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花ごよみ／アケボノソウ
（リンドウ科）バランスの良い5弁の花びらと特徴ある模様が目立ちます
少し湿気のあるところを好み、まとまって咲いている姿が楽しめます
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まちの話題

まちの話題

星空の街・あおぞらの街

子ども議会

「星空の街、あおぞらの街」全国大会に向けての活動を紹介します！
多賀町では、星空に関係したさまざまな取り組みが行われており、来年度には「星空の街・あおぞらの街」全国大会も
開催されます。そこで、今回は主に夏休み期間に開催された星空に関係する行事の模様を取材してきました。

多賀町星空かんさつ調査

多賀町アストロクラブ

「多賀町子ども議会」を開催しました
８月１８日、
多賀町議会議場で「平成

関係者、町議会議員の皆さんなど多

子ども議会に関するお問い合わせ

２２年多賀町子ども議会」が１５年ぶ

くの方々の傍聴の中、熱弁をふるう子

多賀町教育委員会

りに開催されました。

ども議員に、久保町長、松宮教育長を

小学校４年生から中学校３年生ま

企画展

「星空は地球を救う〜地球環境のための大宇宙展〜」

多賀小学校・大滝小学校の４〜６年

星空に興味のある子ども達が毎月

生が夏の大三角（こと座のベガ、わし

ダイニックアストロパーク天究館に集

あけぼのパーク多賀ギャラリーで

座のアルタイル、はくちょう座のデネ

い、みんなで星の勉強や観望を行っ

は、
「星空の街・あおぞらの街」全国大

ブ）
とその周辺の星を観測し、星空か

ています。
８月には天究館で合宿も行

会のプレイベントとして企画展が開催

らみた多賀町の環境を調査してくれ

われ、ハイレベルな天文の問題に挑

されました。広大な宇宙の中で起こっ

ました。夏休みの自由研究として取り

みました。

ている出来事やその魅力を紹介して

組んだ人も多く、
子ども達の星空に関

いく中で、地球という星のすばらしさ

する関心が高まりつつあります。

を知っていただきました。

はじめ町の関係課長からていねいな

での子ども議員１２人が参加し、環

答弁があり、子どもたちにとっては、

境、教育をはじめ町政全般について

緊張の中にも充実した体験となりま

一般質問を行いました。保護者、学校

した。

（有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３
多賀町議会事務局
（有）
２-２０１１ （電）
４８-８１２６

平成２２年多賀町子ども議会議員名簿・一般質問一覧表
議席番号

学校

学年

１

多賀中

１年

土田

２

多賀小

５年

安田

３

多賀小

４年

木村

５年

さかがみ

坂上
きしもと

悠弥さん 公園について

ふ か お

理史さん

こ ざ わ

勝司さん 少子化について

４
▲多賀小学校4年生の親子活動。自分でつくった望遠鏡で星を観察
しました。

▲毎月行っているアストロクラブの活動。天究館の望遠鏡で色々な
星の観測をしています。

このほか教育委員会社会教育課主催の「大人のための天文講座」、環境生活課主催による「環境のための星空かんさ
つ会」、多賀小学校・大滝小学校のＰＴＡ親子活動、多賀中学校の総合学習など、星空に関係するさまざまな行事が開催さ
れています。
これからも多賀町内では関連行事が予定されています。

