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まつ

昔、薬師が池（一円）の大洪水で流された「薬師如来」さまは、現在、永福寺（中川原）に祀られているそうです
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まちの話題

新成人の集い

アストロクラブ

新成人の集いが開催されました

多賀町アストロクラブ 活動賞受賞！

１月１１日、多賀町中央公民館で、
「平成２２年多賀町新成人の集い」が

活動賞・星も虫も花も本物を見ると、

えようというエコクラブは多賀町アス

学生１７人で、毎月の宇宙の観察を

本物を生かし続けたい気持ちが高ま

トロクラブしかありません。これから

い恩師の姿に新成人たちから歓声が

行っています。またそうした観察で宇

るで賞」をいただきました。日本全国

も宇宙的視野で自然や環境を学ぶ活

あがっていました。

宙のことを知るほどに地球という星

でも宇宙の観察から地球の環境を考

動をすすめていきたいと思います。

として社会へ巣立つ決意を新たにし

代の恩師から実行委員が撮影編集し

多賀町アストロクラブは町内の小

ていました。

たＤＶＤでのメッセージがあり、懐かし

開催されました。当日出席した７３人

また、式典終了後は、記念撮影と新

の新成人の皆さんは、主催者や来賓

成人からなる実行委員が企画した懇

からのお祝いの言葉を受け取り、
成人

談会が開催されました。小中学校時

のすばらしさも感じられることから、
一昨年から環境学習をすすめるクラ
ブ〔エコクラブ〕
としても登録され、宇
宙の視点から地球を学ぶクラブとし
て注目を集めています。県内最大の
望遠鏡で本物の宇宙をながめるほ
か、宇宙を知るとともに地球のすばら
しさも知ろうと、虫や花や水鳥の観察
も行っています。
１１月２２日に、琵琶湖博物館で開

▲新成人代表の前田拓馬さんによる決意表明

▲新成人記念撮影。
９４人の対象者中７３人の出席がありました

催されたびわ湖まるエコ２００９の中
のエコクラブ発表会では、審査委員
長の嘉田知事から「選考委員による
表彰

滋賀県でいちばんのお米（品種は「秋の詩」）を選ぶ
平成２１年度

近江米「秋の詩」食味コンクール最優秀賞受賞

滋賀県では、近江米のシンボルとし

に多賀町久徳の小菅一男さん、地区

ランドでたいへん食味の優れた品種

て新しいブランド「秋の詩 」の生産奨

優良賞に湖東地区から土田営農組合

です。

励を目的に、食味コンクールが実施さ

が受賞されました。

う た

▲第２部の懇談会。恩師からのビデオレターの上映などが行われました

受 賞 者 の 皆 さん は 、嘉 田 知 事 か
ぎ ん

れました。コンクールには、県内各地

「秋の詩」は、大粒の「吟 おうみ」を

調印式

から約１００人（団体）の出品があり、

母に、ねばりがあり食味がいい「コシ

地域連携をめざして……

出品米の分析・審査の結果、最優秀賞

ヒカリ」を父に持つ滋賀県独自のブ

１２月２２日に、地域社会への貢献

くりされた遊具が設置されているエ

になった多賀サービスエリアでほっ

と高速道路の美化をめざして活動さ

リア「多賀の湖」があります。一般道

とする時間を過ごされてはいかがで

れているＮＥＸＣＯ中日本（中日本高

路からも入場できますので、きれい

しょうか。

ら表 彰 状と激 励 の 言 葉を受けられ
ました。

速道路株式会社）彦根・保全サービス
センター、社会福祉法人杉の子会、
多賀町との３者で、
「 地域連携と高速
道路美化に関する覚書」の調印式が
行われました。
これは、企業と地域が手をつなぎ
ともに支えあいながら活気ある町を
つくって行くことを願い、
ＮＥＸＣＯ
中日本が取り組んでおられる活動の
一つとして実施されたものです。
杉の子会が清掃される予定の区
域には、滋賀県立大学と協同で手づ
広報たが 2010年2月号
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エ

コ

ひ

い

き

エ

ECO贔屓

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

い

き

多賀町の環境に関するアンケート調査結果について

環境基本条例制定への取り組み

多賀町では現在、
「多賀町環境基本条例」の

小学生絵画コンクールの結果発表
１０月の多賀ふるさと楽市に合わせて実施した、多賀町環境基本条例策定のための小学生絵画

委員長賞
多賀小学校３年生

聖奈さん

題名 『ホタルのいる川』

るアンケート調査を実施しました。

は、町内在住の中学生を対象としています。

いし、条例に反映させていくことを目的として

いては、多賀町ホームページに掲載しましたの

題名 『ちょうちんゆらゆら万灯祭』

実施したものです。なお、町民向けアンケート

で、ぜひご覧ください。

龍見

この 作 品 は 、
に行われる多賀

川であってほし

大社の万灯祭の

いという願いを

伝統をこれから

込めて描かれた

も受け継いでい

ものです。ホタルの光っているようすが鮮明に

きたいという思いで描かれたものです。多数の

描かれています。

ちょうちんが夏の風に揺られているようすが繊
細に描かれています。

大滝小学校２年生

集治

調査結果（中学生調査）
回答者数■２１１人

回答率■１００％

家庭での環境学習について
（１）家で環境について教えてもらったり、話し合ったりすることはありますか
（単数回答）
0%
①地球温暖化やオゾン層の破壊など地
球全体の環境問題について

