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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
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ササユリ
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町の花

4月の時間外交付
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胡宮神社（敏満寺）の表参道にある石盛りには「金の鳥」が埋められているという言い伝えがあります
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19時まで受付します。
環境生活課（有）2-2031（電）48-8114
編集後記■新年度がスタートしました。新しい環境で生活
をスタートした方も多いのではないでしょうか。新しい環
境は人を成長させる反面、期待と不安が入り混じった心
境にもなります。
１歩１歩確実に歩んでいきたいですね。
■４月といえば、桜の季節です。日本の春の風物詩です。
桜の美しさやせつなさに心を動かされる方も多いのでは
ないでしょうか。
「桜」のつく歌も多いほど、日本人にとっ
ては、切っても切り離せないも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
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まちの話題

『あなたの声』をお聞かせください！

町長への手紙

多賀町農業委員会主催の「第２１

ムの取り組みについて、また近年全

志が印象的でした」など、心に響く感

回多賀の農業・農山村を考えるつど

国的な問題であり、本町においても

想が多く寄せられました。

い」が、快晴の天候に恵まれ、
２月２１

深刻な状況となっている獣害対策の

時間的には、
４人の方からの講演

日に中央公民館において開催されま

取り組みについて、集落ぐるみで獣害

や発表であったことから、少し欲張っ

した。

に立ち向かっておられる栗栖地区の

た感はありましたが、
こういった集会

今年は、中山間地域で小規模農家

取り組みを、農事組合法人プチファー

を契機として、今後とも本町の農林

が多い本町の農業経営を営む上で、

ムくるすの代表の西村泰一さんから

業の改革と振興が図れるよう、町民

少しでも参考にしていただければと

ご報告いただきました。

の皆さんとともに考えていきたいと

よりよい町づくりをすすめていくために、
日ごろから皆さ

思います。

んが考えること、感じていることなどを、町長までお送り

キリトリ線に沿って切り、封筒をつくってポストに投かんしてください。
町民の皆さんの声を、
できるだけ町政に反映しようと、
『町長への手紙』
を実施します。

たが」を通じて回答とともに掲載していきたいと考えていま
す。差し出し有効期限は平成２３年４月３０日までです。
また、有線ファックスや、
Ｅ−メールでの投稿もお待ちして
います。

者となり新しい感覚と発想で、ハウス

じられる取り

トマトやメロン栽培をされておられる

組み事例であ

裏面にあなたのご意見やご提案をご記入いただき、
ご

辻岡逸人さんの講演や、何事にも環

り、
「 ユニーク

投かんください。切手は不要です。
（ 必ず住所、氏名、年

お問い合わせ

境を抜きにして語れない時代の背景

な発想に驚か

齢、性別、電話番号をご記入ください。氏名等の個人情

企画課

を鑑み、ダイニックアストロパーク天

された」、
「山

報を公開することはありません。）

する気持ちに

らは、環境問題と農林業の関わりにつ

なった」、
「獣

いてのお話と、大滝山林組合の田中

害への取り組

一則さんからは、湖東地域の間伐材

みに対する栗

をはじめとする地域材の循環システ

栖住民の高い

皆さんからいただいた貴重なご提案、
ご意見は、
「広報

ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊ
ｐ

（
キ

リ

ト

シンポジウム

料金受取人払郵便

これからの多賀町について考えました！

２月１９日に、多賀町水道組合と多賀町上水道施設災害

３月１４日、中央公民館で、
「平成２３年度からの１０年間

応急復旧に関する協定書を締結しました。災害時に迅速な

の多賀町を考えるシンポジウム」が開催されました。現在

水道施設の応急復旧や応急給水に対応していただける強

策定作業中の第５次総合計画の方針や「里の再生」をテー

い安心感を町内の民間事業所のご協力により得ることが

マに提言が行われました。今後の多賀町のあり方を考える

できました。

上で、有意義な提言や意見交換の場となったのではないで

の

り

し

ろ

522 8790

彦根支店承認

840

多

差出有効期限
平成23年4月
3 0 日 ま で
（切手不要）

賀

しょうか。

町
長

住
所

氏
名
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多賀町役場内

災害時に備えて……

（有）2-2018 （電）48-8122

︵受取人︶犬上郡多賀町多賀三二四番地

調印式

ｔｅｇａｍｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

リ
（

の

り

）

の手入れを

例策定委員会委員長の高橋進さんか

『町長への手紙』E-メール

ろ

究館館長で、現在本町の環境基本条

ください。

し

参加された皆さんからは、
身近に感

考え、
７年前に彦根市内で新規営農

このページの裏面に、町政に対する町民の皆さんのご意見、アイデアや提案などをご記入ください。

り

発想の転換も必要と気付かされた講演や発表でした

の

多賀の農業・農山村を考えるつどい

し

ろ

）

町長への手紙

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

「町長への手紙」にいろいろなご意見やご提案がありました！
平成２１年度に実施した「町長への手紙」には、
２３人の
皆さんからご意見・ご提案などをいただきました。
（４月〜

ご意見・ご提案は、交通安全・福祉・環境衛生・ホームペー
ジなどさまざまな分野にわたりました。

職場の健康保険（健康保険組合・共済組合・船員保険など）、後期高齢者医療制度に加入している
方、
または生活保護を受けている人のほかは、
すべて国保に加入することになります。
次のような時には、必ず１４日以内に環境生活課の窓口へ届け出をしてください。

いただいたお手紙の中から、一部を紹介します。

２月受付分）

国保に加入する時
子どもが集まってこられるような公園をつくってほしい
多賀町には、多賀公園と四手公園の２カ所の都市公園

いますので、利用していただけたらと考えます。また、公

があり、企画課が管理をしています。この公園には、
グラ

園をもっておられる集落もあり、現在のところ公園の増設

ウンド・遊具があり、多賀公園には芝生広場もあります。ま

は予定していませんので、
ご理解くださいますようお願い

た、あけぼのパーク内の公園がリニューアルオープンして

します。

います。子どもたちや大人の方も、楽しく遊べることと思

・ほ かの市区町村から転入してきた時（職
場の健康保険に加入していない場合）
・職場の健康保険の被保険者でなくなった時
職場の健康保険の扶養家族からはずれた時
・子どもが生まれた時
・生活保護を受けなくなった時

手続きに必要なもの

➡ ・転出証明書、印鑑
➡ ・職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
➡ ・母子健康手帳、印鑑
➡ ・保護廃止決定通知書、印鑑

〈注意〉保険税を国保の資格を得た月から納めていただくことになります。加入の届け出が遅れる
と、
さかのぼって納めなければなりません。

ホームページの更新が頻繁にできていないのではないか
「更新が遅いのでは」
とのご意見ですが、情報化時代の

今後は、多賀町のさまざまな話題や情報を早く発信で

中で、頻繁に更新ができていませんでした。今回ご指摘い

きるように努めていきますので、
ご理解いただきますよう

ただいた点を反省し、
１人でも多くの方に見ていただける

お願いします。

ように、
新しい情報を更新していきたいと考えています。

国保を脱退する時
・ほかの市区町村へ転出する時
・職場の健康保険の被保険者となった時
職場の健康保険の扶養家族となった時
・死亡した時
・生活保護を受けるようになった時

