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まちの話題

まちの話題

第４回 多賀ふるさと楽市

▲フリーマーケットでお買い物

▲元気いっぱい

町内園児の歌

▲これからも美しい町で…環境啓発イベント

１０月１８日、近江鉄道多賀大社前

た。また、今回も、
「多賀ふるさと再発

駅前から門前町絵馬通り一帯を会場

見」と題し、多賀そばや野菜、木工体

に、
「第４回多賀ふるさと楽市」が行わ

験など地元の良さを再発見する内容

れました。

でした。さらに、
「 環境」についても考

駅前から絵馬通りにかけてさまざ

え、駅前の環境ブースやステージなど

まなイベントが行われ、多くの模擬店

でイベントが行われました。会場にお

やフリーマーケットなどが出店し、会

越しいただいた皆さんありがとうござ

場一帯、多くの人たちでにぎわいまし

いました。

▲ゆめカード大抽選会！

▲おいしい手打ちそばも大人気

▲美しい音色

多賀中吹奏楽部

▲県大BIG×BAND部のパフォーマンス

▲抽選会では地元の特産などをプレゼント

▲晴天に恵まれ、会場はにぎわいを見せました

▲迫力のヨサコイソーラン

▲力作ぞろいの文化展

▲近江猿楽多賀座の舞とわざ

▲森のケーキ屋さんにようこそ

▲何をつくろうかな？ 木工教室

▲かわいらしい キッズビクスダンス

▲チャレンジ１０に挑戦！
！

▲魅せます！ 新舞踊

▲ささゆりむすめがお出迎え！

▲絵馬通りにも多くの模擬店などが出店

▲会場はたくさんの来場者でいっぱいに
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災害協定

杉の子作業所

万が一の災害に備えて……

花の苗を育てています！

自然災害などが発生したときに、被

株式会社近畿圏地区本部営業部

家庭で行動の決めごとや非常持出品

災者の方への応急・救助による支援

京滋支店・多賀町の間で協定が結ば

物資の提供を整えるために、協定書

れました。

調印式を行いました。
９月２８日、役場で、キリンビール
株式会社滋賀工場・キリンビバレッジ

万が一、災害が発生したときに、生

去年の４月から、久徳の杉の子第

がついています。ほかにも、私たちの

す。大事に育てていくと必ず花が答

の準備、集落全体での取り組みなど、

２作業所で、花苗の育成事業を始め

育てた花が、町内のいろいろな場所

えてくれます。とても素敵なことです

災害に備えて、意識を持っておくこと

ました。パンジーやビオラ、ベゴニア

で見られるので、
また探してみてくだ

よね。元気な花の苗を育てています

のほか、ペチュニア・クリサンセマム・

さい。
１１月には、パンジーやビオラ

ので、町の皆さん・近隣の市町の皆さ

活用水や清涼飲料水の支援物資を受

サルビアなどを手がけてきました。

にチェンジして納める予定です。お楽

ん、杉の子第２作業所までぜひ見にき

けるものです。私たちも日ごろから、

役場や川相出張所、ふれあいの郷、

しみに！

てください。お待ちしています！

が大切ではないでしょうか。

中央公民館、海洋センター、教育委

私たちは、
「 多賀を花いっぱいにし

員会、図書館などで
“杉の子第２”
の

たい！」
と思っています。美しい姿で目

プランターを目にされた方も多いは

を！よい香りで鼻を！楽しませ、心を癒

ず。陽だまりハウスのネームプレート

してくれる「花の力」に期待していま

お問い合わせ
杉の子第２作業所
（電）
４８-１７１８ （有）
３-３９７２
担当：平塚

ミニバス

滋賀レイクスターズ 多賀でクリニック開催！
９月１３日、多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

練習や交流を行いました。当日は、
６

した。プロ選手との交流により、子ど

ターを会場に、町内のＴＡＧＡミニバ

チーム約１２０人が集まり、会場は終

もたちの夢も大きく膨らんだことと

スケットボールスポーツ少年団・大滝

始歓声に包まれました。

思います。この経験を生かして、今後

土曜講座

土曜講座（サタスタ）が開講しました
開講日■平成２１年９月〜平成２２年３月

スポーツ少年団が、近隣のスポーツ

また、日ごろ、経験のできないプロ

少年団とともに、滋賀県プロバスケッ

選手との交流で子どもたちも少々緊

トボー ルチーム・レイクスターズの

張気味でしたが、時間が経つにつれリ

度９月から、教育の充実と生徒の向上

時間■９時〜１２時

選手とヘッドコーチを迎え約２時間、

ラックスし、笑顔もたくさん見られま

心を高めることを目的に、中学生を対

会場■あけぼのパーク会議室、

もスポーツに親しみ、運動・スポーツ
を継続してもらえればと考えます。

多賀町教育委員会では、前町長の
「まちづくり基金」を活用して、今年

象とした土曜講座（サタスタ）を開講

毎週土曜日
（月３回）

講師■京進彦根校

講師

開講教科■国語・数学・英語
（週変わりで実施）

文化財センター研修室

しました。
初日の開講式には、総勢４１人の受
講者が集まり、松宮教育長やあけぼ
のパークの小早川館長、塾の講師か
ら激励の言葉を受け、真剣なまなざし
で話を聞く生徒の姿が見られました。
学ぶ楽しさ、わかる喜びを味わうこ
とで自信をつけ、将来の目標に向かっ
てがんばれる人間に成長してくれるこ
とを願っています。
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平成20年度決算

平成20年度

多賀町の財政状況

〜家計にみたてて〜

平 成２０年 度 一 般 会 計 の 歳 入 歳

り、歳入歳出差引額は１億８,５４２万

ために、町の収入科目と支出科目を

出予算現額４２億４,２９９万円に対

円 で こ の 内 次 年 度 へ 繰り越 す 財

家計では何にあたるのかを示したも

する歳入決算額は、
３９億８８８万円

源が２,５０２万 円 あり、実 質 収 支は

のです。

（ 前 年 度と比 較して１億１,７５５万

１億６,０４０万円の黒字決算となりま
した。

円、
２.９％ の 減 少 ）、歳 出 決 算 額 は

３７億２,３４７万円（前年度と比較して

下記の円グラフは、町の財政状況

１億８,１２２万円、
４.６％の減少）
とな

を皆さんに分かりやすくお伝えする

基金残高は、財政調整基金が１８２万

前 年 度 から２億２,９７５万 円 減って

の 減 退 から１億８,３１８万 円 減 少し

円増えて７億３,２０２万円、繰上償還を

４３億６,０８９万円となりました。町民一

１８億１,５７９万円、歳出でもっとも多い

行った減債基金は１億６,０４９万円減っ

人あたりに換算しますと、約５３万６千円

のは人件費で前年度から６９０万円減少

て１億６,０３８万円になりました。

平成２０年度 特別会計および企業会計決算状況
会計名
国民健康保険事業
老 人 保 健 事 業
介 護 保 険 事 業
後期高齢者医療事業
多賀町育英事業
びわ 湖 東 部 中 核 工 業 団 地
公共緑地維持管理事業
住宅団地造成事業
多賀財産区管理会
大滝財産区管理会
霊仙財産区管理会
下 水 道 事 業
農業集落排水事業
水 道 事 業
総
計

収入済額
６億９,７００万１千円
１億２７万８千円
６億３２１万７千円
７,４４４万７千円
３６４万９千円

支出済額
６億７,５７７万１千円
１億１３万５千円
５億９,７６２万８千円
７,３１５万円
３６０万２千円

５８０万１千円

３４２万８千円

１,９５４万１千円
１８万８千円
１５２万６千円
４８万４千円
６億２,９９４万３千円
４,２４４万１千円
４億２,４９２万円
２６億３４３万６千円

３１７万４千円
５万６千円
３２万３千円
５万６千円
５億１１９万１千円
３,２９８万円
４億４３７万２千円
２３億９,５８６万６千円

地方交付税
6億6,292万1千円

17.0%

食費

依

5.5%

親などからの
支援

投資的経費
5億67万1千円

13.5%
壁の張替え、
雨漏り修理、庭の葉刈等

1億7,685万4千円

4.5%

繰越金 1億2,174万3千円

3.1%

借入金

定期預金の
解約
前年から
の繰越

17.6%

歳入

町税
18億1,578万6千円

46.5%

39億888万3千円
家族で得た
収入

源

家の増改築、
車の買い替え等

公債費
6億5,420万6千円

国庫支出金
2億48万4千円

5.1%

県税交付金
1億1,215万2千円

6

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。

財

5.0%

ローンの返済

源

県支出金
1億9,584万5千円

15.3%
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連結実質赤字比率 実質公債費比率
９.９
（２０.００）
（２５.０）