町長賞
友雅さん

題名 『アケボノゾウ』

この 作 品 は 、

この 作 品 は 、

自然に囲まれた

来る人に強 い

vol.12

大滝小学校のこ

印象を与えてい

とが 大 好きで 、

る、博 物 館 のア

今後も自然が

ケボノゾウの全

いっぱいの多賀

身骨格の化石を

町であり続けてほしいという願いを込めて描か

みごとに描かれています。多賀町の歴史を考え

れたものです。緑を多く使っておられることか

させられるとともに、今後も観光客を呼べる貴

らも気持ちがよく伝わってきます。

重な存在になると考えられます。

環境保全活動団体の表彰結果について
環境保全活動団体に推薦され、表彰を受けられた団体は下記のとおりです。
多賀小学校■７月のびわ湖の日に合わせて、下

きれいにする清掃活動をされています。

校時に各字への帰り道でゴミ拾いを実施

大字藤瀬区■ゴミステーションを字の皆さん

されています。また、
５月のごみゼロの日と

できれいにしておられ、
ゴミの分別におい

１２月の環境美化の日に合わせて、校内の

てもお互いに指導し合い、周知徹底を図ら

掃除の徹底・掃除用具の整理などを行って

れています。

おられます。

ら月１回太田川の清掃活動をしておられ、
魚の住める川本来の姿を取り戻そうと努

して、大切な自然環境を守るための活動を推進

めておられます。

していきたいと考えています。

40%

60%

1.90

69.19

28.91

40.76

ある

ない

20%

な電気は使わないようにしている

は20℃以下にしている

19.43

27.96

⑤お風呂でシャワーを流しっぱなしに

ようにしている
⑦片面を使用した紙であっても、裏紙
や印刷用紙として利用している

22.75

23.70

やっている

あまりやっていない

2.84

10.43

10.43

やっていない

1.90

0.47

0.47

15.17

23.22

1.90

1.90

31.75

29.86

42.18

時々やっている

17.06

20.85

27.49

25.59

18.96

14.69

36.02

23.22

4.74

20.85

31.75

27.01

9.95

25.59

36.02

しないようにしている

100%

28.91

41.23

いる

80%
31.75

30.81

④冷蔵庫は無駄に開けないようにして

⑥買い物は、マイバックを持っていく

60%

51.66

らすぐに消している
②使わないコンセントは抜いて、無駄

40%

1.90

不明・無回答

（２）日常生活における環境保全の取り組みについて
（単数回答）
①テレビ、ゲームなどを使い終わった

1.90

70.14

27.96

0%

100%
1.90

57.35

④環境に負担をかけない行動について

いようにしている

80%

72.51

25.59

③ごみの問題やリサイクルについて

⑧まだ使えるものをごみとして捨てな

今後、私たちも今回紹介した各団体を模範と

20%

②身の回りの自然環境や公害などの問
題について

③エアコンの冷房は28℃以上、暖房

大字多賀区仲之町■月１回、小字の皆さんで街を

今回から、
４回シリーズでアンケート調査結

瑞季さん

多賀小学校５年生

んいるきれいな

題名 『自然がいっぱい大滝小学校』

事業所については、町内企業、中学生について

果を掲載します。今回は、中学生向けアンケー

毎年８月に盛大

小姫さん

の一環として、昨年７月に多賀町の環境に関す

ト結果の一部をご紹介します。なお、詳細につ

ホタルのたくさ

森

した１５００人を対象に実施しています。また、

んの環境に関するご意見やご要望などをお伺

この 作 品 は 、

副委員長賞

制定に向けた取り組みをすすめていますが、そ

の制定を目標とし、町民・事業所・中学生の皆さ
副委員長賞
小財

に関しては、住民基本台帳から無作為に抽出

このアンケートは、みんなでつくる基本条例

コンクールで入賞された方は下記のとおりです。

太田川夢の会■会のメンバーで、平成１４年か

4

ひ

ECO贔屓

大滝小学校１年生

広報たが 2010年2月号

コ

8.53

0.47

0.47

不明・無回答

次号へ続く
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ねんきん・税
環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@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
社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動など
を展開しています。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さん

年度

２１

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）

多賀小学校６年生
笑顔の中に

苦しい時

社会を明るくする運動標語

大切だ

大切な絆

幸せくれる

笑顔でいれる
私の笑顔の

友達と

家族の笑顔が

あいことば

スマイルさ

緑がいっぱい

宝物

わたしの宝物

いやなこと

池原

恵子

増田

陸登

小澤明日香

ガソリンだ

心をつなぐ

ぼくのふるさと

みんなの笑顔

毎日が

友達の笑顔は、明日をつなぐ
家族はね

友達に

国民年金保険料の納付は、口座振替の１年前納がお得です！
（将来分をまとめて納付）すると、保険料の割
引がありたいへんお得です。
平成２２年４月分からの国民年金保険料を、

郵便局または日本年金機構
不要です。

現在、口座振替を利用されている方であって

和田

龍弥

口座振替で１年前納または６カ月前納すること

も、振替方法の変更を希望される場合は手続

玉村

依子

を希望される場合は、平成２２年２月末日まで

きが必要になりますので、
ご注意ください。

小菅

大輝

に手続きをしてください。

※平成２２年度の保険料は、平成２２年２月に告

古川

瑞穂

手続きは、口座振替を希望される金融機関・

示の予定です。

仁

原田

華奈

友達と

樋栄

圭亮

ほんわりと、私をつつむ

家族のわ

辰野

奈穂

泣きあえる

友とぼくの宝物

平塚

智大

平成２１年分所得に係る所得税の確定申告

瀧川

俊輔

期間は、
２月１６日（火）から３月１５日（月）までです。

鈴木

凌介

申告に必要な書類や領収書等の整理をお願い

平成２１年分の所得

します。サラリーマンの皆さんも確定申告が必

税において、控除しき

要な場合がありますので、
ご注意ください。

れなかった金額がある

家族は、私の宝物
困ったら

友達が

助け合おうよ
笑いあえる

こまった時は

悲しさも

助けよう

笑顔に変える

友情は

大滝小学校６年生
友達は

心の支え

がんばれる

学校で、みんなと笑顔で

話そうよ。

友達と、絆を深め、仲よしに
みんなの笑顔
友達と

見てると自分も

仲良く話す

笑顔はね

笑顔になる

楽しいな

みんなとの絆を

友達と

絆を深め

彦根年金事務所

国民年金課でお願いします。なお、手数料は

松原

深めさせてくれる

楽しいな

家族はだいじ

宝物

家族とは、なくてはならない

宝物

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

確定申告の準備はすまされましたか？
で税額控除することと
されました。

田中

理恵

（還付の場合は、
２月１５日以前でも申告でき

場合は、平成２２年度の

池本

敦史

ますので彦根税務署【（電）
２２−７６４０】へお問

個人住民税が控除され

大道

洸貴

い合わせください。）

ます。

久保田未来

サラリーマンで申告をしなければならない人

佐久間

平成２１年から平成２５年までの間に居住し、

・給与の年収が２,０００万円を超える人

所得税の住宅ローン減税制度を受けた方で、

西澤

和香

・給与所得や退職所得以外の所得が２０万円

所得税において控除しきれなかった金額があ

木下

愛加

を超える人（たとえば、生命保険契約などに

る場合は、翌年度の個人住民税において住宅

樹

もとづく一時金収入のある人）

ローン控除が適用されます。

大辻

友美

・２カ所以上から給与を受けた人

実優

住宅ローン控除の申告をお願いします

佐久間

槙

（控除額の算出方法）

信頼し

みんなと絆

強くなる

深田

友達は

一生の中で

宝物

久保田将伍

・平成２１年１月１日以降に入居された方

個人住民税の住宅ローン控除額（Ａ）
＝

城貝

修人

・平成１１年から平成２０年までに入居された

所得税における住宅ローン控除可能額−

小林

慶次

笑顔はね

喜ぶごとに

気持ちいい

できるんだ

笑顔であいさつ

友達の

笑顔は私の

友達は

とても大事な

何事も

友達いれば

こんにちは

忘れずに

宝物

住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

平塚

瑠奈

富田

友菜

控除の申告をお願いします。

大丈夫

重森

大輝

新たな個人住民税における住宅借入金等特別

得税の課税総所得金額等の５％（９７,５００

小林

聖奈

税額控除（住宅ローン控除）

円を限度）
（Ｂ）」を超えた場合には、控除額は

井上

直人

平成２１年度税制改正において、厳しい経済

井上

優人

状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚

大矢

康貴

の突破口にしようという狙いから、住宅ローン

石田

真規

減税制度について、所得税における最大控除

その一言で

いい気持ち

家族にも

言えるといいな

遠くても

近くに居るよ

家族とは

みんながそろって

ありがとう
家族の心
いい家族
あいさつしよう

一般
挨拶が

方で、年末調整をされておられない方

宝物

だれとでも、仲良く元気に

6

国民年金課 （電）
２３−１１１４

広田ゆうき

しない言わない

いつまでも

広報たが 2010年2月号

彦根年金事務所

国民年金保険料の納付は、口座振替で前納

かくれてるそれは

悲しい時

日本年金機構

ねんきん

平成

社会を明るくする運動標語

つくる人の輪、心の和

藤本美喜子

上記の方は、確定申告において住宅ローン
※上記の算出された控除額が、
「 前年分の所

（Ｂ）の金額になります。

確定申告会場のご案内

可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得

多 賀 町 役 場■１階会議室

者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所

彦根商工会議所■４階会議室

得税から控除しきれなかった額を個人住民税
広報たが 2010年2月号
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スポーツ
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