手続きに必要なもの

➡ ・被保険者証、印鑑
・国 保と職場の健康保険の両方の被保険者
証（後者が未交付の場合は加入を証明する
➡ もの）
、印鑑
・
被
保険者証、
死亡を証明するもの、印鑑
➡
➡ ・被保険者証、保護開始決定通知書、印鑑

〈注意〉届け出が遅れると、保険税が二重払いになってしまうことがあります。
そのほか
・住所、世帯主、氏名などが変わった時
・被保険者証をなくした時
被保険者証が汚れて使えなくなった時

町長への手紙

➡
➡

国民健康保険
（国保）
への加入・脱退の
届け出は必ず 日以内に！

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

１４

手続きに必要なもの
・被保険者証、印鑑
・身 分を証明するもの（使えなくなった被保
険者証など）、印鑑

６５歳未満の非自発的失業者（解雇・倒産等による失業）の
国民健康保険税などについて
保険税の軽減措置
平成２２年度から、次の非自発的失業者の保

を３０／１００として算定するほか、住民税を課

険税については、失業時からその翌年度末ま

税されている方が給与所得を３０／１００とした

での間、前年所得の給与所得を３０／１００とし

ときに所得基準を下回る場合（※）は、
「住民税

て算定します。

非課税世帯」
となります。

・雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇など
の事業主都合により離職した方）
・雇用保険の特定理由離職者（雇用期間満了
などにより離職した方で、求職活動をしてい
る方）
高額療養費などの所得区分判定

電話
年齢

歳

性別

（男・女）

れていますが、上位所得者の判定も給与所得

（※）所得基準：33万円＋
（被保険者数＋特定同
一世帯所属者数）
×35万円
非自発的失業者の確認方法
環境生活課の窓口での申請時に、公共職業
安定所から交付される「雇用保険受給資格者
証」で、離職年月日・理由を確認します。なお、平

非自発的失業者については、高額療養費・高

成２１年度中に失業した方も、平成２２年度から

額介護合算療養費の所得区分判定において

の対象期間について、保険税の軽減措置や高

も、前年所得の給与所得を３０／１００として

額療養費などの所得区分判定が適用される場

算定します。自己負担限度額は、
「上位所得者」

合があります。詳細については、環境生活課に

「一般」
「住民税非課税世帯」に分けて設定さ

お問い合わせください。
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環境基本条例策定タウンウォッチング（まち編）
多賀町環境基本条例策定委員会では、環境
保全のみを目的とした条例ではなく、魅力あ

日時■４月２５日（日） ９時〜１２時
受付（９時〜９時３０分） ※小雨決行

るまち、にぎわいのあるまちづくりも目的とし

集合場所■多賀大社前駅

た環境基本条例づくりをめざしています。そこ

内容■・観 光地をめざした門前町の取り組み

で、多賀の門前町を散策し、環境とまちづくり

についてまちを散策しながら話を聞く
・ごみのポイ捨てについての話を聞く

編」を開催します。

・糸切餅の糸きり体験

当日は、糸切餅の糸きり体験も企画してお待

参加費■無料

ちしています。皆さんそろってご参加ください。

定員■２５人

今回は、前回に引き続き、町民向けアンケート結果の一部を掲載します。
調査結果（町民向け調査）
【配布数■１５００枚

回答者数■６７９人

回答率■４５.３％】

環境問題に関する関心について
・環境活動への住民参加意向（単数回答）
0

20

6.3

17.2

40

60

35.9

積極的に参加したいと思う
機会や時間があれば参加したいと思う
参加したいと思わない
不明・無回答

申し込み締切■定員になり次第締め切り
お申し込み先■環境生活課へ電話かＦＡＸでお
申し込みください。

80

24.4

100

5.6 2.4 8.1

関心のある活動には参加したいと思う
参加はしてみたいがなかなか難しいと思う
その他

お申し込み・お問い合わせ
環境生活課
（有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４
（Ｆ）
４８−０５９４

・多賀町の中で、
すばらしいと思う自然・景観について
（単数回答）
順位

き

くためのキーワードが「 環 境 」になると思わ

う趣旨から、
多賀町環境基本条例策定委員会と

れ、町民の皆さんからの積極的なご意見をい

しても、
このつどいに共催しました。この中で、

ただき、皆さんと一緒に明日の多賀町を考え

当委員会の高橋委員長から、
「多賀町環境基本

ていきたいという委員会の熱い思いを伝え

条例と多賀がめざすもの」という題で、発表し

ていただきました。今後は、
このような方向性

ていただきました。

で、本年１０月の条例案答申に向けて検討を

発表では、多賀町環境基本条例の方向性と
して、
どうしたら産業が発展するかを考え、それ

１

８５

２

・神秘的で自然の大きな力を感じる。
・未来への貴重な財産である。
・無数の鍾乳石を石灰岩が飾っていて、神秘的で、涼しさとスリルを味わ
河内風穴
える。
・付近を流れる清流と合った、
全国的にも希少な風穴である。
・四季ごとの景色が、
見ていて落ち着く。

７４

３

・犬上川の音と、
静けさが調和されている。
流麗な桧皮葦の建物と犬上川との景観がよい。
・一間社ながら、
大滝神社 ・大きな木々の中を歩くと落ち着く。
・秋の紅葉が素晴らしい。
・ライトアップが幻想的である。

４１

４

・季節に応じて景色が変わる。
・渡り鳥や、
季節に応じての草木がきれい。
犬上ダム ・歩いていると、
川からのマイナスイオンが気持ちよい。
・季節を自肌で感じる夏は素晴らしい。
・清流と鳥のさえずり、
緑の深さ。

３９

いっ けん しゃ

すすめたいと考えていますので、皆さんのご
協力をお願いします。

と同時に自然環境を守る取り組みをすすめて
いくことをめざしたいと述べられました。自然
界のあり方としては、
「多様性」
という言葉があ
るように、いろんな種類の動植物が共存するこ
とで成り立っているということを改めて認識さ
せられました。猿・鹿・猪による獣害についても、
人が山に入らなくなったことが原因であり、人
や社会がいかに自然とうまく付き合うこと、つ
まり、農業や林業がうまく発展することがすば
らしい自然環境につながるという思いを熱く
語っていただきました。

件数

・緑の中にいると、マイナスイオンが感じられ、ゆったりした気持ちにな
る。
・岩をかみ流れる水の清冽なこと。
川
・川が美しく神秘的。
・河内の風穴をはじめ、
そのままの自然が多く残っている。
・四季折々の美しい姿が見られる。

vol.14

と住み続けたいと感じられる多賀町にしてい

業と環境問題は切り離せないものであるとい

主な理由

・神秘の空間が荘厳で、
自然とも調和している。
・昔からお多賀さんと親しまれ寿命の神様で景観が素晴らしい。
多賀大社 ・歴史を感じられる風情がある。
・駅から多賀大社周辺までの町並みの景観がきれいになった。
・明け方や夕方のほんのりライトアップされた町並みが風情ある。

