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花ごよみ／ツリフネソウ
（ツリフネソウ科）湿地にまとまって咲いている様子は楽しげでうれしくなります
実をさわると、パシッと音がするほど勢いよくはじけて種が飛びます
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堀教授の絵馬通り活性化講座

まちの話題
社会を明るくする運動

サークル紹介

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

犯罪のない地域社会を築こう よさこいを熱演されました

東京大学の堀教授から絵馬通りの活性化策を学びました
性化するにはどうしたらよいのかを、多賀区や多賀門前町

７月１日に役場玄関前で法務大臣

６月２６
・
２７日に、多賀サービスエリ

衣装を変えたりと細やかな演出にも

自分が住んでいる町がにぎやかになってほしい、
という

からのメッセージ伝達式が行われまし

アで行われた「名神全線開通４５年記

凝っておられ、
２日間にわたり４ステー

思いはみなさんの心にあると思います。ただ何をしたらい

た。今年度第６０回のテーマは「犯罪

念イベント」に、多賀町よさこいサー

ジを熱演されました。また２７日には

いのかわからない…そんなもどかしい思いをされている

およそ１時間半の間、堀教授の考える「よい景観をつく

や非行を防止し、立ち直りを支える地

クル「きらめき多賀」が出演されまし

多賀ささゆりむすめが多賀町のＰＲに

のではないでしょうか。そこで今回は東京大学の「堀繁（ほ

る方法」をみっちりと教えていただきました。今回は大好評

域のチカラ」です。伝達式では多賀町

た。当日は蒸し暑い天気でしたが、お

訪れ、イベントがいっそう華やかにな

りしげる）」教授を多賀福祉会館にお招きし、絵馬通りを活

だった講座の内容を少しだけ紹介します。

推進委員会の委員をはじめ、多くの方

客さんと一体となってみごとな演技

りました。

が見守るなかメッセージが伝達され、

を披露されました。ステージごとに

堀教授の「絵馬どおりのまちづくり、みちづくり、みせづくりへの提言」講座

この運動の重要性を考える機会とな
りました。

「どういう家庭だったらいいと思い

物」。なぜ道が…？と思いましたが、

するそうです。植物や看板などは目の

ますか？」この質問から講座は始りま

人をどれだけ大切にしているのかは

見えるところに置くことが重要なのか

した。
「やはり収入があって、家族が

大きなポイントとなるそうです。道沿

もしれません。

仲良くて…。誰でもそんな家庭がい

いにベンチを置いて、休憩場所をつ

お話を聞いて、
これらは自宅でも同

いですよね。地域でも同じことです。

くっておくことも重要であるとのこと

じことだなと感じました。玄関に花や

持続的な収入、みんなで助け合って

でした。

イスを置いたり…あとは家の中から

いく。それが地域の活性化につなが

災害協定

Ｂ&Ｇプールが「優しいプール」になりました

災害に備えて……

７月３日に多 賀 町Ｂ&Ｇ海 洋セン

手権金メダルの「佐野秀匡」選手を

滋賀県電気工事工業組合と災害時

タープールがリニューアルオープン

お招きしました。子どもたちは新しい

応急復旧に関する協定書を締結しま

しました。
「優しいプー ル」としてス

プールに興奮したようすで、直接佐

した。災害時に、電気設備の迅速な復

ロープが設置され、高齢者の方や小

野選手に手を引いて泳ぎの指導して

旧に対応していただけることとなりま

さなお子様も安全に利用できるプー

もらえてとても楽しそうでした。
Ｂ&

した。今回の協定により、さらに力強

ルに生まれ変わりました。当日はオー

Ｇプールは９月５日（日）まで開放されま

い味方を得ることができました。

プニングセレモニーとしてアジア選

す。ぜひご利用ください。
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また、みせづくりへの提言として、

光が見えると、誰でも入りやすく感じ

お店の前には、植物や看板を見やす

ますよね。
これを町の活性化に活かそ

堀教授が考える地域に重要な点

く置く、道からお店の中をよく見える

うというのですから、意外とアイデア

は、次の３点とのこと。
「持続的な生活

ように（光で中を照らすなど）するこ

勝負ということでしょうか。

（家庭なら収入）」、
「助け合うコミュ

とで、人を呼び込むことができるのだ

最後に堀教授から「いい道をたく

ニティ
（家庭は仲良く）」、
「一人ひとり

そうです。そして壁を直に見せないこ

さん見て、いい道にしていってくださ

の豊かな人生」。これらを実現するた

とも重要とのことでした。大事なのは

い」との宿題が出ました。宿題を早期

「もてなしの心」を大切にすることだ

に提出できるよう、一致団結してがん

ります」

多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター

共栄会のみなさんとお聞きしました。

めには地域の活性化が必要です。
そのためにはたった２つのことが
大事であり、それは「道と、沿道の建

と教えていただきました。

ばっていきましょう。

また人は目線より下の物を重要視
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ECO贔屓

谷口純子さん
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２０歳（一ノ瀬）

ざ

わ

さ

ち

２２歳（木曽）

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

環境基本条例策定タウンウォッチング
（地球環境編）

地球環境のことをみんなで考えませんか？
多賀町環境基本条例策定委員会では、
身近な自然環境や生活環境はもちろんのこと、
町民の皆さん
に
「地球環境問題」
についても考えていただくため、
タウンウォッチング
「地球環境編」
を開催します。
地球とほかの星々とを比較して、地球がいかにすばらしい星であるかを認識してもらい、皆さん
の環境意識を高めてもらえればと考えています。皆さんそろってご参加ください。
日時■８月２０日（金）

☆性格は？

１９時３０分〜２１時３０分

☆性格は？

マイペースで前向き

受付１９時〜１９時３０分

明るい

☆夢中になっていること
（趣味）は？

☆夢中になっていること
（趣味）は？

お買い物、
ドライブ

旅行

☆将来の夢は？

☆将来の夢は？

資格を活かした職業に就きたい

素敵な家庭を築くことです

☆多賀町の好きなところは？

☆多賀町の好きなところは？

自然豊かで四季を感じられるところ

※雨天決行
集合場所■ダイニック アストロパーク天究館
内容■当日見える天体についての解説
天体望遠鏡で星の観察を行う
お話「星空は地球を救う」
参加費■無料

人が素敵!! 自然がいっぱい!!