主

医療費、学費等

財

歳出

扶助費
2億631万1千円

37億2,346万8千円

物件費
5億6,984万1千円

0.4%

実質赤字比率
（１５.００）

（単位：％）
将来負担比率
２９.７
（３５０.０）

自

各種保険料、
小遣い

光熱水費、
家電修理、被服費等

維持補修費
1,556万円

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、いずれの会計で
も資金不足額はありません。

21.8%

貯金
株式投資等

13.1%

地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判断比率は次のと

基金繰入金

存

補助費
4億8,655万円

歳 入 でもっとも 多 い 町 税 は 、景 気

人件費
8億1,178万円

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

0.2%

繰 上 償 還 を 行ったことなどにより、

8.9%

11.3%

投資および
出資金・貸付金
739万5千円

で前年度から２万３千円減少しました。

町債
3億4,666万7千円

繰出金
4億2,122万4千円

1.3%

し、
８億１,１７８万円になりました。

平 成２０年 度 末 の 地 方 債 残 高 は 、

残ったお金

次年度への繰越金
1億2,174万3千円

積立金
4,993万円

算
平成20年度決算

2.9%
地方譲与税
5,256万2千円

1.3%

地方特例交付金
1,616万8千円

0.4%

財産収入 720万4千円

0.2%

使用料および手数料 2,932万2千円

0.7%

分担金および負担金 6,653万1千円

1.7%

寄付金 3,166万1千円

0.8%

諸収入 7,298万3千円

1.9%
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社会を明るくする運動標語
環境基本条例制定への取り組み

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

多くのことを学びました タウンウォッチング田畑編
次に、
役場農林商工課の職員から多賀の農業

４日に、中央公民館とその周辺において、環境

の現状について概要を説明しました。その後、
引

基本条例策定にむけての「タウンウォッチング

き続いて、多賀町商工会の澤村さんから、多賀

田畑編」を開催しました。

そばのこれからの取り組みについて説明いただ

このイベントは、町民の皆さんに多賀の田畑

きました。近畿一の作付面積を誇り、
県から環境

や農業の現状を知ってもらい、また、
これから

こだわり農産物の認定を受け、
さらには全国そ

の農業に関する知識を深めてもらうために行っ

ば優良生産表彰も受けた地元産の多賀そばの

たもので、当日は３８人の方に参加していただ

ことをＰＲされ、
参加者の方々は、
今後のまちづ

きました。

くりにとって、多賀そばが重要なポイントである
ことを実感されているようでした。

八重練にあるそば畑の見学を行いました。辺り

最後に、名古屋から来ていただいた職人の

一面に咲いたそばの花を見ながら、そばの生

方に朝から打っていただいた「多賀そば」を試

産についての話や獣害への対策のことなどを

を展開しています。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さん
などに標語の取り組みをしていただきました。
（順不同・敬称略）

多賀中学校２年生
友達の

笑顔はいつも 宝物

一緒に すごした時間

忘れずに

成範

池原恵美理
上田

育美

友達は 心をつなぐ 絆の輪

上野

拓也

友達と ホントの気持ち 分かち合おう

大矢

純奈

友達は とてもきれいな 宝物

上村

知輝

笑顔とは、 みんなの顔を 和ませる

久保田世那

最高の

久保田優希

笑顔あふれる 多賀町

友達よ いい思い出を ありがとう

小菅

智彦

食し、そば打ちのデモンストレーションまで見

かがやかせ 自分の笑顔 ニコニコと

小財

千明

教えていただきました。さらに、中央公民館の

せていただき、皆さんご満悦のようで、今まで

友達と すごした日々は 忘れない

小西

晋平

研修室に戻ってからは、多賀そば生産の取り組

食べたそばの中で一番おいしかったといった

あいさつは 笑顔で届ける おくりもの

佐久間

み経過や、環境こだわり農産物のこと、
また、多

感想も参加者の方から聞くことができました。

友達は 一生わすれない

島崎

彩菜

賀そばのブランド化も含めた今後の展開方法

このイベントの成果を今後の条例策定に活か

などを映像で説明していただきました。

せていきたいと考えています。

そよ風を 浴びて思うよ ふるさとを

関森

彩夏

友達が たくさん生まれた ふるさとだ

瀬戸

拓也

友達と 心のつながり 大切に

曽我

直人

友達は 絆のかたまり えいえんに

曽我

太暉

永遠に 続けばいいな この時が

髙木

真吾

ふるさとで みんなで作ろう ハッピーディ

棚池

莉沙

友達と すごした時間は 宝物

田中

沙紀

強い絆

田中

光彦

辻

天薫

みんなの絆

vol.09

絆とは 幸せあっての

環境基本条例策定タウンウォッチング（企業編）
策定委員会では、町民の皆さんに環境対策

参加費■無料

活動を行う町内の企業の取り組みや、その現

※当日は工場正門からお入りください。飲酒さ

状についての知識を深めてもらうためタウン

れる方は、車両（自転車含む）での来場をお

ウォッチング「企業編」を開催します。

控えください。

当日は、
キリン製品の試飲も企画してお待ち
しています。ご家族そろってご参加ください。
日時■１１月２９日（日） 雨天決行
９時３０分〜１２時（受付９時〜）

申し込み■電話・
ＦＡＸのいずれかで、下記まで
お申し込みください。
お申し込み先
策定委員会事務局（環境生活課）

集合場所■キリンビール滋賀工場

（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

定員■３０人（定員になり次第締め切ります。）

（Ｆ）
４８-０５９４

宝物

人と人とを つないでる
僕は好き

多賀町は 空気がうまい

8

池尻

万灯祭 とても楽しい おまつりだ

いい笑顔

広報たが 2009年11月号

２１

楽園だ

あたたかさ

栞

土田健太郎
豊田

祐士

うれしいなぁ その笑顔で １日ハッピー

夏原

亜衣

笑顔とは みんなの大事な 宝物

西尾

友希

夕飯に 家族につたえる 今日のこと

馬場

磨美

多賀町は 私にくれた やすらぎを

樋口

和輝

プレゼント キラキラ輝く その笑顔

藤原

実咲

友達と 遊んでいると ニコニコだ。

森

伝えよう 照れくさいけど ありがとう

水口

結貴

絆とは みんなの笑顔が つくるもの

宮野

佑馬

安田

真代

「ありがとう」
と はずかしいから 一度だけ

社会を明るくする運動標語

多賀町環境基本条例策定委員会では、
１０月

最初に、
ＪＡ東びわこの加藤さんの案内で、

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

年度

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

平成

ECO贔屓

佳奈美

幸せは 笑顔があって 完成する

山口沙綾佳

トモダチは 私が見ると そばにいる

山村

純香

ふるさとは 自然あふれる 楽園だ

若林

大聖

ふるさとは みんな楽しく 仲がいい

渡部

貴輝
広報たが 2009年11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

こんにちは保健師です

多賀少年野球

飲めば即、肝臓に負担。これからも飲みたいなら適量を守る。
ルによる肝障害も増加の傾向にあります。

を超えておられる方も要注意です。
百役の長といわれるお酒ですが、飲めば飲

全国準優勝の祝勝会が開催されました
高円宮賜杯第２９回全日本学童軟

摂取の方法について考える必要があります。健

ずに！週に２回は休肝日をとり、さらに年に１〜

久保町長から改めて１人ひとりに

診結果をお持ちの方は、血液検査でγ-ＧＴＰの

２回は、丸々１週間の休肝週間を設けてくださ

賞状が手渡され、選手たちは「来年こ

値をご覧ください。この数値が高い方は、知ら

い。肝機能が低下している場合は原則として禁

そは優勝を狙います」
と頼もしく抱負

ず知らずのうちにお酒で、肝臓を痛めている可

酒です。

を語ってくれました。

秋などいろいろ言いますが、皆

中央公民館で催されました。

さんの秋はどんな秋だったで
しょうか？
さて、体育指導委員では今
年、
６月と１０月に町民体力測
定を行いました。初めて参加さ

能性があります。また、下記の１日の適正な量

れた方は、今の自分の体力が

ビーチボール大会参加者募集!!