大滝小

質問議員
つ ち だ

１０月１６日（土） １９時３０分〜 ふるさと楽市前夜祭「星空コンサート」、星空かんさつ会

場所■多賀大社前駅前

１０月２７日（水）１９時３０分〜 環境のための星空かんさつ会

場所■大滝小学校グラウンド

１１月１２日（金）１９時３０分〜 環境のための星空かんさつ会

場所■多賀小学校グラウンド

優斗さん

岸本

６

多賀中

１年

深尾

７

多賀中

２年

小澤

３年

み や の

宮野

６年

た つ み

ら

ゆ う と

９

多賀小

龍見
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環境を守る工夫や努力について

多賀環境生活課長

高齢化社会におけるお年寄りへのサービスについて

松原福祉保健課長
野瀬農林商工課長

は る や

松原福祉保健課長

晴穂さん サルやシカの被害について

さ と し

ガソリンスタンド前の溝ふたと役場前交差点の段差の安全
西 澤 建 設 課 長
対策について

か つ し

久

ま さ き

小 菅 総 務 課 長

正樹さん 多賀町の税金について

瑞季さん 図書館司書の学校への派遣について

ゆ

り

１０

大滝小

６年

神細工友梨さん 町の清掃活動について

１１

多賀中

２年

森杉

１２

多賀中

３年

瀬戸

もりすぎ

せ

と

保

町

長

山本社会教育課長

み ず き

古本を購入して書架に並べることは可能かについて
か み ざ い く

野瀬農林商工課長

は る ほ

あ い り

愛梨さん

お問い合わせ
（有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２

多 賀 教 育 次 長

「オアシス運動」
について

これからの行事紹介

「星空の街・あおぞらの街」全国大会事務局（役場企画課）

各教室にエアコン
（扇風機）
を付けてほしいことについて

き む ら

４年

多賀中

松 宮 教 育 長

輝空さん お米の消費について

大滝小

そ

答弁者

中学校の給食について

や す だ

５

８

し お り

汐莉さん

質問事項

た く や

拓也さん

多 賀 教 育 次 長
多賀環境生活課長

サークルＫから保育園前を通って木曽方面へ行く道に電灯
小 菅 総 務 課 長
を付けてほしいことについて
国道３０６号線について

西 澤 建 設 課 長

多賀中学校について

松 宮 教 育 長

広報たが 2010年10月号

3

福祉医療助成制度・結核検診

まちの話題
多賀少年野球クラブ

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

多賀少年野球クラブが西日本大会を制覇！
ま い し ま

１０月１日から福祉医療費助成制度が拡大されました！

８月２０〜２３日大阪市の舞 洲ベー

また彦根市、犬上郡と旧愛知郡が

の小学２年生〜６年生３４人が滝の宮

福祉医療費助成制度では、障がいの程度が

スボールスタジアムで開催された「第

参加する４年生大会と５年生大会で

スポーツ公園で活動し、過去に６回の

１級および２級の身体障害者手帳をお持ちの

１７回西日本学童軟式野球大会」に

も、多賀はアベック優勝にするととも

近畿大会優勝と、
２回の全国大会準

方が助成対象となっておりました。

多賀少年野球クラブが県代表として

に、全試合コールド勝ちの快挙を成し

優勝の実績を持つ全国屈指の強豪

出場しました。
１回戦から６試合を勝

遂げました。

チームに成長しています。

ち抜き念願の初優勝を果たしました。

同チームは、
１９８８年に結成、町内

多賀町では、
１０月１日から、
３級の身体障害

で申請してください。

申請に必要なもの
••申請書（環境生活課窓口にあります）

者手帳をお持ちの方も重度心身障害者または

••身体障害者手帳

重度心身障害老人の対象者とすることになり

••認印

ました。

••健康保険証または後期高齢者医療被保険者証

現在、
３級の身体障害者手帳をお持ちの方
については、
すでに申請書を送付させていただ

お問い合わせ

き、申請を受け付けておりますが、申請がお済

環境生活課

みでない対象者の方は、役場環境生活課窓口

福祉医療担当

（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

福祉医療費助成制度（１０月１日から）
制度

条件

重度心身障害者
（０〜６４歳）

①身体障害者手帳１〜２級の方
②知的障害が重度
（療育手帳Ａ）
の方
③特別児童扶養手当支給対象児童で１
級の方

④身体障害者手帳３級の方

①身体障害者手帳１〜２級の方
②知的障害が重度
（療育手帳Ａ）
の方

③身体障害者手帳３級の方

重度心身障害老人
（６５歳〜）

献血推進

厚生労働大臣感謝状を授与！
多賀町赤十字奉仕団に、第４６回献血運動推進全国大会

鹿児島県日置市

日置市の親善使節団が来られました！
８月５日、
６日に、多賀町の兄弟都市である鹿児島県日置

における厚生労働大臣感謝状が贈呈されました。これは、 市から親善使節団の皆さんが多賀町に来町されました。
奉仕団の皆さんが献血の推進に積極的に協力され、多大

条件
（町単独事業）

両日とも厳しい暑さの中でしたが、河内風穴や万灯祭、

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

結核検診を実施します
多賀町では結核の早期発見・早期治療を目

対象者■６５歳以上で、町での結核健診を希望

的として検診車による結核健診を実施します。

された方（今年４月以降に医療機関など

の貢献をされたことに対して贈られるものです。本当にお

キリンビール滋賀工場などを見学され、多賀町をより深く

下記の日程で行いますので直接検診会場へお

で胸部レントゲン検査を受けられた方

めでとうございます。皆さんの献血が多くの人の命を救う

知っていただきました。

越しください。

は受診する必要はありません）

ことにつながります。もし自分自身が、家族に輸血が必要に
なったら……。決して人ごとではありません。ぜひ皆さんの
ご協力をお願いします。
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地域に触れていただき、一層交流を深めることができた
のではないでしょうか。

