外食が多く、偏ったメニューになりがち

ルカの合図が変わることです。さら

ナーに１人で参加したので、友だちが

□野菜をあまり食べない

□夜食をよく食べる

に、ナゴパイナップルパークでは、パ

できるか心配だったけど、電車に乗っ

□牛乳や乳製品をあまりとらない

□１人で食事をとることが多い

イナップルがチューリップのように咲

たときから友だちができたのでうれし

くことや、サンゴが動物であるという

かったです。
１０人くらい友だちがで

ことも学びました。あと、自然体験活

きました。中にはあのプロゴルファー

動では、シオヨビというカニや、水の

の石川遼くんに似ている人や、
「はん

上を走る魚（名前は忘れました）を見

にゃ」の人に似ている人がいました。

ました。その魚はスピードがすごく速

沖縄でいろいろな体験ができて楽

□塩からいものをよく食べる

質・量ともに、きちんとした食事をしましょう！
い た

○炒め物は植物油で
炒め物をするときには、ラードなどの動物性

の柑橘類を上手に利用する
○甘いものはほどほどに

藤内

準備の「ウォーミングアップ」、

私が沖縄で学んだことは、サメは

チェック項目が多いほど要注意です。

理真

しかったです。

かったです。
沖 縄 のカレーには、なんと「 ヘチ

糖質のとり過ぎは肥満や糖尿病、脂肪肝の

も入っているとわかりました。お昼に

の植物油を使いましょう。

原因となります。

私は不思議なご飯を食べました。そ

○煮る、蒸す、焼くで、食品の余分な脂を落とす

れは、
ご飯の上にキャベツ、キャベツ

牛肉や豚肉の脂身は、血中コレステロール

煮る、蒸す、網で焼くことで、肉類などの余分

の上に炒めたひき肉、ひき肉の上に

値を高める原因になります。反対に、青背の

な脂肪分を取り除き、脂肪の取りすぎを防ぎ

チーズ、チーズの上にケチャップを乗

魚の脂に含まれる不飽和脂肪酸は、悪玉コレ

ます。また、野菜は生で食べるより、煮たり蒸

せた料理でした。最初はおいしいの

ステロールを減らして、動脈硬化や脂質異常

したりすると、
カサを減らしてたくさんとるこ

か不安でしたが、食べてみるとおいし

症を予防します。

とができます。

かったです。

○食物繊維を積極的にとる
食物繊維は便秘を予防するばかりでなく、

繊維の豊富な野菜やきのこ、海藻類などを
積極的にとりましょう。
○減塩を心がける

ウォーミングアップまたは
クールダウンにはストレッチが
有効です。ストレッチで体をあ
たためることで筋肉の緊張が
とけ、体の動きがよくなり、体
や筋肉が運動できる状態にな
ります。いきなり運動を始める
と、腱や筋を痛めるなどの思わ
ぬ事故につながります。また運

いよう、呼吸を整えながらゆっ
くりと行います。ストレッチを行
うことで、運動した後の呼吸や
循環器・筋肉を元の状態に戻し
ていきます。
軽い運動であっても安全と
効 率 のために、ウォーミング
アップやクールダウンは大切

踊りました。おもしろかったです。

です。自分の体力を過信せず、
健康のための運動で体を壊し

お得に

Ｂ＆Ｇで、

てしまわないように心がけた

スポーツしましょう

Ｂ＆Ｇ海洋センターの体育館は、た

食塩の摂取量を減らすには、

とえば、町内在住の大人の方ならお１

①ラーメンやうどんの汁は残す

人１５０円で、
１３時から１７時までたっ

②家庭では減塩しょうゆや減塩みそを使う

ぷりご利用いただけます。

③しょうゆや塩の代わりにレモンやゆずなど

いましょう。

日に疲労や筋肉痛を起こさな

踊りも習いました。太鼓（小）を持って

スポーツの秋です！

「クールダウン」を忘れずに行

た筋肉を少しずつ冷まして翌

腸からの糖質の吸収を遅らせたり、
コレステ
ロールの吸収を防いだりしてくれます。食物

そして運動後には疲労を防ぐ

動後のクールダウンは、ほてっ

マ」が入っていたし、
「ココナッツ」など

脂肪をさけ、
オリーブオイルやコーン油など
○肉料理より魚料理を多くする

スポーツの秋です。
にも、運動前には体を動かす

こんな心当たりはありませんか？ 食生活の問題点チェック！

□脂っこい料理をよく食べる

ウォーミングアップと
クールダウン

スポーツの秋を楽しむため

大滝小学校５年

□果物をあまり食べない

体育指導委員かわらばん

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

日は食育の日です。

１９

スポーツ
Ｂ＆Ｇ海洋センター

毎月

けんこう

いものですね。

利用時間など詳しくは、
Ｂ＆Ｇ海洋
センターまでお問い合わせください。

またバスケットボール、バレーボー
ルを始め、
バドミントンや卓球など、用

生活習慣病を予防し、健康的な食生活を送るためには、規則正しい生活習慣と、必要な栄
養素をまんべんなくとることがポイントです。ふだんの自分や家族の食生活を見直してみま
しょう。

広報たが 2009年10月号
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具も無料貸し出ししています。ぜひご
家族やお友だちを誘い合って、
気軽に
スポーツを楽しみに来ていただきた
いと思います。
広報たが 2009年10月号
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子育て応援特別手当