また、最後に、産業を発展させることでずっ

農業・農山村を考えるつどい」が開催され、農林

場所

ひ い き

について考えるため、
タウンウォッチング「まち

多賀町の環境に関するアンケート調査結果について

ひ い き

「環境」と「まちづくり」について一緒に考えませんか？

２月２１日に、中央公民館において、
「多賀の

6

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

多賀の農業・農山村を考えるつどいに参加しました

広報たが 2010年4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

せい れつ

５

芹

３７

次号へ続く
広報たが 2010年4月号
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狂犬病予防

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

彦根年金事務所

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

国民年金課 （電）
２３−１１１４

犬には、狂犬病予防法にもとづいた登録（生涯に１回）
と、狂犬病予防注射の接種（年１回）が狂

平成２２年度の国民年金保険料は、月額１５,１００円です！
国民年金の保険料額が見直され、平成２２年

までの保険料を、納付書でまとめて納付（前

４月から平成２３年３月までの保険料は、月額

納）
されると、保険料が３,２２０円の割引となり、

１５,１００円になりました。

たいへんお得です。納期限は、平成２２年４月

毎月の保険料の納付を、
口座振替の早割制度

３０日（金）です。

（当月末振替）
にされると、保険料が月々５０円
の割引になりお得です。手続きは口座振替を
事務所国民年金課まで。
また、平成２２年４月分から平成２３年３月分

犬の登録とは……
生後９１日以上の犬の飼い主は、犬を取得し
た日から３０日以内に、
環境生活課に犬の登録を

お手元に納付書がない場合は、彦根年金事

申請し、交付された鑑札を犬に付けなければな
りません。鑑札には登録した自治体名と犬の固

務所までご連絡ください。

希望される郵便局・金融機関、
または彦根年金

犬病予防法によって、飼い主に義務づけられています。

※口座振替およびクレジットカードによる平

有番号（多賀町第○○○○○号）
が表記されて

成２２年４月分から平成２３年３月分までの１年

いて、犬が全国のどこで保護されても飼い主が

前納は受付を終了しています。

わかるようになっています。犬には鑑札をつける
とともに引っ越しなどの時には犬の登録事項変

平成２２年度の年金額は、平成２１年度と同額です！
平成２２年度の年金額は次のとおりです。

１頭３,０００円です。 なお、一度登録すれば、犬
の所在地が変わっても登録手数料は不要です。

老齢基礎年金■満額

７９２,１００円／年

障害基礎年金■１級

９９０,１００円／年

２級

７９２,１００円／年

遺族基礎年金■基本額

更届も忘れず提出してください。登録手数料は、

狂犬病予防注射とは……

７９２,１００円／年

狂犬病は、犬はもちろん、人にも感染します。

※子１人の加算額 ２２７,９００円／年

いったん発病すると、重度の神経障害をおこ

するか、かかりつけの動物病院にご相談くださ
い。

し、確実に死亡するという恐ろしい病気です。
環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２２年度国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります
特別徴収（年金引き落とし）の方
平成２２年２月に特別徴収だった方は、
４月から平成２２年度保険税（料）の仮徴収が始まります。
４
月・
６月・
８月の年金から、
２月に徴収した額と同額を徴収します。
平成２１年度

本徴収

平成２２年２月
（例）
６，
４００円

➡

平成２２年度

仮徴収

４月

６月

８月

６，
４００円

６，
４００円

６，
４００円

普通徴収（納付書または口座振替での納付）の方
国民健康保険税は、
４月から平成２２年度保険税の仮徴収が始まります。
４月・
６月に、前年度の保
険税額を年１０回の納期で割った金額を仮徴収します。
平成２１年度

国民健康保険税額

（例）
１２５，
０００円

平成２２年度

➡

仮徴収

４月

６月

１２，
５００円

１２，
５００円

※介護保険料と後期高齢者医療保険料、
また、平成２２年度に国民健康保険に加入された世帯の
保険税については、仮徴収はありません。
広報たが 2010年4月号
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集合注射の場合、予防注射等手数料は、
１頭

生後９１日以上の飼い犬は、必ず年１回の予

３,２００円です。なお、混合ワクチン等には、予

防注射を受けなければなりません。予防注射

防注射ワクチンは含まれていませんので、
ご注

は、
４月と５月に行われる集合予防注射を利用

意ください。

狂犬病予防注射を受けましょう！

ねんきん・国保税など

狂犬病に感染すると……
多賀町内の登録犬における予防注射の接種

ています。狂犬病に感染した後では、飼い犬を

率は約８６.４％であり、未登録の犬を含めると

助ける方法はありません。感染した飼い犬に咬

接種率はさらに低下すると考えられます。世界

まれた”
あなた”
も死に至ります。人間が狂犬病

保健機関（ＷＨＯ）
によると、狂犬病の拡大を防

に感染しないためには、犬の予防注射がもっと

ぐためには、地域における８０％以上の犬への

も効果的であることをご理解の上、予防注射を

ワクチン接種をすませておく必要があるとされ

受けてください。

平成２２年度

か

狂犬病予防注射日程

４月１３日（火） ９時３０分〜１１時３０分
中央公民館
１３時〜１５時
多賀町役場
４月１５日（木） １３時３０分〜１４時３０分
川相出張所
１５時〜１５時３０分
佐目多目的集会所
５月１１日（火） １３時３０分〜１４時３０分
多賀町役場

※次のような場合、当日注射を受けられない可
能性がありますので、
ご注意ください。
→妊娠中の犬、過去にワクチン接種で異常が
認められた犬、治療中の疾病がある犬、
１カ
月以内にほかのワクチンを受けた犬、そのほ
か健康に異常が認められた犬

