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■もくじ
総合計画—————————— ２
美術展覧会———————— ４
まちの話題————————— ６
ねんきん・ガソリン費補助——— ７
環境基本条例策定委員会——— ８
スポーツ—————————— １０
けんこう—————————— １２
農業委員会・湖東農産物— —— １３
いくせい—————————— １４
就学援助・学校支援— ———— １５
あけぼのパーク多賀————— １６
おしらせ—————————— ２０

2010

3

やよい
弥生

No.751

「第５次多賀町総合計画」
の策定作業をすすめています。

総合計画

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

第５次多賀町総合計画策定委員
検討分野

多賀町では、平成１３年に「山蒼く水清く心豊

検討分野のキーワード

かな多賀のまち」を将来像とした第４次多賀町

都市計画審議会

平 居

晋

びわ湖東部森林組合

大 道

洋 平

上下水道

農業委員会

西 倉

進 一

消防・防災・防犯

ＳＫＯ

樋 栄

浩 之

住宅、公園・緑地

商工会

野 村

道 子

公共交通、交通安全

環境条例策定委員

高 橋

進

学識経験者（滋賀大学）

山 崎

一 眞

公募委員

安 田

良 介

を評価して策定する「後期基本計画」からなり

公募委員

尾 谷

忠 之

ます。

総務常任委員会

山 口

久 男

区長連絡協議会

加 藤 弥 三 郎

福祉

社会福祉協議会

岸 辺

豊 子

医療

民生委員児童委員協議会

小 財

豊 信

子育て

犬上ハートフルセンター

柏 瀬

善 彦

健康推進協議会

山 下

初 恵

子育てサークルパオパオ

宮 野 由 紀 絵

教育委員

関 河

信 夫

社会教育委員

野 村

幸 子

生涯学習

ＰＴＡ連絡協議会

一 之 瀬 浩 治

文化・スポーツ

人権擁護委員

若 林

幸 雄

レクリエーション

図書館協議会

竹 中

滋

近江猿楽多賀座

竹 内

薫

公募委員

原 田

亀 雄

廃棄物

きました。

道路、河川

第４次の総合計画は、平成１３年度から平成

第

２２年度までの１０年間の多賀町の行財政の指

１

針となるもので、計画期間も残り１年あまりと

部

なりました。

会

生活環境
まちづくり

このことから、現在、平成２３年度から平成

景観、中心市街地、

３２年度までの１０年間の多賀町の行財政の指

観光、農林漁業

針となる「第５次多賀町総合計画」の策定作業

商業、工業、協働

開催しているほか、町民の皆さんのニーズを把
握するために１８歳以上の町民１０００人を対象

「実施計画」は、基本計画で示した施策を社

第

にしたアンケートと多賀中学生全員を対象にし

会情勢や財政状況を考慮して選択し、実施する

２

たアンケートをそれぞれに実施、また、職員に

ための予算編成の指針となる計画で３年を期

部

よる第４次総合計画の各種施策の達成度の検

間として、毎年ローリングするものとします。

会

総合計画は、
「基本構想」
「基本計画」および
「実施計画」によって構成します。
「基本構想」は、まちづくりの目標となる将
来都市像とまちづくりの基本目標を明らかに

健康
健康・福祉

生活支援

策定にあたって、今後の多賀町のまちづくり
をすすめていくうえで配慮しなければならない
社会潮流を、

学校教育

○人口減少、少子・高齢化の進展
○自然と共生し、環境負荷の少ない循環型・低

するもので、計画期間は、平成２３年度を初年

炭素方社会の形成

度として、平成３２年度を目標とする１０年間と

○安全・安心社会の実現

します。

○地域の魅力の再発見

「基本計画」は、基本構想で明らかにしたまち

○行財政改革と地域経営

づくりの基本目標を実現するための、施策の基

と考え、
これらを克服したうえで、夢と誇りを

本方針とすすめ方を体系的に組立てたもので、

持ち続けることのできるまちの実現に向けて、

計画期間は、平成２７年度までの５年を期間と

第５次多賀町総合計画を策定していきたいと

する「前期基本計画」とその後、前期基本計画

考えています。

児童・青少年

第
３
部
会

教育・文化

人権、男女協働参画
交流、行財政

平成２３年度からの１０年間の多賀町を考えるシンポジウム
多賀町では、平成２３年度から平成３２年度
までの１０年間の多賀町の行財政の指針とな
る「第５次多賀町総合計画」の策定作業をすす
現在、総合計画策定委員や町職員を中心に
策定作業をすすめているところですが、今回シ
ンポジウムを開催し、町民の皆さんや多賀町内

○町長あいさつ：多賀町長

久保久良

○報告：
５次多賀町総合計画策定委員長

山崎

一眞

○提言：
「里の再生を提言する」

の事業所にお勤めの皆さんからも広くご意見

滋賀大学学び直し塾

をいただき、平成２３年度から平成３２年度の

○フリートーキング：参加者全員

多賀町のすすむべき道を検討するものです。

※申し込み不要です。直接お越しください。

日時■３月１４日（日） １０時〜１２時

お問い合わせ

対象者■町民、町内在勤者

2

内容■

「第５次多賀町総合計画（案）の特徴と考え方」第

めているところです。

場所■多賀町立中央公民館

広報たが 2010年3月号

名
雅 孝

に満ちた多賀をめざしたまちづくりをすすめて

証作業もすすめているところです。

氏
土 田

自然環境、
ごみ、

これまで、随時策定委員会や庁内委員会を

委員の職名
産業建設常任委員会

総合計画を策定し、
うるおい・やさしさ・にぎわい

をすすめているところです。

（敬称略）

大ホール

塾生

企画課
（有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２
広報たが 2010年3月号
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第７回 多賀町美術展覧会

情報
まちの話題

情報
まちの話題
２月５日から７日まで、中央公民館において、第７回多賀町美術展覧会が開催されました。絵画・
写真・書・工芸の部合わせて、
６３点の作品が出品されました。
（敬称略）