火災警報器助成・子育てサロン

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

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

子育て応援特別手当（平成２１年度版）について

多賀町高齢者居住住宅火災警報器設置事業のご案内

目的

申請の手続き

ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの

※社団法人多賀町シルバー人材センターに委
託しますので、設置時にお支払いください。

子育て応援特別手当（２１年度版）は、
「 経済

手当の受給には、対象となる子どもと同居し

世帯の住宅に火災警報器を設置することによ

危機対策」の一環です。厳しい経済情勢を踏ま

ている世帯主が、住所地の市町村に対して申

り、高齢者に火災予防の重要性を啓発し、高齢

え、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平

請を行うことが必要です。

成２１年度限りの措置として、幼児教育期の子
ども１人あたり３万６千円を支給します。
対象となる子ども
平成２１年度において小学校就学前３年間に

申込方法

者の生活の安全を確保するとともに、福祉の向

「申請書」に必要事項を記入・押印後、受付期

平成２１年１０月１日に、福祉保健課で受け付

上を図るため、多賀町では下記の要件に該当

間内に指定の受付場所に持参もしくは郵送し

けます。手当の受け取りは、原則として、口座振

する世帯に対し、警報器設置にかかる費用の助

てください。

り込みとなります。

成を行います。

※申請書は福祉保健課までお問い合わせくだ
さい。また、本事業は申請された方のみが対

手当の申請の受付開始日

象となりますので必ず、期間内に手続きを

該当する子ども
（生年月日が平成１５年４月２日

ＤＶ被害者の方の事前申請のみ

から平成１８年４月１日までの子ども）
が対象と

→１０月１日〜３０日まで

なります。

上記以外の対象者の方

り、かつ世帯全員の平成２１年度の町民税

手当の額

→１２月１１日〜平成２２年６月１０日まで

が非課税である世帯で以下に該当する世帯

１０月１日（木）〜１０月３０日（金）

です。

８時３０分〜１７時１５分

対象となる子ども１人あたり３万６千円を、
同居している世帯主に支給します。手当の支給
は、
１回払いとなります。

※申請期限は受付開始日から６カ月です。対象
となる方は、忘れずに申請をしてください。
※申請の際には、
ご本人の確認をしますので、

福祉保健課

せん。

多賀町総合福祉保健センター内

までです。福祉保健課へ「事前申請書」を提出

区町村へ連絡し、子育て応援特別手当（２１

してください。

年度版）の支給対象者を世帯主から、
ＤＶ被

※「事前申請書」は、福祉保健課窓口のほか、配

害者の方へ変更します。

・婦人相談所発行の証明書

多賀町総合福祉保健センター内

滋賀県犬上郡多賀町大字多賀２２１番地１

・「事前申請書」に基づき、住民登録がある市

・配偶者暴力相談支援センター発行の証明書

※ただし、対象となる世帯でも申請時において

さなくなった世帯等は助成の対象となりま

事前申請期間は、
１０月１日から１０月３０日

ことなどが必要です。）

受付場所

〒５２２−０３４１

今お住まいの市区町村に住民登録できないＤＶ被害者の方へ

１.ＤＶ被害者であることが確認できる書類

※ただし、土・日・祝日は除きます。

成される世帯）

転出された世帯、および上記の要件を満た

の記号・番号を記入することになります。

（対象となる子どもについても記載されている

■高齢者世帯（満６５歳以上の高齢者のみで構

登録証明書などをお持ちください。

※ゆうちょ銀行を振込先とする場合には、通帳

事前申請書への添付書類

受付期間

世帯員の全員が死亡している場合、当町から

申請書には通帳の写しを添付してください。

生労働省ホームページなどで入手できます。

行ってください。

（１）平成２１年７月１日現在、多賀町に住所があ

運転免許証、住基カード、パスポート、外国人
※振り込み口座の氏名と番号を確認するため、

偶者暴力相談支援センター、婦人相談所、厚

対象となる世帯

・「事前申請書」に記入された今お住まいの住
所等の情報は、住民登録のある市区町村へ
は知らせません。
・子育て応援特別手当（２１年度版）
は、事前申

※郵送の場合の提出先

また、住民票上は、世帯別々（世帯分離）
で

福祉保健課

も同じ家に高齢者世帯以外の世帯の方が住

お問い合わせ

社会福祉係

んでいる場合は対象となりませんのでご注

多賀町総合福祉保健センター内

意ください。

福祉保健課

費用負担額

社会福祉係

（有）
２—２０２１ （電）
４８−８１１５

警報器設置１個につき４００円（住宅１戸につ
き２個までとします。設置費用含む。）
福祉保健課 （有）
２−２０２１（電）
４８−８１１５（Ｆ）
４８−８１４３ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

子育てサロンのお知らせ
みんなでたのしく遊んだり、子育てについて

申し込み締切■Ａ・Ｂとも：
１０月１３日（火）

請書を提出した市区町村ではなく、住民登録

おしゃべりしたりしませんか？

主催■多賀町民生委員児童委員協議会

がある市区町村から支給されます。支給の

日時・場所

申し込み方法■福祉保健課にＦＡＸまたは電話

時期は、各市区町村で異なります。
・１０月３０日を過ぎると、事前申請は受け付け

Ａ：１０月２０日（火） １０時〜１２時

でお申し込みください。

多賀町総合福祉保健センター（ふれあいの郷）

・保護命令決定書の謄本または正本

られません。この場合、住民登録がある市区

Ｂ：１０月２６日（月） １０時〜１２時

２.振込口座の通帳の写し

町村へ郵送で申請を行うこととなります。事

大滝小学校

前申請書と同じ書類の添付が必要です。

内容■親子体操・おしゃべりタイムほか
（動きやすい服装でお越しください。）

※世帯主からの申請が受け付けられる前に申
請を行うことが必要です。
広報たが 2009年10月号
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対象者■就園前の乳幼児とその保護者
参加費■無料
広報たが 2009年10月号
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農業委員会・激励金

いくせい・地域教育力

農林商工課 （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｎｏｒ
ｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