結核検診日程表
１０月７日（木）

１０月１４日（木）

中 川 原 草 の 根ハウス

  ９
：
００〜  ９
：
１０

木 曽 草 の 根 ハ ウ ス

  ９
：
３０〜  ９
：
４０

一

円

公

民

館

１０
：
００〜１０
：
１０

栗

栖

会

議

所

中

央

公

民

尼 子 老 人 憩 い の 家

  ９
：
００〜  ９
：
１０

猿 木 草 の 根 ハ ウ ス

  ９
：
３０〜  ９
：
４０

１０
：
２０〜１０
：
３０

土 田 草 の 根 ハ ウ ス

１０
：
１０〜１０
：
２５

館

１１
：
００〜１１
：
２０

清 涼 文 化 セ ン タ ー

１１
：
００〜１１
：
３０

萱 原 おしどり の 里

１３
：
２０〜１３
：
３０

樋

田

バ ス 停

前

１３
：
５０〜１４
：
００

四

所

１３
：
１５〜１３
：
２５

大

杉

入 り 口

橋

１４
：
１０〜１４
：
２０

大 君 ヶ 畑 集 会 所

１３
：
５０〜１４
：
００

一ノ瀬 草 の 根ハウス

１４
：
３０〜１４
：
４０

佐 目 多 目 的 集 会 所

１４
：
２０〜１４
：
３０

川

所

１４
：
５０〜１５
：
００

藤 瀬 草 の 根 ハ ウ ス

１５
：
２０〜１５
：
３０

霜ヶ原生活改善センター

１４
：
５０〜１５
：
００

富之尾営農センター

１５
：
５０〜１６
：
００

総 合 福 祉 保 健 センタ ー

１５
：3０〜１６
：
００

相

出

張

手

農

作

業
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湖東定住自立圏への具体的な取り組み

定住自立圏・地デジチューナー
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

圏域で地域医療体制の強化に取り組みます
医療分野では、限られた医療資源を有効に活用し、周産期医療や救急医療など、地域医療体制
を強化します。急性期から回復期、療養期に至るまでのそれぞれの時期に応じた、適切で効率的な
診療が受けられることをめざします。事業の取り組みは、滋賀県の「地域医療再生計画」
（湖東・湖
北圏域合わせて交付金２５億円）
と連携してすすめていきます。
今回、湖東定住自立圏で行う地域医療体制強化のための取り組みを紹介します。