こんにちは保健師です

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

冬こそスポーツを！
はそれだけで肝臓に負担を与えることになり

冬は寒さのため、外出も控えぎみ

Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、
ご家族や

日常化した現代社会では、
「 生活習慣病」の患

ます。適量を知ることが健康維持につながり

になり、ましてやスポーツなどとんで

友人と気軽にスポーツを楽しんでい

者がますます増え続けています。日本人の死

ます。

もないという人が増えることと思いま

ただけるように、バドミントンやテニ

因の６０％は生活習慣病によるものです。生活

適量のめやす（１日に下記のいずれか１つ）

す。運動不足が続けば、当然のように

ス、卓球の用具を無料で貸し出してい
ます。

習慣病とは、心臓病、脳卒中、高血圧、糖尿病な

ビール中びん１本（５００ｍｌ）

体力は低下し、体の抵抗力が弱まって

ど、食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣が

日本酒１合

いきます。冬はカゼの季節でもある

ぜひ、皆さんでご利用いただきた

深くかかわっている病気です。これらの病気は

焼酎１００ｍｌ

ため、抵抗力が弱まっているとカゼを

いと思います。なお、体育館の利用時

ひきやすくなります。そうならないた

間は、午前（９時〜１２時）
・午後（１３時

運動習慣をつけよう

めにも、冬こそ意識的に体力づくりに

〜１７時）
・夜間（１７時３０分〜２２時）

大きい筋肉を動かそう

励みましょう。

となっています。

お互いに影響しあい、
さらに生活習慣病を増や
す要因となっています。
生活習慣病を発症しないためには、運動習

１つの動きでよりたくさんのエネルギーを

慣の改善が重要です。また、自覚なく進行して

消費できます。
（おすすめの運動は、
ウオーキン

いくのが特徴です。まず年に１回は健診を受

グ・スクワット・ダンベル体操・踏み台昇降）
これ

け、
自分自身の体の状態を確認することが大切

らは１人で家で行うことができます。このほか、

です。

ジョギングや水泳、エアロビクスなどの有酸素

かなと思っておられる方、思い切って仲間入りしませんか？興味のある方は海洋

運動も生活習慣病予防の効果があります。

センターまでご連絡ください。

食生活を見直そう

禁煙しよう
禁煙の実行には……

現在活発に活動されている団体を紹介します。何かスポーツを始めてみよう

ささゆりディスコンクラブ
活動日■毎月第２、第４水曜日

ているかを競う、簡単にできてしかも

場所■滝の宮スポーツ公園体育館

食べてしまいがちですが、
カロリーは１食分に

・目につく場所に「禁煙」の張り紙をする。

奥の深いスポーツです。現在の会員

会費■１カ月 ２００円

値するぐらい高カロリーです。

・たばこ、
ライター、灰皿を処分する。

は２６人、練習風景はわき合い合いと

２.禁煙宣言しよう

とても和やかな雰囲気です。

５００ｋｃａ
ｌ

ケーキ１個

５００ｋｃａ
ｌ

家族や仕事仲間に「禁煙する」
と堂々と宣言

男性の方の参加も大歓迎ですの

ポテトチップス

５００ｋｃａ
ｌ

しましょう。周囲の人の協力が得られ、禁煙た

で 、ぜ ひ 一 度 体 験 に 来 て み てくだ

ばこに手が出そうになっても「禁煙中だろう」
と

さい。

濃い味付けは食べすぎの元
味の濃いものには食欲増進作用がありま
す。むくみが出たり、心臓や血管への負担がか
かるので気をつけましょう。
塩分は１日１０ｇ未満にしましょう。おかずの
味に濃淡をつけ味の濃いものは１品だけにす
るなどの工夫ができます。
野菜をたっぷり食べよう
１日３５０ｇ以上野菜をとりましょう。野菜に

１３時３０分〜１６時

禁断症状を和らげるコツ

なると経験したことがあるので
はないでしょうか!?

しかし、

すり抜け、相手陣地にある旗を
奪うという簡単なものですが、
作戦をたてて相手陣地に攻め

この雪合戦は柔らかいボー
ルを使用して、屋内でも楽しむ
ことができますので、機会があ
れば、体育指導委員でも皆さ
そのほかにも、屋内でできる
スポーツもあります。まだまだ
寒い日が続きますが、
スポーツ
で寒さに負けない健康づくり
に心がけていただきたいと思
います。

３.禁断症状をのりきろう
ます。禁煙して１カ月くらいは油断できません。

雪合戦といえば、誰もが冬に

んに紹介したいと思います。

言ってもらえ効果があがります。
禁煙をはじめたら禁断症状があらわれはじめ

いう競技があります。

いスポーツです。

・服やカーテンなどを洗濯し、
においを消す。

（例）菓子パン１個

ニュースポーツには雪合戦と

込むなど奥の深いとても楽し

げ、黄色のポイントにどちらが近づい

菓子パンやお菓子は、おいしくついたくさん

スケート等が代表的ですが、

に分かれて、
うまく敵の雪玉を

１.まずは準備

カロリーの取りすぎに注意

いえば、スキー・スノーボード・

ルールがあり、互いに敵・味方

楽しく健康づくりしませんか

ディスコンは赤と青のディスクを投

さて、
ウインタースポーツと

ニュースポーツの雪合戦には

慣の徹底と食生活の改善、禁煙などの生活習

生活習慣を改善するには……

雪合戦

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

食生活の欧米化や運動不足、
ストレスなどが

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

生活習慣病を予防しよう！

けんこう

最 後 に もうすぐ バ ンク ー

多賀ボディケアヨガサークル
ＮＰＯ法人日本ヨガ連盟認定、北 京

バー冬季オリンピックが開催さ
活動日■毎月第１、第３木曜日

水やお茶などの水分をとる・深呼吸する・マス

子先生の指導のもと、現在１０人の会

クをつける・冷水や熱いお茶を飲む・シュガーレ

員で活動されています。ヨガは肩凝り

場所■多賀町中央公民館

スガムやミント系のお菓子を食べる。

や冷え性、腰痛などの予防改善にた

会費■３カ月 約５,０００円

いへん効果的です。年齢、性別も問い

１３時３０分〜１４時３０分
和室

れます。選手たちの活躍に一
喜一憂することだと思います。
みんなで選手たちを応援しま
しょう！ガンバレ日本!!

（お試し期間は、
１回５００円）

ません。身体の硬い方も大歓迎です。

は、少量でも満腹感を得られる、食物繊維が血

ヨガで心身ともにリフレッシュしませ

糖値の上昇を抑える、
ビタミンＣなどが動脈硬

んか。

化を予防するなどのメリットがあります。

※シルバー人材センターのママサー
ビス
（有料託児サービス）
をご利用

お酒は適量を守って飲みましょう
アルコールの３０％は胃から、残りはほとん

いただくと、子育て中のママさんも
安心して参加していただけます。

どが肝臓に運ばれ分解されます。大量の飲酒
広報たが 2010年2月号
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バス利用促進

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

みんなで交通災害共済に加入しましょう！
交通災害共済は、県民１人ひとりが掛け金を
出し合い、交通事故にあわれた方に見舞金をお
くり救済する、住民のための共済制度です。
この制度は、子どもから高齢者までだれでも
加入でき、見舞金の請求手続も簡単です。
※交通事故発生日から２年以内が請求期間で
す。
（平成２１年４月１日以降発生の交通事故
に適用）