☆ささゆりむすめとしての抱負

☆ささゆりむすめとしての抱負

多賀のいいところを、たくさんの人に伝えられ

多賀町の魅力をたくさんの方に伝えていきま

るようにがんばりたいです。

す!!

申し込み■不要
お問い合わせ
環境生活課
（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ （Ｆ）
４８-０５９４

環境基本条例制定への取り組み

ささゆりむすめの
お二人を紹介します！

ささゆりむすめ・たがゆいちゃん

ひいき

多賀町観光協会 （有）
２−１５５３ （電）
４８−１５５３

たがゆいちゃん 各地で活躍しています!!
４月２２日にデビューした多賀町マスコットキャラクター「たがゆいちゃん」。現在、町内をはじめと
したいろいろな場所で活躍しています。たがゆいちゃんと出会うと、全部で１０色ある名刺がもらえ
ます！ また、
たがゆいちゃんのホームページやブログも完成しました。たがゆいちゃんの登場情報
や壁紙ダウンロードができます。

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ.ｃｏｍ/ｔａｇａｙｕｉｃｈａｎ/
携帯電話用のサイトも

※当日は、環境生活課・博物館主催の一般向け星空観察会と同時開催となります。

環境基本条例策定に向けての意見交換会を開催しました
去る６月２７日に、中央公民館と大滝武道館

れ、何を審議する機関となるのかなど中身を

の２カ所に分けて、環境基本条例策定に向けて

きっちり決めておく必要がある」
「この条例が

の意見交換会を開催し、計８名の方に参加して

ポイ捨て禁止の強化につながるものになれば

いただきました。

よい」など、参加者の皆さんからさまざまなご
意見をいただきました。

あります。左のＱＲコード

最初に、事務局より今までの経緯や取り組み

でアクセスしてみてくだ

内容を説明させていただきました。次に、委員

今後は、今回いただいた貴重なご意見を参

さい！

長より条例の素案について説明いただき、今回

考にし、多賀町らしい条例になるよう努めてい

の条例案のポイントと考えている点について

きたいと考えています。

皆さんに熱く伝えていただきました。
たがゆいちゃんプロフィール

広報たが 2010年8月号
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その後は、意見交換会となり、
「 今後はハー

出身地■滋賀県多賀町

ド面の環境だけではなく、住民同士が対話し

誕生日■４月２２日 永遠の５才

やすいコミュニティネットワークをつくるソフ

身長■１７５ｃｍ

ト面の環境を考えていかなければならない」

体重■ひ・み・つ

「人間の限りない欲望をどこかで抑えないと

特技■ゆいちゃんスマイル

さらに環境が崩れてしまうのでは」
「町内の人

性格■人とのふれ合いが大好き

の環境への意識を高めるための情報発信が

好物■糸切餅、多賀そば、鍋焼きうどん

重要だと思う」
「多賀町環境基本条例を、
どこ

趣味■社寺めぐり、植物観察

にも負けないような熱い条例にしてもらいた

会うことのできる場所■多賀町の各イベントなど

い」
「環境審議会が重要な役割を担うと考えら
広報たが 2010年8月号
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スポーツ

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

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

湖東三山スマートインターチェンジ

ビーチボール大会開催！
今年は２１チームが参加。試合はラリーポイント制の１セット９点マッチで行わ

アクセス道路整備基本構想の策定

れ、熱い戦いの中にも楽しい笑い声や歓声があがっていました。世代を超えて
平成２２年度においては、湖東圏域１市４町

湖東圏域の彦根市と４町（愛荘町、多賀町、

が定住自立圏構想に取り組むことにより割増

を図るため、
（仮称）湖東三山スマートインター

交付された国の地域活性化交付金を活用し

チェンジへのアクセス道路のルート検討を行

て、現状の道路状況を分析し、国や県と協議を

い、
広域的な道路網の整備構想を策定すること

行い、基本構想の策定に取り組むこととしてい

としています。

ます。

稲里クラブ
Ｂブロック 優勝
Ｃブロック 優勝

昨年末には、
このスマートインターチェンジ

高速道路の本線やサービスエリア、
パーキング

の起工式が行われ、平成２５年度末の完成を

エリア、バスストップから乗り降りできるように

目標に、中日本高速道路（株）
（ＮＥＸＣＯ中日本）

設置されているインターチェンジです。

および滋賀県において整備がすすめられてい

（仮称）湖東三山スマートインターチェンジ

Ａブロック 優勝

リブリィⅢ

スマートインターチェンジってなに？
通行可能な車両をＥＴＣ搭載車両に限定し、

おります。

ます。

ＡＫＢ７
ナイスネーミング賞
ＡＫＢ７

湖東地域内陸部の道路事情

点にある秦荘パーキングエリアを活用して、国

■インターチェンジ間隔が非常に長いため不便

道３０７号にアクセスし、交通の利便性の拡大

■異常気象や事故による通行規制の代替道路が不足

を図ろうとするものです。

■観光シーズンに観光地周辺道路の混雑度大

ベストドレッサー賞
リブリィ

••彦根インターチェンジの渋滞緩和

にコーヒーだけですが……朝
は時間がない、ダイエットして
がないなどいろいろな理由が

多賀中野球部

あるでしょう。

やまびこ賞

でも、朝ご飯には以下のよう

やや嵐

な効果があります。

がんばったで賞
多賀中いちねん

ＭＶＴ賞

１、朝ご飯は１日の元気の源。
２、朝ご飯を食べると体内のい

稲里クラブ

ろんな機能が刺激を受けて
脳や身体が目覚めます。
ご飯やパンに含まれるデン
プンはブドウ糖からグリコー
ゲンとして肝臓に蓄えられ
ますが、睡眠中は脳にブドウ
糖が補給されないので「朝
ご飯を食べないと、
なかなか