絵画部門【出品数

１６点】

写真部門【出品数

２５点】

書部門【出品数

６点】

工芸部門【出品数

１６点】

大賞

『漢詩』
土田

正雄

総評■審査員
疋田

雅夫 先生

回を重ねられるに従い今
年も安定した内容の作品が
出品されました。一作、一作
拝見するすべての作品がて
大賞

『糸切餅を売る店（多賀大社前）』
礒野

いねいに、心を込めて書か

大賞
公子

『残雪の春』

れていて、見る者に深い感
動を与えます。特に、大賞の

田斉美恵子

大賞

『春を待つ』
竹内

綾子

「漢詩」は、一画、一画に心
総評■審査員

嶋貫

佑一 先生

総評■審査員

中村

一雄 先生

を込め起筆や線の方向にま

総評■審査員

酒井

榮一 先生

全体的に見て、作者自身の感情が素直に表

出品点数は昨年と同じですが、作品の内容は

で思いをいたした力作であ

本年の応募作品は、去年より多少点数が少

現されていて、
また、それに合った技術的な力

レベルアップしていて、作品の差が少なくなっ

り、特選２点の「元永本古今

ないが内容の面に向上がみえてきました。
しか

も加わり、良い作品が目立ちました。

てきたように思います。特に上位の作品は力が

集」は、心静かに書に向き合

し、工芸作品は技術を主に考えられるが美術作

伯仲していて、選定にむつかしさを感じました。

い、墨量の変化よく読み取

品になると構図や内容に力を入れられんこと
を希望します。

中にはデザイン感覚の抽象作品や、新しい技
法の作品など、前年には見られなかった方向性

全体的にいえることは、それぞれの作者の表

り、落着いた、深みのある表現となり
「短歌」は

が出てきたことにたいへん好感が持てます。今

現しようとするねらいをしぼっていくことに注

柔らかな筆使いで字の中の白を大きく取り込

後の発展に大いに期待します。

力していただきたい。額装については、年々よ

み広がりのある作品です。

くなってきれいになってきて、見やすくなって

心静かに筆墨を整え、
「文」に深く思いをいた

きたことはよかったと思います。また、来年に期

し、次回の展覧会にはより多くの方々の参加を

待しています。

期待します。

特選
小財未沙子 『菓子器』
上池美根子 『自然の中で……』
佳作

特選

特選
堂中

紀子 『酒蔵』

特選

小財未沙子 『抹茶茶碗』
品居

宮下

重和 『夏真盛り』

大町千津子 『元永本古今集』
桂

北川

文 『ふたりのせなか』

田斉

隆夫 『光芒』

吉岡

行夫 『ＭＵＳＩＣ ＭＡＰ』

横山

宏一 『湖畔の夕日』

初江 『無題』

好美 『短歌』

佳作

広報たが 2010年3月号
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北川

佳作

佳作

松宮紀久子 『オーストリアの街角』

石原

筒川

小中 スガ 『沖縄公園にて』

静 『武家屋敷の門』

由三 『短歌』

高顕 『犬上ダム
【生きる力】』

碓井

静子 『夏の思い出』

野崎八重子 『１１月の夕空』

木村

正子 『持国天』

野崎八重子 『登華（雪の蒸発）』

多林

雅代 『椿』

田斉

隆夫 『風雪に堪える』

北川

由三 『夕景』

城貝

忠信 『秘境に架かるかずら橋』

広報たが 2010年3月号
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ねんきん・ガソリン費補助

まちの話題
調印式

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

安全で安心な町づくりをめざして……

日本年金機構

１月１２日に建設業の多賀地区工

ぞれ応援協定を締結しました。災害時

安心感を本町の地元民間事業所のご

業会と、
１月１５日には社団法人滋賀

に迅速な公共土木施設や公共施設の

協力により得ることができました。

県エルピーガス協会犬上支部とそれ

応急復旧に対応していただける強い

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

こんなときには手続きを！
国民年金は、日本国内に住む２０歳以上６０
歳未満の方すべてが加入する制度です。
右のいずれかに該当するときは、環境生活課
または日本年金機構

彦根年金事務所への手

続きが必要です。
届出を忘れて、保険料を納めないと、将来に
受給する年金額が少なくなったり、年金そのも
のが受給できなくなったりする場合がありま

○２０歳になったとき
（誕生日の前日）…会社員
（厚生年金の加入者）、公務員（共済年金の
加入者）等を除きます。
○会社等を退職したとき…被扶養配偶者がい
る場合は配偶者の方の届出も必要です。
○第２号被保険者の被扶養配偶者でなくなっ
たとき…収入が増えたとき、離婚したとき等
○住所、氏名が変更になったとき

す。ご注意ください。

ご存じですか？短期在留外国人の脱退一時金制度！
▲多賀地区工業会との協定

▲社団法人滋賀県エルピーガス協会犬上支部との協定

長寿のお祝い

満１００歳

アイさんが、満１００歳をお迎えにな

労も多かったようです。長寿の秘訣を

届けしました。

お聞きすると「物事にくよくよしない
こと」
とお答えいただきました。

されてから、部屋で過ごされることが

また、家族の方は、
「ケガをしました

多いようですが、読書が趣味で、新聞

が、その回復力は目を見張るものが

はもちろんのこと書籍も読まれてい
るそうです。
若いころ、民生委員や保護司を務

厚生年金に加入し、年金の受給権を得ないま

定を締結している国があります。
（ドイツ・イギ

ま帰国した場合、帰国後２年以内に『脱退一時

リス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・

金』
を請求することができます。

オーストラリア・オランダ・チェコ）

は、厚生年金の保険料を納めた月数が６カ月以

り、町長が多賀町からのお祝いをお
アイさんは、
１年あまり前にケガを

あります」
と話されました。

上必要です。
なお、脱退一時金の学派、納めた保険料の月
数および保険料額により異なります。
お問い合わせは、彦根年金事務所まで。
※現在、日本との２国間で、年金制度の二重
加入を防止するとともに、他国の年金制度の

アイさん本当におめでとうござい
ます。これからもお体を大切にされ、

められ、また、ゆりかご保育所の前身

いっそうのご長寿をお祈り申し上げ

である託児所を開設されるなどご苦

ます。

自由研究

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

障害者に対する自動車ガソリン費補助のお知らせ
多賀町では、障害をお持ちの方が、社会参

龍見瑞季さん、幸祐くんの自由研究が全国コンテストで入選！

加をしていくため、自ら所有し運転する場合、

多賀小学校の龍見瑞季さん（５年

ポポの在来種・外来種とその雑種の

博物館研究発表会で、特別に発表し

形が異なることを知り、それぞれの形

ていただきます。

行った自由研究「身近な野草パートＩ
Ｉ

について種の数やわた毛の

思われる方は、福祉保健課まで申請してくだ

タンポポが伝えるメッセージ」が、

長さなどに違いがあること

さい。

を発見しました。地道な努力

となる東近江市長賞を受賞し、
さらに

と非常におもしろい着眼点

全国児童才能開発コンテスト科学部

であり、多賀町の自由研究

門で財団科学賞を受賞しました。
２人

の力が全国レベルであるこ

は、自宅近くの野草を２００種以上調

とを示してくれました。

べ、花の開花時期や種のとばし方など

この研究内容は、
３月１３

をまとめました。さらにその中でタン

日（土）に開催される多賀町立

広報たが 2010年3月号
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（４）利用者の送迎を行っている町内の障害福祉
サービス提供事業所

ガソリン費等の一部を補助する事業を行って

生）、幸祐くん（２年生）が、夏休みに

滋賀県学生科学賞県展で最優秀賞

加入期間を取り入れ年金が受けられるよう協

国民年金の脱退一時金を受け取るために

おめでとうございます!!