バスは住みやすい町づくりに欠かせない公

バス路線を維持していくためにも、皆さんの

共交通のひとつとして、特に高齢者や学生に

日常の交通手段を少し見直し、積極的にバスを

見舞金が支給されます

とってなくてはならない移動手段として長年利

利用してください。また、
ご要望がありましたら

・道路で起きた車両等による交通事故で、
１日

用されてきました。また、
１度に多くの人を運ぶ

企画課までご連絡ください。

でも通院されれば見舞金の支給対象になり

ことができるため、環境負荷の軽減や交通渋滞

ます。

の緩和などの役割もはたしてきました。

・警察に届けられた交通事故はもちろん、次の
ような場合も対象になります。
１.歩行中、走行してきた自転車に接触して負傷

ご注意ください。

２.道路上で自転車に乗ろうとしてペダルに足を
かけそこない転倒し負傷した。

掛け金■５００円（１人あたり）

見舞金が支給されません

共済期間■平成２２年４月１日〜

・会社、工場、自動車教習所内など、一般の交

平成２３年３月３１日
加入手続■所定の申込書（２月中旬配布予定）
に必要事項を記入の上、掛け金を添えて
各字区長さんまたは個々にて加入申込書

しかし、少子高齢化やマイカーの普及に伴い
年々利用者が減少しています。運行収入だけ
では採算が取れず、多賀町と滋賀県が赤字額
を補助して、なんとかバス路線を維持していま

した。

※加入者の方で見舞金の請求をお忘れの方は

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

通のため開放されていない場所で負傷した
場合
・飲酒運転、無免許運転、重大な過失による交
通事故の場合

の指定金融機関、企画課のいずれかへお

・交通事故以外での負傷

申し込みください。

※詳しくは企画課までお問い合わせください。

すが、財政状況も厳しい中、
このまま利用者が
減少していけばバス路線を維持していくのは難
しくなってきています。
平成２１年度多賀町路線バス収支状況（平成２０年１０月１日〜平成２１年９月３０日）
路
収

入

８，
４８７，
３０８円

７４８，
１８５円

６，
９９３，
３９９円

運

行

経

費

３０，
５３１，
３０９円

３，
５４４，
５１７円

１７，
２２９，
８６３円

額

２２，
０４４，
００１円

２，
７９６，
３３２円

１０，
２３６，
４６４円

県

７，
３９１，
０００円

４４７，
０００円

３，
６６０，
０００円

町

１４，
６５３，
００１円

２，
３４９，
３３２円

６，
５７６，
４６４円

字

補助金内訳

多賀町では、安全・安心の「環境こだわり農産

じ、地元の量販店で販売されていますが、直売

物」の認証を受け、
にんじんの栽培に取り組ん

所での販売、また地域の学校給食に利用され

でいます。認定農業者を中心に、現在約２６０

るなど
「地産地消」に貢献しています。

アールを栽培しています。

お問い合わせ

にんじんは、
カロチン
（ビタミンＡ）の豊富な
野菜として広く知られ、スープ・グラタン・パン

多賀町役場

（電）
４８−８１１７

ケーキ・ジャムなどレシピの数は驚くほど豊富
で毎日でも飽きずに食べられる野菜です。
収穫されたにんじんのほとんどは市場を通

ご存じですか？ バスのあれこれ
ブリヂストン線とは？

農林商工課

次回予告■まめな生活自然派女性ねっと（甲良町）

線

賃

犬上郡３町の農産物をシリーズで連載します。今月は多賀町です。

にんじん

賀

運

赤

犬上地域の特産品

線 萱 原・大 君 ケ 畑 線 ブ リ ヂ ス ト ン 線 多

バスを積極的に利用しましょう

家族みんなの小さなお守りに！

交通災害・湖東農産物

１乗車１００円で乗車できる「小判手形」とは？

多賀大社前駅から発車しているブリヂストン

満６１歳以上の方を対象に、
１乗車１００円で

線のバスは、南彦根駅の東口（ビバシティ側）
だ

バスを利用できる
「小判手形」が近江鉄道・湖国

けでなく西口にも停留します。西口で下車すれ

バス各窓口で販売されています。料金は１カ月

ば、
５分後くらいには南彦根県立大学線のバス

券２,０００円、
３カ月券５,０００円、半年券９,０００

が到着しますので、彦根市立病院などへ行くと

円です。

きにもたいへん便利です。

お問い合わせ
湖国バス彦根営業所

ワンコインエコパスとは？

（電）
２５−２５０１

マイカーやバイクで通勤されている方を対
象に、毎週金曜日は１００円でバス・近江鉄道を
ご利用いただけます。なお、
ご利用されるには
お勤めの事業所からの登録が必要になります。
お問い合わせ
近江鉄道 （電）
２２-３３０３
滋賀県バス協会
▲間引き作業
広報たが 2010年2月号
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▲緑黄色野菜の王様にんじん

（電）
０７７−５８５−８３３３
広報たが 2010年2月号
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体力調査

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

１２月１０日に開催された委員会の審議内容
提出議案
・農地法第３条の規定による農地所有権の移
転許可申請……１件
※農地である田や畑を、そのまま売買や贈与し

・農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にも
とづく農用地利用集積計画の決定……６件
※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。

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
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。

「専決処分事項」

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について
概要
調査内容■実技８種目（握力、上体起こし、長

実施時期■平成２１年６月
公表日■平成２１年１２月１７日

座体前屈、
反復横とび、
２０ｍシャトルラン、

調査対象■小学校５年生と中学校２年生

５０ｍ走、立ち幅とび、
ソフトボール・ハンド
ボール投げ）、生活アンケート調査

・土地利用協議書の受理について……２件
※携帯電話のアンテナ基地局などを設置する
計画の協議書届出です。

体力合計点平均値から
表のとおり、小学校における滋賀県の「体

農業委員会委員の県外研修報告
近年、産直野菜等を販売する施設が大人気。

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

力」合計点平均は男女とも全国平均を下回りま

ることも手伝って中学校での体力向上につな
がったと思われます。
身長・体重・座高などの体格は、小中学校とも

営していたが売上げが思わしくなく地元農家で

すが、中学校では男女とも全国平均を上回りま

多賀町でも地産地消をめざし新鮮な地元の農

あまった野菜コーナーを設けた。すると食材に

した。

産物等を町民に購入いただける直売所を設置

対する安心感や低価格が消費者の心を捉え売

多賀町では、小中とも全国平均を上回る結

んでした。痩身・肥満傾向については、中学生女

してはとの声もあり、本年の県外研修は愛知県

上げが伸びてきた裏話や、生産者の会員にナ

果となりました。多賀町は全国と比較して、部

子の「中度肥満」の割合が全国と比較してやや

内でＪＡが運営されている直売施設や生産者

ンバーを提供しバーコードで会計処理するシス

活動などで毎日運動する子どもの割合が高く、

高いことがわかりました。

の園芸ハウスなどを視察しました。

テムなど運営のノウハウについても話を聞か

また日々、登校時に坂道や階段を利用してい

ＪＡ職員の方の話として以前から販売所を運

せていただき大いに参考になった研修でした。

ほぼ全国平均と同じで大きな差は見られませ
そ う し ん

「体力」合計点平均値の比較

※（
小学校５年生

）
は都道府県別順位を示す
中学校２年生

男子

女子

男子

女子

５４．
１９

５４．
６０

４１．
３０

４７．
８７

滋賀県

５３．
３２
（３８）

５２．
９２
（４２）

４３．
１２
（１０）

４９．
４０
（１３）

多賀町

５４．
６８

５５．
２６

４３．
３４

５１．
７０

全

国

基本的な生活習慣をつけさせましょう

農業委員会だより

農業委員会・統計

アンケート調査結果から
中学生になると男女とも約２５％もの生徒が

▲園芸農家のハウス視察

▲直売所で所狭しと並べられている野菜

総務課 （有）
２−２００１ （電）
４８−８１２１ ｓｏｕｍｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「世界農林業センサス」について調査協力のお願い
平成２２年２月１日を基準日として、
「２０１０
年世界農林業センサス」が実施されます。
これは、全国の農林業や農山村の状況を一