アルコール摂取の心得
１.１日の適量を守り、多くてもほろ酔いでストップ
１日の適量をご存じですか？適量を守りましょう。
・ワイン→グラス２杯弱

りは、
１１月１９日（木）です。詳しくは回

おすすめはこれ！

ター体育館にて、ビーチボール大会

覧をご覧いただくか、海洋センターま

・低エネルギーでビタミン豊富な枝豆。

を開催します。多賀町在住・在勤の小

でお問い合わせください。

・肝臓の再生を助け、必須アミノ酸が豊富な

学４年生以上の方ならどなたでもＯＫ

・アルコールの分解を助ける白身魚やイカの

・ビール→中ジョッキ１杯

刺身。

・日本酒→１合

・不足しがちなビタミンをたっぷりとる野菜の

・ウイスキー→ダブル１杯

煮付け。

２.笑いあいながら、楽しく
お酒の強要やいっき飲みはダメ！会話や食事を
楽しみながらマイペースでいただきましょう。

どんな状態か、
また２回目以降

１１月２８日（土）に、
Ｂ＆Ｇ海洋セン

冷奴。

・焼酎→１００ｍｌ

５.習慣的な飲酒や寝酒は避けて
深酒はかえって眠りが浅くなり逆効果です。

り、今の自分の体力、健康状態

今回も優勝、準優勝の表彰を始め、

を知りたいという方が多い表

ナイスネーミング賞などの賞を多数

われではないでしょうか。

用意しています。初心者でも簡単に

まず、自分を知るというのが

楽しめる競技です。学校や職場や近

大切だと考えます。やみくもに

所のお友だちとお誘い合わせの上、

かりか、薬の種類によっては昏睡状態や胃障害

Ｂ＆Ｇ海洋センター横にある、丸い

を引き起こす危険性があるのでやめましょう。

屋根の屋内多目的運動広場をご存じ

４.食べながら飲む習慣を

ですか。

運 動やダイエットをしてもか
えってマイナスの場合もない

けます。
海洋センターでは、
テニスラケット、
グラウンドゴルフのコースやスティッ

空腹時の飲酒は、血中アルコールの濃度を

屋根付きのクレイコート
（土のコー

いっきに高めるばかりか、胃炎や食道の潰瘍の

ト）
ですので、
これからの季節、お天気

うか。

も多かったと思 います。やは

ださい。

屋内多目的運動広場をご利用ください

の分作用が強まります。肝臓に負担をかけるば

ことができたのではないでしょ

ループで行いたいという要望

です。
４〜６人でチームをつくってく

薬とお酒を同時に飲んだ場合、肝臓でまず
お酒を先に分解します。薬は後回しとなり、そ

の方は前回との変化を感じる

また、体力測定を地域やグ

奮ってご参加ください。申し込み締切

３.薬とお酒を一緒に飲まない

今年の秋も通り過ぎ、
いよい
読書・スポーツ・芸術・食欲の

野球クラブ」の祝勝会が９月１３日に

むほど肝臓に負担をかけるということを忘れ

知る

よ冬を迎えようとしています。

式野球大会に準優勝した「多賀少年

多賀町でも、多量飲酒者が多く、
アルコール

体育指導委員かわらばん

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

お酒の消費量の増加に比例して、アルコー

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

Ｂ＆Ｇ海洋センター

アルコールについて

けんこう

クも無料で貸し出ししています。
ご予約は利用日の１カ月前から受

原因になります。脂肪の少ない高たんぱく、高

を心配せずにグラウンドゴルフ、ゲー

付します。皆さんお気軽にご利用いた

ビタミンのつまみをいっしょに食べましょう。

トボール、テニスやフットサルなどい

だきたいと思います。

とは限りません。自分の体力状
態が分かれば、今後の運動や
食事をはじめとしたライフスタ
イルでの意識を保っていける
のではないでしょうか。自分に
合った運動を続けていけたら
最高ですね。

ろいろなスポーツを楽しんでいただ
お知らせ

女性のがん検診について

女性のがん死亡で多い乳がん、子宮がん

１１月２６日（木）、12月7日（月）に子宮がん、乳

治療により死亡率が低下することがわかって

がん検診を実施します。ご希望される方は、

います。検診は２年に１度の受診です。

福祉保健課までお問い合わせください。

子宮がん検診は２０歳以上、乳がん検診は
広報たが 2009年11月号
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４０歳以上が対象となります。

の検診はお受けでしょうか？早期発見・早期

使用料金（町外の方は１.５倍）
9:00～
10:30

10:30～
12:00

13:00～
15:00

15:00～
17:00

17:30～
19:00

19:00～
20:30

20:30～
22:00

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

広報たが 2009年11月号
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ねんきん・浄化槽・家電

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

６５歳以上の方の
季節性インフルエンザ予防接種について
多賀町では、
１回分の予防接種の費用の一
部を公費で負担しています。
対象者

・説明書をよく読んでいただいて、指定の医

滋賀社会保険事務局

彦根事務所

国民年金業務課 （電）
２３-１１１４

「日本年金機構」が来年１月１日からスタート！
〜社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。〜

療機関へ事前に電話予約してください。
・必 ず 予 診 票にご記 入 の 上 、受 診してくだ

・多賀町に住民登録のある接種日に満６５歳

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

さい。

以上の方

国民の皆さんの信頼に応え、一層のサービ

保険庁や社会保険事務所の名義でご案内して

ス向上の実現をめざし、社会保険庁は、組織・人

いた各種の関係書類は、内容により、今後は厚

員を一新し、
「日本年金機構」
として生まれ変わ

生労働省または日本年金機構の名義でご案内

ります。

させていただくことになります。国民の皆さん

・６０〜６４歳の心・腎臓・呼吸器機能不全者やＨ

※予防接種はかかりつけ医で受けるようにして

ＩＶウイルス感染者等で身体障害者手帳１級

ください。指定医療機関がかかりつけ医でな

現在あるお近くの社会保険事務所は、
新たに

い方、指定医療機関で接種することが困難

「年金事務所」と名称が変わりますが、年金相

実施期間

な方は、接種前に必ず福祉保健課までお問

談などの窓口として引き続きご利用いただけ

日本年金機構は、社会保険庁から公的年金

・平成２１年１１月２日〜１２月末 （医療機関

い合わせください。
（接種後の償還払いはで

ます。また、
「 年金事務所」は、現在ある社会保

の運営業務を引き継いで行うこととなります

きません。）

険事務所の建物をそのまま使用しますので、所

が、公的年金制度は、国の制度として、その財

在地に変更はありません。

政や運営に国が引き続き責任を持つことにつ

程度の方

により異なります）
接種料金

※６０〜６４歳の心・腎臓・呼吸器機能不全者やＨ

・１,０００円（接種料金４,０００円のうち、
３,

ＩＶウイルス感染者等で身体障害者手帳１級

０００円を町で負担します）を接種当日に医

程度の方は、個別通知はありませんので、事

療機関へお支払いください。

前にお問い合わせください。

接種方法

※インフルエンザ予防接種、接種料金等につ

・６５歳以上の対象の方へ個別にご案内・予診
票等を送付します。

いての質問、お問い合わせは福祉保健課ま
でご連絡ください。

日本年金機構の設立に伴い、
これまで社会

には何らかの手続をしていただくことは一切ご
ざいませんので、
ご安心ください。

いては、
これまでと変わりません。

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

浄化槽の「保守点検」
「清掃」
「法定検査」は必ず行いましょう
浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理

また、法定検査はこれらの維持管理が適正に

する施設です。微生物が活動しやすい状況をつ

実施されているかを確認するためのもので、県

犬上郡３町の農産物をシリーズで連載します。今月は豊郷町です。

ねに保つ必要があります。

知事指定の検査機関で毎年１回受験（１１条検

栄養たっぷり 坊ちゃんかぼちゃ

剤の補給などを行い、異常や故障などを早期

豊郷町役場

産業振興課 （電）
３５-８１１４

ちっちゃいけど いっちょまえ

豊郷町は特産物として、手のひらサイズの坊
ちゃんかぼちゃの栽培に取り組んでいます。
坊ちゃんかぼちゃは、
「環境こだわり農産物」
の認証を受け、安全・安心でおいしいかぼちゃ
をめざしています。食物繊維、ベーターカロチ
ンが多く含まれていて、体にたいへんよく、ま
た糖類やたんぱく質も多くたいへんおいしい

ねんきん

インフルエンザ・湖東農産物

保守点検とは、機器類の点検、調整や消毒

査）
することが浄化槽法で義務付けられていま
す。
これらを怠ると、浄化槽の機能が弱くなり、

に発見し、予防的な措置を講じることをいいま

食べ物です。まるごとラップに包み電子レンジ

す。清掃は、機能的に支障をきたさないよう浄

汚水が処理されないまま排出されたり、浄化槽

で加熱するだけでもおいしく食べられ、いろい

化槽内に蓄積されたスカムや汚泥を抜き取り、

自体に負担をかけて故障の原因となったりしま

ろな料理が楽しめます。

付属装置、機器類の洗浄や清掃を行います。

す。必ず定期的に行いましょう。

お問い合わせは、豊郷町産業振興課まで。
次回予告■シクラメン
（豊郷町）
いちご
（豊郷町・甲良町・多賀町）

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

家電リサイクルについてのお知らせ
家電のリサイクルに関し、
これまで家電メー
カによって区分されていた指定取引場所が統
一され、平成２１年１０月１日から、すべての指
定取引場所に全メーカの家電を持ち込めるよ
うになりました。
このことにより、多賀町中川原にある２つの
指定取引場所には、
メーカにかかわらず家電リ
サイクル対象商品を持ち込むことができます。