このたび、佐目にお住まいの那須

日本国籍を有しない方が、国民年金または

います。
詳細は、次のとおりですので、該当すると

補助限度額
ガソリン５４円（軽油３２円）／１ℓ
（ただし、
１
カ月につき３０ℓ以内）
※昨年から毎年申請していただくことになりま

対象者
（１）身体障害者手帳（１級または２級）をお持ち

した。現在認定を受けておられる方について
は、
３月下旬ごろに申請書をお送りします。

で、
自ら運転している方
（２）療育手帳をお持ちで、
自ら運転している方
（３）精神障害者保健福祉手帳（１級または２級）

お問い合わせ・申請書提出先
福祉保健課（ふれあいの郷内）

をお持ちで、
自ら運転している方
広報たが 2010年3月号
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エ

コ

ひ

い

き

エ

調査結果（町民向け調査）

今回は、前回に引き続き中学生向けアンケート結果を掲載し、
さらに、町民向けアンケート結果
についても一部ご紹介します。

配布数■１５００枚

回答者数■６７９人

環境問題に関する関心について
・環境問題への関心度（単数回答）
0%

調査結果（中学生調査）
回答者数■２１１人

20%

①地球の温暖化

が、あなたは取り組んでいきたいと思うかについて
20%

40%

60%

80%

13.1

42.0

⑤野生生物の種の減少

13.4

44.2

16.9

21.33

35.55

15.17

6.16

⑧砂漠化

積極的に取り組みたいと思う
取り組みたいがなかなか難しいと思う

関心のある活動には取り組みたいと思う
取り組みたいとは思わない

機会や時間があれば取り組みたいと思う
不明・無回答

11.8

⑨開発途上国の環境問題

ごみや空き缶をひろう

２０．
７％

自然観察会に参加する

４．
１％

びん等資源のリサイクル活動をする

１６．
６％

まちの花壇の世話をする

３．
９％

き

１４．
８％

林の手入れや草かりをする

３．
１％

川や公園のそうじをする

１３．
２％

田畑を耕す

１．
８％

ほたるなどを増やす

１２．
７％

講演会や講座に参加する

０．
８％

生き物の調査をする

８．
０％

不明・無回答

０．
３％

5.9

22.2

4.9

8.8
29.9

25.8

50.1
関心がある

→すべての項目で『非常に関心がある』
と
『関

あまり関心がない

7.1
5.9
7.5

5.4 1.2

33.0
44.0

6.5

5.2

7.4

4.1 6.2
15.0

関心がない

3.2 5.9
不明・無回答

の不法投棄」では８割以上となっていて、
「⑦

心がある』を合わせた割合が５割以上となっ

ごみの不法投棄」での『非常に関心がある』

ています。特に、
「 ①地球の温暖化」
「⑦ごみ

は４８.３％と高くなっています。

・身のまわりの環境について気になること
（複数回答）
ごみ（ポイ捨て、不法投棄）の量が
多い

７４．
１％

自然や景観、文化財、
まちなみなど
の保全が行われていない

１０．
８％

街灯が少なく、暗くなると危ない

４４．
０％

日当たりが悪いところが多い

１０．
６％

クル活動をする」が１６.６％、
「 木を植える、

ごみの分別が守られていなかったり、リサイ
クルが十分にされていなかったりする

３１．
２％

駐車違反者や放置自転車が多い

９．
６％

な活動を行いたいかについてみると、
「ごみ

植林する」が１４.８％となっています。
リサイ

生活排水で川が汚い

２６．
１％

８．
８％

や空き缶をひろう」が２０.７％ともっとも多く

クルや身近なごみ問題について関心が強い

まちの中が歩きにくかったり、自転
車で通りにくかったりする

なっています。次いで、
「びん等資源のリサイ

と読み取れます。

身近な公園や遊び場が少ない

２５．
８％

空気が汚い

５．
７％

野焼きが多い

１４．
６％

その他

６．
２％

騒音や振動が気になる

１２．
１％

不明・無回答

６．
２％

交通標識や信号が少ない

１１．
５％

・今後、まちがどのようになってほしいかについて
森などの自然やみどりがたくさん残った町になってほしい

２５．
５％

川がきれいなまちになってほしい

１７．
３％

空気がきれいなまちになってほしい

１６．
８％

街なかにゴミがなく、
きれいな街になってほしい

１５．
０％

→多賀町の豊かな自然を残していきたいと思っている生徒が多いことが読み取れます。

→「ごみ（ポイ捨て、不法投棄）の量が多い」が

が十分にされていなかったりする」が続きま

７４.１％ともっとも高くなっています。次い

す。ここでも、身近なごみ問題やリサイクル

で、
「街灯が少なく、暗くなると危ない」
「ごみ

などが気になると見てとれます。

の分別が守られていなかったり、
リサイクル

vol.13

木を植える、
植林する

30.6

39.0

非常に関心がある

5.2

39.9

15.8

⑩エネルギーの問題

3.7

32.7

48.3

1.42

3.5 5.7

23.3

48.5

⑦ごみの不法投棄
20.38

22.5

48.5

④熱帯雨林の減少

⑥海洋汚染

100%
9.7 2.1 3.7

48.2

18.1

100%

80%

55.4

20.0

③酸性雨

・これから、環境にやさしいまちづくりには、皆さんの取り組みが大切になってくると思われます

60%

ひ い き

家庭での環境学習について

40%

29.2

回答率■１００％
②オゾン層の破壊

0%

回答率■４５.３％

ひ 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

→今後、環境にやさしいまちづくりには、
どん

8

い

環境基本条例策定委員会ニュース

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

・今後、環境にやさしいまちづくりには、どんな活動を行いたいかについて

広報たが 2010年3月号

ひ

ECO贔屓
※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。

環境基本条例制定への取り組み

ECO贔屓

コ

（次号へ続く）
広報たが 2010年3月号

9

スポーツ

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
今春、多賀町スポーツ少年団を３３人の方が卒団されます。団での活動を通して、それぞれが大
きく成長されたことと思います。今後もさらなるご活躍を期待しています。なお、多賀kidsバレー
ボールは今年度卒団される方がいませんでした。