携帯していて、守秘義務が課せられています。
記入後の調査票は厳重に保管され、統計以外

に、
５年に１度、実施する調査です。

の目的に利用されることはありません。

に、統計調査員が調査票を持って伺い、記入の

12

統計調査員は、身分を証明する調査員証を

斉に調べ、より良い農林行政に役立てるため
農家のお宅には、
１月下旬から２月上旬ごろ

広報たが 2010年2月号

説明や、調査票の回収を行います。

統計調査員が伺いましたら調査のご協力を
お願いします。

れが多々見られるようになってきました。子ど

６時間未満の睡眠時間しかとっていないこと、

もたちを心身ともに健全に育てていくために

テレビを１日３時間以上視聴している割合が小

は、早くから年齢に応じた基本的な生活習慣を

学生では３５％、中学生では４５％前後もあると

身につけさせることや、生活の乱れを修正して

いう結果となりました。

いくことが必要です。そのためには今後、町を

新聞発表の記事を見ると、全国的に「学力が

あげて保護者だけでなく、地域の大人が子ど

高い県は体力もすぐれるという相関関係があ

もたちの発達段階に応じた子育てを自覚し、協

る」ことや「朝食を毎日食べる子は食べない子

力しあうことが大切になってくるのではないで

より運動能力に優れる」
という考察がされてい

しょうか。

ました。いうまでもなく、小中学生の時代にそ
れぞれの発達段階に応じた生活をすることが
体力や学力を伸ばす結果になるのは当然のこ
とです。
現在、子どもたちの生活を取り巻く状況は、
あらゆるものが便利になった反面、親の生活パ
ターンやテレビ、
ゲーム等の影響で幼少期から
深夜まで起きているという生活や食生活の乱
広報たが 2010年2月号
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消防

昨年の１１月３０日、多賀町生涯学習講座「多賀の仏像めぐり」を開催し、永福寺（中川原）木造菩
社会教育委員の野村茂太郎会長の感想を紹介します。

『多賀の仏像めぐり』に参加して
多賀町社会教育委員

会長

野村茂太郎

日までの７日間にわたり、春季全国火災予防運

予防を推進していくため、各地でさまざまなイ

動を実施します。

ベントや防火・防災訓練などが実施されます。

この運動は、火災が発生しやすい時期を迎え

中、多賀町生涯学習講座「多賀の仏像めぐり」

やご意見を聞くことができました。これからの

るにあたり、火災予防思想の一層の普及を図る

が開催されました。昨今の暗い世相を反映し

参考にしたいと考えます。今回の仏像を始めと

ことにより、火災の発生を防止し、火災による死

てか心が和み、癒されると仏像がブームとなっ

して、
自然や文化などさまざまな多賀の魅力を

傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的と

ています。その人気に募集定員を大きく超えた

探し出して紹介し、皆さんに知っていただくこ

して毎年実施されているものです。特に３月か

２５人は、琵琶湖文化館学芸員・井上ひろ美さ

とは、
「郷土愛」につながり、それが「生きがい」

ら５月にかけて火災が多発していて、
より積極

んの解説を聞きながら３カ寺を巡りました。

づくりになるのではないでしょうか。社会教育

的な防火対策の周知が必要です。

の果たす役割は大きいと痛感しています。

対する警戒心を喚起し、住民、事業所の関係者
および全国の消防機関等が一体となって火災

に同行し、参加者皆さんの社会教育への希望

地元にいながら知らなかった仏像への出会

２１

を統一防火標語とし、平成２２年３月１日から７

名残の紅葉が暖かな日差しに映し出される

この運動を契機に、
日ごろ忘れがちな火災に

いに期待をしながら訪れた寺院。初めて目に
した時は、参加者からは感嘆の声が出ました。

住宅の耐震化と家具の転倒防止について

さらにその特徴や歴史の説明を聞き、改めて
「多賀にもすごい仏像がある」ことを再確認
しました。

地震はいつどこで起きるかわかりません。
６,

具体的な転倒防止対策
配置の工夫だけではやはり限界があります。

今回の講座は、社会教育事業の１つです。社

０００人を超える死者を出した阪神・淡路大震災

会教育委員として活動する中で私も「実際の事

では、死者の約８割が建物の倒壊によるもので

タンスや本棚などをＬ字金具や支え棒などで固

業を見たい」との思いから参加しました。一緒

あったと言われています。また、平成１６年の新

定したり、食器棚に扉が開かないための金具を

潟県中越地震など、最近発生した主な地震の

取り付けたり、
または冷蔵庫を転倒防止用ベル

中央公民館 （有）
３−３７４０ （電）
４８−１８００

負傷原因の３〜５割は、家具の転倒に起因する

トで固定するなど、具体的な転倒防止策を行う

青少年の暴力のないことを信じて

もので、さらに、家具の転倒・落下は、その散乱

ことが必要です。これらの器具については、家

等により、安全な避難経路が確保できず、避難

電や家具メーカーやその取扱店に問い合わせ

青少年育成町民会議総務部会副部長

の遅れにもつながるものとされています。

てみるか、
ホームセンター等で販売されている

小菅建次

ものを活用しても良いでしょう。

先日の新聞の「小中高生の暴力最多」
という

ように思われますが、いじめも暴力の一種であ

このような被害を少しでも軽減するために

記事にショックを受けました。記事は全国の小

ると言えます。いじめが減少したのは、数年前

は、住宅の耐震化や家具の転倒防止などがき

住宅の耐震化や家具の転倒防止は、確かに

中高生の２００８年度の暴力行為件数は前年度

からいじめによる自殺者が多発し、社会問題と

わめて重要であり、日ごろから１人ひとりが地

コストを要しますが、既存の制度を活用するこ

の１３％増（滋賀県は５年前から倍増）で、過去

して取り上げられ、
この対策に重点がおかれ活

震に対する備えの意識を持つことが必要です。

となどにより、通常より安価に対応できる場合

最多となり小学生の増加が目立ち、低年齢化

動されてきた結果ではないでしょうか。

もあります。ちょっとした意識の違いによって、
家具の転倒防止について

大きな被害を避けられることがあります。まず

家具配置等の工夫

は手軽にできることから始めてみてはいかがで

が進んでいることが文部科学省の調査で分か

飲酒や喫煙が、青少年に対して有害なもの

りました。反面、いじめの認知件数は、
１６.３％

と警戒されていた時代、最近は大麻や覚醒剤

減となり小中高校とも減少しました。
（滋賀県

などの薬物関連事件が、芸能人、大人から大学

まずは、転倒被害を受けにくい家具の配置に

の認知件数は中学校で前年比半減）

生、高校生へと低年齢化し、紙面をにぎわして

ついて工夫してみてはどうでしょう。たとえば、

います。

家具の配置と就寝の位置については、
壁を背に

携帯電話の弊害が多発している今日、青少

した家具は前方に倒れてきますから、就寝位置

ション能力の不足で話し合いの解決ができず、

年がこの渦中に巻き込まれたり、暴力事件を

は、家具の高さ分だけ離れるか、家具の脇とし

カッとなるトラブルが多い」
と分析。いじめの減

起さないように、愛のパトロールの声かけ・朝

た方が安全です。

少については、
「 生徒へのアンケートや個別面

夕のあいさつ・家での食事時間の語らい等を

また、
家具が倒れても出入口がふさがれない

談など、いじめ問題に対する日常的な取り組み

通じてコミュニケーション能力を高め、ルール

ように、家具は出入口付近に置かない、あるい

の充実でいじめを許さない機運が高まった」
と

を守り、話し合いで解決できる青少年を育て

は万が一倒れても通り抜けられる空間を残せ

分析されていました。

るため大人から変わり暴力の減少につなげた

る位置に置くなど、部屋の状況にあわせて工夫

いものです。

してみることが大切です。

ルできず、ルールを守る意識やコミュニケー

この記事では、暴力といじめは別個の問題の
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春季全国火災予防運動
「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」