周産期医療体制の確立
圏域内での分娩は、民間診療所や市立病院

備に対し支援を行い、在宅医療の推進を図りま

ク分娩には対応できていません。住みなれた

救急医療体制の確保

娩にも対応できる体制が求められています。

休日・夜間の急病患者の不安を解消するた

そこで、滋賀医科大学寄附講座による医師

め、圏域内の各医療機関などの役割分担と連

確保対策などを活用し、市立病院での産科医

携により、初期救急医療、二次救急医療体制を

師によるハイリスク分娩の再開をめざします。

確保します。休日急病診療所は、医師会、薬剤

地域医療連携事業

師会の参画により、日曜、祝日、年末年始の初
期救急医療に対応します。二次救急医療体制と

地域医療体制の充実のために、圏域内の病

しては、圏域内の病院の当番性により、毎日の

院や診療所、訪問看護ステーションなどが連携

夜間および日曜、祝日、年末年始の昼間の二次

する必要があります。

救急に対応します。

圏域の主な医療関係機関などは表のとおり
です。これらの機関がそれぞれの役割を明確に

湖東地域リハビリ推進センター事業

し、それぞれが持つ情報を共有し、切れ目のな

障がい者や高齢者、その家族が住みなれた

い医療が提供できるよう、休日急病診療所の充

家庭や地域で、安心して生き生きとした生活が

実などとあわせて、
システムの構築をめざしま

送れるよう、
１市４町が共同して湖東地域リハビ

す。

リ推進センターを運営します。

地方における看護師不足は深刻な状況にあ
り、圏域内の各病院でも同様の状況です。
看護師を安定的に継続して確保していくた
めには、地元での看護師養成のための教育体

※病院、診療所については彦根保健所の事業年報（平成２０年度）
より抜粋
※一般診療所数は町内企業および特別養護老人ホームを含む
病

院

彦
彦
友
豊

（病床数）

根
根
仁

病院名
市
立
病
中
央
病
山
崎
病
郷
病
計

一般病床
４５６
２３０
１００
１８６
９７２

院
院
院
院

彦
友
訪
訪
訪

名
称
根 市 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン
仁 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン す ず ら ん
問 看 護 ス テ ー シ ョ ン レ イ ン ボ ウ ひ こ ね
問 看 護 ス テ ー ション レ イ ン ボ ウ は た しょう
問 看 護 ス テ ー ション レ イ ン ボ ウ と よ さ と

診療所		

計
４７０
３５０
１５７
３３８
１,３１５

彦
愛
豊
甲
多

所在地
彦根市
彦根市
彦根市
愛荘町
豊郷町

（診療所数）

市町名
根
荘
郷
良
賀
計

市
町
町
町
町

一般診療所
８６
１１
４
２
８
１１１

歯科診療所
５０
１０
２
１
１
６４

計
１３６
２１
６
３
９
１７５

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

地上デジタル放送を受信するための
簡易なチューナーの無償給付等の支援について

維持期や予防にかかるリハビリテーションを

総務省では、経済的な理由等で地上デジタ

中心に、きめ細かな提供体制を整備し、
リハビ

ル放送に移行することが難しい世帯に対し、簡

平成２２年４月１９日〜１２月２８日（消印有効）

リテーション機能の維持・向上による介護予防

易なチューナー（１台）の無償給付などの支援

天候不順などの理由で支援が遅れることが

や自立した在宅生活を促進します。

を実施しています。

消防および救急搬送業務

支援の対象

消防業務については、火災や救助などの消

対象は、生活保護世帯や、障がい者非課税世

資促進交付金により、平成２３年度に開設が予

防体制の強化を図り、
より安全で安心して暮ら

帯などのＮＨＫ放送受信料が全額免除となって

定されている聖泉大学看護学部に対し支援を

せるまちづくりをめざします。

いる世帯です。

回復期リハビリテーション施設の整備

そのほかの病床
１４
１２０
５７
１５２
３４３

訪問看護ステーション

制の整備が不可欠です。定住自立圏等民間投

行っています。

6

の機能を担うことができるよう、必要な施設整
す。

地域で安心して出産できるよう、ハイリスク分

圏域内の主な医療関係機関

課題となっています。このため、豊郷病院がそ

の院内助産所で取り扱っていますが、ハイリス

看護師確保対策

広報たが 2010年10月号

定住自立圏・地デジチューナー

救 急 搬 送 業 務につ いては、需 要が高まる
中、真に緊急を要する傷病者への迅速な対応

支援の内容

を行うことができる体制づくりをめざすととも

地上デジタル放送を受信するための「簡易な

圏域内には回復期リハビリテーションの機能

に、医療機関との連携を図りながら、救急搬送

チューナー
（１台）
」の無償給付を行います。必要

を担う施設がないため、急性期の病院を退院し

のネットワークを築き、圏域内の連携強化を図

に応じたアンテナ改修等、共同受信施設やケー

たあとの受け皿がなく、在宅医療への移行が

ります。

ブルテレビの改修経費の支援を行います。

申込受付期間

あります。支援を希望される方は受付期限に
かかわらずお早めにお申し込みください。平成
２３年度の支援については現在未定です。
お問い合わせ
総務省 地デジチューナー支援実施センター
（電）
０５７０−０３３８４０
ＩＰ電話など上記電話がつながらない場合
（電）
０４４−９６９−５４２５
平日９時〜２１時、土日祝９時〜１８時