••インターチェンジへのアクセス性の向上により、交通の利便性が拡大
••観光施設へのアクセス性の向上により、観光振興を支援

が増えているみたいですね。

いるから朝食は抜く、朝は食欲

元気はつらつ賞

（仮称）湖東三山スマートインターチェンジ設置による大きな効果
••災害時の代替道路を確保

最近、朝ご飯を食べない人
と、言う私も朝は苦手で食パン

は、名神高速道路の中で、インターチェンジ間
隔がもっとも長い（２１km）区間のほぼ中間地

朝ご飯で健康生活

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

甲良町、豊郷町）では、湖東地域全体の活性化

楽しめるビーチボール大会は秋にも開催予定です。皆様のご参加をお待ちして

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

湖東定住自立圏構想に取り組んでいます

湖東定住自立圏

爽快！水中ウォーキング
海洋センタープールで７月１４日に

ことは筋肉の緊張を和らげるために
いいのだそうです。

••内陸工業地としての産業活動が円滑化し地域産業の活性化

高齢者対象の水中ウォーキング講座

••高度な救急医療施設へのアクセス時間が短縮し、救急医療活動の強化

が開催されました。いつも元気いっぱ

仲間と楽しく会話を楽しみながら、

いの北京子先生を講師に迎え、歩き

全身運動！きっと、水が苦手な方でも、

ながら体をひねったり、腕や足を大き

水中運動の効果や楽しさをわかって

く動かしたり、水中で爽快にウォーキ

いただけると思います。今回参加さ

ングを楽しみました。皆さんにも、
「来

れなかった方も、ぜひチャレンジして

てよかった！」と大好評。顔をつけな

みてください。海洋センタープールは

くてよいので、おしゃべりしても大丈

９月５日（日）まで開放しています！

夫。息を止めずに、酸素を取り入れる

脳が目覚めることができな
い」のです。
３、生活習慣病を予防します。
規 則 正しい 生 活 習 慣 を 送
ることは、食べすぎを防止し、
肥満や生活習慣病を予防しま
す。空腹の時間が長いと、食べ
物をすべて吸収しようとし、太
りやすい体質になります。
朝ご飯と適度な運動で、
朝か
ら健康生活をはじめてみませ
んか？
（体育指導委員
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小泉健司）
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児童扶養手当

民児協だより／消防

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

児童扶養手当が父子家庭にも拡大されました！
児 童 扶 養 手 当は、子 育てと生 計を一 人で

児童扶養手当の額（本人および扶養義務者

担っているひとり親家庭を対象に支給されま

の所得制限があります）

す。以前は母子家庭に限られていましたが平

全部支給■月額４１,７２０円

成２２年８月１日より父子家庭も支給対象とな

（対象児童数によって加算あり）

りました。

一部支給■月額４１,７１０円〜９,８５０円

支給要件

※４月・８月・１２月に前月までの分を支払います。

次のいずれかに該当する児童を監護し、
かつ
生計が同じである父または養育者に支給され

児童扶養手当を受けるための手続き

ます。
１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

認定請求書・戸籍・住民票など家庭の状況に

までの児童を養育している方が対象です。
（た

より必要な書類があります。手続きは、多賀町

だし、障害が中程度以上の児童の場合は２０歳

役場

未満までとなります。）

••支給要件に該当し請求手続きを行った翌月

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
-心のふれあいを大切に-

たが民児協だより 民生委員 児童委員
〜保・幼・小・中学校訪問〜
町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校に通

つながりが感じられました。参観のあと、園長先
生や校長先生から子どもたちの学校の様子、
校園で力を入れているところなどについて聞

う子どもたちの様子を知るため、
６月１４日、
１７

かせていただき、改めて「人の話はしっかりと聞

日に各施設を訪問しました。

く」
「規則正しい生活をする」など基本の大切さ

園では給食前の様子や集会、
プール、小学校

を痛感しました。最近、新聞やテレビでいろい

では授業中の様子、中学校では合唱コンクー

ろな問題が聞かれますが、
これはどこでも起こ

ルに向けての練習などを参観しました。先生の

りうることとして「多賀の子」を「多賀のおとな」

話を聞きながら活き活きと活動する子どもた

が見守っていく必要を感じています。

ちの姿が見られ、先生と子どもたちとの温かい

（多賀地区担当

火口悠治）

福祉保健課で行います。

••父母が婚姻を解消した児童

分から支給されます。

••母が死亡した児童

ただし、平成２２年８月１日現在で支給要件に

••母が重度障害の状態の児童

該当する父子家庭は、平成２２年１１月３０日ま

••母の生死が明らかでない児童

での間に手続きをされた場合、
８月分から支給

••そのほか
（遺棄、拘禁、未婚等）

されます。
▲ささゆり保育園

▲大滝幼稚園

▲多賀幼稚園

▲大滝小学校

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届提出を！
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資
格のある方は、毎年８月１日現在における受給

提出期間

資格・生計維持関係・所得の状況を提出しなけ

児童扶養手当■８月２日（月）から８月３１日（火）まで

ればなりません。この届がないと８月以降の手

特別児童扶養手当■８月１１日（水）から９月６日（月）まで

当が受給できなくなるので、
ご注意下さい。

提出書類■現況届（所得状況届）、手当証書（受

右記以外の必要書類は、各受給者宛に送付

給中の方）

される通知書をご覧下さい。

彦根市消防署

「ひとり親家庭サポート定期便」をご存じですか？
ひとり親家庭の皆さんに、生活や子育て支

火災になれば、真っ先に危険にさらされるの

に着火して発火した。
事例２■子どもが土手に落ちていたライター

は「子ども」です。子どもの火遊びで「まさか！」

お届けしています。年３回（６月・１０月・２月）、滋

ということにならないためにも、日ごろから子

で火をつけて遊んでいたところ、周囲の

賀県知事から委嘱されたひとり親家庭推進員

どもたちに火災の恐ろしさと火災予防の大切

枯草に燃え移り火災になった。

がご自宅までお届けします。ご希望の方は、福

さを教えて、理解させておくことが大切です。

祉保健課までお申込みください。

事例１■ふだんはライターを子どもの手の届

ハブ小屋に、子どもたちが無断で侵入し

かないところに置くように心掛けていた

て、
ライターやマッチなどを用いて火遊

両親が、
たまたまライターをテーブルの

びをした結果、出火して火災になり、敷

上に置き忘れたところ、子どもがそのラ

地内にあったほかの３棟の建物にも延

イターをいたずらして、部屋のカーテン

焼拡大した。

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５
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全国の火遊びによる火災事例