剣道を通じて学んだこと

大滝ミニバスケットボール

多賀剣道部

平塚

西澤

瑠奈

和香

卒団に寄せて
10

未来のトップアスリート！

平成２２年度多賀町スポーツ少年団員募集
—お申込みは、海洋センターまで—

大滝柔道

多賀少年野球

対象■小学１〜中学３年生

教室

練習日■

対象■県内年中児〜小学６年生

足腰がつらくなったり……。そ

て得たものは、バスケの楽

を習っています。もともと部

しさとみんなで１つの目標

員が少なかったため、
試合に

４月〜１１月

に向かってあきらめずがん

もあまり出られませんでし

毎週火曜

１９時〜２０時

ばることです。思うようにプレイができず、試

た。その中でも５年生のときに出た伊集院妙円

毎週日曜

１８時〜１９時３０分

合に負けてくやしい思いもしたけど、今まで勝

寺詣り大会は、負けたけれど大きな試合だった

１２月〜 ３月

てなかったチームに勝ち、
「 大滝は強くなった

ので良い経験になりました。また、剣道では礼

毎週火曜

１９時〜２０時

会費■５００円／月

なぁ」
と言われたときはうれしかったです。中学

儀を厳しく教えてもらいました。だから中学生

毎週日曜

１７時３０分〜１９時

クラブ

校に行ってもバスケを続けて、
ミニバスでは行

になっても剣道を続けていきたいです。これか

練習場所■大滝武道館

対象■町内小学１〜６年生

けなかった県大会に行くことを目標に、先輩や

らは目標を持ってがんばりたいです。

会費■１,５００円／月

練習日■土日祝

ボクの６年間

指導者・代表者■藤内敏伸

練習場所■滝の宮スポーツ公園グラ

大滝柔道スポーツ少年団の思い出
大滝柔道
若林

賢太

多賀少年野球クラブ
城貝

修人

僕は１年生の終わりに入団し

練習日■火・木曜日
１８時３０分〜１９時３０分
練習場所■多賀海洋センター多目的
運動広場

対象■町内１〜６年生（男女）

指導者・代表者■辻

練習日■毎週水・金曜日

正人、城貝康弘

多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボール

ました。その年の６年生が全国

柔道を始めて５年間やって

大会で準優勝され、僕も全国大

練習場所■大滝小学校体育館

対象■町内小学１〜６年生

きました。そして、いろいろ

会に出たい思いで一生懸命練

会費■前期 ５,０００円

練習日■水・木曜日１８時〜２０時

なところに試合をしに行き

習しました。
５年生のときに全国大会に連れて行って

ました。それでたくさんのことを学びました。

もらい、
６年生では自分たちが主役になり全国大会に

毎週、火曜日と日曜日に練習をして、火曜日は

出場し、準優勝することができました。今思えば、
６年

１時間、日曜日は１時間３０分練習しました。中

間楽しい思い出ばかりではなかったけれど、あきらめ

学校では、部活で柔道があるので入りたいで

ることなく続けてきてよかったです。これからもこの

す。まず、
目標は黒帯を取ることです。

６年間学んできたことを生かして、中学校でも積極的

後期 ５,０００円
指導者・代表者■藤内真仁、藤内

土・日・祝
浩

多賀剣道部
対象■小学生以上

指導者・代表者■大久保喜久夫

※別に保険代等１,０００円

土曜：１９時３０分〜２０時３０分

ミニバスでの思い出

スポーツ少年団の思い出

練習場所■多賀海洋センタートレー

ＴＡＧＡミニバスケットボール

日本空手道正剛館湖東多賀

会費■１,０００円／月

木村

鈴木

指導者・代表者■音田直記

凌介

練習場所■勤労者体育センター
会費■１,５００円／月

練習日■水曜：１８時〜１９時３０分

ニングルームほか

私のスポーツ少年団での

ぼくは空手を３年間やっ

思い出は、
みんなと練習して

ています。空手では筋トレや

きたことと試合です。人数が

形、組み手などの練習をし

対象■町内小学生以上

少ないため、
学年関係なく仲

ています。最初のころは、筋

練習日■水・土曜日

良く練習することができました。試合では、
なか

肉痛になりたいへんでしたが、みんなで練習し

１９時〜２０時３０分

なかシュートが決まらなかったり、
ミスをするこ

ているのでとても楽しいです。また、年に２回あ

練習場所■水：大滝武道館

とがありましたが、
そんなときは友だちからの声

る試験で級が上がるのがすごくうれしくてやり

かけやアドバイスで気持ちを切り替え、
がんばる

がいがあります。それに前より体力もつき、精

ことができました。
４年間学んできたことを生か

神的にも強くなったように思います。今まで続

会費■１,５００円／月

して、
中学校でもがんばっていきたいです。

けてこられて本当によかったです。

指導者・代表者■大矢好夫

日本空手道正剛館湖東多賀

土：多賀海洋センター

実感している方も多いのでは
ないでしょうか。でも年だから
仕方がないとあきらめる必要

に歩くことは可能なのです。
人間の体の筋肉の３分の２
は、下半身にあります。下半身
にある「緊張筋」は使わないと
衰えてくるので、定期的に刺激

会費■１,５００円／月

　　１８時３０分〜２０時３０分

する」ということを身を持って

がけで、いくつになっても元気

ウンドほか

大滝ミニバスケットボール

んな経験から
「人は足から老化

はありません。ちょっとした心

ぼくは、小 学２年 生 から

奈菜子

中高年ウォーキングの
ススメ

くうになったり、ちょっと歩くと

私は２年生の時から剣道

新しい仲間と一緒に練習をしていきたいです。

体育指導委員かわらばん

加齢とともに、歩くのがおっ

私が大滝ミニバスに入っ

に取り組んでいきたいです。

広報たが 2010年3月号

めざせ

ＴＡＧＡミニバスケットボ−ル
対象■町内小学１〜６年生（女子）
練習日■火・木曜日
１８時３０分〜２０時３０分
練習場所■多賀海洋センター体育館
ほか

ためのもっとも良い方法が歩
くことです。足の歩行筋の中に
は、大脳からの命令を受け取る
受容器があるのですが、歩くこ
とで緊張筋が伸び縮みすると、
この受容器が命令を受け取っ
たことを大脳に報告します。つ
まり歩くことで大脳は全身へ
の命令を送ると同時に各筋肉
からの報告という刺激も受け
ることになります。
少し慣れてきたら距離を伸
ばしたり、どこかのイベントに
参加したりして違った景色を楽
しむのもいいものです。ウォー
キングだからと簡単に考えず、
しっかりストレッチをしてケガ

会費■１,０００円／月
指導者・代表者■遠藤

を加えることが必要です。その

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

あきらめないで

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

多賀町スポーツ少年団

多賀町スポーツ少年団

誠

の予防に努めることも大切で
す。体調の悪い時は無理をせ
ず、何より楽しみながら続ける
ことが一番です。ぜひ、あなた
も始めてみてはいかがですか！

トレーニングルーム

広報たが 2010年3月号
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早寝、
早起き、
朝ごはんが元気な体をつくります

保健師

農業委員会・湖東農産物
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
生活リズムのない子どもが—
増えています

「夜１０時以降に寝る」遅寝の子どもが増え、

いま、子どもをとりまく生活環境に異変がおき
ています。保育園にあがる前の２歳児では、遅
寝の子どもは全体の約６割ともいわれていま

農業委員会だより
してぐずつくのは当たり前です。起こしたら、
こ

提出議案

「専決処分事項」

たスキンシップで遊んであげましょう。

・農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

・農地法第５条第１項第６号の規程による農

午前中にいっぱいあそぼう

生活リズムをつくるには、午前中は体を動か

して、元気に遊びましょう。午前中に体を使って

時間が定まらず、規則正しい生活リズムができ

遊ぶことで適度な疲れを誘い、お昼寝の時間

ていないことが多いのです。

も早まります。お昼寝の時間は、子どもによっ

生活リズムができないと、保育園や幼稚園

て違いますが、長くても２時間までにして、遅

でも、睡眠不足から「ボーっとしていて活動に

くとも３時までには起こすようにしましょう。長

のれない」
「無表情」
「イライラしていて攻撃的」

かったり遅くまで寝ていたりすると、夜寝る時

動が目立つこともわかっています。

朝日が脳を目覚めさせ、—
１日のリズムを作ります

１月１３日に開催された委員会の審議内容です。

ちょこちょくすぐったり、
のびをしたり、
ちょっとし

す。遅寝の子どもたちは、起きる時間や食べる

「特定のもの以外に無関心」といった心配行

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

もとづく農用地利用集積計画の決定……１
件
※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕

地転用届出について……１件
※県から開発許可を受けた市街化区域内の農
地転用届出です。

作する制度です。
・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……１３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。