広報たが 2010年10月号

7

年度園児募集申込期間について
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中央公民館内

就学時健康診断・人権

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

（電）
４８-１８００

大人が変われば子どもも変わる!!
多賀町青少年育成町民会議

青少年・家庭教育部会

青少年・家庭教育部会では、例年通り次のよ
うな活動を展開していきます。①愛のパトロー

部会長

田中和彦

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

就学時健康診断のお知らせ
健診日■１１月５日（金）

来春、小学校に入学される平成１６年４月２

から、子どもが悪くてしようがないというとき、

日から平成１７年４月１日までに生まれた幼児

子どもを責めないで、その原因は親にあると自

を対象に、就学時健康診断を行います。決めら
れた日に必ず受診してください。

場所■多賀町総合福祉保健センターふれあい
の郷

ルの実施②夏休み・冬休み前の啓発チラシの

覚して、親自身が改めることが根本である……

配布③ラジオ体操への参加呼びかけ④あいさ

という意味であります。子どもの教育に、環境

なお、事前に「健康診断通知書」
「健康診断

つ運動の実施⑤子育てカレンダーの作成（３

を整理し、友だちを調べ、悪風の早期発見をや

票」を送りますので、必要事項を記入の上、当

検査・聴力検査

月上旬配布予定）以上５項目です。今回はラジ

り、監視監督を厳しく行い、保護者が教育に熱

日忘れないように持参してください。健診日ま

１５時２０分〜・内科検診・歯科検診

オ体操への参加呼びかけについてふれてみま

心である…などということは、結構なことです

でに通知書が届かなかったり、記載事項に誤り

しょう。

が、それよりももっと根本的な点において、わ

があるときや、健康上の理由等で受診できな

夏休み中、規則正しい生活習慣の継続と、地

が子に映ったところを良く見て、
まず親自身が

い場合は多賀町教育委員会事務局学校教育課

域の人とのコミュニケーションを図れることを

自分の生活をきりかえることです。これを怠っ

までご連絡下さい。

願ってラジオ体操のチラシをつくって地域の人

ては、
しつけ、教育に類することも、なんらの効

に呼びかけました。今年のチラシには、大人用

果がないことを、
はっきり知らねばなりません。

受付■１３時１５分〜
内容■１３時４５分〜・子育て講演会・面接・視力

お問い合わせ
教育委員会学校教育課
（有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３

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

の出席カード欄も入れて数多くの参加者を見

子は、親にとっては、親自身の行為を示してく

込んでいます。呼びかけをすることにより地域

れる貴重極まりなきバロメーターです。これほ

１０月より人権教育・人権啓発の『字別懇談会』が始まります

の犯罪や事件をくいとめることに役立ててほし

ど的確に方向指針を動かしてくれるものはな

〜多数の参加を得て４回の『リーダー研修会』
を終えました〜

いものです。

いのです。私たち大人は、わが子に対する愛情

多賀町人権教育推進協議会

会長

野村茂太郎

『子は親の心を実演する名優である』
（ 丸山

を、
こうして真に生かし、働かせることを考えて

人権教育および人権啓発は、
「人間の自由と

さんが地域へ出向いて１０月からの「字別懇談

敏雄氏『万人幸福の栞』新世書房,１９８１,１６１

ゆくことが大切だと思います。今後とも多賀町

平等の原則」
という日本国憲法によって保障さ

会」にのぞみます。ぜひ、多くの皆さんの字別

頁）

青少年育成町民会議の活動にご理解とご協力

れた基本的人権の確立をめざします。今年度

懇談会へのご参加をお願いいたします。この活

を賜りますことを心からお願い申し上げます。

は「日々の暮らしの中にある差別を見抜き、人

動が『町民一人ひとりが広い視野に立って、互

権の大切さを考え、住みよい多賀町を確立しよ

いを認め合い、生きていることの幸せを実感で

う」を目標に活動に取り組んでいます。

きる社会の確立』、
つまり、人権を尊重する地域

子は親の心意を実際にあらわすものである

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

リーダー研修会は同和問題を基軸に、あら

-心のふれあいをたいせつに-

たが民児協だより 民生委員・児童委員
多賀町民生委員児童委員協議会は児童青少

マーク・使用済切手の収集など、いろいろな機

年部会・老人部会・障害者更生部会の３部会に

会を捉え交流を深めています。障がいを持つ

分かれ、それぞれに活動しています。障害者更

方と関わりを持つことによって理解を深め、必

生部会では、手をつなぐ育成会の万灯祭での

要な支援や見守りについて考えていきたいと

野菜販売手伝い、
杉の子作業所クリスマス会な

思っています。

どのイベント協力、彦根学園祭への参加、ベル

就学時の健康診断

平成

いくせい・民児協だより・園児募集期間

社会づくりにつながることを願っています。

ゆる人権問題に対して体系的に学習して日常
生活の実践に通じる知識の習得や理解する力
の向上を図る学習の場です。
リーダーを養成し
て、地域や会社などでの啓発や教育の推進強
化を目的としています。
中央公民館にて１９時３０分から、仕事でお
疲れにもかかわらず多数の参加を得て、熱心に
学んでいただきました。この成果を持って、皆
リーダー研修会内容
第１回 ５月２５日講演「部落差別は今」