暴力行為の増加について「感情がコントロー

広報たが 2010年2月号

犬上分署 （電）
３８−３１３０

年度全国統一防火標語

薩立像、称名寺（土田）木造阿弥陀如来坐像、瑞光寺（富之尾）木造地蔵菩薩立像を見学しました。

彦根市消防署

平成

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

「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」

『 多賀の仏像めぐり』を開催しました

生涯学習・いくせい

しょうか。

広報たが 2010年2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

ど う く つ

洞窟に生息するカタツムリの仲間

奥居匡

ホラアナゴマオカチグサガイ

多賀広報表紙切り絵展

毎号広報たがの表紙できれいな絵を飾って

このコーナーでは、
これまでにも洞窟に生息

ており、最近の研究ではこれらは洞窟ごとに種

いる切り絵作家奥居匡さんの作品を紹介しま

する生物を多く紹介してきました。洞窟は光が

分化をとげているということもわかってきてい

す。それぞれにストーリのある広報たがの表紙

届かない暗黒の世界で、年間の温度も安定し

ます。現在、滋賀県では４カ所で生息記録があ

絵をはじめ、滋賀県の景観や自然の美しさを切

ている特殊な環境であり、そこに生息する生き

りますが、これはすべて多賀町内の石灰洞か

り絵で伝えておられる奥居さんの世界をお楽

物には独特の進化をとげている種もいます。

ら発見されたものです。河内風穴に代表され

しみください。

今回紹介するホラアナゴマオカチグサガイ

る石灰洞は、滋賀県の中でも特に多賀町に多

期間■２月９日（火）〜３月７日（日）

（写真）は、陸に生息する巻貝、いわゆるカタ

く存在しており、そのような意味では多賀町の

場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

ツムリの仲間なのですが、洞窟の中での環境

洞窟で確認されている生物は滋賀県にとって

入場料■無料

に適応し、洞窟にのみ生息する巻貝です。大

も非常に貴重な種であるといえます。このよう

きさは１〜２m m程度と非常に小さく、生き

なほかの市町では見ることのできない種は、町

博物館講座

奥居匡

ている時は殻が半透明なので、見つけるため

の自然がもたらす財産であり、いつまでも大事

には非常に気合いがいります。
１個体見つか

にしていきたいと同時に、皆さんにも知っても

るとだんだん眼が慣れてきて、その周りにい

らいたいと思っています。ホラアナゴマオカチ

企画展でさまざまな切り絵を展示しておら

る個体も発見できるようになります。洞窟に

グサガイは、博物館常設展示の洞窟コーナー

れる奥居匡さんを講師に迎え、切り絵のつくり

行ったとき、私はとりあえず壁に張りついて、

に展示しています。この機会にどれだけ小さい

方、そしてその極意を教えてもらいます。オリ

じーっと壁をにらみつけています。それは、こ

か、そしてどのような貝なのかをご覧になって

ジナルの切り絵をつくってみませんか？

の貝がいないかな、と探しているだけなので

はいかがでしょうか？

日時■２月１３日（土）

切り絵教室

すが、周りの人から見るとかなり怪しいかっこ

カマドウマに、水中に生息する貝、そして今回

１回目 １３時〜

うをしているようです。そんな中でこの小さ

のホラアナゴマオカチグサガイ……洞窟は私

場所■多賀町立博物館

２回目 １５時〜

にとってこのような興味のある生き物の宝庫で

定員■各回１５人

すので、洞窟探検に行っても私はなかなか先へ

参加費■１人 ２００円（材料費含む）

れる人はいません。私にとっては大発見なん

すすむことができません。一緒に行く人たちを

ですが……。

困らせてしまう原因は、ただ私の「モノ好き」な

州、本州、四国と全国各地の石灰洞で確認され

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

※参加は先着順となっています。定員に達した
場合は、締め切りとなります。
参加ください。

情報学習コーナー

な貝を見つけたときは、非常にうれしいので

性格なのかもしれませんが……。

ウンターでお申し込みください。

※小学３年生以下の方は必ず保護者同伴でご

すが、あまり周りにそのうれしさを分かってく

ホラアナゴマオカチグサガイは、沖縄から九

※参加申し込みが必要です。電話、博物館のカ

常設展示室トピック展示
エ

ト

寅にまつわる干支セトラ
博物館の常設展示室にある「多賀の自然」

や生物などが大集合!!

常設展示室にもぜひ

コーナーでは、今年の干支「寅（とら）」にちな

お越しください!!

んだトピック展示「寅にまつわる干支（エト）
セト

場所■博物館

ラ」を行っています。
トラという名前がつく生き

※多賀町在住・在勤の方は、常設展示室を無料

物、霊仙山の「お虎ヶ池」で発見されたドジョウ

常設展示室

でご覧いただけます。

お知らせ

あけぼのＳｐｒ
ｉｎｇコンサートを開催します!!

▲洞窟に生息するホラアナゴマオカチグサガイ。大き
さ約２mmです。

広報たが 2010年2月号
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▲生きたホラアナゴマオカチグサガイの貴重な姿。よ
くみると
「つの」がみえます。

春休みにあけぼのパーク多賀で音楽イベン

また、
２日間、ギャラリーではオープンカフェ

トを開催します。多賀町出身の喜多充さんもメ

を開催します。あけぼのパークでゆっくりと３連

ンバーのアコースティックユニット「アマネ」の

休を過ごしてみませんか？

多賀町凱旋ライブやクラッシックコンサートな

主な内容

どさまざまな催しを企画しています。ぜひお越

・３月２０日（土） 「アマネ」ライブほか

しください!!

・３月２１日（日） クラッシックコンサート

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 2010年2月号

17

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 ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
応援団・サークル活動日
子どもの本のサークル

「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。

「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

日時■２月１３日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）
活動場所■２階

（毎月第１水曜日）
活動場所■２階

大会議室

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

小会議室

（毎月第１土曜日）

※随時、各メンバー募集中!!

『奇妙な味の物語』

加しませんか？

休館期間■２月１７日（水）〜２月２６日（金）
９時〜１７時

ポプラ社 ９１３.６イツ

岩波書店 ＫＥボク

ホラー、エロス、ユーモアなど

ある日、マーくんは、家に

が混ざり合った、
「奇妙な味」の

帰ってくると、片方のてぶく

活動場所■図書館

１７の物語からなる短編集を、

ろがないことに気がつきま

活動内容■携帯端末による閉架書庫資料の

した。いそいで探しに行きましたが、なかなか

トを挿絵として再刊。

見つかりません。

『サラちゃんとおおきなあかいバス』

浅田次郎／著

ジュｰン・ゴドウィン/文 アンナ・ウォー

幻冬舎 ９１３.６アサ

カー/絵 光村教育図書 ＫＥサラ
せん

突如再就職先として斡 旋さ

サラちゃんは学校のバスが

れた天下り組織の体質に今

ちょっぴり苦手。おねえちゃ

イチなじめない樋口と大友

んは友だちと座るし、特等席には座れないし。

は、教育係りとなった秘書兼

ところが、おねえちゃんがかぜでお休みして、
１

庶務係の立花葵から、ある日

人でバスに乗ることに……。

『月華の銀橋』

※活動時間中であれば、
ご希望の時間帯に参
加していただけます。
閉架書庫および開架室
点検作業等
参加条件■中学生以上

秘密のミッションを言い渡される……。

『アブエラの大きな手』

参加受付■カウンター・電話等で受付中
１０時〜
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

おじいちゃんのつくった手づくり紙芝居展
創作された紙芝居の原画等を展示します。
期間■２月２７日（土）〜３月２８日（日）
場所■対面朗読室
出展■一円

重紀さん

中川なをみ／作

高任和夫／著

あずみ虫／絵

講談社 ９１３.６タカ

国土社 Ｋ９１３ナカ

下級役人から異例の出世を遂

青い石ラリマールにひかれ

げた若き勘定奉行。その果断

て、
ドミニカを訪れたるり。

希望される場合に、
１００円の再発行料金が必

は、破 綻寸前の幕府をどう救う

アブエラという女性と出会

要となります。ご理解・ご協力をよろしくお願い

か、壊すかー。江戸幕府が緩慢

い、
るりは少しずつ変わっていきます。
「自分が

します。利用者の皆さんはカードを大切にご利

今、
ここにあることの大切さ」を伝える物語。

用ください。

は た ん

な自滅へと舵を切った分水嶺の時代を描く。
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２月１７日（水）〜２６日（金）の特別整理休館日に