▲坊ちゃんかぼちゃ
（１つが約５００ｇで手のひらサイズ
のミニかぼちゃ。）
広報たが 2009年11月号
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▲パンプキン王子（坊ちゃんかぼちゃをまるごと用いた
ケーキの王子さま）

詳しくは環境生活課までお問い合わせくだ
さい。
広報たが 2009年11月号
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子ども・家庭応援センター （有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７

１１月は児童虐待防止推進月間
今年４月に、大阪市西淀川区で発生した児

付けられていますが、何より児童虐待を早期発

童虐待死亡事例では、近隣の住民や学校が

見し、早期対応するためには、住民の皆さんか

虐待を疑いながら、児童相談所に通告されて

らの情報提供が重要です。

いなかったことがマスコミ等により報道され
ました。
児童虐待は、子どもの人権をいちじるしく侵

「もしや虐待では」
と思ったら、多賀町子ども・

先月号に引き続き、平成２１年度の全国学力・学習状況調査の結果をお知らせします。

生活調査の内容（多賀町と全国の小中学生とを比較して）
家庭に関する内容
〈強い点〉
・生活のリズムができている。
・家の人と一緒に朝食や夕食を食べている。

学習に関する内容■小学校
〈強い点〉
・子ども同士の話し合い活動や発表の機会は
与えられている。

家庭応援センターか児童相談所に必ず連絡し

・学校に持って行くものの確認ができている。

・学校は楽しい場所と感じている。

てください。

・毎日、同じくらいの時刻に寝て起きている。

・「４００字づめ原稿用紙２〜３枚の感想文を書

・テレビやビデオ・ＤＶＤ鑑賞は４時間以上が少

くことは難しい」や「学校の授業などで、自分

を残し、子どもの将来に大きく影響します。県

なくなった。
２時間以上は全国平均並み。

の考えをほかの人に説明したり、文章に書い

内でも、児童虐待相談件数は年々増え続けて

・１日 あたりのゲーム時 間も１時 間 前 後で

いて、
また死亡事例も発生するなど、児童虐待

ある。

は社会全体で早急に解決すべき重要な課題と

・携帯電話の所持率は低く、
メールや通話はほ

なっています。そのため、虐待の発生予防、早

とんどない。

期発見・早期対応から虐待に向けた子どもの自

・読書の時間は、小学校で充実している。
しか

立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が

し、中学校になると極端に減っている。

必要です。

〈弱い点〉

法律では、住民の通告（＝連絡・相談）が義務
多賀町児童虐待通告窓口・子育て相談窓口（０歳〜１８歳）

た、休日等における学習時間も小学校で少

平

ない。

日……多賀町子ども・家庭応援センター（８時３０分〜１７時１５分）
（有）
２-８１３７ （電）
０７４９-４８-８１３７
（多賀町総合福祉保健センター内）

夜間・休日……多賀町役場

（電）
０７４９-４８-８１１１

・家 の 手 伝 い を する子ども が 小 学 校 で 少
ない。
子ども自身に関する内容

彦根子ども家庭相談センター

（電）
０７４９-２４-３７４１

虐待ホットライン
（２４時間対応） （電）
０７７-５６２-８９９６

〈強い点〉
○郷土愛
・今住んでいる地域の歴史や自然に関心があ

あなたの声が子どもを守ります。秘密は守られます
「通告」
した人のプライバシーは守られます
（児童虐待防止法第７条）。匿名でもかまいま
せん。たとえ間違っていて通告しても、連絡し

・子どもを家に置いたまま、
よく外出する
・いつもイライラして、子どもに当たる
・地域との交流がなく、孤立している
子どもを虐待から守るための５カ条

・極端にやせている等

１.「おかしい」
と感じたら迷わず連絡（通告）
（通告は義務です。）

栄養失調状態

・衣服やからだ
（髪や手足等）
が不潔
・無表情、大人を見るとおびえる
・落ち着きがなく乱暴、情緒不安定

２.「しつけのつもり……」は親の言い訳
（子どもの立場で判断）
３.ひとりで抱え込まない
（あなたにできることから即実行）
４.親の立場より子どもの立場
（子どもの命が最優先）

保護者からのサイン
・子どもの健康や安全への配慮がされてない
・衣類、寝具が不衛生状態

り、行事への参加率も高い。
○学習

・ノートをていねいに書く習慣が育ってきて
いる。
・読書が好きである率が高い。
・国語の授業で意見などを発表するとき、
うま
く伝わるように話の組み立てを工夫してい
る児童が増えてきている。

５.虐待はあなたの周りでも起こりうる
（特別なことではない）

・本やインターネットを使って、
グループで調
べる活動が今一歩不十分である。
・算数の授業の内容がよく分からないとする
児童が２５％いた。
・言葉や式を使って、そのわけを最後まで書こ
うとした児童が少なかった。
・テストで間違えた問題について、後で勉強し
ている児童が少なかった。
・問題を解くときに、もっと簡単に解ける方法
を考えようとする児童の割合が少なかった。
学習に関する内容■中学校

・小学校では復習をしている率が高い。また、 〈強い点〉
小中ともに苦手教科の克服に努めている。
○道徳心
・人 が 困って いるときは 、すす ん で 助 けて

た人が責められることはありません。

見逃さないで「たすけてサイン」とは

たりすることは難しい」
とは感じていない。

・学校の授業時間以外に、家庭学習時間が、 〈弱い点〉
小中とも１〜２時間が中心で比較的短い。ま

・不自然なあざ・やけど・打撲
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学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

害するもので、
「こころ」
と
「からだ」に大きな傷

子どもからのサイン

広報たが 2009年11月号

教育委員会

いる。
・近所の人へのあいさつは、小学生より中学
生の方ができている。
・小中ともいじめはどんな理由があってもい
けないことであることを理解している。
〈弱い点〉
・中学校では、学校でのできごとについてはあ
まり話さない。
・自分の長所に気づかない。また、将来の夢や
目標を持っていない率が高い。

・学校では、話し合いの活動や発表の機会は
与えられている。
・学校のきまりや友だちとの約束を守ってい
る生徒が多い。
・ノートをていねいに書く習慣が育ってきている。
・国語の長文を読むのは難しくないとする回
答がほとんどであった。

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２）

年度標語）

２１

学力調査

平成

子どもへの虐待をなくそう！

「守ろうよ 未来を見つめる 小さなひとみ」
（平成

児童虐待

・数学の授業で問題の解き方や考え方をノー
トに書いている生徒が多い。
〈弱い点〉
・本やインターネットを使って、
グループで調
べる活動が不十分である。
・読書が好きである率が低い。
・解答を言葉や式を使って説明する問題は、最
後まで答えようとする生徒の率が低い。
広報たが 2009年11月号
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社会教育委員・あいさつ運動
中央公民館 （有）
３−３７４０ （電）
４８−１８００

教育委員会

「第４１回多賀町青少年育成大会」のお知らせ

近畿地区社会研究大会に参加して

『○○に牽制球』
多賀町青少年育成町民会議

総務部会長

安田良介

日ごろから、町民・特別会員の皆さんには、

社会教育課 （有）
２−３７４０ （電）
４８−８１２３ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