援・就労支援・貸付制度などいろいろな情報を

お問い合わせ・お申込み先

広報たが 2010年8月号

犬上分署 （電）
３８-３１３０

事例３■以前、事務所として使われていたプレ

広報たが 2010年8月号
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多賀町青少年育成町民会議

いくせい／OH!MY BABY
中央公民館内

ねんきん／農業委員会だより／火災警報器

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３−３９６２ （電）
４８−１８００

小惑星探査機「ハヤブサ」の地球帰還に思う
青少年育成会議会長

小菅辰一

麦秋の候、
日ごろは、多賀町青少年育成会議

ワ」への着陸を果たし、去る十三日夜、
オースト

の活動に対し、格別のご理解とご支援を賜り誠
に有難うございます。

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

国民年金課 （電）
２３−１１１４

１０月分から翌年３月分までの保険料を
口座振替にすると1,030円お得です！
１０月分から翌年３月分までの６カ月分の国

うちょ銀行の窓口で手続きをしてください）お

ラリア南部ウーメラ付近の砂漠に着地、七年ぶ

民年金保険料を口座振替でまとめて納付（６カ

申し込みは８月末までにお願いします。引き落
とし日は１１月１日です。

り六十億キロの旅を終えて地球に帰還した「ハ

月前納）
されると、保険料が８９,５７０円となり、

おかげ様で、昨年の四月に前会長山本様よ

ヤブサ」で彼の業績はマスコミでの報道です

毎月１５,１００円を納付されるよりも１,０３０円

り会長の重責を引継ぎ、その後新型インフル

でにご承知のように、世界ではじめて小惑星へ

お得です。ぜひご利用ください。お申し込みは、

エンザの蔓延による育成会議歴史上初めての

着陸、地球への帰還と言う偉業もさることなが

口座振替を希望される金融機関等またはお近

ている方が、口座振替による６カ月前納を希

「育成大会」の中止と言う大ハプニングが有り

ら、打ち上げ以降のいろいろなトラブル、波乱

くの年金事務所まで。

望される場合は、振替方法の変更手続きが

ましたが幸い町民の皆様方、関係各位の方々

万丈の日々とこれに対する地上のスタッフとの

の温かいご理解とご支援のおかげで無事今日

決して諦めることのない交信、数々の手当てが

を迎えられましたことは望外の喜びでございま

あったと言われ、時には絶望的な故障さえ有っ

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

す。改めて厚く御礼申し上げます。こうしたご厚

たと聞きます。
しかし、
そのたびに地上基地と彼

情に甘え、
わが身の力不足をも省みず今一度、

とのあきらめない会話、心の通信があったと報

農業委員会だより

会長の重責に挑戦をさせていただくことと致し

じられています。

５月１２日に開催された委員会の審議内容

（ゆうちょ銀行を希望される場合は、直接ゆ

ました。身のほど知らずとの御叱責は重々承知

話が飛躍するかもしれませんが、青少年の育

いたしておりますが今まで以上のご指導ご協

成にも同じことが言えるのではないかと思いま

もとづく農用地利用集積計画の決定…４件

力を賜りますようお願い申し上げます。

す。親の膝元から離れない幼児期から、少しず

※農地の貸し借り期間を設定して耕作する制

••農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

さて、青少年を取り巻く環境は大変劣悪をき

つ親離れする思春期、完全に親離れをしなけれ

わめていると言われています。一昨年のアメリ

ばならない青年期、地球から遥か六十億キロ

６月９日に開催された委員会の審議内容

カ発の経済不況は新型インフルエンザ以上の

離れた「ハヤブサ」と必死の交信とあきらめな

••土地利用協議書の受理について……１件

猛威をふるい世界の経済に大きな混乱をもた

い会話が大きな絆となって彼を手元に還した

※携帯の中継施設等の設置に伴う農地転用の

らし日本でも年間３万人を超える自殺者を数え

ようにどんな困難な時でも会話ができ、心の通

度です。

協議書です。

新たに選任された農業委員の紹介
農業委員会等に関する法律第１２条第１項第
１号の規定により、次の方が農業委員に選任さ
れました。
○多賀町議会からの推薦

富永

勉さん

任期■平成２２年４月７日〜平成２３年７月１９
日まで
○農業共済組合からの推薦

野村

吉晴さん

任期■平成２２年５月３１日〜平成２５年５月

信ができる家庭であり、地域でありたいもので

に大きな影を落としていると言われ、色んな施

す。大きく成功した子らはそれでよい、でも失

策が次々とうたれていますが決め手はなくどう

敗し挫折したとき多賀の地を想い「俺はあの時

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

この困難を乗り切るのか思案投げ首と言う現

ヒーローだった」
と自慢できる地域,社会づくり

状です。こんな中、小惑星探査機の地球帰還は

に少しでも御役に立つような活動をめざして微

多賀町高齢者居住住宅火災警報器設置事業のご案内

久々に私たちに希望と、将来への光明を与えて

力ながら努力をしていきたいと考えています。

くれた明るい話題でした。

転出された世帯、および上記の要件を満た

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げ、
ご

世帯の住宅に火災警報器を設置することによ

さなくなった世帯等は助成の対象となりま

挨拶とさせていただきます。

り、高齢者に火災予防の重要性を啓発し、高齢

せん。また住民票上は世帯別々（世帯分離）

者の生活の安全を確保するとともに福祉の向

でも、同じ家に高齢者世帯以外の世帯の方

上を図るため、多賀町では下記の要件に該当

が住んでいる場合は対象となりませんので

ＯＨ!ＭＹ ＢＡＢＹ
島澤
し ま

さ わ

３０日まで

ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの

前、
２００３年に打ち上げられ、小惑星「イトカ

紗英ちゃん
さ

え

（平成２１年８月１９日生まれ）
コメント
１歳おめでとう。お兄ちゃんと仲良く遊んでね。

する世帯に対し警報器設置にかかる費用の助
成を行います。
対象となる世帯

ご注意ください。
費用負担額
警報器設置１個につき４００円（住宅１戸に

平成２２年７月１日現在、多賀町に住所があ

つき２個までとします。なお、設置１個に要する

り、
かつ世帯全員の平成２２年度の町民税が非

費用は警報器１個４,０００円および設置費用で

課税である世帯で以下のいずれかに該当する

す。）

世帯。

※社団法人多賀町シルバー人材センターに委

高齢者世帯（満６５歳以上の高齢者のみで構成
される世帯）
※ただし、対象となる世帯でも申請時において
世帯員の全員が死亡している場合、当町から
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必要です。