ふくだすぐる／作・絵

あっ

広報たが 2010年2月号

「蔵書点検応援団」募集

五木寛之／著

伊坂芳太良の個性的なイラス

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

■…休館日

開館時間中

『ぼくのてぶくろ』

『ハッピー・リタイアメント』

キャッチフレーズは
「じゃあ、
読もう。」

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。

事前期間■１月９日（土）〜２月１６日（火）

児童書

日

大会議室

活動期間

本の紹介

２０１０年は
「国民読書年」

場所■２階

先だっておこなう、閉架書庫の資料の点検に参

詳しくは図書館までお問い合わせください。

一般書

日時■２月２７日（土） １４時３０分〜
（９７分間）

日時■２月６、
１３日 いずれも土曜日 １５時〜

「ドリームサークル」

日時■２月３日（水） １０時〜

２月の休館日

いりません。子ども連れでも参加できます。

活動場所■２階

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

アニメ 『バグズライフ』

おはなしのじかん

１３時３０分〜
（毎月第１
・
３土曜日）

読書会

図書館カレンダー

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
日時■２月６日（土）

小会議室

映画会

利用カード再発行について
平成２２年４月から、利用カードの再発行を

※２月１７日（水）〜２６日（金）は、特別整理休館（本の点検・整
理）です。本の返却は玄関横のブックポストへお願いし
ます。
（ＣＤ・ＤＶＤはブックポストへ返却できません。）

3月の休館日
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

■…休館日

※25日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館さんさん号2月・3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

２月 5日（金）
 3月 5日（金）
・19日（金）

2月１2日（金）
 3月12日（金）
・26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

２月 5日（金）
3月 5日（金）

 3月19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 2010年2月号
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おしらせ

おしらせ

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

実施場所

回収品目

たきのみや保育園

２月２１日（日）

富之尾バス停ロータリー

多賀小学校

２月２０日（土）

多目的運動場横駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

大滝小学校

３月   ６日（土）

大滝小学校グラウンド

新聞、雑誌、ダンボール、古着、
アルミ缶

県から委託されています。障害者の

集します。

立場で就職・結婚に関することなどさ

応募資格■県内在住または在勤・在

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。

新聞……新 聞、折込チラシをひも
で縛る。
雑誌……書籍、パンフレット、封筒、
包装紙等をひもで縛る。
ダンボール ……ダンボー ル、お菓
子・ティッシュなどの紙箱
をひもで縛る。

人権尊重のまち—
町民のつどい

ワックス加工紙（紙コップ・皿）等は
出せません。
☆古着は古着（学生服を除く）のみで

１３時〜
（受付１２時３０分〜）
内容■多賀中学校吹奏楽部による

※託児施設があります。
お問い合わせ
総務課
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１

いぬかみ名所史跡めぐり
に参加しませんか

犬上郡は琵琶湖東部に位置し、そ

れぞれのまちに誇れる素晴らしい歴
史・文化があります。犬上郡内の選り
すぐりの観光地を訪れる年に１度だ
けのバスツアーです。地域の人・歴史・
広報たが 2010年2月号
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号を記入の上、下記まで郵送
ください。応募作品は返却で

可能です。この機会にぜひお出しくだ

福祉保健課

きませんので、ご了承くださ

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

環境生活課
（有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４

い。また、応募作品について
は、補作することがあり、著作

放送大学で学びませんか？—
４月入学生募集中！

応募期限■２月２８日（日）の

放送大学では、
テレビやラジオなど

消印まで有効

権は組合のものとなります。

の放送を利用して授業を受ける通信

審査■滋賀県市町村交通災害共済組

（Ｆ）
４８-０５９４

制の正規の大学で、大学卒業の資格

合において審査を行い、最優

をとることもできます。学びたい科目

秀賞１点、優秀賞２点、佳作３

を１科目だけ学ぶこともできます。

点を選出し、後日、表彰式を行

地元観光ガイドさんや施設関係者

大滝山林組合の職員募集

大滝山林組合は、彦根市・多賀町・甲

働きながら学んで大学を卒業した

集合・解散場所■多賀町役場前駐車

良町・豊郷町が共有している山林に関

い、好きなことを学びたい、生涯学習

場（８時４０分集合、
１６時過ぎ

する事務を共同処理するために設立

を楽しみたいなど、
さまざまな目的で

解散）

された一部事務組合です。約８００ha

広い世代や職業の方々が学んでいま

訪問先（予定）■多賀大社・胡宮神社

の山林の管理および高取山ふれあい

す。講義の放送を見逃しても、学習セ

優秀賞

２点 ２万円

（ 多 賀 町 ）／ 西 明 寺・藤 堂 高

公園の運営、
また、林産物の栽培等を

ンターでテープを借りて学ぶことも

佳作

３点 １万円

虎 公 園・せ せらぎ直 売 所（ 甲

行っています。

できます。

良町）／旧豊郷小学校・豊会館

採用予定人員■１人

（豊郷町）
参加費■２,０００円（食事代・入館料・

ン、ＤＪ、メディアプロデューサー）

（大矢進さん、大西孝雄さん）

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

人権に関する啓発作文発表
勇さん（ミュージシャ

番号・住所・氏名・年齢・電話番

せんか。

食事■一休庵（甲良町）

講師：川本

応募方法■官製はがきに作品・郵便

相談員■身体障害者相談員

文化に触れて、楽しい１日を過ごしま

オープニング
講演：
『地球のためにびわ湖から』

枚を使用してください。

お問い合わせ

お問い合わせ

入れてください。

作品１点につき、官製はがき１

町内の方ならどなたでも持ち込み

は出せません。

日時■３月２０日（土）９時〜１６時

場所■中央公民館

ラシをご覧ください。

さい。

による詳細説明もあります。

日時■２月１４日（日）

詳しくは、各団体から配布されるチ

布団、毛布類、カーテン、タオル等
☆古着は中身の見えるビニール袋に

募点数に制限はありません。）
・

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

☆窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、

応募作品■・自作で未発表の作品（応

１３時３０分〜１６時

資源回収のルール……必ずお守りください!!
☆分別を徹底してください。

【特定（産業別）最低賃金】

学の方

相談日■２月２７日（土）

保険代等すべて込み）
納入方法■当 日 、受 付 に て 徴 収し
ます。

１７時１５分）、
ＦＡＸは随時、受
け付けます。
申込期限■２月２６日（金）
（定員になり次第、受付終了）
お申し込み・お問い合わせ
農林商工課

滋賀県市町村交通災害共済組合

※１
：平成１７年１２月１８日発効
※２
：平成１６年１２月１８日発効

受験資格■昭和６２年４月２日から平成

さい。

大津市京町４丁目３-２８

【地域別最低賃金】

厚生会館３階内

平成２１年１０月１日発効

４年４月１日までに生まれた人
受付期間■２月１５日（月）〜３月５日（金）
の８時３０分〜１７時１５分（土・
日曜日、祭日は除く）
申込書配布・申し込み・お問い合わせ