間がずれ込んでしまいます。
犬上地域の特産品

成長ホルモンは夜に出る

犬上郡３町の農産物をシリーズで連載します。今月は甲良町です。
（最終回）

眠中に活発に分泌されることがわかっていま

甲良町の大豆

成長に必要なさまざまなホルモンは夜中、睡

脳にある体内時計は１日およそ２５時間で働

す。それがちょうど夜の１０時過ぎから夜中の２

いています。この１時間のズレを調整してくれ

時ごろなのです。成長ホルモンが十分分泌され

るのが、朝日の力です。脳が朝日を感知して体

るためには、その時間帯にぐっすり眠っていな

甲良町では、水田の有効活用として麦跡大

内時計をリセットすることで、
１日２４時間の規

いとだめなのです。早寝が大切な理由はこうい

豆の作付を推進していて、麦跡の８割弱を占め

則正しいリズムがここからつくられるのです。

うところにありますし、遅く寝た分は昼間のお

ています。また、
これを活用した農産物加工も

営業日■毎週

また、夜の眠りを誘うホルモン「メラトニン」は、

昼寝では補えないのです。

行われており、
「まめな生活自然派女性ねっと」

営業時間■１１時３０分〜１６時

では、地元産の大豆と野菜を使った、手づくり

場所■「お豆のこころ」
（甲良町役場の北側、商

朝日を浴びてから１５時間前後たたないと分泌
されないという性質があります。
カーテンを開けてたっぷり朝日を浴びたら、
大きな声で「おはよう」を習慣にしましょう。

朝ごはんも大切です

朝日を浴びて目を覚ましたら、朝ごはんも

しっかり食べて１日を始めましょう。

〜安心・安全な地元産のお豆を多くの人に伝えたい……〜

のぬくもりがある豆腐、
コロッケ、お惣菜、豆乳

登録を取得して、販路開拓を進めています。
ぜひ、皆さんでご賞味くださいませ。
水・金曜日

工会館の隣です。）

を使用したお菓子（ドーナツ、かりんとうなど）
をつくっています。

注文・お問い合わせ

朝ごはんをしっかり食べないと、午前中から

また、おいしい甲良米のかやくご飯、お弁当

元気に遊ぶことも、お話しや勉強に集中するこ

もつくっています。なお、加工食品のシリーズ

（甲良町商工会内）

ともできません。朝ごはん抜きは、大きくなっ

である「お豆のこころ」
「バサラ大名」は、商標

（電）
３８−３５３０ （Ｆ）
３８−３９７７

まめな生活自然派女性ねっと

てからも気力や体力に悪影響を及ぼすので、小
さいころから食べる習慣をつけておくことが大
切です。

何時間ねていますか？

子どもの睡眠時間の目安は、
１歳児で１１〜

１３時間、
１歳半〜３歳児で１２時間、
４〜５歳児
では１０時間といわれています。
早寝・早起きの習慣をつけるには、
まず早く寝

広報たが 2010年3月号
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かせてからではなく、いきなり３０分早く起こす

〜早寝、早起き、朝ごはん しっかり寝て食べて

ことをおすすめします。寝不足の場合、
早く起こ

元気に毎日を過ごしましょう。〜

▲バサラ大名弁当（４５０円）

▲おからコロッケ
広報たが 2010年3月号
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いくせい

就学援助・学校支援ボランティア
教育委員会

多賀町では、町内にお住まいの方で、小中学

子育ては家庭、学校、地域から
青少年・家庭教育部会

明日の多賀町を担う青少年が、たくましく健

副部会長

西河仲市

１.愛のパトロール
２.夏休み前の啓発チラシ

あり、
誰もがその思いをもっていると思います。

３.ラジオ体操への参加呼びかけ

「大人が変われば子どもも変わる」の合言葉
で、今年も青少年・家庭教育部会では次のよう
な活動を展開してきました。

４.冬休み前の啓発チラシ
５.子育てカレンダーの作成
（３月上旬配布予定）

校に就学されているお子さんがおられるご家

学校給食費・校外活動費・修学旅行費などの一

庭で、経済的な理由により、就学に必要な経費

部を援助します。

１.援助の対象となる世帯および必要書類
……以下の１〜４のいずれかに該当される方
援助対象世帯

必要書類

１ 生活保護を受けている世帯
２ 町民税が非課税または減免されている世帯

源泉徴収票・確定申告書など平成２１年中の
所得が分かるもの（同居する家族全員）の写し

３ 児童扶養手当の受給世帯

児童扶養手当受給者証の写し

経済的な理由により、学資の支弁が困難と認 源泉徴収票・確定申告書など平成２１年中の
４ められる世帯
（ただし、所得制限があります） 所得が分かるもの（同居する家族全員）の写し

２.申請手続き
・援助を希望される方は、申請書（教育委員

れる場合は必ず申請してください。

会・学校にあります）に必要事項を記入のう

・平成２２年１月１日現在の住所が他市町村の

え、必要書類を添えて各学校へ提出してく

場合は、所得を証明する書類（１月１日現在

ださい。

の住所地が発行した課税証明書等）の添付

・この援助は毎年申請が必要ですので、平成

が必要です。

２２

就学援助制度について

全に育ってくれることは、町民すべての願いで

の負担にお困りの保護者を対象に、学用品費・

年度

多賀町青少年育成町民会議

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

平成

中央公民館 （有）
３−３７４０ （電）
４８−１８００

２１年度認定されていた方も、援助を希望さ
▲愛のパトロール

次に、
「子育てカレンダー」について触れてみ

▲ラジオ体操への参加呼びかけ

あるのが人生です。いかに正常に歩めるかは、

ます。今年も町内の保育園、幼稚園児による共

我々大人の責任です。家庭・学校・地域の３者が

同絵画と町内の小中学校児童生徒の平成２１

一体となって、青少年育成に結び付けたいと

年度「社会を明るくする運動標語」から選んだ

思っています。

ものを取り入れて、作成しました。今年度、部会
員の中から、
「月が終わると破っていくと子ども

解とご協力をお願いします。

（申し込みは、年度の途中でも受付しています。ただし、受付日以降の月額の援助しか受けられま
せんので、
ご注意ください。）
教育委員会

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

「学校支援ボランティア」の活動のようすをご紹介します

書いていたものがなくなってしまう。絵や子ど
もの成長の後が後々まで残せるような形式の

学校支援ボランティアとは、学校のさまざま

ら、学校支援の充実を図っていきます。ボラン

カレンダーができないか」の意見が出てきまし

な活動に対し、地域の皆さんにサポートしてい

ティアをやってみようと思われる方、詳しい話

た。そこで、検討した結果、従来とは若干変え

ただきながら、学校を支援していく活動です。

を聞いてみようと思われる方は、教育委員会社

て、月ごとのカレンダーにしました。
３月の上旬

今年度、
ボランティアの方々には小学校の環

には、幼稚園児や字の公民館、公共の施設等に

境整備、本の読み聞かせ、遠足の引率、スキー

配布を予定しています。このカレンダーの使い

の指導補助などをしていただきました。

方はいろいろあると思いますが、子育てについ

環境整備では、用務員さん１人ではたいへん

て日々の記録を書き込み、後で思い返し子ども

な作業を、
ボランティアの方の力を借りて次々

の成長の確認に役立ててほしいものです。

と作業をすすめられていました。

子育ての基本はまず家庭教育からで、いか

たに２人の方が協力していただくことになり、

に学校教育、地域教育と順序よくすすんでい
くと問題ないのですが、いろいろな落とし穴が

会教育課までお気軽にご連絡ください。

また、
本の読み聞かせでは、
今年度に入り、
新

に大切か誰もがよく知っているはずです。さら
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平成２２年４月８日（木）〜１６日（金）