投手です。その年のドラフト会議で、
９連覇を果

多賀町社会教育委員

会長

野村茂太郎

９月３日、
４日に奈良市において、
『 地域・家庭・

多賀町青少年育成町民会議の活動に対し、
ご

たした読売ジャイアンツから１位指名を受ける

学校の連携をさぐる〜地域の教育力を高める

理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げ

も入団を拒否、熊谷組で社会人野球を続け、現

ために〜』を主題に近畿地区社会研究大会が

題が出ました。

ます。

役引退後は母校・愛知学院大学で監督に就任、

開催され、多賀町からも４人が参加しました。各

１.図書館で学習したり研修会への参加をしたり

１９９１年秋開催の明治神宮野球大会・大学の

地区の社会教育委員が集まり、交流を通しての

課題や問題点の量的拡大はもとより、質的変化

部で、選手としては果たせなかった「大学日本

委員研修が目的です。

を伴う難題化を痛感する今日となりました。幸

一」に輝くという、異色な経歴の持ち主です。

さて、青少年を取り巻く環境は日々激変し、

今夏、ある取引先企業の安全大会で、小林さ

の方々の熱意と尽力によって、青少年に関わる

んの講話を拝聴する機会があり、
ドラフト１位

初日の開会行事に続いて２日目は、
５つの分

甚大な事件・事故は未然であると思われます。

を固辞したという話はもとより、指導者の道を

科会に分かれての研修です。私は、兵庫県尼崎

選んだ経緯や信念、大学野球部の監督・大学教

市が発表された「地域コミュニティ再生におけ

して、各自の見識を向上させる。
２.自分の地域の歴史や風土を理解し、地域の

１.「分科会』報告

３.隣り近所の住民と仲良くして、その目線から
問題解決を図る。
４.学校・家庭・地域の仲人役・仲裁役として、教育
活動の連携を緊密にする。

あるいはある日突然に子どもたちの前に姿を

育者として、青少年層との接点の多さなどから

る社会教育の役割」がテーマの分科会に出席

現わすものかも知れません。かといって、私た

示唆されるエッセンスは、
４１年目の新しい起

しました。人間関係や地縁的なつながりの希薄

ちの活動が「魔の手」をやっつけたり、子どもた

点となる育成大会を通じて、青少年の健全育成

化に危機感を持ち、子どもや高齢者が過ごせる

「夢と情熱を失くした時、社会教育委員の賞

ちがそれに遭遇することを完全に防ぐことがで

に関わる多くの方に共感していただけるものと

安全・安心の拠点づくりをめざしての実践報告

味期間は終わり。その時は、辞めなさい。」と、

きるわけでもありません。
２盗を狙う１塁走者

確信し、直談判で来町をお願いしました。多忙

がなされました。具体的には、商店街を活用し

２５年あまり活動されている委員からの言葉に

を牽制し、時にはクイック・モーションで投球し、

にもかかわらず、お越しいただけることとなり

てコミュニケーションの場を作り、併せて地域

感銘を受けました。この活動だけでなく、私の

盗塁を阻止する。青少年育成町民会議の活動

ました。講演のほか、
「スポーツ・クリニック」のよ

再生を図るという熱意のあふれた活動報告で

人生観にも「指針」を受けた思いです。

のごとく、決して華やかでない地味な戦術です

うなものも組み入れていただくようにお願いを

した。

が、試合を優位にすすめるためには欠くことの

しています。野球に限らず、選手・指導者を問わ

できない大切な術だと思います。

ず、一流現役からメタボオヤジまで、老若男女

１１月２３日（月）に開催予定の第４１回多賀町

こぞってご参加ください。

５.行動する社会教育委員であれ。そして行動
する社会教育委員を増やす。

（保・幼）小・中連携教育実践研究事業（家庭・地域教育力部会）

秋のあいさつ強調月間『あいさつの声が響く町、多賀』をめざして

青少年育成大会では、優良青少年ならびに青

そのほかに、育成大会では、幼・保・小学生に

少年指導者の顕彰・青少年の主張発表などを

よる、暗唱発表や伊集院妙円寺詣り行事大会

行いますが、記念講演として、愛知学院大学准

派遣報告、青少年育成町民会議の活動報告な

町立保育園・幼稚園・小学校・中学校の各校園

教授・小林秀一さんをお招きします。小林さん

ど、盛りだくさんのプログラムを通して、地域の

では、文部科学省の「（保・幼）小・中連携教育実

「行ってきます」
「こんにちは」
「ただいま」
「お

のことは、野球通の方ならご存じかも知れませ

そしてこの国の未来を担う青少年へ、熱きエー

践研究事業」の指定を受け､本年度は最終年度

帰りなさい」
「おやすみなさい」。こんな日常の

んが、熊本八代第一高校（現・秀岳館高校）から

ルを贈りたいと思います。今年の１１月２３日

の２年目として、
１１月２５日に研究発表会を多

あいさつを交わすことが、家庭や地域で照れく

愛知学院大学にすすみ、
４年生で迎えた全日本

は、ぜひどっぷりと青少年に浸かってください。

賀小学校で行います。

さくて意外と言えていないのかも知れません。

大学野球選手権大会では準優勝に輝き、大学

きっと牽制球がうまくなりますよ！

日本代表にも選出された右のアンダースロー

「あいさつは人間関係の扉を開く魔法の呪文

は、国語力向上に向け、各家庭や地域の一員と

である。あいさつには固くなった人間関係の扉

してできることを考え実践しています。そのひ

を押し開く不思議なパワーがある。」とある本

とつとして、昨年度に引き続き、
「あいさつの声

に書かれていました。人と人をつなぐ大切なあ

が響く町」をめざし、
「 あいさつ運動」に取り組

いさつ、
まず、
どこでも

んでいます。今年度は、
「 季節のあいさつ強調

も「人と会ったら、あいさつをする。」子どもに

月間」
として取り組み、各校・園では家庭や児童

なってほしいと願います。

実践しています。

▲第41回大会講演講師

小林秀一先生

が薄れていく傾向が見られました。
「おはよう」

さて、その中の「家庭・地域教育力部会」で

会・生徒会で、あいさつを意識した取り組みを
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分科会で社会教育委員の役割についての議

課題を知る。

いにも、各ご家庭・地域の皆さん・学校教育関係

しかし、
「 魔の手」は知らず知らずのうちに、

広報たが 2009年11月号

２.社会教育委員の賞味期限

社会教育委員活動報告

いくせい

誰にでも､どんな時に

季節は秋。そこで、
１１月を「秋のあいさつ強
調月間」として、第２回目の「あいさつ運動」の

さて、
「 あいさつアンケート」の結果を見る

取り組みを行います。
「朝夕のあいさつ」をはじ

と、乳幼児期から小学生に向かい、少しずつあ

め、
「ありがとう」
「ごめんなさい」など、
皆さんで

いさつへの意識が高まっていきますが､小学６

「あいさつの声が響く町、多賀」にしていきま

年生ごろから中学生に向かい、だんだん意識

しょう。ご協力をよろしくお願いします
広報たが 2009年11月号
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消防

農業委員会・教育委員
彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８−３１３０

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

秋の火災予防運動
１１月９日〜１５日の１週間は、全国統一標
語『 消えるまで

ゆっくり火の元

にらめっ

３.てんぷらを揚げているときはその場を離れ
ない。

農業委員会だより
９月１５日に開催された委員会の審議内容

○専決処分事項
・農地法第４条第１項第６号に規定する転用で

こ』を合言葉に秋の火災予防運動が実施さ

４.風の強い時はたき火をしない。

○提出議案

れます。

５.子どもはマッチやライターで遊ばせない。

・農地法第３条の規定による農地所有権の移

この運動は、火災の発生しやすい時期を迎え
るにあたって、住民１人ひとりが火災予防に対
する関心を深め、知識を持ち、火災の発生を防

６.電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな
い。
７.ストーブには燃えやすいものを近づけない。

ぐことと、死傷者や財産の損失を防ぐことを目

出について……１件

転許可申請……２件
※農地である田や畑を、そのまま売買や贈与し

※農業倉庫等を建てるなど、自分の農地を農

５８件で、出火原因は、放火や放火の疑い、
たば

・農地法第５条の規定による農地転用許可申

す。ちょっとした気のゆるみや、不注意による出

※携帯の中継施設等の設置に伴う農地転用の
協議書です。

請……１件

火は後を絶たず、つねに１人ひとりが火災予防

の届出でした。
・土地利用協議書の受理について……２件

地以外に転用したい旨の申請です。

こ、
こんろ周りからの出火が大半を占めていま

・農地転換届出について……１件
※今回は、田んぼから畑に農地を転換したいと

請……２件

彦根市消防本部管内での昨年の火災件数は

※耕作に必要な農業用施設用地（２アール未
満）へ転用するための申請です。

耕作権を変更するための申請です。
・農地法第４条の規定による農地転用許可申

的に毎年実施しているものです。

２アール未満の農業施設用地の農地転用届

※他人の農地を農地以外に転用し、借りたり売

を意識し、以下の「火の用心７つのポイント」を

買するときに必要な申請です。

実践しましょう。

・農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

火の用心７つのポイント

もとづく農用地利用集積計画の決定……１

１.家の周りに燃えやすいものを置かない。

件

２.寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕
作する制度です。

正しい１１９番通報要領の呼びかけ
１１９番通報は、冷静・的確が求められます
が、誰もが気が動転し興奮した状態です。通報
内容があいまいであると、災害発生場所を特
定することに時間を費やしてしまい、消防隊・救
急隊の現場到着が遅れてしまいます。