ると言う社会の困窮が、青少年の健やかな成長

この小さな英雄は今をさかのぼること七年

広報たが 2010年8月号

※現在、口座振替による毎月納付を利用され

託しますので、設置時に支払いください。
申込方法
対象となると思われる方は、福祉保健課まで
お問い合わせください。
広報たが 2010年8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

「星空の街・あおぞらの街」全国大会プレイベント

底から川の様子を見守る魚

企画展

カジカ大卵型

星空は地球を救う

私たちがふだん眺めている星空には、多くの

る私たちの地球環境などを紹介します。

不思議な、そしてすばらしい現象が秘められて
多賀町には、芹川、犬上川という大きな川が

れぞれカジカという名前がついたそうです。た

います。天文学の発達の歴史、最新の天文学が

期間■７月２１日（水）〜８月２９日（日）

流れており、
これまでの調査によって３０種以

しかにこのカジカはしっかりとした肉で、から揚

明らかにする宇宙の姿、天文学的に見た地球と

場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

上の魚が生息していることがわかってきまし

げなどで食べると美味しく、
また煮るとよい出

いう星、そして身近な星空の観察を通じてわか

観覧料■無料

た。これらの川は、流れの速さ、深さがさまざま

汁もとれます。石川県などではこのカジカをゴ

で、
また川底にも砂やいろいろな大きさの岩や

リと呼び、高級料理として多くの人に食されて

イベント・観察会

石があり、いわゆる河川上流の環境をしていま

います。

あけぼのＫｉｄｓ工房

カジカは河川の環境変化に敏感で、川底の

も多く、
カジカ大卵型はその代表といえます。

環境が変わってしまうと、姿を消してしまいま

多賀町では「いしんぱ」をはじめ、地域によって

す。多賀町内でも場所によっては、すでに姿が

身近な道具をつかって、なんと１６連射の輪

いろいろな名前で呼ばれている魚です。

見られなくなった場所もあり、今後の動向が心

ゴム銃をつくることができます。夏休みの工作

「１６連射輪ゴム銃を作ろう!!」

現在、
この魚は日本国内での分布や卵の大

配されています。カジカは石と石、石と砂の間

にぜひどうぞ!!

きさなどから大卵型、中卵型、小卵型の３種類

に隙間ができるような川底との関わりが強い

日時■８月２１日（土）
１４時から

に分けられており、
このうち多賀町にはカジカ

魚といえます。そして、そのような場所には多く

場所■あけぼのパーク多賀

大卵型が犬上川、芹川に生息しています。ふだ

の水生昆虫や魚が生息しています。そう考える

対象■小学校４年生〜６年生

んは川底の石の下などに隠れており、主に水

と、
カジカの存在は生きものが豊かな上流の河

参加費■無料

生昆虫や小魚を食べて暮らしています。また、

川環境を示すバロメータなのかもしれません。

メスは卵を石 の 下に産 み つけ 、オスは 卵 が
ふ

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

か

多賀の花観察会
今回は、湿地の植物を観察します。キキョウ
やオミナエシなど、秋の七草の花たちにも出会
えますよ！
※事前申し込みは不要です

大会議室

日時■８月１９日（木）
１０時〜１２時
（９時３０分あけぼのパーク集合）
参加費■１００円

平成２２年度第１回多賀町立文化財センター企画展示・講演会

〜多賀大社文化財修理完了記念事業〜

孵 化するまで卵を守るという習 性をもって
います。

「多賀大社奥書院の障壁画と庭園」

ところで、
カジカと聞くと、
カエルの仲間のカ

多賀大社奥書院障壁画は多賀町指定文化財

ジカカエルを想像される方もいると思います。

します。また、修理完了後の状況を公開するこ

どちらも漢字では「河鹿」
と書きますが、それぞ

です。平成１８年から４カ年の計画で修理をしま

れの名前の由来は異なっています。魚のカジカ

した。奥書院庭園は国史跡です。平成１８年か

パネル展示会

は、
「鹿のようにおいしいから」、
カジカガエルの

ら４カ年かけて測量と発掘と復元・整理作業を

場所■あけぼのパーク多賀ホールギャラリー

ほうは「鹿のように鳴くから」ということからそ

実施し、
ともにこの、平成２２年３月に完了しま

期間■９月１８日（土）〜１０月２４日（日）

した。指定文化財修理業務が完了したことを記

講演会

念し、パネルを中心とした展示と講演会を開催

場所■多賀大社参集殿

とになりました。

キ

日程１■１０月２３日（土）
１４時〜
リ

「障壁画について」

琵琶湖文化館学芸員の井上ひ
ろ美氏と、松雲堂（文化財修理業者）表具師の藤
日程２■１０月２４日（日）
１４時〜
男氏と、
（財）滋賀県文化財保護協会主任技師、
重田勉氏のお二人に講演いただきます。
修理が終了した奥書院「障壁画と庭園」
は２３日と２４日に無料で公開します。ペー

▲ 河川の上流に生息しているカジカ大卵型
広報たが 2010年8月号
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▲カジカが生息している川の様子。川底にはさまざま
な大きさの石や砂があり、その中にはいろいろな生
きものが生息できる
「すきま」があります。

ジの右端に無料入場券がありますので切
り取って、当日ご持参ください。

※講演会は無料ですが事前申し込みが必要です。
事前申込■９月１８日から受付開始
お問い合わせ・申込先
多賀町立文化財センター
（有）
２−０３４８ （電）
４８−０３４８

リ

「庭園について」

京都産業大学教授、鈴木久

ト

本淳三氏、お二人に講演いただきます。

期日■平成２２年１０月２３・２４日 観覧時間■９時〜１６時
（本券１枚につき２名様までご利用いただけます）

す。そんな上流の環境にのみ生息している魚

多賀大社奥書院・庭園観覧無料券

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8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

「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。

いりません。お子さん連れでも参加していただ

小会議室

※８月はお盆のため、第１土曜日に活動

けます。
（毎月第１
・
３土曜日 １３時３０分〜）

日時■８月４日（水） １０時〜
活動場所■２階 小会議室

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

対象■大人

（毎月第１土曜日）
※随時、各メンバー募集中!!