今後とも青少年育成町民会議の活動にご理

たちのかわいい絵や園の行事や成長の記録を

広報たが 2010年3月号

３.受付期間

子どもたちも大喜びで聞き入っていました。
▲部会での話し合い

これからも多くの方にご協力いただきなが
広報たが 2010年3月号
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あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀

あけぼのＳｐｒ
ｉｎｇコンサートを開催します!!
また「アンサンブルパレッテ」によるクラシック

２２日（月・祝）にかけて「あけぼのＳｐｒ
ｉｎｇコ

コンサートが行われます。また、開催期間中は

ンサートを開催します。開催期間中は、多くの

オープンカフェも開催されます。春の３連休は、

ター職員や、多賀町各地で調査研究を行って

アーティストによる演奏会のほか、滋賀県出身

あけぼのパークに遊びにきませんか？

いる研究者・学生がこれまで行ってきた成果の

アコースティックユニット「アマネ」のライブ、

博物館の学芸員、客員研究員、文化財セン

参加費■無料

をお待ちしています！

ます。

※出入りは自由となっています。

１４時２０分〜１４時５０分
ＪＵＮＢＯＫＵ
１５時〜１５時３０分

１３：００〜１３：１５

１５：３５〜１５：５０

アケボノゾウ発掘から１７年

鍾乳洞内の鉱物について

小早川隆（あけぼのパーク多賀）

磯部敏雄・黒柳信之（八日市地学趣味の会）

風の音

１３：１５〜１３：３０

１５：５０〜１６：０５

１３時４５分〜１４時１５分

１５時３５分〜１６時１５分

多賀の星空調査

滋賀県内における

Ｄドラファミリー

Ｏｃｔｐｕｓ’
ｓ  Ｇａｒｄｅｎ

高橋

１９時３０分〜２０時３０分（１８時３０分開場 １９時３０分開演）

多賀町出身の喜多充さんが所属するアコー
スティックユニット「アマネ」の多賀町凱旋ライ

村長昭義（生き物総合調査委員会植物部会）

滋賀県初記録となる

〈休憩 １０分〉

オヒキコウモリの確認について
阿部勇治（多賀町立博物館）

多賀町の糞虫事情

料、当日参加自由です。

１３：４５〜１４：００

牛島釈広（滋賀むしの会）

鳥が運んだタネを調べてみたら

１６：３０〜１６：４５

浜田知宏（（株）ラーゴ）

身近な野草ｐａｒ
ｔ２

３月２１日（日）

コンサート

１９時〜２０時３０分

龍見瑞季・龍見幸祐（多賀町立多賀小学校）

多賀町の史跡 〜現状と課題〜

１６：４５〜１７：００

音田直記（多賀町立文化財センター）

秋の鳴く虫はどこにいる？

１４：２５〜１４：４０

名曲のほか、私たちもよく知っている日本の四

鈴鹿山系における在来イワナの

季の歌を演奏していただきます。入場無料、申

亀甲武志（滋賀県水産試験場）

（上記）、
カウンターで受け付けを行います。

１４：４０〜１４：５５
滋賀県湖東・湖南周辺における

あけぼのオープンカフェ

イヌタヌキモの分布と生育環境
員のこだわり紅茶店も復活!! そして、杉の子作

奥野良太（滋賀県立大学環境科学部）

業所の皆さんがつくられたお菓子をふるまって

１４：５５〜１５：１０

もらいます。

アゲハチョウ科の種間雑種
布藤美之（日本鱗翅学会）

春のお茶会
３月２２日（月・祝） １０時〜１５時
茶道をされておられる皆さんのご協力によ

〜多賀町における直翅類相とその分布パターン〜

遺伝的変異とその保全にむけて

し込みが必要です。先着８０人。博物館での電話

さんによるオープンカフェに加えて、金尾学芸

〜タンポポが伝えるメッセージ〜

〈休憩 １０分〉
１４：１０〜１４：２５

によるクラシックコンサートです。クラシックの

ボランティアグループ「めだかの学校」の皆

１６：１５〜１６：３０

皆さんの心に響く唄を届けてくれます。入場無

ブです!!日本人にしかできない音楽を追求し、

３月２１日（日） １１時〜１５時

アリドオシ属植物の分類と分布

進（ダイニックアストロパーク天究館）

１３：３０〜１３：４５

アマネＬ
ＩＶＥ

大会議室

プログラム

１３時３０分〜１６時１５分

グループ、アーティストに演奏をしていただき

ます

る最新の調査・研究・取り組みについて聞くこと
３月２０日（土）

多賀町で活動、そして多賀町にゆかりのある

※１７時３０分から交流会（有料）もあり
場所■あけぼのパーク多賀

のできるまたとない機会です。皆さんのお越し

みんなのコンサート

日時■３月１３日（土） １３時〜１７時

発表を行います。多賀の自然や文化にまつわ

主な内容

ピアノ、
クラリネット、ユーフォニアムの演奏

〈休憩 １０分〉
身!! この機会にぜひお茶を体験してみてくだ

１５：２０〜１５：３５

さい。

地球史上最長？の双殻性軟体動物

り、あけぼのパークギャラリーがお茶席に大変
※このほか期間中には、彦根で人気者のキャラクター「ひこちゅう」も登場します!!
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第４回 多賀町立博物館研究発表会を開催します!!

あけぼのパーク多賀では、
３月２０日（土）から

多賀町いきいきコンサート アンサンブル・パレッテ

広報たが 2010年3月号

研究発表会

−アカサカシカマイカ
清水克己（ＰａｌｅｏｎｔｏｌｏｇｉｃａｌＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）

金尾滋史（多賀町立博物館）
１７：３０〜
交流会

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3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 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■３月１３日（土） １３時３０分〜

じかん」を行っています。特別な知識や技術は
いりません。子ども連れでも参加できます。

（毎月第２土曜日）
活動場所■２階

日時■３月６日（土） １３時３０分〜

小会議室

（毎月第１
・
３土曜日）

読書会

活動場所■２階

一緒に文学の世界を楽しみませんか。
日時■３月３日（水） １０時〜
（毎月第１水曜日）
活動場所■２階

小会議室

大会議室

「ドリームサークル」
おはなし会用の作品づくりなどをしています。
（毎月第１土曜日）

※随時、各メンバー募集中!!