広報たが 2010年4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

町民ソフトボール大会参加チーム募集
方で、他町の県体予選に参加しない

において、多賀町軟式野球連盟運営

方であれば、どなたでもご参加いた

健康な食生活の基本は、栄養バランスのよ

による町民ソフトボール大会を開催

だけます
（高校生以下の学生は不可）

い食事を３食きちんと食べることです。そのう

します。この大会に優勝されたチーム

ので、
ふるってご参加ください。詳しく

日常生活をいきいきとすごすためには、
ここ

えで、特にストレスや疲労がたまっているとき

は、
６月に開催される県民体育大会犬

は、回覧等を見ていただくか、体育協

ろの健康が大切です。私たちは、職場や家庭の

には、
ビタミンやカルシウムを多く含む食品を

上郡予選に、多賀町代表として出場し

会事務局（海洋センター内）
までお問

環境、人間関係など絶えずさまざまな刺激を受

組み合わせるのも効果的です。

ていただきます。多賀町在住・在勤の

い合わせください。

いのではないでしょうか。この季節は、
自分をと
りまく環境の変化によって、
ストレスを感じるこ
とも多くなりがちです。

栄養バランスのよい食事

けています。適度なストレスは、前向きな緊張

カフェインは頭をすっきりさせ、アルコール

感として能力を高めたり、目標を達成するエネ

はストレス解消にも役立ちますが、
とりすぎに

ルギー源になったりと人生のスパイスの役目

は注意が必要です。清涼飲料水も、飲みすぎる

を果たします。
しかし、
ストレスが大きすぎたり、

と血糖値のバランスが悪くなり、ストレス症状

小さなストレスでもたまりすぎたりすると、心身

を起こします。

フリーピンポン講習会を開催しました
２月１８日に、海洋センタートレーニ

者でもある日本フリーピンポン協会

ングルームにて、
フリーピンポン講習

会長の辻本昇さんの競技説明の後、

が耐え切れずに押しつぶされてしまいます。そ

会を開催しました。フリーピンポンは、

参加者の皆さんが４人１組でプレー

の結果、心や身体にさまざまな病気を引き起こ

滋賀県で生まれたスポーツで、
プレー

を楽しみました。会場は和気あいあい

します。

のスタイルは卓球によく似ています

と和やかな雰囲気で、笑い声や歓声

ストレスを完全に取り去ることは不可能です

が、いかに長くラリーを続けられるか

が響いていました。

が、
ストレスが過剰になる前に、
ため込まないよ

を競うスポーツです。この競技の考案

す有酸素運動は、
メタボ対策や
ダイエットにぴったりです。な
かでも、いつでもどこでも気軽
にできるウォーキングは、運動
初心者にはおすすめです。
有酸素運動の開始直後は、
糖 質 が 主 な エネ ル ギ ー 源と
なって身体を動かす燃料にな
ります。朝起きてまもなくの時
間帯などに運動すると、血糖
値が低いので疲労しやすく、す
ぐにフラフラになってしまうで
しょう。これは脳に栄養が行き
届いていないためで、
このよう
な状態で運動することは危険
糖 質 の 中で、ウォーキング

手に付き合っていきましょう。

中の糖分補給におすすめなの

適度な運動

睡眠は、心身の疲れを癒すために欠かせま

体を動かせば、気分がリフレッシュします。ま

せん。疲れたらまずは眠りましょう。睡眠は、
スト

た、適度な運動は心の抵抗力を高めます。これ

レスで崩れた心身のバランスを取り戻します。

まで運動をしていなかった人が急にはじめる

寝不足が続くと疲れがたまって集中力がなく

と、
けがをしたり、長続きしなかったりします。ま

なり、病気への抵抗力も弱くなります。
１２時前

ずは、体を動かすことからはじめましょう。

には眠りましょう。

笑いと遊び

ゆったり入浴

体内の脂肪を効率よく燃や

です。

うに工夫をして、吐き出したり、軽くしたりと上

ぐっすり睡眠

ウォーキングとキャラメル

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

５月９日（日）に、多賀町民グラウンド

この春から新しい生活をスタートする方も多

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

ストレスと上手につきあう

けんこう

が、
「 キャラメル」です。キャラ
メルは全体の８割が炭水化物
であり、
しかも消化が良く即効
性が高いので、食べてすぐに
エネルギーに変換することが
できます。疲れを感じる前に

スポーツキッズ体操教室に多数参加いただきました

心の緊張をときほぐす「笑い」と、楽しめる

２月２０日、
３月６日、
１３日に、海洋

もたちの年齢や能力にあった指導を

入浴は、体を清潔にするだけでなく、疲労回

「趣味」や「遊び」は心へのご褒美です。没頭で

センターでスポーツキッズ体操教室

行い、参加した子どもたちは、楽しみ

復や気分をリフレッシュさせる効果がありま

きる趣味を持っていれば、英気を養うことにも

を開催しました。この教室では、申し

ながら基本技術を習得することがで

す。ぬるめのお湯につかれば、疲れた心が癒さ

なります。
「笑い」は人間が本来持っている免

込みのあった町内小学校低学年の参

きました。海洋センターでは、今後も

れます。入浴剤の色や香りでリラックスするの

疫力を高めます。毎朝、鏡に向かってニコッと

加者がマット運動・跳び箱などの基本

町民の皆さんに多種多様な運動を体

も効果的です。

笑う、意 識

を学びました。

験していただける機会を提供して行

して笑顔を
心がけるな
ど 、笑 う 機
会を増やし
てみてはい
か が でしょ

経験豊富な専門の指導者が、子ど

きたいと思います。

食べるのが理想ですが、
３０分
おきに１粒など、自分で時間配
分するのも良いでしょう。それ
が一定のリズムにもなり、快調
に歩き続けることができると
思います。
そして、翌日に疲れを残さ
ず、
疲労の回復をスムーズにす
るために、終了時にも１粒食べ
るのを忘れずに。また、糖分だ
けでなく水分もしっかり補給し
ましょう。
さぁ、キャラメルをおともに
爽快にウォーキングを！

うか。

広報たが 2010年4月号
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介護予防・後期高齢

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
多賀町国民健康保険では、被保険者の疾病の早期発
見と健康維持、増進に寄与することを目的に、人間ドック・
脳ドック検診の費用助成を実施しています。