中央公民館 （有）
３-３７４０ （電）
４８-１８００

親と子の 対話がつくる よい家庭

農業委員会だより

多賀町青少年育成町民会議

社会環境部会長

８月１２日に開催された委員会審議の内容

に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれ

近年、青少年を取り巻く生活環境は激しく

調査を実施しています。今年も目立った箇所

・農地法第４条の規定による農地転用許可申

がある場合、同区域からの除外ができなくな

変化しています。情報社会とはいえ、青少年に

は見つからず、
『 落書き消し隊』の出番もな

ります。

とって悪影響なニュースが飛び交うことは感心

く、終えることができました。

請……１件
※農業倉庫等を建てるため、自分の農地を農
地以外に転用したい旨の申請です。
・農地法第２０条第６項の規定による賃貸借
の解除通知書の受理について……２筆
※農地の所有者と借り手の方で設定していた
耕作地の利用権を解除した旨の報告です。
「農地法等の一部を改正する法律」について

いつから施行されるの？

④農地賃貸借期間の変更

できません。ここ最近は、芸能界の覚せい剤問

・民法により２０年以内とされていた農地の賃

題が話題になっています。これだけ頻繁にテレ

貸借存続期間が５０年となります。
※果樹の栽培などには２０年以上必要等の理
由から

少年が出る可能性が高いと推測します。これら

３ヶ所程度街頭設置を要望しました。例年通

を阻止するきっかけとして、やはり家族での対

り現状確認調査は遂行しています。

話です。大人は子どもに対して、物事の良し悪

・相続によって農地取得した人は、農業委員会

しを気づかせることが大切だと思います。
社会環境部会では、
３点の取り組みを実施し
ました。

「農地法等の一部を改正する法律」が６月２４

・農地の賃借については、
農地を適正に利用し

①酒、タバコ自動販売機の夜間自主規制の現

日に公布されました。公布の日から起算して６

ていない場合に賃借を解除する旨の条件を

カ月を超えない範囲（１２月ごろ）
で法律が施行

契約に付されるなどにより、農地を安心して

されます。

貸しやすくなります。

状確認活動

改正のポイント！

⑦農地の面的集積促進

ていました。お酒は、免許証を挿入し年齢確

①農地転用規制の厳格化

・公的な信用のある機関が農地所有者から貸

認ができないと買えないシステムになって

可不用であった病院、学校等の転用につい

まった形で貸し付けできる仕組みが導入さ

ても許可の対象となります。

れます。

②違反転用に対する罰則強化

※農地利用集積円滑化事業

・都道府県知事等による行政代執行制度が創

⑧遊休農地対策の強化

き上げ）
されます。

・農業委員会がすべての遊休農地を対象に指
導・勧告ができるようになります。また、農業

③農用地区域内農地（青地）の確保

者等が遊休農地情報を農業委員会に申し出

・農用地区域内の農用地については、担い手

ることができる仕組みが設けられます。

ご存じですか？

多賀町体育スポーツ大会出場激励金交付規程
この規程は、多賀町の体育・スポーツの水準

引き続き、青少年育成町民会議の活動にご
理解とご協力をお願い申し上げます。

②落書きをしない環境づくり活動
毎年、多賀町青少年健全育成強調月間に
おける啓発のぼり旗の設置と並行し、落書き
教育委員会社会教育課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１２３ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

地域教育力推進協議会の紹介
参加団体

る団体や関係者が情報交換を行うことを目的

多賀クラブ・多賀町ＰＴＡ連絡協議会・近江猿

に、平成１４年度から２カ月に１回、中央公民館

楽多賀座・多賀町分館連絡協議会・子育て支援

で開催しているものです。参加者が、ほかの団

サークル「タンポポ」
・サークル「パオパオ」
・サー

体の活動のようすを聞く中で、
これまでいくつ

クル「おおたきッズ」
・サークル「ぶらんこ」
・サー

もの連携した活動が生まれています。

クル「わかくさ」
・グループＳＫＯ・総合型地域ス

また、会議の中で出た子どもに関するさま

ポーツクラブ「やまびこ」
・多賀町子ども会指導

ざまな問題を解決することも行っていて、過

者連絡協議会・多賀町青少年育成町民会議・多

出場する選手または団体に対して激励金を交

去には子どもの安全に関する研修会の開催

賀中学校・多賀小学校・大滝小学校・多賀町商

付するための規程です。

や、啓発ポスター、看板の作成なども行って

工会・
ＪＡ東びわこ多賀支店・ダイニックアストロ

きました。

パーク天究館・キリンビール（株）滋賀工場・
（株）ブリ

向上を図るため、各種スポーツ大会滋賀県予

彦根東高等学校野球部第８１回選抜高等学校

選において優秀な成績をあげ、全国大会等に

野球大会（個人）

平成２１年度に対象となる方は、教育委員会
社会教育課までお問い合わせください。
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勝大会（個人）

ます。

いました。

この協議会は、
子どもたちの体験活動に関わ
教育委員会社会教育課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１２３ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

青少年が心身ともに健やかに育つことを願い

査を行ったところタバコについては、タスポ
の普及によりタスポがないと買えなくなっ

付け等の委任を受け、農地を利用者へまと

以上の活動をもとに、多賀町の将来を担う

町内の自販機１６ヶ所の夜間規制実態調

※貸した農地は必ず返ってきます。

・農地転用許可の対象が拡大され、今まで許

活動
今年は、昨年の調査結果を元に、町役場に

⑤農地相続の届出
に届け出が必要になります。

③町内の暗い場所、危険な場所の現状確認

ビで流れますと、安易な気持ちで手を染める青

⑥農地の貸し借り

設されるとともに、罰則が強化（罰金額の引

広報たが 2009年10月号

田中和彦

今年度の会議参加団体は、右記の通りです。

ヂストン彦根工場・役場農林商工課・教育委員

【近年の交付対象者および団体】

この協議会で取り上げて欲しい地域での子ども

会学校教育課、社会教育課・多賀町Ｂ＆Ｇ海洋

多賀少年野球全国大会出場（団体）

の体験活動などがあれば、各参加団体か、事務

センター・多賀町中央公民館・あけぼのパーク

近江高等学校バレー部全国高校バレー選抜優

局の教育委員会社会教育課へご相談ください。

多賀・多賀町子育て支援センター
広報たが 2009年10月号
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平成