映画会

図書館カレンダー

アニメ 『シュレック ２』

3月の休館日

日時■３月２７日（土） １５時〜（９２分間）
場所■２階

おはなしのじかん
日時■３月６、
１３、
２０日
いずれも土曜日 １５時〜
場所■おはなしのへや
※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「この
ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い
ます。

一般書

創作された紙芝居の原画等を展示します。
場所■対面朗読室

『リライブ』

『だじゃれ日本一周』
小路幸也／著
新潮社 ９１３.６ショ
生きることは、選ぶこと。運命
の恋人を失った夜、今の仕事
を選んだあの日……。その瞬
間から生き直させてあげましょ
う。ただし、
１つだけ条件があり
ますがー。
「バク」が誘う２度目
の人生の物語。

『私のこと、好きだった？』
林真理子／著 光文社
９１３.６ハヤ
人気女性アナウンサーの美季
子は懸命に、仕事も恋愛も取り
組んできた。それでも４２歳を
迎えた今、彼女を取り巻く環境
は若いときとは違って……。女
性の「幸せ」について投げかけ
た長編小説。

『江 〜姫たちの戦国〜』

２０１０年は
「国民読書年」
キャッチフレーズは
「じゃあ、
読もう。」

広報たが 2010年3月号
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出展■一円

児童書

田渕久美子／著 日本放送出
版協会 ９１３.６タブ
女の戦は生きること。本日ただ
いまを生きることー。大奥の始
まりに至る道のりを、浅井三姉
妹の三女・江を主人公に鮮やか
に、華やかに描く。
２０１１年ＮＨ
Ｋ大河ドラマの原作。

長谷川義史／作／絵 理論社
ＫＥダジ
「きれいなはながさいたまけ
ん」、
「 おたんじょうびをいわっ
てけん」……。北はほっかいろ、
南はチャーシューおっきいわま
で、
４７都道府県をだじゃれで笑
いとばす、
日本一周の旅絵本。

重紀さん

写真展
期間■４月１日（木）〜１８日（日）
場所■対面朗読室
出展■小中 すがさん（町内在住）

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時
に、
１００円の再発行料金が必要となります。ご

『とらざえもんはまじょのねこ？』
末吉暁子／作 村上勉／絵
小峰書店 Ｋ９１３スエ
僕 の 名 前 はとらざえも ん 。
りっぱでしょう？でも、みんな
「トラ」
って呼ぶんだ。いやに
なっちゃう！いろんなものを食
べて、大きくなったらいばれ
るようになれるかな？

『ぞうのはなはなぜながい』
ラドヤード・キポリング／原作
寺村輝夫／文 長新太／絵
集英社 Ｋ９３３ラド
ずっとはるかな、大昔。ゾウには、
あの長い鼻がありませんでした。
そんなぞうの中に、知りたがりや
の子ゾウがいました。なぜカバの
目は赤いの？なんでも知りたい
子ゾウは、答えをさがすため、
１
人で旅に出ることに……。

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6
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■…休館日
※25日（木）は、
月末整理のため休館です。
4月の休館日

期間■２月２７日（土）〜 ３月２８日（日）

本の紹介

月

大会議室

おじいちゃんのつくった手づくり紙芝居展

詳しくは図書館までお問い合わせください。

日

理解・ご協力をよろしくお願いします。利用者の
皆さんはカードを大切にご利用ください。

「インターネット利用登録」についてお知らせ
・図書館が所蔵する図書・ＡＶ資料・雑誌の予約
や、借りている資料の確認がインターネット
でできるようになりました。いずれも予約で
きるのは、
貸出し中の資料
（ビデオ・ＤＶＤはお
１人１点のみ）
です。
・インターネットでの予約や貸出確認のご利
用には、事前に「インターネット利用登録」
で、
メールアドレス登録をしていただく必要
があります。
くわしくは、
カウンターでお尋ね
ください。
・図書館からのお知らせなども、
メールでお送
りする場合もあります。

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

■…休館日
※29日（木）は、
月末整理のため休館です。
※30日（木）は、振り替えのため休館です。

移動図書館さんさん号3月・4月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日
・19日（金）
3月 5日（金）
４月 ２日（金）
・1６日（金）

Ｂコース
（多賀）第２・４金曜日
 3月12日（金）
・26日（金）
４月 ９日（金）
・２３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

3月 5日（金）
４月 ２日（金）

 3月19日（金）
４月16日（金）

3月１２日（金）
３月２６日（金）

４月 9日（金）
４月２３日（金）

15:00～15:30 15:00～15:30 15:00～15:40
犬上ハートフル
藤瀬
川相
(草の根ハウス前) 「
( 皆様の店くぼ」さん)
センター

14:40～15:10
犬上ハートフル
センター

15:50～16:20
たきのみや保育園

15:55～16:25
多賀ささゆり保育園

※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3月号
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おしらせ

おしらせ

粗大ゴミ収集についてのお知らせ
詳細は、広報４月号に掲載しますので、
ご確認ください。
指定日時
４月１０日（土）
（７時から９時３０分まで）
４月１７日（土）
（７時から９時３０分まで）
４月24日（土）
（７時から９時３０分まで）

２２年３月から、新たに愛荘町が加入

終処分場に関することはこれまでと

豊郷町、甲良町および多賀町の１市３

した１市４町の構成となり、組合の名

変わりませ んが、
「 新しいごみ 処 理

町により、火葬場（紫雲苑）および一

称が「彦根愛知犬上広域行政組合」に

施設の設置等に関すること」につい

般廃棄物最終処分場（中山投棄場）の

変わります。

て、愛荘 町が加 入した１市４町によ

彦根犬上広域行政組合は、彦根市、

収集場所
キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）
滝の宮スポーツ公園駐車場
多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

彦根犬上広域行政組合が新しく「彦根愛知犬上広域行政組合」に変わります

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・
小原・霜ケ原
多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑

運営を共同で処理する目的で設置さ

共同処理する事務は、次の表のと

れている一部事務組合ですが、平成

おりで、火葬場および一般廃棄物最

共同処理する事務

り、新たに取り組んでいくこととなり
ました。

関係市町

（１）火葬場の設置および管理運営に関する事務

彦根市 豊郷町 甲良町 多賀町
（２）最終処分場の設置および管理運営に関する事務
（３）新しいごみ処理施設（共同でごみ処理を行うために新たに建設する 彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町
施設）の設置および管理運営に関する事務

お問い合わせ
環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

お問い合わせ
彦根愛知犬上広域行政組合 （電）
３５-００１５

水田農家の皆さんへ

戸別所得補償モデル対策が４月からスタートします

「たがゆいちゃん」の—
イメージソングを作ろう！

多賀町マスコットキャラクターが

自給率向上のポイントとなる麦・大豆・米粉用米・飼料用米

合併処理浄化槽設置—
補助制度の上乗せ補助が—
終わります

などについて、シンプルで分かりやすい助成体系の下に生産

「たがゆいちゃん」に決まりました。

拡大を促す対策と、水田農業の経営安定を図るために、恒常

これからの活躍に大きな期待が寄せ

共下水道事業・農業集落排水事業・

的に赤字に陥っている米に対して補てんする対策がセットで

られていますが、皆さんに親しんでい

合併処理浄化槽設置事業の３事業

行われます。

ただけるようなイメージソングを製作

により、国・県 の 指 導に基 づき平 成

することになりました。彼女のかわい

２２年 度 末 の 町 内 全 戸 水 洗 化を目

さと町の見所を散りばめて、誰もが口

標に取り組んできました。すでに、公

ずさめる心温まる歌を皆さんから大

共下水道事業・農業集落排水事業は

募集したいと思います。ふるってご応

完了し、現在合併処理浄化槽設置事

自給率向上事業
水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産する

米のモデル事業
米の生産数量目標にしたがって生産する販売農家・

販売農家・集落営農の皆さんに主食用米と同等の所得

集落営農の皆さんに、主食用米の作付面積１０アール

を確保できる水準の支援を行います。

あたり１万５千円を定額交付します。
米の価格が下落した場合には、追加の補てんも行
います。

加入申し込み・支払時期
交付金を受け取るためには、加入申込書、交付申請書などの提出が必要になります。交付金は、国から農業者が指
定した口座に直接支払います。
加入の申し込みは４月〜６月、交付金の支払いは、
１２月〜３月になります。