介護予防健診を受けましょう！
できるだけ自立して、いくつになっても自分

人間ドック・脳ドック検診を受診されたことがない方
は、一度、受けてみてはいかがでしょうか。

らしくいきいきと暮らすこと、それが介護予防

受診期間

多賀町国民健康保険の被保険者で、保険税

めの機能全体（生活機能）が低下していないか
を点検します。
また、
この健診は多賀町にお住まいの高齢

につながります。
介護予防健診では、体や心の働きに加えて、

助成対象者

人間ドック利用券を受け取られた日〜平成

６５

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

者の健康状態の把握にもつながりますので、送

日常生活動作や仕事・家事をこなす能力、家庭

付された問診票は必ずご提出くださいますよ

や社会での役割などを含む、人が生きていくた

うお願いします。

対象者

に滞納がない方（今年度、
７５歳になられる方は

２２年１２月末

平成２２年４月１日現在で６５歳以上の方（要支援・要介護認定を受けている方を除く）

助成対象外）。

申込方法および受診方法

※対象者には個別で通知します。

※新規申込者を優先に助成します。前年度に

多賀町国民健康保険被保険者証を持参のう

すが、予算の範囲（７５人程度）
に達した場合

え、環境生活課の窓口へ申し込みください（電

は助成できない場合があります。あらかじめ

話での申し込みはできません）。助成対象者を

ご了承のうえ、申し込みください。

決定した後、人間ドック利用券を助成対象者に

合はこの助成を受けられません。
（脳ドックの

関に直接、予約してください。
（早めの予約をお

みは除く）

勧めします。）受診後、指定医療機関に自己負

助成金額

担分を支払ってください。なお、人間ドック利用
券のない受診は助成対象外となります。

日帰り、宿泊ともに検診費用額の５割（１００
※助成額は２万円を限度とします。

申込期間

介護予防健診問診票にご本人等が記入

※回収方法については個別通知

問診票回収

でご案内しています。

生活機能の低下なし

生活機能の低下あり

詳細な検査は必要ありません。

介護予防健診の受診票を交付します。

▶

円未満切り捨て）

事後指導

▶

➡

交付しますので、受診を希望される指定医療機

健診のお知らせ

➡

※多賀町が実施する特定健診を受診された場

健診の流れ

▶

助成を受けられた方も先着順で受け付けま

歳以上の方へお知らせです！

国民健康保険にご加入の方

一度、
人間ドックを受けてみませんか？

国保人間ドック

かかりつけなどの医療機関で、詳細な検査（計

指定医療機関から提供される検診結果をも

測・診察・血液検査・心電図検査など）
を受ていた

等を受けていただくことになります。

だきます。

▶

とに、指導が必要な方には保健師の健康指導

平成２２年５月７日（金）〜２１日（金）の土日・祝日
を除く執務時間中（８時３０分〜１７時１５分）

必要な方は介護予防教室に参加しましょう

〈指定医療機関（下記以外の医療機関での受診は対象外となります。）〉
医 療 機 関 名

人間ドックの種類

彦 根 市 立 病 院 日帰りドック、宿泊ドック
彦 根 中 央 病 院 半日ドック
友仁山崎病院
豊

郷

病

日帰りドック、宿泊ドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック

院 日帰りドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック

市 立 長 浜 病 院 日帰りドック、宿泊ドック、脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック
長 浜 赤 十 字 病 院 日帰りドック、宿泊ドック、
日帰りドック＋脳ドック、宿泊ドック＋脳ドック
湖 東 記 念 病 院 日帰りドック、脳ドック、
日帰りドック＋脳ドック
Ｊ Ａ 厚 生 連 ＪＡドック

広報たが 2010年4月号
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環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）
０７７−５２２−３０１３

平成２２・２３年度の後期高齢者医療制度の保険料率を決定しました
高齢化の進展や医療の高度化などにより、
医療費は年々増加しています。医療費に見合う保険料
収入を確保し、
制度の健全な運営を維持するため、
保険料率を改定します。
ご理解をお願いします。
●平成２２・２３年度の保険料率（年額）
区

分

保険料率
現

行（平成20・21年度）

改定後（平成22・23年度）

均等割額

３８，
１７５円

３８，
６４５円

所得割率

６．
８５％

７．
１８％

※「所得割額」の計算方法……
総所得金額等から基礎控除の３３万円を差し引いた金額×上記の割合
広報たが 2010年4月号
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年度

２２

社会教育委員・育英資金

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

春の全国交通安全運動 ４月６日（火）〜４月１５日（木）
運動の重点

滋賀県交通安全スローガン

１.子どもと高齢者の交通事故防止

教育委員会

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

社会教育活動の現状について
多賀町社会教育委員

会長

野村茂太郎

家庭では……車を運転する家族には、お酒を

平成２２年２月３日に大津市で、
「滋賀県社会

すすめないようにしましょう。飲酒運転や事

教育委員連絡協議会第３回理事会」が開催さ

故について、家族で話し合いましょう。

れました。滋賀県各地区の代表が集まり、活動

運転者は……子どもや高齢者がよく利用する

地域、職域などでは……人が集まる機会を生か

状況や事業計画を審議する会合です。今年度

施設の近くでは、速度を落とし、徐行、十分な

し、飲酒運転の危険性や悲惨さについて話

の事業報告と次年度の取り組みが中心の議題

安全確認をしましょう。

し合いましょう。

で、各市町との情報交換や意見交流する中か

家庭では……子どもや高齢者に対して、交通事
故や近所の交通危険箇所などを例にして、交
通ルールについてひと声かけましょう。
地域、職域などでは……人が集まる機会に、
「思いやり運転」を呼びかけましょう。家族み
んなで参加できる、実践型の交通安全教室
を開催しましょう。
２.飲酒運転の根絶
運転者は……少しの量のお酒でも、運転は絶
対にやめましょう。お酒を飲んだ人には、運転
をさせないようにしましょう。

３.自転車の安全利用の推進

ら社会教育への厳しい実情が見えてきました。

自転車利用者は……夕暮れや夜間に自転車に

１.社会教育委員数の減少

乗るときは、必ずライトを点灯しましょう。歩
道上での駐輪はやめて、必ず駐輪所等を利

こそ、知恵と情熱を持って「人間関係や地縁的

滋賀県の各市町においては、委員数１０〜

なつながり」を大切にした活動を強化させるこ

１５人で活動をしています。それが長浜市や近

とを確認しました。
９月３日に大津で開催される

地域、職域、学校などでは……自転車の正しい

江八幡市の合併で町が減り、社会教育委員数

「近畿地区社会教育研究大会」でも討議する

利用についての理解を深め、参加・体験・実践

も平成２１年度の３６４人から平成２２年度には

予定です。

型の交通安全教室を開催しましょう。

２８３人になります。実に８１人の減少です。こ

３.多賀町の取り組み

用しましょう。

４.後 部座席を含むシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底

れでは社会教育の基本である「地域に密着し
た、
きめ細かな活動」が阻害されます。さらに不

町行政の応援と職員の努力で多賀町は、活

運転者は……シートベルト等の着用習慣をつ

況による県の財政難から活動予算も削減され

発に活動がされています。特に生涯学習講座

けましょう。前席はもちろん、後部座席でも

ています。今、
まさに社会教育活動は危機に直

に人気があり、盛況との報告を受けています。

シートベルトの着用が義務になりました。

面しています。

私も実際に活動に参加して実感しました。つ

２.今後の取り組み

ねに町民皆さんの目線で考えてニーズを誤る

家庭では……車で出かける家族に、
シートベル
ト、チャイルドシートの着用をすすめる「ひと
声」をかけましょう。
地域、職域などでは……シートベルトの着用の

社会教育委員活動報告

平成

『やさしさが キラリ湖国の 交通マナー 』

交通安全・農業委員会

ことなく、タイムリーな事業を展開させたいと

社会教育活動の危機は、理事会でも取り上

思っています。特に、子どもや高齢者が過ごせ

げられ、対策についての活発な意見交換がさ

る安全・安心の拠点づくり、
コミュニケーション

必要性や効果を知らせるため、
「シートベル

れました。事業を他部門と合同で行うことによ

の場の提供をめざして活動をしていきます。皆

ト着用体験車」を活用する安全教室を開催

る経費削減案や運営方法の見直し等です。今

さんからのご意見や要望をお聞かせください。

しましょう。
教育委員会
農林商工課 （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｒ
ｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

農業委員会だより
２月１２日に開催された委員会の審議内容です。
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
耕作権を変更するための申請です。

※他人の農地を農地以外に転用し、借りたり売
買するときに必要な申請です。
・農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

広報たが 2010年4月号
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平成２２年度

多賀町育英資金奨学生募集案内

本制度は、経済的な事由により高等学校・大
※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。
・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……１４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。