詳しくは図書館までお問い合わせください。

雑誌のおわけ会
ます。
期間■前半：
７月２４日（土）〜８月 ８日（日）
内覧期間■７月１７日（土）〜７月２３日（金）

『ゲゲゲの女房 上』

冊数■前半は１人５冊まで。後半は制限なし。

石井睦美／著

武良布枝／原案

ポプラ社 ９１３.６イシ

日本放送出版協会 ９１３.６イガ

県 立 高 校２年 、テニ ス部 所

商家で産まれた飯田布美枝は

属。ボーフレンド、
なし。兄２人

２９歳で、
１０歳年上の貸本マン

図書館が所蔵する図書・ＡＶ資料・雑誌の予約

の５人家族、末っ子—。そん

ガ家・村井茂と見合いをする。戦

や、借りている資料の確認がインターネットで

地で左腕を失った彼のペンネー

できます。いずれも予約していただけるのは、

な松本亜実の平穏な日常に、
ある日事件が起こる。
「ジュン兄」が突然…。

ムは「水木しげる」。ＮＨＫテレビのノベライズ。

「インターネット利用登録」についてお知らせ

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

児童書

『夜空の訪問者』

『アリクイにおまかせ』

斉藤洋／作

竹下文子／作

森田みちよ／絵 ｋ９１３サイ

小峰書店 Ｋ９１３タケ

ある日ぼくは公園で「旅するオ

かたづけが苦手な女の子ココちゃん

オハクチョウ」に出会う。彼はハ

のところに、
「アリクイかたづけサー

クチョウ座にめぐりあうために

ビスしゃ」のアリクイたちがやってき

旅をしているのだと言う。そして

た。彼らはみるみるうちに、ココちゃ

星座のはなしをきかせてくれるのだった。

堀川波／絵

んの部屋をきれいにかたづけてくれるが…。

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用
があります。
くわしくは、
カウンターでお尋ねく
ださい。

長期延滞者の貸出し制限について
平成２１年度４月から、返却期限が大幅に過
ぎている長期延滞者の方には、延滞している図
書・ＡＶ資料をお返しいただけるまで、貸出しを

絵本

『たまごのなかにいるのはだあれ？』

『もねちゃんのたからもの』

控えさせていただきたいと思います。延滞され

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

※26日（木）は、
月末整理のため休館です。

9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

■…休館日

※30日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館さんさん号8月・9月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日
８月 ６日、２０日（金）
９月 ３日、１７日（金）

Ｂコース
（多賀）第２金曜日
８月１３日、 ９月１０日（金）

１２：５０〜１３：３０
大滝小学校
８月 ６日（金）
９月 ３日（金）

１３：００〜１３：３５
多賀小学校

８月２０日（金）
９月１７日（金）
１４：００〜１４：３０
多賀清流の里

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

１４：００～１４：３０
多賀幼稚園

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

ミア・ポダサ／作

たかおかゆうこ／作・絵

ている資料の中には、予約の入っているものも

福音館書店 ＫＥタマ

徳間書店 ＫＥモネ

あり、ほかの利用者の方にもご迷惑をおかけし

いろんな場所に、６種類のたまご。親

もねちゃんは、たからものをたくさん

ております。より多くの方に気持ちよく利用し

が大事に守っている。どんな動物が

持っています。ある日、
「ひみつのたから

ていただくために、
このような制限を設けさせ

※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、
１ヶ月後となります。

生まれてくるか、わかるかな？生まれ

もの、見にきていいよ」という手紙を、

ていただきました。ご理解いただきたくお願い

※多賀清流の里は第３金曜日のみの巡回になります。

申し上げます。

※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。

てからの動物たちの様子や、特徴も楽しく語られた絵本。

14

※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「この

場所■対面朗読室

『兄妹パズル』

広報たが 2010年8月号

場所■おはなしのへや

後半：
８月１０日（火）〜８月２９日（日）

一般書

キャッチフレーズは
「じゃあ、
読もう。」

日時■８月７、
１４、
２１日

図 書 館で不 要になった雑 誌をおゆずりし

本の紹介

２０１０年は
「国民読書年」

おはなしのじかん

ます。

「ドリームサークル」

（毎月第１水曜日１０時〜）

大会議室

ゆびとまれ」、そのほかは図書館司書が行い

場所■２階 大会議室

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

8月の休館日

いずれも土曜日 １５時〜

日時■８月７、
２１日（土）
１３時３０分〜

読書会

邦画『西の魔女が死んだ』
場所■２階

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

（毎月第２土曜日１時３０分〜）

図書館カレンダー

日時■８月２８日（土）
１４時〜
（１１５分間）

「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■８月７日（土）
１３時３０分〜
場所■２階

子どもの本のサークル

映画会

紙ひこうきにして飛ばしました。それを見てやてきたのは？

※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。

広報たが 2010年8月号
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けんこう

おしらせ

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆ
ｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎｔ
. ａｇａｌ
. ｇ.ｊ
ｐ