詳しい制度の内容は、最寄りの国、県、市町、
ＪＡ等の農業関
係機関へお問い合わせください。もしくは、農林水産省ホー
ムページをご覧ください。
（ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｍａ
ｆ
ｆ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｊ/ｓｅ
ｉ
ｓ
ａｋｕ/ｋｏｂｅｔｕ_ｈｏｓｙｏ/ｉ
ｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ）

募ください。

業による整備をすすめているところ

募集作品■

です。

内に申告しましょう。
なお、
ご不明な点等は、税務課へお
問い合わせください。

税は、期限内に—
納めましょう

住民税や固定資産税など各種の税

は、必ず納期限内に納付しましょう。

です。白のＡ４用紙に自由に書

水道による整備が行われていない地

手数料や年率１４.６％の延滞金を含

いてお送りください。

域・場所については、合併処理浄化槽

めて納付いただくことになりますの

Ｂ.作 詞 作 曲 の 部：Ａ４用 紙に歌

による水洗化を推進しています。特

で、必ず期限内に納付しましょう。
（口

詞、歌を吹き込んだＣＤやＭＤ

に、合併処理浄化槽の設置について

座引落しで納付する場合は、残高のご

などを併せてお送りください。

は、水洗化の促進・費用負担の軽減を

確認をお願いします。）

募集資格■特になし。
１人１点に限る。

目的に、平成２２年度末までの多賀町

お問い合わせ

募集締め切り■３月３１日（水）

独自の補助制度を設けていますが、

入賞■Ａの部：５万円、
Ｂの部：１０万円

残り１年となりました。

のいずれか１点
応募先・お問い合わせ
多賀町観光協会・多賀町観光案内所
（営業時間：
９時〜１６時）

滋賀農政事務所

（電・Ｆ）
０７４９-４８-１５５３

農政推進課

（電）
０７７−５２２−４２７３

ｔａｇａ
‐
ｋａｎｋｏｕ@ｉ
ｒ
ｉ
ｓ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊ
ｐ
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確定申告の必要な方は、必ず期限

納期限をすぎると本税以外に督促

近畿農政局

広報たが 2010年3月号

確定申告は、
３月１５日（月）までです。

公共下水道および農業集落排水下

滋賀県犬上郡多賀町多賀３８９-１

地域第二課 （電）
０７４９−５２−５８９０

平成２１年分所得に係る所得税の

Ａ.作詞の部：１コーラスでも結構

〒５２２-０３４１
お問い合わせ

多賀町では、昭和６３年度から、公

確定申告は—
すまされましたか

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ.ｃｏｍ/

税務課
（有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３

まだ水洗化が完了していないお宅
については、本制度を活用していただ
き、早期に水洗化を行っていただきま
すようお知らせします。
詳細については、環境生活課まで
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

よろず相談
今月の相談日■ 3 月１６日（火）
来月の相談日■ 4 月１６日（金）
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3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

４月２６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

４月６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）
４月５日（月）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２１年１１月生まれの乳児

１０カ月児健診

４月５日（月）

受付時間▶１３
：１５〜１３：３０

Ｈ２１年５月生まれの乳児

２歳６カ月児健診

４月６日（火）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ１９年９月・
１０月生まれの幼児

３歳６カ月児健診

４月１４日（水）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ１８年９月・
１０月生まれの幼児

整形外科健診

４月２８日（水）

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
４月は、ふれあい遊びをしましょう。
（ 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。

受付時間▶１３
：４０〜１４：００

予防接種
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に与えてくれた、バンクーバー冬季オ

われている皆さん。考えるよりも、ま

リンピックが幕を閉じました。

ず一歩踏み出してみましょう！私たち

多賀やまびこクラブでは１年間の
活動を終え、新年度を迎えるにあた
り、新たな会員の募集をはじめます。

スポーツ」を楽しめる総合型地域ス
ポーツクラブです。
☆ 皆さんの手で創り育てていただい

スタッフは、皆さんとお会いできるこ

たプログラムもあります。詳しいこ

とを心から楽しみにしています。

とは配布チラシをご覧ください。

多賀やまびこクラブって？

皆さんのご連絡をお待ちしていま

☆「誰でも」
「いつでも」
「世代をこえ

ます。

場所 ふれあいの郷

す。お気軽にどうぞ。

て」
「好きなレベルで」
「いろいろな
〈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）

※広場登録者全員が対象です。

きりん広場（２〜５歳児）

おたのしみクイズまちがいさがし

１０:００〜１１:００

うさぎ広場（１歳児）4月〜9月
４月２０日（火） １０：００〜１１：００
ぺんぎん広場（１歳児）１０月〜3月
こあら広場（０歳児）
４月２８日（水） １０：００〜１１：００
場所

ＢＣＧ

子育て支援センター

■４月は、
おしゃべりデーとお話会はありません。
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 ４月１４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。■２歳６カ月児健診・３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。

皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ

広報たが 2010年3月号

“今年こそ何かに挑戦したい！”
と思

んも、ぜひ引き続き継続をお願いし

４月９日（金） １０：００〜１１：００

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

先月号の答え
② 3カ所
でした

■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

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

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

数々のドラマや感動・刺激を私たち

この１年間受講された会員の皆さ

はじめまして、よろしくの会

４月１４日（水）

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００

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

４月２１日（水） １０：００〜１１：００

Ｈ２２年１月・
２月生まれの乳児

４月１３日（火）

ひろばの案内

有線FAX 2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは３月2９日（月）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

答えがわかったらs官製はがきで、解答と「広

表は景品の発送をもってかえさせていただ

4月以降の体力測定および利用講習会日程は未

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

きます。

定のため、決まり次第おしらせします。

ト）やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

トレーニング室利用時間■10:00〜20:30

利用で

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

要があります。利用講習会を受講していただかな

方300円 その他■運動のできる服装・運動靴・タオ

いと、体力測定は受けられません。

ルをご用意ください。

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。

きない日■毎週日曜日、
第2・第4月曜日
（第2・第4月

なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆西川 泰成（直樹・朋佳）
☆山口 元希（昌宏・文）
おくやみ申し上げます
◆上田きり枝 ８７歳
に し か わ

や す な り

や ま ぐ ち

げ

ん

き

◆澤田佐太郎
◆安藤 すが
◆多林 有昌
◆山口惣一郎
◆髙橋トミ子

８３歳
９０歳
８６歳
８２歳
７８歳

結婚しました！
北坂 浩治
♥
仲上 久美子
小西 英雄
♥
森本 康子

♥

奥村
田中

学
真実
（敬称略）

ひとのうごき

平成2２年１月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,110人 （−12）
■男性
3,862人 （− 6）
■女性
4,248人 （− 6）
■世帯数
2,680世帯（− 1）
広報たが 2010年3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

3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
3

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■３月に入りました。周囲を見渡すと、春の訪れ
を感じられるように
（？）なってきました。暖かい日には、春
を見つけに、ちょっとお散歩にでも出かけてみてはいか
がでしょうか。■また、
３月といえば、別れの時期です。そ
れぞれが、新しい門出を迎えます。すすむ道はいろいろで
も、別れがあれば、新しい出会いもあります。人間は、
こう
した別れと出会いを繰り返し、成長していくものではない
でしょうか。一期一会を大切に……。
kikaku@town.taga.lg.jp

（ぽ）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