・農地法第５条の規定による農地転用許可申
請……１件

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

学等に就学するために必要とする費用の負担
が困難な場合に、その一部として奨学金を給付

３.奨学生の申請方法
希望される方は、教育委員会事務局にて必

する制度です。

要書類（奨学生願書等）をお渡ししますので期

１.奨学生の資格

間内に提出してください。自動更新ではありま

町内に３年以上居住または居住する者の子

せんので、昨年以前から給付されている方も

弟であり、高等学校（定時制含む）、高等専門学

必ず申請を行ってください。

校、専門学校、短期大学および大学に在学し、

４.募集期間

専決処分事項

学業・人物ともに優秀かつ健康であって、学資

・農地転換届出について……１件

の援助が必要と認められる者。

※今回は、田んぼから畑に農地を転換したいと

２.奨学金の給付

の届出でした。

給付し、償還義務はありません。

奨学金（月額）は、高校生（高等専門学校３年

もとづく農用地利用集積計画の決定……

生まで）
１万円、そのほかの短期大学・大学等は

４２件

２万円で、
４カ月分を直接本人または保護者に

平成２２年４月１２日（月）〜５月１４日（金）
５.奨学生の採用
多賀町育英資金運営委員会の選考を経て町
長が決定し、本人あてに通知します。
※詳しくは、
教育委員会事務局へお問い合わせ
ください。
広報たが 2010年4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

ゴールデンウィーク企画

ひょっとしたら、番号つきの個体かも？

親子ペットボトルロケット大会

ミズカマキリ

水ロケット世界大会に出場した松下修治講

「カマキリ」と聞くと、陸上にいるあのちょっ

岳の山頂付近にある池に生息する生き物を調

師の指導のもとに、多賀で大会を実施します。

べています。標高１０００ｍを超える場所に網を

小学生の親子で使用済みのペットボトルを使っ

がさない状態で持ってきてください）、

いかと思いますが、実は水の中にも同じような

かついで登山し、
いろいろと調べた結果、
いくつ

て水ロケットを作成し、打ち上げ、飛んだ距離

１ℓ牛乳紙パック２個（洗って乾かしたも

カマをもった生きものが私たちの身近に生息

かの池にミズカマキリがたくさん生息している

や目標への正確さを競います！飛距離賞、
ター

の）、
マジックやクレパスなど色をぬる道

していることをご存じでしょうか？その名もずば

ことがわかりました。なぜこんな高い場所にい

ゲット賞などをめざしてみんなでロケットをつく

具、雨具、
はさみ

ふもと

るんだろうか？ひょっとしたら麓の水辺から移動

りませんか？

ミズカマキリは、
カメムシの仲間にあたり、本

してきたんだろうか……？さまざまな疑問が浮

※ロケット製作に約２時間、飛距離測定に１時

来のカマキリとはまったく違う仲間です。
しかし

かぶ中、そのナゾを少しでも解明してみようと

間ほどかかりますので、お昼を少しこえる場

前脚は、立派なカマがあり、見た目もなんとな

山頂で確認されたミズカマキリに目印をつけて

合もあります。お弁当を持参していただくの

くカマキリに似ていることがわかります。ふだ

みました
（写真２）
。ある生き物がどう移動するの

も結構です。そのほか、雨具（少雨決行）
を用

んは植物などに止まってじっとしており、
このカ

か、
どう成長するのか、
またどれくらいいるのか

意してください。ゴミは各自でお持ち帰りい

マを使って、
オタマジャクシや小さな魚、
ほかの

を調べるためにこのように目印をつけて調べる

り
「ミズカマキリ」です
（写真１）。

え さ

後援■日本ペットボトルクラフト協会大津支部

ただくよう、
ご協力をお願いします。
日時■５月２日（日） ９時３０分〜１３時

水生昆虫などをつかまえます。つかまえた餌は

方法を「標識調査」
といい、
多くの生き物の調査

そのまま食べるのではなく、口をさし込み、消

で使われています。
とはいえ、
標識をつけた生き

化液を送り込んで溶かした体液を吸っています

物が再び発見される確率はかなり低いため、
よ

（これを体外消化といいます）。また、
この仲間

り多くのミズカマキリにマークをつける必要が

は水中で呼吸をすることはできないため、呼吸

あります。私たちもこれから登山をしつつ、
マー

対象■小学生のお子さんとその保護者

管（こきゅうかん）
と呼ばれる細長い管が２本お

クつきの個体を探しつつ、
このミズカマキリを

定員■親子３０組（申し込みが必要です。）

しりから出ていて、
これを水面に出して呼吸を

追いかけていきたいと思っています。

参加費■１組５００円（キット代、保険代など）

はたして御池岳山頂のミズカマキリは麓の

しています。
は ね

（受付９時開始）
会場■あけぼのパーク多賀ギャラリーおよび
グラウンド

申し込み締め切り■４月29日（木・祝）

また、
ミズカマキリはきちんと翅をもってお

水辺と関係があるのでしょうか？もしマークつ

（定員になり次第、受付を終了します。）

り、水辺を求めてかなり飛び回ることが知られ

きのミズカマキリを発見された方がいらっしゃ

講師■松下修治さん（２００９年ペットボトルロ

ています。やや深い水辺を好んで生息している

いましたら、ぜひ博物館までご連絡をいただけ

ため、多賀町内では、ため池を中心に広く生息

ればと思います。ひょっとしたら、その発見が今

しているのですが、時には庭にある井戸や学校

まで知られていなかったミズカマキリの生態を

のプールなどにもやってくることがあります。

知る大発見につながるかもしれません。
（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

ケット大会日本代表）

親子で化石発掘体験
多賀町にある古琵琶湖層の粘土から化石を

会場■町民グラウンド駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター上）

前の化石に出会えるでしょうか？夢の化石発掘

対象■小学生とその保護者

体験をしてみよう！

申し込み■不要

多賀の植物（花）観察会
ショウジョウバカマなどかわいらしい花を咲
かせる植物が楽しめる季節となりました。自然
一杯の多賀を再発見しましょう。
日時■４月１５日（木） １０時〜１２時
▲多賀町でもよく見かけるミズカマキリ
（写真１）

▲背中に番号をつけたミズカマキリ。発見された方は
ぜひご一報を！
（※マークをつけても、
ミズカマキリに
は影響ありません。）
（写真２）

日時■５月５日（水・祝） 10時〜12時、14時〜16時

発掘する体験をしていただきます。
２００万年

自然観察会

16

ボトル４個（丸い形のもの、ラベルをは

と怖いイメージの昆虫を思い浮かべる人が多

さて、現在私は多くの方の協力を得て、御池

広報たが 2010年4月号

持ち物■１組につき１.５ℓの炭酸飲料のペット

集合■多賀町立博物館

駐車場（９時３０分）

※興味のある方はお気軽に博物館までお問い
合わせください。

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
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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■４月１０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■４月３日（土）、
１７日（土）