こんにちは保健師です

子どもの予防接種について

「さわやかウォーキング」—
多賀三社まいり

胡宮神社・大滝神社・多賀大社を歩

いてまいってみませんか？自然を楽し
みながら、心地よいウォーキングを楽

自衛官募集

四年制大学を卒業または卒業見込

取組の一環として、
７月から短期派遣

みの方は、受験できません。詳しくは、

制度を活用し、集中的に滞納整理を

曹候補生（２回目）③海上・航空自

滋賀県警察のホームページをご確認

実施しています。個人住民税、固定資

衛隊航空学生

ください。

産税、軽自動車税、国民健康保険税な

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｓｈｉｇａ.ｊｐ/ｐｏｌ
ｉｃｅ/

どを滞納し、納税の意思が見られない

お問い合わせ

滞納者に対して財産調査を行い、預

職種■①自衛官候補生②自衛隊一般

応募資格■Ｈ２３年４月１日現在で①

子どもは、大人と比べて免疫力

予防接種法によって対象疾病、対

しんでください。

②１８歳以上２７歳未満の方③

が未熟であるうえに、ほとんどの感

象者および接種期間などが定めら

日時■９日１２日（日） ※小雨決行

１８歳以上２１歳未満の方

染症が初めての経験なので、感染

れた定期の予防接種と、それ以外

症にかかりやすいのです。

の任意の予防接種があります。

８時３０分〜１１時
（時間内は随時受け付け）

受付期間■①９月１０日まで②③８月
１日〜９月１０日

（電）
０１２０-２０４-３１４

難聴に関する—
講習会のお知らせ

そのため、
感染症から子ども
（自分

予防接種ですべての病気が防

の子どもはもちろん、
まわりの子ど

げるわけではありませんが、予防

行程■多賀大社前駅→胡宮神社→楢

日、女子：
９月２６日②１次：
９月１８

もたちも）
を守るために、
予防接種は

接種の有効性と副反応についてよ

崎古墳→大滝神社→梨の木→博

日、
２次：
１０月７日〜１４日③１次：

て、難聴に関する講習会を開催しま

非常に効果の高い手段の一つです。

く知り、考えて予防接種を受ける

物館→多賀大社→多賀大社前駅

９月２３日、
２次：１０月１６〜２１

す。興味がある方はどなたでもお越し

日、
３次：下記連絡先までお問い

ください。

合わせください。

日時■８月２８日（土）
１３時〜１６時

ようにしましょう。

予防接種には下の表のような、
対
定期の
予防接種
任意の
予防接種

象

疾

病

ＢＣＧ、
ジフテリア、百日咳、破傷風、
ポリオ、麻しん、風しん、
日本
脳炎
季節性インフルエンザ、おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエ
ンザ菌ｂ型
（ヒブ）
ワクチン、
肺炎球菌ワクチンなど

日本脳炎予防接種について
日本脳炎予防接種は、接種後の
重篤な副反応（急性散在性脳脊髄

接 種できない 可 能 性もあります
ので、ご了承ください。

集合場所■近江鉄道多賀大社前駅

（全約１３㎞）
お問い合わせ
多賀町観光協会
（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３
企画課
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

多賀ふるさと楽市—
フリーマーケット出店者募集
日程■１０月１７日（日）

試験日■①男子：９月２５日または２７

お問い合わせ
自衛隊彦根地域事務所
彦根市旭町１-２４田中ビル２ｎｄ １Ｆ
（電・Ｆ）
２６-０５８７

身体障害者相談員による—
「身体障害相談」を行います

身体障害者相談員は、身体障害者

きこえにお困りの方々を対象とし

場所■多賀町総合福祉保健センター
ふれあいの郷
内容■○言語聴覚士による聴力のし

力検査と個別相談
参加費■無料

会場■高取山ふれあい公園特設会場

場所■多賀大社前駅周辺または絵馬

関係機関に連絡をとるなど必要な指

申し込み■不要（当日会場にお越しく

料金■9月4日分前売1,500円・当日

通り
（※出店場所は選べません。）

導や助言を行うため、また地域福祉

ださい）

2,000円（1ドリンク付）、9月5

活動の中核となって障害者福祉の向

お問い合わせ

日分前売2,000円・当日2,500

的な勧奨が差し控えられてきまし

人への接種や、
２期（小学４年生の

つくったものなどに限る。※食

だけます。ぜひご来所ください。

た。しかし、新しい日本脳炎ワクチ

年齢）の接種については、現在国で

品 、食 料 品 など実 行 委 員 会 が

相談日■８月２８日（土）

ンの安全性が確認できたことから、

検討されていますので、詳細が決

販売不可としたものは、お断り

平成２２年度より、
３歳の子ども
（平

まりましたらお知らせします。

します。

して接種を受けることができます

福祉保健課

が、ワクチンが不足した場合には

（有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５

区画■１区画 ３ｍ×３ｍ
（予定）
申込期限■９月１０日（金）
※申し込み用紙は、企画課または町の
ホームページで入手できます。
お申し込み・お問い合わせ
ふるさと楽市実行委員会事務局
（企画課内）
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

（参考）厚生労働省のホームページ内の「日本脳炎ワクチン接種に係るＱ＆Ａ」

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｈｌｗ.ｇｏ.ｊｐ/ｑａ/ｋｅｎｋｏｕ/ｎｏｕｅｎ/
をご覧ください。

（Ｆ）
４８-０１５７

１３時３０分〜１６時
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

16

（電）
０７７-５６１-６１１１

電気使用安全月間

感電死傷事故が多発する８月に安

全運動を実施します。新聞やＴＶなど

相談員■身体障害者相談員

を通じての啓発活動や、講習会など

お問い合わせ

を行います。日ごろから電気安全を心

福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

滋賀県警察官（Ｂ・高卒程度）—
採用試験のお知らせ
滋賀県警察本部では、警察官を募

集しています。
第１次試験■９月１９日（日）
試験区分ごとの採用予定人員
男性Ｂ■１５人程度
女性Ｂ■３人程度

広報たが 2010年8月号

11時～17時

からの日常の相談や、内容によっては

きこえの相談事業担当

お問い合わせ

てるために開催するイベントです。会

資格■町内在住の方。未成年は不可。

います。さまざまな相談を受けていた

い合わせください。

森、湖東の森を保全する気持ちを育

日時■9月4日（土）16時～、9月5日（日）

上をめざすために、県から委託されて

３歳 以 外 の 子ども（４歳 〜７歳

ト」は、琵琶湖のルーツである水源の

○講習会後、
ご希望の方には聴

類 、お も ちゃ、古 本 、参 加 者 が

半 未 満 ）も 指 定 医 療 機 関 で 予 約

「ハッピィ=フォレスト=プロジェク

ただけます。

販売品■不用となった家庭用品、衣

ありましたら、福祉保健課までお問

ハッピィ=フォレスト=プロジェクト
2010 in TAGA

を活用されている方の体験談

平成１７年からの積極的勧奨の

を再開しました。

（有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３

お買い物を楽しみながら過ごしてい

差し控えにより接種できなかった

種の受け方など、
わからないことが

税務課

○難聴で補聴器や補聴援助機器

炎）発生との因果関係があるとい

象にワクチン接種を勧奨する通知

お問い合わせ

場では素敵な音楽や食、モノづくりや

うことから、平成１７年５月より積極

指定医療機関について、予防接

えを行い、滞納処分を実施します。

くみについてのお話

滋賀県立聴覚障害者センター

成２２年４月１日現在満３歳児）
を対

貯金や給与、不動産、
自動車等の差押

がけましょう。
日時■８月１日〜８月３１日
お問い合わせ

円（1ドリンク付）／小学生以下
無料／障がい者手帳または療育
手帳をお持ちの方は付添者（１
名 ）とも 半 額 ※ い ず れも 場 内
駐車の場合は会場整備協力金
500円が必要です
WEB■http://www.h-f-p.net/
（詳しい情報はコチラからどうぞ）
お問い合わせ
HFP事務局 （電）080-4240-2415
※宿泊もバンガロー、
テントで可能で
す
（有料）