携帯電話による１１９番通報のポイント
・災害発生場所を確認し、
「彦根市または犬上

な場所で停車し通報する。
・ほとんどの場合が屋外であることから、住所

況であることを日ごろから認識し、いざという

がわからなければ目標物を確認し通報する。

時に備えて電話機のそばに住所・氏名・目標物・

・電波の状態が悪く、途中で切れたりするこ

電話番号を記入したメモなどを準備しておけ

とや、聞き取りづらい場合があるので注意

ば、考える必要なく迅速な１１９番通報が行え

する。

また、近年は携帯電話の普及により、携帯電
話からの１１９番通報も増えています。携帯電
話からの１１９番通報は、ほとんどが加入電話

の解除通知書の受理について……２件
※所有者と借り手の方で設定した利用権を解
除した旨の報告です。

郡」であることを伝える。
・自動車などを運転している場合は、必ず安全

ふだんなら何気にできることも、できない状

ます。

・農地法第２０条第６項の規定による賃貸借

教育委員会

管理課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ k-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

教育委員長

関河信夫さん

委員長職務代理者

再任

藤澤教悟さん

教育委員の任期満了に伴い、
９月議会で関

再任

教育委員の組織

河信夫さんが再任され、第６回教育委員会定

教育委員長

関河

信夫

・電話番号はすぐに言えるようにしておく。

例会において、
「地方教育行政の組織および運

委員長職務代理者

藤澤

教悟

・通報後も折り返し電話をすることがあるので

営に関する法律」の規定により、関河信夫教育

教育委員

西澤

彰芳

委員が委員長に再任され、藤澤教悟教育委員

教育委員

福本

香苗

が委員長職務代理者に再任されました。

教育委員（教育長）

松宮

忠夫

藤澤

千栄

電源は切らない。

と同様に彦根市消防本部（指令室）
に入電しま
す。ただし、彦根市、犬上郡であっても電波の状

人事異動

態により彦根市消防本部以外の消防本部につ

人事異動のお知らせ

ながることがあります。このような場合は、受信
した消防本部が内容を確認し、転送される体制
になっています。
通報内容は、加入電話からと同様ですが、特
に右記のポイントは心がけてください。
広報たが 2009年11月号
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多賀町役場職員の人事異動が、平成２１年

町長部局

１０月１日付けで発令されましたので、お知らせ

係長

します。※（

税務課係長

）内は前任

（総務課係長）
広報たが 2009年11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

企画展

この形はもはや芸術品？

夏休みの自由研究展

ミカドギセルガイ

夏休みに多賀小学校、大滝小学校の児童の
皆さんが取り組んだ自由研究の成果をあけぼ
ます。私もこの貝を初めて見たときはとても驚

のパーク多賀で紹介します。身近な疑問から生

タツムリの仲間である陸 産貝類を調べていま

きました。多賀町内でミカドギセルガイが確認

まれたテーマについて、さまざまな手法、視点

した。カタツムリを調べている、
というとなんだ

された場所はいくらかあるのですが、生息して

をもって取り組んだ児童の皆さんの研究は、

か不思議な顔をされる方が多いのは事実なん

いる数はあまり多いとはいえず、むしろ生息環

専門家もびっくりするほどの内容となっていま

ですが、実際に各地で木の根元でガサゴソと落

境の悪化などによって減少している傾向が調

す。この機会に、子どもたちのすばらしい成果

ち葉をかき分けている姿を見られると、その怪

査によって明らかになってきました。そのため、

をぜひご覧ください。

しさは倍増します（汗）。そのようなときに、普通の

ミカドギセルガイは、滋賀県レッドデータブック

期間■１１月１０日（火）〜２９日（日）

カタツムリを見せてもあまり良い反応はない

２００５年版では、県内において存続基盤があ

場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

のですが、
「こんな貝を調べています」
と見せて

やぶまれる
「希少種」に位置づけられています。

観覧料■無料

私は縁あって、学生時代からこの多賀町でカ
り く さ ん か い る い

驚いてくれるのは、
キセルガイの仲間です。

陸産貝類は移動能力が乏しく、地域的に集団

協力■多賀小学校、大滝小学校

カタツムリと聞くと、丸く、
うずを巻いた形を

が孤立するため、地域や生息環境によって少し

想像される方が多いと思いますが、その中には

ずつ殻の大きさや色が異なっています。そのた

企画展関連行事

煙管の形によく似た細長い、
キセルガイの仲間

め、各地域で独特の色や形をもった陸産貝類

がいます。キセルガイの仲間は日本で約１５０

を観察することができます。石灰岩地帯が多い

夏休み自由研究展表彰式

種が確認されており、多賀町ではそのうち約

多賀町では、多くの陸産貝類が生息しており、

１０種が生息しているのですが、代表的な種を

それらはミカドギセルガイのように、伊吹・鈴鹿

ついては、
１つ１つの作品がとても独創的で

学に関するお話も行います。

あげるとすれば何といってもミカドギセルガイ

山系の固有種となっていることも少なくありま

ユニークな研究内容でした。そこで、あけぼの

日時■１１月２２日（日） １４時〜

でしょう。

せん。このような多様性や見つけたときの驚き

パーク多賀では、
これらの作品に対してさまざ

場所■あけぼのパーク多賀

があるからこそ、陸産貝類の研究はとても面白

まな賞を設け、表彰を行います。表彰式は右記

内容■表彰、講評、自由研究や科学に関する

脈北部および養老山地にかけての滋賀県、岐

いと感じてしまうのです。最近では、なかなか

の日程で実施しますので、皆さんもぜひご参加

阜県、三重県にまたがる石灰岩地帯にのみ生

ゆっくりと陸産貝類を探す機会が減ってしまい

息しているこの地域の固有種です。大きさ
（殻

ましたが、そんなおもしろさ、楽しさを持ちつ

自然観察会

の高さ）は、
２.５cm程度ですが、ほかのキセル

つ、私は森や山に出かけています。

多賀の銘石めぐり

き

せ

る

ミカドギセルガイは、伊吹山地から鈴鹿山

ガイに比べてきわめて巻き数が多く、先が細く
なっている独特の形は、
もはや芸術品とも言え

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

夏休みの自由研究展に応募された作品に

町内には、
さざれ石や蛇石と呼ばれるさまざ
まな石があります。そんな大地に秘められた

駐車場

（９時１５分）
持参物■昼食、動きやすい服装

日時■１１月１４日（土）

定員■２０人
※小学３年生以下は保護者同伴のこと

深まる高取山を散策してみましょう。
日時■１１月１９日（木） １０時〜１２時
集合■あけぼのパーク多賀
（９時３０分）

20

集合■あけぼのパーク多賀

を聞き、多賀のすばらしさを知っていきます。

今年度最後の花の観察会となりました。秋に

広報たが 2009年11月号

お話

参加費■１人 １００円

多賀の花の観察会

▲歩くときにはとても長い殻をひきずりながら移動し
ます

大会議室

数々の銘石を訪れ、専門家の解説や成り立ち

９時３０分〜１６時

▲伊吹山、鈴鹿山地北部の固有種であるミカドギセル

ください。当日は表彰式のほか、自由研究や科

駐車場

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11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