小会議室

１３時３０分〜
（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。

「ドリームサークル」

日時■４月７日（水） １０時〜
（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

詳しくは図書館までお問い合わせください。

２月１７日〜２６日までの蔵書点検にご協力

場所■２階

大会議室

日

おはなしのじかん

約１３万点の資料の点検を無事に終えることが
上さん、百々さん、西澤さん、平木さん、本庄さ
ん、山本さん、ほか皆さん本当にありがとうご

／絵 文研出版 ＫＥ オニ

公演中の救命医が、爆破

しまのないふたごのシ

死傷事件に巻き込まれた。駆

マウマが生まれた。仲間

けつけた救急救命士に向か

はずれにされても２人は

い、彼は「私にブラック・タック

平気。昼は真っ白な兄さんが光にまぎれ、夜は

をつけろ」と言う。その意味は死。大阪府警が

真っ黒な弟が闇にかくれて、おにごっこができ

犯人を追うが……。

るから。

3

12

13

14

15

16

17

いずれも土曜日 １５時〜

18

19

20

21

22

23

24

場所■おはなしのへや

25

26

27

28

29

30

※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。

■…休館日

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

写真展『多賀の自然』

日

日時■４月１日（木）〜１８日（日）

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

『故郷のわが家』

『ようちえんにいきたいな』

村田 嘉代子／著

アンバー・スチュアート／
文

レイン・マーロウ／

絵

徳間書店 ＫＥ ヨウ

火

水

木

金

土
1

※ゴールデンウイークも休まず開館しています。
※27日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館さんさん号4月・5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

・1６日（金）
４月 ２日（金）
５月 ７日（金）
・２１日（金）

子ども読書の日
日時■４月２３日（金）

子どもの読書週間
期間■４月２３日（金）〜５月１２日（水）
第５２回こどもの読書週間

月

■…休館日

標語

「たいけんしたいな 本の森」

利用カード再発行について

分するため、故郷に戻ってき

ピヨくんは、たまごか

た笑子さん。彼女の胸にさま

ら か えった ば かりの こ

ざまな想いが夢にうつつに去

ろから早くようち え ん に い きた い な あ 、と

に、
１００円の再発行料金が必要となります。ご

来する……。現代における故郷喪失を描く連作

思っていました。ようちえんってどんなとこ

理解・ご協力をよろしくお願いします。利用者の

短篇集。

ろかな？

皆さんはカードを大切にご利用ください。

キャッチフレーズは
「じゃあ、
読もう。」

2

11

日時■４月３、
１０、
１７日

※「おはなしのじかん」
と一緒に開催します。
今江 祥智／文 村上 康成

６５年前に生まれた家を処

1

10

『おにごっこだいすき』

９１３.６ ムラ

土

9

対象■自由参加

児童書

新潮社

金

8

場所■おはなしのへや

本の紹介

９１３.６ カフ

木

7

日時■５月１日（土） １5時〜

ざいました。
（５０音順）

講談社

水

6

「こいのぼりをつくろう」

『救命拒否』

火

5

子どもの日行事

できました。応援にきてくださった神鳥さん、坂

一般書

月

4

出展■小中 すがさん（町内在住）

期間前から多数の方にお手伝いいただき、

18

4月の休館日

場所■対面朗読室

いただき、ありがとうございました。

広報たが 2010年4月号

日時■４月２４日（土） １４時〜 （１３６分間）

5月の休館日

蔵書点検

２０１０年は
「国民読書年」

図書館カレンダー

（毎月第１土曜日）

※随時、各メンバー募集中!!

鏑木 蓮／著

映画会 『ザ・マジックアワー』

平成２２年４月から、利用カードの再発行時

４月 ９日（金）
・２３日（金）
５月１４日（金）
・2８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

４月 ２日（金）
５月 ７日（金）

４月16日（金）
５月２１日（金）

15:00～15:30 15:00～15:30
藤瀬
川相
(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

１４:４０～15:１0
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4月号
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おしらせ

おしらせ

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証を送付しました

粗大ごみ収集のお知らせ

平成２２年４月１日から使用できる新しい被保険者証（紫

粗大ごみ収集を次のとおり実施しますのでお知らせします。なお、収集日当日は交通渋滞が予想されますので、各対象

色）
を、
３月に簡易書留郵便で送付しました。これまでの被

地域の指定日をお守りくださるようご協力をお願いします。

保険者証（桃色）
は、環境生活課の窓口に返却するか、各自

〜必ずお守りください！〜

で確実に処分してください。
なお、保険税を滞納している世帯には、やむを得ず有効

・下記の指定時間内に搬入してください。

・石油ストーブ等は燃料抜きをしてから出してください。

期間の短い短期被保険者証や被保険者資格証明書を交付

・家具等のガラスは、はずして燃えないごみに出してくだ

・カン等は中身を取り除いてから出してください。

する措置をとる場合があります。納付が困難な時には、滞

・金属製品、木製品、そのほかの製品に分別し出してくだ

納をそのままにせず、お早めに環境生活課に相談してくだ

さい。

さい。

・事業活動（農業も含みます）
により発生したものは出せ
ません。
家庭用でも
回収できない
主なもの

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、洗濯乾燥機、
エアコン、
パソコン、
オートバイ、
スプリングマットレス、
タイヤ
（ホ
イールのみは可）、爆発物、危険物（例：バッテリー、
ガスボンベ、消火器等）、
ふとん、
たたみ、
じゅうたん、
毛布、農業用機械、あぜ波シート、育苗箱、
ピアノ

【上記の
（違反）
粗大ごみはお持ち帰りください。】
指定日時

収集場所

４月１０日㈯
(７時から９時３０分まで）

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

対象地域
四手・大岡・八重練・土田・芹谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円・木曽・久
徳・月之木・中川原

さい。
また、
７０歳から７４歳の被保険者に交付している高齢受

２２年度も継続することを決定したためです。これまでの

給者証（薄橙色）のうち、
「一部負担金の割合２割（平成２２

高齢受給者証も、環境生活課の窓口に返却するか、各自で

年３月３１日までは１割）」の高齢受給者証を交付している

確実に処分してください。

方には、
「 一部負担の割合2割（平成22年7月31日まで

なお、
「一部負担の割合 ３割」の高齢受給者証を交付し

は1割）」の新しい高齢受給者証を、
３月に簡易書留郵便で

ている現役並み所得者の方は、変更がないため有効期限

送付しました。これは、国が一部負担の１割据え置きを平成

まで使用できます。

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証を受け取られたら
被保険者証は、国民健康保険の被保険者であることの

切に保管してください。

４月１７日㈯
滝の宮スポーツ公園駐車場
(７時から９時３０分まで）

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

証明書であり、受診券でもあります。病気やけがで医療を

なお、新しい被保険者証、高齢受給者証が手元に届いて

４月２４日㈯
(７時から９時３０分まで)

受ける時、被保険者証（７０歳から７４歳の被保険者は、被

いない方は、環境生活課に問い合わせのうえ、
これまでの

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑

保険者証と高齢受給者証）
を病院の窓口に提示すれば、年

被保険者証、高齢受給者証と身分を証明するもの（免許証

齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受

やパスポートなど）
を持って来庁してください。

けることができます。受け取られた被保険者証、高齢受給

お問い合わせ

お問い合わせ

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

２−２０３１ （電）
４８−８１１４
環境生活課 （有）

者証の記載内容を確認のうえ、いつでも使用できるよう大

環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４

出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い
厚生労働省 大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課
厚生労働省では、毎年人口動態調査を実施していま