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

幼稚園・保育園

園児募集についてのお知らせ

例年１１月に入園の申し込みを受付しており
ましたが、
「平成２３年度幼稚園・保育園

園児

で配布する予定です。詳細につきましては、広
報１１月号に掲載いたします。

募集」については、都合により申込受付期間を
１２月上旬〜中旬とさせていただきます。なお、

広報たが 2010年10月号
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講師■部落解放同盟滋賀県連合会

丸本千悟さん

（参加人数１１２人）

第２回 ６月２９日講演「子どもの人権」
講師■立命館大学

野田正人さん

（参加人数１３５人）

第３回 ７月２７日人権トーク＆コンサート「感じてください。差別をなくすために！」
講師■NPO法人ハート＆ライト 歩゜
歩゜
（ぽぽ）
さん

（参加人数１０６人）

第４回 ８月２４日報告「多賀町における人権啓発活動の取り組み」
お問い合わせ

「幼稚園入園願書」
・
「保育園入所申込書」は、

多賀町教育委員会事務局

１１月に各幼稚園・保育園、教育委員会事務局

（有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３

報告者■多賀町役場総務課人権推進係
講演「多賀町の取り組み報告を受けて」
講師■部落解放同盟滋賀県連合会

建部五郎さん

（参加人数１００人）
広報たが 2010年10月号
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こんにちは保健師です・OH! MYBABY

消防・ねんきん

こんにちは保健師です
１０月から、季節性インフルエンザ２つの株（Ａ香港型・Ｂ型）
に新型インフルエンザを含めた３つ
の株でのワクチンによる
「新型インフルエンザ予防接種」が開始となります。そのため、今年度から
は季節性インフルエンザのみの予防接種はなくなり、
６５歳以上の方対象の高齢者インフルエン
ザ予防接種についても、新型インフルエンザを含んだワクチンの予防接種となります。

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

火災から、大切な命を守るため、
住宅防火対策について考えませんか？
平成２２年度住宅防火対策推進シンポジウム 〜地域ぐるみで推進する住宅防火〜
日時■１０月１６日（土）
１３時３０分〜１６時

新型インフルエンザ予防接種

場所■ひこね市文化プラザ

対象者

対象者

主催■住宅防火対策推進協議会

••多賀町に住民登録があり、接種日に満６５歳

••多賀町に住民登録があり、接種日に満６５歳

共催■彦根市消防本部

インフルエンザ予防接種（６５歳以上）

以上の方

未満の方

••６０〜６４歳の心臓・腎臓・呼吸器機能不全者
やＨＩＶウイルス感染者等で身体障害者手帳
１級程度の方

多賀町／彦根市／豊郷町

••平成２２年１０月１日（金）〜平成２３年３月３１

／甲良町

接種料金

平成２２年１０月１日（金）〜平成２３年３月３１日（木）まで
接種料金
１,０００円（接種料金４,０００円のうち、
３,
０００円を町で負担します）を接種当日に医療
機関でお支払ください。
※生活保護世帯および非課税世帯は料金が無

後援■総務省消防庁／滋賀県／

実施期間
日（木）まで

実施期間

エコーホール 入場無料

〜プログラム〜
１２:３０ 受付開始
１３:００ 開場
１３:３０ 開会・あいさつ
１３:４５ 第１部

菅原進一さん

（東京理科大学大学院教授）
１４:３０ 第２部 パネルディスカッション
１６:００ 閉会

彦根市消防本部では消防署と各区、自主防災組織、消防団などが連携し、住宅用火災警報器の
早期設置などの住宅防火対策の普及・啓発活動等をすすめています。その一環として「地域ぐるみ

１回目接種……３,６００円

で推進する住宅防火」をテーマに、住宅防火対策を皆さんと考えていこうとシンポジウムを開催し

２回目接種

ます。

••１回目と同じ医療機関……２,５５０円
••１回目と異なる医療機関……３,６００円
ただし、接種される医療機関により料金が異

シンポジウムでは、住宅用火災警報器をはじめとした住宅防火対策グッズの紹介、地域で考える
住宅防火対策についてのパネルディスカッションなどにより、住宅防火に対する理解が深まるもの
と考えています。火災から大切な命を守るため、ぜひご参加ください。