開庁時間中（平日８時３０分〜

副賞■最優秀賞 １点 ５万円

〒５２０-００４４

申し込み方法■電話・
ＦＡＸにて受け

報 告ください 。電 話は、役 場

をします。

業種
時間額
紡績業、化学繊維製造業、そ
のほかの織物業、染色整理 ７２７円
業、繊維粗製品製造業、その
ほかの繊維製品製造業
繊維工業（ねん糸製造業、織
物業、網・網製造業、
レース・６９６円
繊維雑品製造業）※１
ガラス・同製品、セメント・同
製品、衛生陶器、炭素・黒鉛 ８１０円
製品、炭素繊維製造業
製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄 ７７５円
素形材、鋳鉄管製造業 ※２
はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具製 ８１１円
造業（旧「一般機械器具製
造業」）
電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信 ７９３円
機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
８１３円
計量器・測定器・分析機器・試
験機、光学機械器具・レンズ ７９９円
製造業
各種商品小売業
７４０円

まずは、お気軽にご連絡・ご相談くだ

試験日■平成２２年３月１０日（水）

全員）
・電話番号を下記までご

各賞受賞者のみ受賞の通知

平成２１年１２月２６日発効

職務内容■山林経営管理事務

定員■２０人
付けます。住所・氏名（参加者

います。

応募先・お問い合わせ

資料を無料で差し上げています。

産業別最低賃金改正の—
お知らせ

大滝山林組合 （電）
４９-００２９

身体障害者相談員による
『身体障害相談』を行います

出願期間は２月２８日（日）までです。
お問い合わせ
放送大学

（電）
０７７-５２４-４６１０
滋賀学習センター

（龍谷大学瀬田キャンパス内）
（電）
０７７-５４５-０３６２

交通災害共済の—
イメージキャラクターを—
募集！

交通災害共済とは、
１人ひとりがわ

（Ｆ）
０７７-５２３-２３５４

水道の検針が変わります！
今まで、毎月の水量をお知らせして

いますが、
この４月分から水量と金額
をお知らせすることになりました。こ
キを廃止することになります。

ずかな掛金（年間１人５００円）
を出し

詳しくは後日、文書などでお知らせ

から日常の相談に応じたり、相談の内

合い、交通事故にあわれた方に見舞

しますのでご理解・ご協力をお願いし

容によっては関係機関に連絡をとる

金をおくるため、県内各市町が構成し

ます。

など、必要な指導や助言を行うため、

ている共済制度です。

お問い合わせ

障害者福祉の向上をめざすために、

テレビ放映・パンフレット等に使用
するＰＲ用イメージキャラクターを募

お問い合わせ
彦根労働基準監督署
（電）
２２-０６５４
滋賀労働局

賃金室

（電）
０７７-５２２-６６５４

れにともなって、毎月のお知らせハガ

身体障害者相談員は、身体障害者

また、地域福祉活動の中核となって

滋賀県最低賃金 ６９３円

公営企業課
（有）
２-２５８３ （電）
４８-８１２４

よろず相談
今月の相談日■ 2 月１６日（火）
来月の相談日■ 3 月１６日（火）
時間■いずれも9時〜11時30分
場所■多 賀町総合福祉保健セン
ター「ふれあいの郷」 ボ
ランティア室
広報たが 2010年2月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

おしらせ

おしらせ
相談等

子育て支援センター

すくすく相談

わくわくランド

３月２９日（月）

受付時間▶１０
：００〜１１：００

子どもの健康、子育て等について受け付けています。

すこやか相談
３月１日（月）

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）
３月１日（月）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２１年１０月生まれの乳児

９〜１０カ月児健診
３月１日（月）

受付時間▶１３
：１５〜１３：３０

Ｈ２１年４月生まれの乳児

１歳６カ月児健診
３月３日（水）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２０年８月・
９月生まれの幼児

予防接種
受付時間▶１３
：３０〜１４：００

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

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

多賀診療所 ３月１０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。■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。

皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ
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こんにちは！多賀やまびこクラブです。
まだまだ寒い日が続きますが、何か
健康づくりをしていますか？

ちろん、仲間どうし和気あいあいとス

います。皆さんの参加をお待ちして

ポーツを楽しんでいただきたいと思

います。

多賀やまびこクラブでは、今年も会
年こそは、何かやってみたい！」と思っ “はじめの一歩”
来春開講の予告
ておられる方は、ぜひ多賀やまびこク
☆キッズダンス…対象：年中〜小学６年生

カンガルー広場（２歳児）キリン広場（３歳児）

ラブに足を運んでみてください!!

３月３日（水）

１０:００〜１１:００

ペンギン①広場（１歳児）
４月〜９月

員募集の季節がやってきました。
「今

もうすぐ春です！さぁ背中をのばして、多賀やまびこクラブへ！

☆野球入門（第１・３日曜日）…対象：小学１
・
２年生

今 年 も 、楽しい イ ベントや 教 室・

☆サッカー教室

サークルを企画中です！健康維持はも

３月１０日（水） １０：００〜１１：００

検討中…対象：小学１
・
２年生
※上記内容変更のときは、あしからずご了承ください。

〈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）

ペンギン②広場（１歳児）
１０月〜３月

おたのしみクイズまちがいさがし

３月１７日（水） １０：００〜１１：００
赤ちゃんペンギン広場（０歳児）
３月２４日（水） １０：００〜１１：００
お話会
３月９日（火） １０：００〜

１歳のお誕生会
３月１２日（金） １０：００〜
場所 子育て支援センター
町内在住のＨ２１年１月〜３月生まれの子どもと保護者
対象です。

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。

先月号の答え
② 3カ所
でした

おしゃべりデー
３月２３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。
■平成２２年度、子ども・家庭応援センター「ひろば」の
登録の受付を行っています。申込用紙は、子ども・家庭
応援センターおよび子育て支援センターにあります。
ぜひ、
お申し込みください。
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

３月は、ありがとうの会をします。
（ 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。

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

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。

ＢＣＧ
３月９日（火）

ひろばの案内

3月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
27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2月26日（金）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

は景品の発送をもってかえさせていただきま

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

す。

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。

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。

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆近藤 舞星（和浩・由香里）
☆丸尾 雅人（雅啓・恭子）
こ ん ど う

ま

る

お

ま

ほ

ま さ ひ と

おくやみ申し上げます
◆安冨 正順 ８６歳
◆古川
武 ８５歳
◆岸本 與一 ９２歳
◆土田 善夫 ５９歳

結婚しました！
重盛
博
♥
中山 良子
前川 明宏
♥
井上 裕子

（敬称略）

ひとのうごき

平成21年12月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,122人 （−20）
■男性
3,868人 （−11）
■女性
4,254人 （− 9）
■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

2月の時間外交付

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２‐０３４１ 滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 多 賀３２４
電話 ０７４９‐４８‐８１２２ 		
毎月発行
2

12

（金）
日

と

26

（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■冬の寒さも一段と厳しくなってきました。暖か
くして、体調管理には十分気をつけたいですね。■今月は
冬季オリンピックが行われます。
４年に一度の冬のスポー
ツの祭典です。夏季のオリンピックとは違って、白銀の世
界を中心にさまざまな種目が行われます。それぞれの種
目で、いろんなドラマが生まれるのではないでしょうか。オ
リンピックだと、ふだんスポーツを見ない人でも、ついつ
い見入ってしまうのではないでしょうか。
kikaku@town.taga.lg.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