tosho@town.taga.lg.jp

図書館からのお知らせ
冬休み工作教室

自分だけのアルバムを作ろう

クリスマス会
日時■１２月５日（土） １４時〜

日時■１２月１９日（土） １４時〜

場所■２階

場所■２階

内容■手品、
おはなし会、手づくりあそびなど

大会議室

大会議室

映画会

図書館カレンダー

邦画 『武士の一分』

11月の休館日

日時■１１月２８日（土） １４時３０分〜（１２２分間）

日

月

火

水

木

金

土

場所■２階

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

大会議室

おはなしのじかん
日時■１１月１４、
２１、
２８日
いずれも土曜日 １５時〜

対象■小学校３年生以上 ２０人

対象■小学生低学年まで
（保護者同伴可）

場所■おはなしのへや

持ち物■写真・はさみ・スティックのり・定規・カッ

定員■１２０人

※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「この

ターナイフ
申し込み■１１月２１日（土）
１０時〜 先着順（電話申し込み可）

申し込み■不要

ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い

共催■子育てサークル「パオパオ」
「たんぽぽ」

ます。

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

場所■２階

大会議室

『フリーター、家を買う。』

『きつねとタンバリン』

幻冬舎

安田 浩／さく 柿本 幸造／訳

９１３.６ アリ

ひさかたチャイルド ＫＥ キツ

18

19

おりがみ教室

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

日時■１１月１４日（土） １４時〜

対象■子どもから大人まで ３０人

生が自転車を走らせていると……。

※小学校２年生以下は、保護者と一緒に参加のこと

文化刺しゅう展

魚住 直子／作

期間■１１月８日（日）〜１２月２０日（日）

小川 一水／著

講談社 Ｋ９１３ ウオ

場所■対面朗読室

光文社 ９１３.６ オガ

高校生活をそつなく過ごそう

出展者■古川

背負って使う個人用ヘリコプ

とする篠崎、態度ばかりでか

ター……。技術は進歩しても、

い大和田……。空に凛と芽を

付録のおわけ会

私たちの「幸せ」はそんなに変

伸ばす植物の成長と、不器用

わらないー。テクノロジーと人

な少年たちの姿が重なり合う、高１男子・春から秋

日時■１２月２６日（土） １０時〜

までの物語。

場所■対面朗読室

勇さん（彦根市在住）

雑誌等の付録をおゆずりします

内覧展示■

てこなかった。黙して泣き続け

トゥルビンとメルクリンは父

るよりも身命を賭し、戦った方

を探して旅にでます。でも、

がいい。川面に響いた五庄屋
の悲痛な叫びが老武士の心を動かす。

広報たが 2009年11月号
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5

17

タンバリンを貸してあげました。その晩、よしこ先

小峰書店 Ｋ９４９ スタ

4

16

生と、
「カッコ悪すぎな俺」の成

筑後川の水は一滴も村に流れ

3

15

美矢子さん

菱木 晃子／訳

2

14

講師■真弓

新潮社 ９１３.６ ハハ

1

13

むので、あこちゃんは園の

ウルフ・スタルク／作・絵

土

申し込み■不要

いし！崩壊しかかった家族の再

帚木 蓬生／著

金

12

大会議室

『水神』
（上・下）

木

11

場所■２階

『トゥルビンとメルク
リンの不思議な旅』

水

10

よ。」きつねがあんまり頼

『園芸少年』

火

9

仕事とか、言ってる場合じゃな

間の調和を優しくも理知的に紡ぎ上げた傑作集。

月

8

「 ほ ん とに ちょった だ け

『煙突の上にハイヒール』

日

7

やり甲斐とか、本当にやりたい

長を描く、
勇気と希望の結晶の物語。

1２月の休館日

6

対象■子どもから大人まで

児童書
有川 浩／著

人形劇団「六」

※26日（木）は、
月末整理のため休館です。

日時■１１月７日（土） １５時〜

本の紹介
一般書

人形劇

■…休館日

１１月２８日（土）〜１２月２５日（金）
内覧場所■図書館カウンター前

あけぼのパーク多賀からのお知らせ
多賀八景写真展
「第１３回多賀八景フォトコンテスト」
入賞作品の展示

■…休館日

※12月28日（月）〜1月4日（月）は、年末年始のため休館
です。

移動図書館さんさん号１１月・12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

11月 6日、20日（金）
1２月 ４日、１８日（金）

11月13日、27日（金）
１２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

11月 6日（金）
１２月 ４日（金）

11月20日（金）
１２月１８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。

隣の家よりむこうの広い世界に行ったことがなく

期間■１１月７日（土）〜２９日（日）

……。ふたりはどこへ行き、何を見て、何をし、
どこ

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

※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。

へ帰ったのでしょう。

共催■多賀町観光協会

※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。

天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
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おしらせ

おしらせ

人権尊重のまち

町民のつどい

日時■１１月１５日（日）
１３時〜（受付１２時３０分〜）
場所■中央公民館
内容■人権に関する啓発作文発表
講演：『地球のためにびわ湖から』
講師：川本


勇さん

（ミュージシャン、DJ、
メディ
アプロデューサー）

彦根市立病院がんフォーラム—
「よくわかる大腸がん」
彦根市立病院は、今年２月、厚生労

詳しくは、下記までお気軽にご連絡
ください。
「食品表示１１０番」
・お問い合わせ

働省から「地域がん診療連携拠点病

滋賀農政事務所

院」に指定されました。適切ながん診

（電）
０７７-５２２-４２６１（代）

療をお受けいただけるよう今後いっ
そう努力していきます。今回は、
「大腸
がん」について、院内の医師や看護士
による講演会を開催します。町民の皆

自衛官

募集

職種■陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格■平成２２年４月１日現在、

さん、医療に携わっている皆さんの、

１５歳以上１７歳未満の男子

多数のご参加をお待ちしています。

の方で、中学卒業または卒業

日時■１１月２３日
（月・祝）

見込みの方を含む

１４時〜１６時３０分

受付期間■１１月１日（日）〜

（受付は、
１３時３０分〜）
場所■ひこね燦ぱれす 多目的ホール
（彦根市小泉町６４８-３）
お問い合わせ
総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１

山とつながる—
木の家体験ツアー

ｋ
ｉ
ｋ
ｉ
ｔｏ
（湖東地域材循環システム協

議会）
では、湖東地域の山を活性化さ
せるための活動に取り組んでいます。
今回、
ｋ
ｉ
ｋ
ｉ
ｔｏ建築塾では、
「 地域の
山の木をつかう家づくり」の公開講

表示・規格課

平成２２年１月８日（金）

切ります）

平成２２年１月２３日（土）
平成２２年２月６日（土）
〜９日（火）

申し込み方法■電話・
ＦＡＸ・Ｅメール

の間の指定する１日

お申し込み先・お問い合わせ
彦根市立病院

医事課

座を開催し、県民の皆さんの学習意
欲や知的欲求に応えます。

お問い合わせ
自衛隊

統一テーマ

彦根市旭町１-２４
田中ビル２ｎｄ １Ｆ

（電）
２２-６０５０ （Ｆ）
２２-６０９３

（電・Ｆ）２６-０５８７

ｉ
ｊ
ｉ@ｍｕｎ
ｉ
ｃ
ｉ
ｐａ
ｌ-ｈｐ.ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｓｈ
ｉｇａ.ｊ
ｐ

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/
ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

日時■１１月６日（金）

１９時〜２１時１２分
（終了予定）
（受付開始 １８時３０分）
１Ｆゴールドホール
由里子さん

テーマ■「よしもと流コーチング
地域の明日をプロデュース」

日時・演題

お申し込み方法■電話のみの受付。

「光とエネルギー
〜恒星の核融合から太陽電池

１２月５日（土）

彦根青年会議所

（電）
２２-７５２２

身体障害者相談員による—
『身体障害相談』を行います

会を開催します。

いずれも１３時３０分〜
１５時２０分
場所■滋賀県立大学
Ａ２棟２０１教室

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

参加をお待ちしています。

ください。

賃金の最低額を保障するとともに、労

受講料■１講座ごとに５００円（当日納入）

会場■多賀町総合福祉保健センター

日時■１１月２１日（土） ９時〜１７時

日時■１１月１４日（土）

働条件の改善に重要な役割を果たし

お申し込み方法■電話・ハガキ・
ＦＡＸ・

ふれあいの郷 ボランティア室

集合場所■多賀町役場前（９時）

集合■９時１５分

ています。

持ち物■動きやすい靴、雨具など
（昼食は各自持参ください）
申し込み締切■１１月１３日（金）
※定員になり次第締め切ります。
お申し込み・お問い合わせ
湖東地域材循環システム協議会