調査方法

自衛官 募集

あるいてまいろう

「多賀三社まいり」

職種■①自衛隊幹部候補生②自衛隊
一般曹候補生（第１回）

お問い合わせ
自衛隊

彦根地域事務所

〒522-0073
彦根市旭町１-２４

す。この調査は皆さんからの出生・死亡・死産・婚姻および

各届書の届出をされるときに、それぞれ職業を記入し

胡宮神社・大滝神社・多賀大社を歩

応募資格■①平成２３年４月１日現

離婚の各届書をもとに、出生や死亡の状況などを調べる

ていただきます。たとえば、
「 教師・看護師」の方は専門・技

いてまいってみませんか？春のそよ

在、大学卒業（見込み含む）
２２

ものですが、国勢調査の行われる年には、人口動態職業・

術職、
「一般事務員・パソコン操作員」の方は事務職、
「小売

風を楽しみながら、心地よいウォーキ

歳以上２６歳未満の方。大学

産業調査を実施し、届書に職業の記入もお願いすること

店主・販売店員」の方は販売職、
「美容師・調理師・飲食店主・

ングを楽しんでください。

院卒業（見込み含む）
について

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/

としています。なお、死亡届には、併せて産業の記入もお

ホームヘルパー」の方はサービス職というように書くこと

日時■５月２日（日） ※小雨決行

は、
２８歳未満②平成２３年４月

ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

願いしています。

になります。

調査結果は、
今後の厚生労働行政の基礎資料として活用
します。

また、死亡届には、農業、建設業、不動産業といった産業
も併せて記入していただきます。

本年は国勢調査の年であることから、届出をされる方々
にはご面倒をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
調査期間
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間
調査対象者
出生・死亡・死産・婚姻および離婚の届出をされる方々
広報たが 2010年4月号
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９時１５分

集合

１日現在、
１８歳以上２７歳未

９時３０分

出発

満の者

集合場所■近江鉄道多賀大社前駅
行程■多賀大社前駅→飯盛木→胡宮

〜５月１０日（月）

神社→楢崎古墳→大滝神社→

試験日■①１次試験：平成２２年５月

出をされる方にお願い（職業・産業例示表）」を備え付け

梨の木→博物館→多賀大社→

１５日（土）
・１６日（日）、
２次試験：平

ていますので、参考の上、記入をお願いします。また、わ

多賀大社前駅（全約１４㎞）

成２２年６月１５日（火）〜１７日（木）

お問い合わせ
多賀町役場 環境生活課 （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４

お問い合わせ
多賀町観光協会
（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３

（電・
Ｆ）
２６-０５８７

受付期間■①②平成２２年４月１日（木）

※役場環境生活課窓口に「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届

からない場合は、窓口でおたずねください。

田中ビル２ｎｄ １Ｆ

②１次試験：平成２２年５月２２
日（土）、
２次試験：平成２２年６月
２３日（水）〜２８日（月）

よろず相談
今月の相談日■４月１６日（金）
来月の相談日■５月１７日（月）
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4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

５月２４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
５月１１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）
５月１０日（月）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２１年１２月生まれの乳児

１０カ月児健診
５月１０日（月）

受付時間▶１３
：１５〜１３：３０

Ｈ２１年６月生まれの乳児

１歳６カ月児健診
５月１２日（水）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２０年１０月・
１１月生まれの幼児

予防接種

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
５月は、ぽかぽか、春をいっぱい感じましょう。
（ 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。

22

さんも継続手続きをお願いいたしま

い。

覧いただけたでしょうか？只今、
多賀B

あわせて、ボランティアスタッフ募

＆G海洋センター・クラブ事務局にて

集中です！18歳以上の方で、
クラブ運

入会手続きを受付中です！

営・各サークル・スクールなどをお手伝

また、随時各教室の開講案内をお

す。各種活動前に必ず年会費・保険加
入をお済ませください。

いいただける方を募集しています。

知らせいたしますので受講をお待ち

会員・ボランティアスタッフの申込
みを心よりお待ちしております。

〈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）

うさぎ広場（１歳児）
４月〜９月

おたのしみクイズまちがいさがし

５月１２日（水） １０：００〜１１：００
ぺんぎん広場（１歳児）
１０月〜３月
５月１９日（水） １０：００〜１１：００
５月２６日（水） １０：００〜１１：００

４月２０日（火）

受付時間▶１３
：３０〜１４：３０

生後３〜９０カ月児でポリオが２回未接種の乳幼児

ＢＣＧ

お話会
５月１１日（火） １０：００〜
場所

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
５月１２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。

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4月号

昨年度までにご入 会 の 会 員 の 皆

い講座もありますのでご注意くださ

項を配布させていただきましたが、
ご

１０:００〜１１:００

子育て支援センター

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

親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。

おしゃべりデー
５月２５日（火） １０：００〜１１：３０
場所 たきのみや保育園
子育ての仲間が集って、気楽にワイワイしゃべって子育
ての情報交換をしましょう。
■子育て相談は、
随時行っていますので、
お気軽に来所
していただくか、
お電話ください。

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

子ども・家庭応援センター

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？

（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

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

多賀やまびこクラブの会員募集要

しています。FAXでの受付ができな

きりん広場（２〜５歳児）

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

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

５月６日（木）

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

こあら広場（０歳児）

ポリオ

５月１１日（火）

ひろばの案内

締め切りは4月30日（金）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。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

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

きます。

4月以降の体力測定および利用講習会日程は未

ト）やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

定のため、決まり次第おしらせします。

メール・有線ＦＡＸでもOKです。

トレーニング室利用時間■10:00〜20:30

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

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。

利用で

きない日■毎週日曜日、
第2・第4月曜日
（第2・第4月

おめでた・おくやみ

曜日が祝日の場合、
翌日が休みとなりますのでご注

生まれました！
おくやみ申し上げます 結婚しました！
吉田 晶彦
☆小林 紗奈（慎治・美奈子） ☆田 中 桜 奈（秀明・千淑） ◆北村とみ枝 ８０歳
♥
☆池 尻 杏 南（亮輔・梨恵） ☆片山 蒼涼（慎一郎・利美） ◆安田 利一 ９２歳
田井中真里
☆藤 野 守 陽（勇次・美紀）
（敬称略）
◆清水 みよ ８７歳

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。

こ ば や し

さ
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さ
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そ う す け

お詫びと訂正▶広報たが３月号で、
誤りがありました。お詫びして訂正します。 ２２ページ 健診のすくすく相談の日 （誤）
「４月２６日（月）」
→（正）
「４月１９日（月）」／２３ページ まちがいさがしの先月号の答え （誤）
「②３カ所」→（正）
「③５カ所」

ひとのうごき

平成2２年2月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,106人 （−
■男性
3,859人 （−
■女性
4,247人 （−
■世帯数
2,682世帯（＋

4）
3）
1）
2）

広報たが 2010年4月号
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