園児募集・就学時健診

消防

対象年齢・教育時間■満３歳〜就学前

年度

２２

彦根市消防署

幼稚園■《多賀幼稚園》 《大滝幼稚園》
入園資格■本人とその保護者が町内に住所を
有し、居住している方

８時３０分〜１４時
（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。

提出書類■入園願書
学校教育課

（有）
２-３７４１ （電）
４８—８１２３

園児募集

保育園■《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■

ガス機器による火災およびガス事故の防止
ガスはほとんどの家庭で使用されていて、私

お問い合わせ
教育委員会事務局

犬上分署 （電）
３８−３１３０

たちの生活にはなくてはならないものです。
し

・ガス機器を使用するときは換気扇を回し、
窓を

かし、
ガスは安全に使えば便利なものですが、

開けるなどして十分換気を行ってください。

取り扱いを間違えると火事や爆発などを引き
起こしたり、不完全燃焼で発生したガスが台所
などに充満すると、一酸化炭素中毒という目に
見えない事故も発生することがあります。

提出書類■

そこで、ガスを扱う時には次の点に注意し、

多賀ささゆり保育園：
６カ月〜就学前

①入所申込書……児童１人につき１部

７時３０分〜１９時

②保育に欠けることを証明する書類

便利さの裏には大きな事故が隠れていること

たきのみや保育園：
１歳〜就学前

……次のうちのいずれか

を再認識し、火災や事故を防ぎましょう。

７時４５分〜１８時

・就労（予定）証明書・診断書・障害者（療

入所資格■児童の保護者のいずれもが、
次のい
ずれかの事情にあり、
保育できないこと
①家庭外で仕事をしている人
②家庭内で家事以外の仕事をしている人

育）手帳の写し・母子手帳の写し等

ガス機器の正しい取り付け

③所得税額を証明する書類……次のい

・ガスコンロなどを木の柱や壁に近づけて使う
と、壁を火に強い材料のもので覆っていても

ずれか
・平成２１年分所得税源泉徴収票の写し

③母親が妊娠中、または出産後間がな
い場合

（Ｈ２２.１月以降で可）
・平成２１年分所得税確定申告書の写し
（Ｈ２２.２月以降で可）

④疾病、負傷、障害がある人

場合

火する恐れがあるため、柱や壁から間隔を取

もしガス漏れに気付いたら……

り、
防熱板を設置して使用してください。

・ガス漏れなどの異常に気付いたときは、
ガス

・ガス漏れを防ぐためにゴムホース等は適当
いかときどき点検を行ってください。

お問い合わせ

⑥そのほか、町長が認める状態にある

内側の木の部分が炭化して、
低い温度でも発

な長さで取り付けて、
ひび割れなど劣化がな

⑤長期にわたり病気、障害者の介護をし
ている場合

のを近くに置かないようにしてください。

教育委員会事務局

管理課

の元栓を閉めて窓を開けて空気の入れ替え
を行ってください。
・換気扇は使用しないでください。換気扇を使
用すると、スイッチを入れたときの火花が爆
発の誘因となる可能性があります。

（有）
２-３７４１ （電）
４８—８１２３

・そのほか電気機器のプラグの抜き差し、ス
イッチのＯＮ・ＯＦＦ、静電気でも爆発のおそ

申込受付期間■１１月４日（水）〜２０日（金）
【８時３０分〜１７時１５分】

れがありますので、十分注意し換気を行って
ください。

入園（所）決定通知■１２月下旬〜１月上旬に通知書を送付
※幼稚園入園願書と保育園入所申込書は、各幼稚園・保育園、教育委員会事務局学校教育課・管理

近年では、揚げ物などの調理中に温度が上

課で配布・受付をしています。

がり過ぎないように、
自動的にガスが止まる
「天
教育委員会事務局

ぷら油加熱防止機能」の付いたガス機器があり

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ

ます。ガスによる火災、事故を未然に防ぐため

就学時健康診断のお知らせ
日程

ガス機器の取り扱い

日から平成１６年４月１日までに生まれた幼児

健診日■１１月６日（金）

・ガス機器を点火するときには、
きちんと火が

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

来春、小学校に入学される平成１５年４月２

決められた日に必ず受診してください。
なお、事前に「健康診断通知書」
「健康診断
票」を送りますので、必要事項を記入の上、当
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ター ふれあいの郷

使用できるようにしましょう。

ついているか確認してください。
・ガスコンロで揚げ物などをするときは、絶対

受付■１３時１５分〜

にその場から離れないようにし、やむをえず

内容■１３時４５分〜 子育

離れる場合は短い時間でも必ず火を消して

日忘れないように持参してください。健診日ま

て講演会・面接・視力

でに通知書が届かなかったり、記載事項に誤り

検査・聴力検査

があるときや、健康上の理由等で受診できな

１５時２０分〜

いため、使用していることを忘れてしまうこ

い場合は、教育委員会事務局学校教育課まで

内科検診・歯科検診

とがありますので、注意してください。

ご連絡ください。
広報たが 2009年10月号

に、危険を積極的に排除して安全にガス機器を

から離れるようにしてください。
・グリル付きガスコンロは外から火が見えにく

・コンロの周りは整理整とんし、燃えやすいも
広報たが 2009年10月号
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あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀

多賀のゆかいな生き物図鑑㊿

ます。イセカマドウマは、大きさが２cmほどの

企画展

多賀にもいた洞窟性カマドウマ

小型のカマドウマで全体的に黒い模様をして

秋の鳴く虫展

イセカマドウマ

います。毎年８月から９月にかけて成虫となり、

〜バッタ・コオロギ・キリギリスの仲間たち〜

産卵することが知られていますが、
まだまだそ

バッタ、
コオロギ、キリギリスなど身近に生息

の詳しい生態は明らかになっていません。私た

している秋の鳴く虫が博物館に大集合します!!