お問い合わせ
観光協会（有）
２-１５５３（電）
４８-１５５３

（１１/２８）
定員■１００人（先着順）

滋賀県内で労働者を一人でも使用

名・電話番号・Ｅ-ｍａｉ
ｌ
（お持ち

している事業主は、平成２１年１０月１

の方）と受講希望日をご記入

日から、
１時間 ６９３円以上、賃金を

の上、
１１月１３日（金）までに、下

支払う必要があります。
（特定の産業

記までお申し込みください。

には産業別最低賃金が定められてい
ます。）

滋賀県立大学

示方法が変更されています。滋賀農

お問い合わせ

地域づくり教育研究センター

政事務所では、
ＪＡＳ法にもとづく食

滋賀労働局

賃金室

品表示制度の説明会への講師派遣を

（電）
０７７-５２２-６６５４

（電）
０５０-５８０１-０９９５

行っています。また、食品表示の情報

彦根労働基準監督署

（Ｆ）
０７４９-４５-２１３２

提供や問い合わせを受け付ける「食

ｉ
ｎｆｏ@ｋ
ｉ
ｋ
ｉ
ｔｏ.ｊ
ｐ

品表示１１０番」を設置しています。
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交流センター

Ｅ-ｍａｉ
ｌのいずれかに、住所・氏

（ｋ
ｉ
ｋ
ｉ
ｔｏ）
事務局

広報たが 2009年11月号

（１１/２１,１２/５）

食品表示についてお知らせ

ＪＡＳ法については、本年お米の表

（電）
２２-０６５４

１７時（全７日間、土日を除く）

容によっては関係機関に連絡をとる

（１講座から申し込み可）

定員■２０人
（参加は小学生以上とします）

期間■１２月１日（火）〜９日（水） ９時〜

〜その影響と発生緩和策〜」

労働者に適用されます。最低賃金は

多賀大社前駅

講習名■「警備技能講習」

ローワークと共同で就職面接

ら、心地良いウォーキングを楽しんで

集合場所■近江鉄道

再就職支援—
シニア対象講習会のご案内

から日常の相談に応じたり、相談の内

だければと企画しました。皆さんのご

（役場からバスで出発します）

（彦根市松原町網代口１４３５-８６）

温暖化

ど雇用形態を問わず、県内すべての

滋賀県最低賃金は、常用・パートな

お問い合わせ

※最終日の１２月９日（水）は、ハ

みませんか？秋の紅葉を楽しみなが

胡宮神社・多賀大社を歩いて参って

寮可）
申込締切■１２月１６日（水）

身体障害者相談員は、身体障害者

いっそう木の家のよさを知っていた

きるまでを見学していただくことで、

１４０,０００〜２６５,０００円、入

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｃｍｕ.ｎｅｔ/

最低賃金改正のお知らせ

→木の家と、
１日を通じて木の家がで

（月〜金曜日、
１日２〜４時間、

まで。

あるいてまいろう—
多賀三社まいり

座を開催します。伐採→製材→加工

ス（ 週２〜４時 間 、
４４,０００

（電）
２６-３４００

社団法人

性〜」

コース■○テーマ別コース・夜間コー

平日１０時〜１６時の間に下記
お申し込み・お問い合わせ

「東アジアの浅水湖沼の現状

松原町）

ミシガン日本センター

定員■２００人（無料）

１１月２１日（土）

場所■ミシガン日本センター（彦根市

〜８８,０００円）○集中コース

場所■彦根ビューホテル

講師■大谷

「環境共生を考える」

「水田からのメタン発生と地球

彦根地域事務所

講演会のお知らせ

（彦根市松原町網代口１４３５-91）

〜その重要性と復元の可能

２次試験

を下記までご連絡ください。

期は１つの専門分野に絞った公開講

１１月２８日（土）

１次試験

参加費■無料
のいずれかで、名前・電話番号

開かれた大学・県民大学として、秋

まで〜」

試験日■

定員■３００人（定員になり次第締め

平成２１年度—
滋賀県立大学秋季公開講座

お申し込み・お問い合わせ

〒５２２-８５３３

会場■大津市

滋賀ビル９階

（ＪＲ大津駅前）
対象者■６０歳台前半層の滋賀県在
住の再就職希望者

立場で就職・結婚に関することなどさ

定員■４０人（申し込み多数は、抽選）

まざまな相談を受けていただけます

費用■無料

ので、ぜひご来所ください。

申し込み方法■電話・
ＦＡＸ
・ハガキに、
講習名・住所・氏名
（ふりがな）
・年

相談日■１１月２８日（土）

齢
（生年月日）
・電話番号を記入

１３時〜１６時

相談員■身体障害者相談員
（大矢進さん、大西孝雄さん）

お申し込み先・お問い合わせ
（社）滋賀県シルバー人材センター連合会
（電）
０７７-５２５-４１２８

福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

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様

彦根市八坂町２５００

の体験ができる英語プログラムです。

（電）
２８-８２１０ （Ｆ）
２８-８４７３

期間■平成２２年１月４日（月）〜
３月１９日（金）
※土・日・祝は休講

にお申し込みください。

〒５２０-００５１ 大津市梅林１-３-１０

お問い合わせ

ｃｈ
ｉ
ｉ
ｋ
ｉ_ｇｒｐ@ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ.ｕｓｐ.ａｃ.ｊ
ｐ

して、
１１月１９日（木）
（必着）
まで

（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

よろず相談
今月の相談日■11月１６日（月）
来月の相談日■12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
広報たが 2009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
１２月２１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
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
受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２１年７月生まれの乳児

１０カ月児健診
１２月７日（月）

受付時間▶１３
：１５〜１３：３０

Ｈ２１年１月生まれの乳児

整形外科健診
１２月１６日（水）

受付時間▶１３
：４０〜１４：００

Ｈ２１年９月・
１０月生まれの乳児

２歳６カ月児歯科健診
１２月１日（火）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ１９年５月・
６月生まれの幼児

３歳６カ月児健診
１２月９日（水）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ１８年５月・
６月生まれの幼児

予防接種

月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００
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

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の１２月の実施はなし
※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。

皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ

広報たが 2009年11月号
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こんにちは！多賀やまびこクラブです。
のでふるってご参加ください。

皆さんは多賀やまびこクラブに何

スや伸びる可能性を引き出したいと

を求めておられますか？やまびこクラ

思います。また、運動の得意な子ども

多賀やまびこクラブ「やまびこ・こだ

ブでは、今問われている子どもの体

には優れた素質を見つけ、
ともに育て

まフェスタ」を１１月７日（土）
１３時から

力低下に焦点を当てた取り組みを考

ていきたいと念じています。このよう

Ｂ＆Ｇで開催します。

えています。運動する子・しない子の

な願いにご賛同いただける指導者・ス

「明るい元気な街づくり」を願い、

「二極化現象」がおきています。この

さんと一緒にケーキづくりをします。また、ささゆり保

現象の要因も考えながら、運動の苦

多賀町が生涯健康で長寿の町であ

のメロディーでおなじみの滋賀県警

育園のクリスマス会（日程は未定）
にも参加します。ま

手な子どもには少しでもスポーツに

るためにも、主体的にスポーツに親し

音楽隊のお話と演奏を計画していま

親しめる場を提供し、挑戦するチャン

んでいただける場や機会を設けます

す。お楽しみに!!

た、
月ごとの予定は「にっこりメール」
（各公共施設に掲

カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）
１２月２日（水）

「だまされたらあかん！」とロック調

おたのしみクイズまちがいさがし

１０：００〜１１：００

ペンギン①広場（１歳児）
４月〜９月
１２月９日（水）

タッフを求めています。

〈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）

示）
で、
お知らせしています。

１０：００〜１１：００

ペンギン②広場（１歳児）
１０月〜３月
１２月１６日（水） １０：００〜１１：００
赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
先月号の答え
② 3カ所
でした

１歳のお誕生会
１２月１１日（金） １０：００〜
場所

子育て支援センター

Ｈ２０年１０
・
１１
・
１２月生まれが対象
■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

トレーニング室であなたの健康づくり！

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

yamabiko@pcm.ne.jp

１２月の広場は、親子でふれあい遊びや健康推進委員

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

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

１２月２２日（火） １０：００〜１１：００

ＢＣＧ
１２月８日（火）

わくわくランド

ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子ど

１２月１５日（火）

１２月７日（月）

ひろばの案内

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。

12月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
26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

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

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！
☆佐藤 克弥（雅之・麻希）
☆田中 咲菜（博英・晃実）
☆辻下 文音（雅庸・千晃）
☆垣見 智仁（昌伸・雅世）
☆竹田 悠人（圭佑・加奈）
さ

と

う

か

つ

や

た

な

か

さ

き

な

つ じ し た

あ

や

ね

か

き

み

と も ひ と

た

け

だ

ゆ

う

と

おくやみ申し上げます
◆築林 榮了 ８４歳
◆田辺
文 ９２歳
◆吉田 さき ９９歳
◆夏原 次男 ９０歳
◆平居 きみ ８７歳

◆堂
◆中川
◆北川
◆田中

徹正
静ゑ
宗二
正造

９２歳
９０歳
７６歳
８０歳

結婚しました！
一円 浩一
♥
山本 幸知代
西村 有志
♥
原田 愛子
（敬称略）

ひとのうごき

平成21年9月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,159人 （− 3）
■男性
3,889人 （± 0）
■女性
4,270人 （− 3）
■世帯数
2,681世帯（＋ 1）
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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

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
編集後記■秋も深まり、冬が近づいてきたような気がしま
す。秋の過ごしやすい気候を有効に使いたいですね！■冬
が近づき、
インフルエンザが流行する時期になっていきま
す。インフルエンザを予防する方法はいろいろあります。
まずは、手洗いやうがいをていねいに・こまめに行うことで
はないでしょうか。ほかに、体調不良や発熱などインフル
エンザを疑うような症状のときには、外出を控え、早く直
すことで、周囲への拡大を防ぐことにもなります。できる
ことから始めたいですね。
kikaku@town.taga.lg.jp
（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