なることがありますので、各医療機関にお問い
合わせください。

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

上、福祉保健課で手続きをしてください。

※生活保護世帯および非課税世帯は、料金が

日本年金機構

接種方法

無料となります。事前に必ず印鑑をご持参の

••６５歳以上の対象の方へ個別にご案内と予

上、福祉保健課で手続きをしてください。

••説明書をよくお読みいただき、希望される場
合は指定の医療機関に事前に電話予約して
接種を受けてください。
••できるだけかかりつけの医療機関で受けて

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満

の受給資格期間（２５年）を満たさないが、
７０

１歳〜１３歳未満……２回接種

の方は国民年金に強制加入しなければなりま

歳まで納付すれば受給資格期間を満たす場合

１３歳以上６５歳未満……１回接種

せんが、
６０歳までに老齢基礎年金の受給資格

は、受給資格期間を満たすまで特例的に任意

実施方法

期間（２５年）
を満たしていない場合や、納付済

加入申出による加入をすることができます。

医療機関における個別接種

期間が少ないために老齢基礎年金を満額受給

接種回数

（接種できる医療機関については、福祉保健

できない場合は、
６０歳から６５歳までの間に任

方は、接種前に必ず福祉保健課までお問い

課または医療機関にお問い合わせください。）

意加入申出による加入をして納付することが
できます。
さらに、
６５歳まで納付しても老齢基礎年金

ＯＨ! ＭＹ ＢＡＢＹ
夏原
な

つ

は

ら

優衣ちゃん
ゆ

い

（平成２２年８月１８日生まれ）
コメント
新しく町民になった「なつはら ゆい」です！
仲よくしてね！
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ご存じですか？任意加入制度！

ください。指定医療機関がかかりつけでない
合わせください。

この場合、保険料の納付方法は、原則、口座
振替にしていただく必要があります。
また、海外に住所のある２０歳以上６５歳未
満の方なども任意加入申出による加入をする
ことができます。

付加保険料を納付して年金額を増やすことができます！
国民年金には、定額保険料（月額１５,１００

①農業者年金の加入者は、希望の有無にか

円）
に月額４００円の付加保険料を上乗せして

かわらず、付加保険料を納めなければなり

納付することにより、将来、
より多くの年金額を

ません。

受給することができます。たとえば、
１年間納め
た付加保険料は、将来、年間２,４００円（２００円

②国民年金基金の加入者は、付加保険料を納
めることができません。

×１２カ月）の年金額を「付加年金」として受給
することができます。
ただし、次の点にご注意ください

10

講師

料となります。事前に必ず印鑑をご持参の

診票を送付します。

広報たが 2010年10月号

基調講演

備えましたか？住宅用火災警報器！
平成 年６月１日 設置義務スタート！

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

詳しくは、お近くの年金事務所 国民年金担
当課まで
広報たが 2010年10月号

11

Ｂ&Ｇ海洋センター

環境基本条例

学校５年生）
。

秋はスポーツを始めるには
良い季節です。平日遅くまで

体験活動を通して何を感じ、何を学んだの
でしょうか。坂上さんからセミナー体験記

仕事をしていたり勉強などで

が届きましたのでご紹介いたします。

就寝時間が遅くなる人は肩こ

坂上 晴穂
私がこの海洋体験セミナーで一番楽しかったのは、海洋性レクリエー
ション活動です。この活動では、イルカとふれ合ったり、カヌーやヨットに乗っ
たり、たくさんの貴重な体験をしました。
最初にやった、「イルカプログラム」では、イルカの健康チェックをしまし
た。健康チェックで、体温を測るのは前から知っていたけど、鼻息の数を数
えるのは知らなくてびっくりしました。イルカの体もさわって、ヒレも体もやわ
らかいと思っていたけれど、ヒレは結構かたくて、イメージと少し違っていま
した。でも、体はやわらかくて表面がつるつるしていて、とても泳ぎやすそう
だと思いました。顔は、目はそんなに大きくなかったけど、口が少し笑ってい
るように見えてかわいかったです。
ほかに楽しかったのは、半潜水水中観察船で、サンゴ礁の中にいる魚
を観察したことです。サンゴっていうと、ふつうは木の枝みたいに先が分か
れているのを想像するけど、中には、ごつごつした岩みたいなサンゴや、丸い
形のサンゴなど、たくさんの種類のサンゴがありました。そのサンゴ礁にいる
魚は、カラフルなのとか、色が地味なのとか、小さいのとか大きいのとか、
いろんな魚がいました。形がおもしろかったのは、「オジサン」という魚で、平
べったい形で口のまわりにヒゲみたいなのがはえていて面白かったです。小さ
くてかわいい魚はクマノミです。オレンジと白のしましま模様がすごくかわい
かったです。中には、見たこともない魚もい
て楽しかったです。海洋体験セミナーの５
日間は、とても短かったけど、友だちがた
くさんできたし、楽しいこともたくさんした
のでいい体験になったと思います。