観覧料■無料
共催■ＮＰＯ法人西日本自然史系博物館ネット

カマドウマというと、昔はトイレに出没する

ちが調べた洞窟では、入り口付近から最奥部

美しい秋の鳴く虫の分類やくらしについて生体

「べんじょこおろぎ」という名前を思い出す方

２００ｍほどまでまばらに生息していました。ま

展示や美しい写真で紹介します。

もいらっしゃると思います。カマドウマの仲間

た、その後も調査を続けていると、ほかにもイ

期間■９月１９日（土）〜１１月３日
（火・祝）

きしわだ自然資料館、伊丹市昆虫館、兵庫

は、バッタやコオロギと同じ直 翅類という昆虫

セカマドウマが生息している洞窟を２箇所発見

場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリーほか

県立人と自然の博物館

の仲間です。ほかの直翅類と違い翅はありませ

することができました（写真２）。この発見に触

んが、その代わりに足が大きく発達しており、
と

発されて、
とうとう私もカマドウマという昆虫に

てもジャンプ力があります。

ハマってしまうようになりました
（笑）。

ち ょ く し る い

企画展関連まちなか展示

ワーク、
日本直翅類学会
協力■橿原市昆虫館、大阪市立自然史博物館、

鳴く虫と多賀大社・絵馬通り

企画展「秋の鳴く虫展」が多賀大社や絵馬通

体展示し、
絵馬通りに秋の虫の音が響きます。

さて、
このようなカマドウマの仲間は、森の

このような洞窟性カマドウマ類は、洞窟とい

りにお出かけします！多賀大社に生息している秋

期間■１０月１日（木）〜１０月９日（金）

中に生息していたり、建物の隙間にひそんで

う特殊な環境に生息すること、そしてそれぞ

の鳴く虫やその姿を多賀大社の絵馬殿で紹介

場所■多賀大社絵馬殿、絵馬通り

いるなど、ふだんは暗く、湿度のある場所を好

れの地域によって形態や生活史が少しずつ異

します。また、多賀大社前駅から多賀大社まで

協力■多賀大社、協同組合多賀門前町共栄会、

みます。それらと同じような条件の場所として

なっていることから、今後もいろいろと新しい

の絵馬通りにおいても、お店の前に鳴く虫を生

洞 窟があり、実際に町内のいくらかの洞窟で

ど う く つ

分類がなされる可能性があります。研究がすす

は入り口付近でカマドウマ類を見かけること

めばひょっとしたら、多賀町の洞窟性カマドウマ

自然観察会

がありました。そのような中、直翅類を研究さ

にも新種がでてくるかもしれません。

キノコの観察会

れている方から、
「 多賀町には洞窟が多くある

イセカマドウマは、企画展「秋の鳴く虫展〜

のであれば、その中には洞窟性のカマドウマ

バッタ・コオロギ・キリギリスの仲間たち〜」にお

秋の風物詩、キノコを探してみませんか？

が生息しているのではないか？」というご意見

いて標本を展示しています
（おそらく日本でこ

今年は富之尾にある富之郷でキノコを観察し

をいただき、一緒に洞窟へカマドウマ類の調

こだけだと思います）。ぜひご覧ください。

ます。

査に行きました。

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

その結果、今まで三重県にある「篠立の風

日時■１０月１７日（土） ９時〜１２時

多賀町観光協会

集合■多賀町立博物館（９時）
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）

多賀の花の観察会

穴」でのみ確認されていた洞窟性のカマドウマ
「イセカマドウマ」
（ 写真１）が多賀町の洞窟に

今回は秋の高取山を満喫するため、山頂ま

も生息していることがわかりました。これは、
こ

で出かけます。昼食をご持参のうえ、
ご参加く

の種における日本で２番目の発見記録になり

ださい。

日時■１０月１５日（木） １０時〜１５時
集合■多賀町立博物館駐車場（９時３０分）
※今回は八ツ尾山の山頂に上ります。

博物館実習

がんばりました！ 博物館実習
８月２７日から９月３日までの計７日間、多賀
町立博物館で博物館実習をしました。今回の実

品や資料などにつく虫の駆除に役立てられてい

習では、企画展に関わる昆虫の調査や資料収

ます。展示室や収蔵庫の中にある資料を守り、

集、
カウンター業務やワークショップなどお客

将来に伝えていく作業に協力できたことは、博

さんと直接関わる実習、常設展展示コーナー

物館資料の重みを知る良い機会となりました。

の作成、企画展撤収作業、標本や展示室の維持

実習中は毎日異なる実習をしました。町立な

管理、情報発信事業の実習など大きく分けて６

らではの博物館業務など多くの視点から博物館

つの実習をしました。

を考え直す機会になりました。新たな視点を活

実習の中で特に印象的だったのは、
展示室や
標本を維持・管理するために、館内の３０カ所に
▲多賀町内の洞窟で発見されたイセカマドウマ
（写真１）

広報たが 2009年10月号
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▲イセカマドウマが生息する洞窟を調査中。中は湿度
が高く、
暗黒の世界となっています。
（写真２）

な害虫がいたのかを調べるために行われ、展示

かし学芸員をめざしていきたいと思いました。
〈博物館実習生〉

仕掛けられた害虫調査トラップを回収したこと

若林裕子（滋賀県立大学

です。この作業は、館内のどの場所に、
どのよう

福山嵩典（広島大学

環境科学部）

生物生産学部）

http://museum.tagatown.jp/

あけぼのパーク多賀からのおしらせ

多賀町立博物館 （有）2-2077 （電）48-2077 （Ｆ）48-8055 museum@town.taga.lg.jp

広報たが 2009年10月号
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あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀

多賀町立図書館 （有）2-1142 （電）48-1142 （Ｆ）48-1164
応援団・サークル活動日

tosho@town.taga.lg.jp

子どもの本のサークル

「多賀町立図書館応援団」活動日 「このゆびとまれ」
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをし

子どもの本について学んだり、
「 おはなしの

ます。

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

日時■10月１0日（土） １３時３０分〜

いりません。子ども連れでも参加できます。
日時■10月3、
１7日（土）

（毎月第２土曜日）
活動場所■図書館

館内

１３時３０分〜
（毎月第１
・
３土曜日）
活動場所■２階

読書会

「ドリームサークル」

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

日時■10月7日（水） １０時〜

（毎月第１土曜日）
※随時、各メンバー募集中!!