関西電気保安協会
彦根技術センター
（電）
２３-０３５４

滋賀県滞納整理機構—
短期派遣の活用
地方税の滞納整理の取り組み

多賀町では滋賀県滞納整理機構の

よろず相談
今月の相談日■８月 ６日（金）
来月の相談日■9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8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
子育て支援センター

相談等
すこやか相談
９月１３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。

すくすく相談

９月２９日（水）

受付時間▶１０
：００〜１１：００

子どもの健康、子育てに関するご相談を受け付けてい
ます。

健診等

４カ月児健診（離乳食教室）
９月６日（月）

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２２年４月生まれの乳児

ひろばの案内

わくわくランド
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
９月は、みんなでリズム遊びを楽しみましょう！簡単な楽
器をつくって遊んだり、
わらべ歌遊びをしたり、抱っこで
エアロビをしたり…音楽にいっぱい触れながら、体を思
いっきりのびのび動かして楽しみましょう。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。

１０カ月児健診

９月６日（月）
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初心者対象バドミントン教室の案内

した子ども達の顔を見ていると、
自分

フラ（ダンス）のステップにフィット

が子どもだったころを懐かしく思い出

ネスの要素を加え心地よいハワイア

します。多賀やまびこクラブは、子ど

ンの音楽に合わせて行うエクササイ

８月の教室日程

も達と一緒に、夏の思い出をつくれる

ズです。

７日、
２１日、
２８日
（土曜日）

といいなと思います。

幅広い年齢層の方に楽しんでいた

この秋、新メニューのお知らせ！

だけます！ レッツ・チャレンジ！

☆フィットネスフラ

クラブ会員：参加費無料
年齢制限なし
（子どもＯＫ）

１９
：
３０〜２１
：
００
（フリースポーツの時間帯です）

募集要項については、後日、回覧版
等をご覧ください。

場所■勤労者体育センター参加申し
込み受付中です！

〈事務所開館日〉火曜日〜土曜日／９時〜１７時（ただし、
８月１０日〜１４日はお休みします）

１歳６カ月児健診

おたのしみクイズまちがいさがし

受付時間▶１３
：００〜１３：１５

Ｈ２１年２
・
３月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ

９月７日（火）

受付時間▶１３
：４５〜１４：００

生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児

三種混合

３カ月〜９０カ月の乳幼児
１期初回■３〜８週間隔で接種
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９月８日
（水）
１１
：
３０〜予約制
※ほか２医院、
４病院は１年中実施（予約制）

日本脳炎

６カ月以上７歳６カ月未満、標準３〜４歳
１期初回■１〜４週間隔で２回接種
１期追加■２回目接種日から１年後に１回接種
彦根市立病院、彦根中央病院、友仁山崎病院、豊郷病
院で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・質問票または予診票
をご持参下さい。■１才６カ月児健診を受けられる方
は、歯ブラシとコップを持ってきてください。■１０カ月
児健診には、お子様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

広報たが 2010年8月号

☆フィットネスフラとは!?

９月〜 木曜日開講

お話会
９月７日（火） １０：００〜
場所

子育て支援センター

絵本や紙しばいなどの読み聞かせを行います。

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
９月２８日（火） １０：００〜１１：３０
場所

子育て支援センター

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。■園庭開放・プール
開放はやっておりませんので、おまちがえのないよう
に、
よろしくお願いいたします。
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

夏休みの真っ只中！小麦色に日焼け

Ｈ２１年１０月生まれの乳児

９月１日（水）

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

受付時間▶１３
：１５〜１３：３０

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

8月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
28日（土）
15:00〜16:00 利用講習会
トレーニング室利用時間■10:00〜20:30 利用で
きない日■毎週日曜日、
第2・第4月曜日
（第2・第4月
曜日が祝日の場合、
翌日が休みとなりますのでご注
意ください）
、
祝日、
年末年始 利用対象者■18歳以
上の方 利用料■町内在住・在勤の方200円、
町外の
方300円 その他■運動のできる服装・運動靴・タオ
ルをご用意ください。

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

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８月３１日（火）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▶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。

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！
おくやみ申し上げます
☆木下 紗菜（純・真穂） ◆那須 アイ １００歳
☆濵辺 琉世（暢也・純子） ◆西林 淳子 ６８歳
☆遠城 哉太（哲也・佳見） ◆福戸友右エ門 ９３歳
☆増田
陽（辰也・明日香） ◆種村 昇一 ６０歳
き の し た

は ま

べ

えんじょう

ま

す

だ

さ

な

りゅうせい

か

な

た

は る

◆山本みよ子 ８４歳
◆吉田 敏彦 ７７歳

結婚しました！
♥喜多 智史
髙橋 裕美
♥菊池
土田

慶也
奈々
（敬称略）

ひとのうごき

平成2２年６月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,0２９人 （−１６）
■男性
3,8２９人 （−５）
■女性
4,2００人 （−１１）
■世帯数
2,6５８世帯 （−３）
広報たが 2010年8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

8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
８

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■海にはもう行かれましたか？海もいいですが、
私のお勧めは「河内の風穴」です。一年中同じ気温なので、
夏でも涼しいと評判です。今年の夏は洞窟探検をして、冒
険家の夏休みを過ごしてみてはいかがでしょうか。ただし
事故には十分注意してください。はしゃぎすぎは禁物です
よ。
kikaku@town.taga.lg.jp

（し）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