（毎月第１水曜日）
活動場所■２階

大会議室

映画会

図書館カレンダー

ディズニーアニメ
『トイストーリー２』

10月の休館日

日時■１０月２４日（土）

本の紹介
一般書

児童書

『舶来屋』

『くまのがっこうジヤッキーのおかしブック』

（９２分間）
場所■２階

大会議室

おはなしのじかん
日時■１０月３、
１０、
１７、31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
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

■…休館日

※29日（木）は、
月末整理のため休館です。

11月の休館日

おりがみ教室

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

日時■１１月14日（土） １４時〜

22

23

24

25

26

27

28

29

30

場所■２階

大会議室

講師■真弓

美矢子さん

■…休館日

※26日（木）は、
月末整理のため休館です。

先着順（電話申し込み可）

移動図書館さんさん号10月・11月の巡回
本のおわけ会
図書館で不要になった本をおゆずりします。
後半：
１０月２０日（火）〜 １１月 １ 日（日）
冊数■前半は１人５冊まで。後半は制限なし。

さつき・みやこ・みのりの３姉妹

町のことなら何でも知ってる猫

が慕う、母親の妹のるり姉は天

のせいじろう。今日も偵察した

第６３回

読書週間

真爛漫で感激屋。そんなるり姉

あと、高い木上で町を見下ろし

との日々を、
３姉妹、姉・けい子、

ていると、お腹をすかせた迷子

期間■１０月２７日（火）〜１１月９日（月）

の犬が困っているようで……。

標語■「思わず夢中になりました」

そんな彼らが探し続けたも

15

11

イースト・プレス ＫＥネコ

のとは……。

14

10

双葉社 ９１３.６ヤズ

に捕まってしまい……。

13

9

場所■対面朗読室

という少女に出会います。

12

8

青山友美／作・絵

の旅に出るが、悪意のある人間

11

7

椰月美智子／著

は、車で暮らすプリムローズ

10

6

期間■前半：
１０月 ３ 日（土）〜 １０月１８日（日）

まったユニコーンが、仲間探し

9

5

ムなど、楽しくてかわいい

心を閉ざした少年ディビット

8

4

発し日本にブランド・ビジネスを

この世で最後の一頭になってし

7

3

キー、
ケーキ、
アイスクリー

千葉茂樹／訳 理論社 Ｋ９３３スピ

6

2

マ」創業者。戦後の闇市から出

金原瑞人／訳 学研 ９３３.７ビグ

5

1

にお菓 子をつくろう！クッ

ジェリー・スピネッリ／作

4

行います。

を初めて紹介した「サン モトヤ

『Ｅｇｇｓ』

3

土

くま の ジャッキ ーと一 緒

ピーター・Ｓ・ビーグル／著

2

金

エルメス、
グッチなどの高級品

『最後のユニコーン』

1

木

申し込み■１０月１７日（土） １０時〜

夫・開人が、
それぞれの立場から語る。

土

水

あだちなみ／絵 ブロンズ新社 ＫＥジヤ

らんまん

金

火

新潮社 ９１３.６コウ

『ねこはなんでもしっている』

木

月

対象■子どもから大人まで ３０人

『るり姉』

水

日

あいはらひろゆき／監修

お菓子がいっぱい載っています。

火

のゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が

幸田真音／著

確立した男をモデルに、
昭和の商人の半生を描く。

月

１５時〜

詳しくは図書館までお問い合わせください。

小会議室

日

Ａコース
（大滝）第１・３金曜日

Ｂコース
（多賀）第２・４金曜日

10月 2日、16日（金）
11月 6日、20日（金）

10月 9日、23日（金）
11月13日、27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

10月 2日（金）
11月 6日（金）

10月16日（金）
11月20日（金）

15:00～15:30 15:00～15:30
川相
藤瀬
(草の根ハウス前) 「
( 皆様の店くぼ」さん)
15:50～16:20
たきのみや保育園

15:00～15:40
犬上ハートフルセンター

15:55～16:25
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。
※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。
広報たが 2009年10月号
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おしらせ

おしらせ

粗大ごみ収集のお知らせ
粗大ごみ収集を次のとおり実施し

〜必ずお守りください！〜
・下記の指定時間内に搬入してくだ

ますのでお知らせします。

さい。

なお、収集日当日は交通渋滞が予
想されますので、各対象地域の指定

・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。

日を守っていただくようご協力をお願

・事業活動（農業も含みます）
により

いします。

・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。

発生したものは出せません。
家 庭 用 で も 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
（ホイールのみは
収集できない 可）、爆発物、危険物（例：バッテリー、
ガスボンベ、消火器等）、ふとん、たたみ、
じゅうたん、毛布、農業用
主 な も の 機械、あぜ波シート、育苗箱、
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
１０月１７日（土）
７時〜９時３０分
７時〜９時３０分
１０月２４日（土）
７時〜９時３０分
１０月３１日（土）

収集場所
キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

対象地域
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
川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・仏ケ後・樋田・萱原・大杉・小
滝の宮スポーツ公園駐車場
原・霜ケ原
多目的運動場横駐車場
多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

●持ち込みが困難方は役場が回収します。事前に申し込みが必要ですので下記までお申し込みください。
そのほかご不明な点につきましては、環境生活課へお問い合わせください。
お問い合わせ
環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

多賀ふるさと楽市の—
お知らせ

第４回多賀ふるさと楽市を開催し

地上デジタル放送を見るための— 甲良養護学校—
簡易なチューナー給付などの—
第１４回学習発表会
県立甲良養護学校では、今年も恒
支援について

〜１７時
申し込み書配布および受付場所■公営企業課

このようなことについて、困ったと
きは、お気軽に行政相談委員までご
相談ください。

に加え、緑化活動としてドングリの里

地上デジタル放送を見ることができ

開催します。より多くの地域の皆さん

親を募集されます。

ない世帯（具体的には生活保護など

と楽しいひと時が過ごせるよう願って

の公的扶助を受けている世帯等で、
Ｎ

います。ぜひ、
ご来校ください。

だけるスタッフ、スポンサー、ベンチ

ＨＫ受信料全額免除となっている世

日時■１０月２３日（金）、
２４日（土）

を希望される公共的施設を募集され

帯の方々が対象です。）に対して、簡

場所■滋賀県立甲良養護学校 体育館

ています。

易なチューナーを無償給付するなど
の支援を、本年１０月１日から開始し
ます。

（犬上郡甲良町金屋１７９８）
９
：
４５〜 開会式

※支援の申し込みには、
ＮＨＫと受信
契約を結び、全額免除の適用を受
けることが必要です。
※支援は現物給付ですので、
ご自身
で購入されたチューナー、
アンテナ

１０
：
０５〜 ステージ発表
		 （中学部、高等部２年）
１１
：
４５〜 昼食・休憩
１３
：
１５〜 展示見学等
２４日（土）

改修等の費用を清算することはで

９
：
４０〜 開会式

きません。

9：
５０〜 ステージ発表

お問い合わせ

		 （小学部、高等部１年・３年）

「おうみものづくりフェア—
（技能フェア２００９）」の開催

ものづくり教室や技能競技大会な

※当日の昼食は販売していませ
んので、
ご了承ください。
滋賀県立甲良養護学校

日時■１０月１７日（土） １０時〜１６時

ふるさとまつり実行委員会事務局
（企画課内）

〜ききます、とどけます、あなたの声を行政に〜

（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

平成２１年度—
下水道排水設備工事—
責任技術者試験

試験日■平成２２年２月１８日（木）
１４時〜
場所■立命館大学

情などの相談を受け付け、助言や関
係行政機関に対する通知などを行っ
ています。
国の事務（県・市町に委任している
事務なども一部含みます。）
としては、
たとえば、国道、一級河川、年金、健康

びわこ・くさつキャンパス

保険、生活保護、郵便、雇用保険、労災

（草津市野路東１-１-１）

保険、戸籍、登記、国税などといった意

受付期間■１０月２６日（月）〜１１月１３
広報たが 2009年10月号
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行政相談委員は、皆さんの身近な
相談相手として、国の事務に関する苦

外に身近に分野があります。

１０月１９日（月）〜２５日（日）

１０月１８日（日） １０時〜１５時３０分
会場■滋賀県立高等技術専門校 米
原校舎（テクノカレッジ米原）
（米原市岩脇４１１-１）
対象■小学生とその保護者、中学生、

わたしのまちの行政相談委員
松居

亘さん

（有）
２-２８６１ （電）
４８-０５２１
相談日■毎月１６日
（日曜・祝日の場合は翌日）
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
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

高校生
内容■ものづくり教室、技能競技大
会、
熟練技能者による実演ほか

長谷川）

チャリティ・チェンソー・カービング—

『森の感謝祭』
ｉ
ｎ たかとり
２００９

今年で６回目となる「森の感謝祭」

が開催されます。チェンソーを駆使
し、芸術家とアスリートの両面を持

動の拠点としている高取チェンソーＣ

（滋賀県職業能力開発協会内）
大津市南郷５丁目２番１４号

の受け方」
共職業安定所）
・滋賀県・滋賀
県ナースセンター（社団法人
滋賀県看護協会）
お問い合わせ
滋賀県ナースセンター
（電）
０７７-５６４-９４９４

のだいご味をご堪能ください。

お問い合わせ

実行委員会事務局

す。ミニセミナー「履歴書の書
き方・職務歴書の書き方・面接

つ、大胆かつ繊細なチェンソーアート
これは、高取山ふれあい公園を活

（技能フェア２００９）

療所・訪問看護ステーション等

主催■滋賀労働局・ハローワーク
（公

入場料■無料
おうみものづくりフェア

内容■滋賀県内の各地域の病院・診
から就職の説明が受けられま

お問い合わせ

委嘱した方であり、
ご相談は無料・予

ご存じですか？—
行政相談委員

場所■ホテルニューオウミ
（ＪＲ近江

近江八幡市鷹飼町１４８１番地

（電）
３８-４８８０
（代表）

お問い合わせ

１３時３０分〜１５時

１４
：
１５〜 閉会式

（担当者：小学部

秋の行政相談週間

日時■１０月２９日（木）

〒５２３-８５８５

晴らしさを体験してみませんか。

絵馬通り一帯

平成２１年度「看護職員合
同就職面接会」開催

１３
：
３０〜 展示見学等

どを通じて、ものづくりの楽しさや素

（電）
０７７-５６５-０２１６

（有）
５-５３２０ （電）
４９-００２９

地デジチューナー支援実施センター

行政相談委員は、行政相談委員法

場所■多賀大社前駅前〜

大滝山林組合（田中・樋栄）

八幡駅北口から徒歩１分）

に基づき、総務大臣が民間有識者に
約不要・秘密厳守です。

お問い合わせ

１２
：
０５〜 昼食・休憩

公営企業課
財団法人 滋賀県建設技術センター

開催日■１０月３０日（金）〜１１月１日（日）

総務省

お問い合わせ

日時■１０月１８日（日）

同ＣＬＵＢでは、
イベントに協力いた

場所■高取山ふれあい公園（藤瀬）

日程■２３日（金）

等をご覧ください。皆さんのお越しを

（有）
２-２０１５ （電）
４８-８１２５

木工教室や陶芸教室などの体験教室

例の「甲良養護学校学習発表会」を

ます。詳しくは、後日配布するチラシ
お待ちしています。

業の支援に充当されます。期間中は

総務省では、経済的な理由などで

（電）
０５７０-０３３８４０
日（金）
（土・日・祝日を除く）の９時

象とした森林環境学習「やまのこ」事

よろず相談

ＬＵＢが、チェンソーアートを通じて、

今月の相談日■10月１６日（金）

森・人・地域に感謝・還元するチャリティ

来月の相談日■11月１６日（月）

とし開催されるものです。

時間■いずれも9時〜11時30分

ベンチを公共的施設にプレゼント
されるほか、作品はオークションで販

（電）
０７７-５３３-０８５０

売、収益金は次世代の子どもたちに

（Ｆ）
０７７-５３７-６５４０

想いをつなげようと、小学４年生を対

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

わくわくランド

１１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
１１月１０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２日（月） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２１年６月生まれの乳児

１０カ月児健診
１１月２日（月） 受付時間▶１３：１５〜１３：３０
Ｈ２０年１２月生まれの乳児

１歳６カ月児健診
１１月４日（水） 受付時間▶１３：００〜１３：１５
Ｈ２０年４月・
５月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ
１１月１０日（火） 受付時間▶１３：４５〜１４：００
生後３〜６カ月未満で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 １１月４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、必ず母子健康手帳・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。■１０カ月

ひろばの案内

月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００

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

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

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
う。
（変更の場合あり）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）
１１月４日（水）

も「多賀ふるさと楽市」のステージで

※１０月１４日（水）〜２０日（火）、勤労者体
育センターは「ふるさと楽市」のた

ズムに乗って元気いっぱいダンスを

ポーツ会場の半面を使っての練習と

め使用できませんが、やまびこの

ご披露します。ご声援をよろしくお願

なります。

活動はＢ＆Ｇ海洋センターにて行

いします。

日時■毎月第１
・
２
・
４土曜日

います。

１９
：
３０〜２１
：
００
〈事務所開館日〉火曜日〜土曜日／９時〜１７時（祝祭日の翌日はお休みします）

おたのしみクイズまちがいさがし

１１月１８日（水） １０：００〜１１：００
赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
１１月２５日（水） １０：００〜１１：００
お話会
１１月１０日（火） １０：００〜
場所

子育て支援センター

先月号の答え
② 3カ所
でした

親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。

おしゃべりデー
１１月２４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

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 2009年10月号
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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。

11月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
28日（土）
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。

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

していただくか、
お電話ください。

トレーニング室であなたの健康づくり！

利用いただける運動機器もありますので、ぜひ健

心者の方

練習からはじめますので、ぜひご参加

ペンギン②広場（１歳児）
１０月〜３月

子ども・家庭応援センター

前屈（柔軟性）等を実施します。中高年の方にもご

室」を開きます。バドミントンの基本

れ ん

ください。現在実施しているフリース

１１月１１日（水） １０：００〜１１：００

（有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７

開催中。握力、閉眼片足立ち（バランス性）、長座体

対象者■バドミントンに興味のある初

練習に励んできました。可 憐 なキッ

ペンギン①広場（１歳児）
４月〜９月

児健診には、お子さんと同居されているおばあちゃん・

いの郷」では、毎月トレーニング室で『体力測定』
を

場所■多賀勤労者体育センター

ズビクスの子どもたちが、軽快なリ

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

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

「初心者のためのバドミントン教

発表できることを楽しみに、暑い中

１０:００〜１１:００

おじいちゃんもぜひおいでください。

皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ

バドミントン教室のお知らせ

キッズビクスダンス教室では、今年

か

１１月は、親子でふれあい遊びやリズム遊びをしましょ

yamabiko@pcm.ne.jp

有線FAX 2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは１０月３０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！
き た む ら

北村
き

し

べ

き

ほ

ま つ も と

み

喜帆（喜義・由加子） 松本
ゆ

う

た

こ ば や し

は

る

く

山路

さ

か

実旺（哲哉・由紀）
な

な

せ

岸邉

佑汰（知也・吏江子） 小林奈々世（傳・直美）

む ら ぎ し

村岸

晴空（誠・由紀）

し ま さ わ

紗英（仁・美希）

島澤

さ

え

や

ま

じ

こ

ど

う

誇道（正・加奈美）

おくやみ申し上げます
◆田中 静子 ８７歳
◆大矢 シマ ９０歳
◆重森 恒夫 ６０歳
◆宮下 愛子 ８９歳
◆西河 りん ９４歳

結婚しました！
多林
奥田
大道
♥
辰野
♥

大悟
浩子
洋平
真琴
（敬称略）

ひとのうごき

平成21年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,162人 （＋ 1）
■男性
3,889人 （−　1）
■女性
4,273人 （＋ 2）
■世帯数
2,680世帯（± 0）
広報たが 2009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

9

（金）
日

と

23

（金）
日

19時まで受付します。
環境生活課（有）2-2031（電）48-8114
編集後記■秋本番です。周りの風景も秋の彩りに染まり
始めてきました。気候的にも過ごしやすく、
じっくりと時間
をかけて何かを始めるには良い時期ではないでしょうか。
■１０月１８日（日）には、第４回多賀ふるさと楽市が開催さ
れます。近江鉄道多賀大社前駅前から門前町絵馬通り一
帯が会場です。ステージイベントや多くの模擬店の出店な
ど内容盛りだくさんです。秋の一日を多賀ふるさと楽市で
ぜひお楽しみください。
kikaku@town.taga.lg.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