やすかったりするのではないで
しょうか？そのような身体の不
調はストレスが関係しているこ
ともあります。
精神的なストレスがあると
身体は緊張した状態になりま
す。つまり交感神経が優位に
なった状態です。緊張状態の

アルタイル、はくちょう座のデネブで構成され

８月２０日に、
ダイニックアストロパーク天究館

ている夏の大三角を肉眼で確認することがで

において環境基本条例策定にむけての「タウ

きました。さらに、望遠鏡でこと座のベガと、赤

ンウォッチング地球環境編」を開催しました。こ

く輝くさそり座のアンタレス、そして光り輝く月

のイベントは、身近な自然環境や生活環境だけ

を観察させてもらいました。特に月の表面は、

でなく、町民のみなさんに「地球環境問題」に

国によってウサギに見えたりカニに見えたり女

ついても考えてもらうために行ったもので、当

性の顔に見えたりと見え方が異なるそうで、参

日は７８名の方に参加していただきました。

加者の方からは、
「クレーターもウサギの形も
はっきり見えて良かった」という感想を多数い
ただきました。

キーワードは「星空」
最後に、再度研修室に戻り、高橋さんから
「星
空は地球を救う」と題してお話をいただきまし
た。その中で、地球の大きさは惑星の中でも
ちょうどよい大きさで、人が住むには一番適し
た星であることを再認識することができまし

時にお勧めなのが負担になり

た。
しかし、最近では、大気環境の悪化や街灯

すぎない適度な運動です。運
動が身体に良いことは皆さん

最初は金星、土星の観察！

などによる光害の影響で、作物が上手に育たな
かったり、生き物の生息数が減ったり、あるいは

ご存じでしょう。軽いランニン

最初に、天究館の高橋館長案内のもと、屋上

グやウォ—キングすることに

へ上がり天体望遠鏡で金星や土星の観察を行

きり見えないといった現象が起きているとのこ

いました。参加者の皆さんは、赤茶色をした金

とです。私たちは、エネルギーの無駄づかいを

星や環の付いた土星を眺め、歓声を上げてお

なくし、いちばんきれいな星・地球を将来にわた

られました。その後、研修室に戻り、高橋さんか

り守っていくことがいかに重要であるかを実感

ら金星・火星・土星の特徴などを説明していただ

し、研修を終えました。

よって副交感神経が働きます。
１日３０分〜１時間程度の軽い
運動で心と身体をリラックスさ
せ、
たまっていた疲れをリセット

きました。金星という星は、大きさは地球とほ

してみましょう。

ぼ同じでも表面温度が４６０℃と非常に熱く、全

安田陽子委員

昔はきれいに見えていた上空の天の川がすっ

ひ い き

楽しかった海洋体験セミナー

りを感じたり身体が重く疲れ

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

沖縄での海洋性レクリエーションや自然

多賀町環境基本条例策定委員会では、去る

環境基本条例策定委員会ニュース

セミナーに参加した坂上晴穂さん（大滝小

夏の夜空を見上げました
「タウンウォッチング地球環境編」

ひ い き

「スポーツの秋」

７月２５日から２９日まで沖縄海洋体験

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

※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。

沖縄海洋体験セミナー体験記

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

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

体が二酸化炭素の雲で覆われており、
人が住め
る環境ではないことを教わりました。火星も地
球の周りを回っている星で、本来は金星の近く
に見えるはずとのことでしたが、当日は見るこ

秋のイベント＆大会情報

とができませんでした。また、土星は毎年、周り

ジョイフルスローピッチソフトボール大会

世代ミックスグランドゴルフ大会

歴史ウォーク！胡宮神社

を覆っている環の見え方が変わり、昨年は環が

開催日■１０月２４日（日）

開催日■１０月３１日（日）

開催日■１０月２６日（火）

まったく見えないという驚きの年であったこと

対象者■多賀町在住・在勤のチーム

対象者■多賀町在住の高校生以下の

対象者■多賀町内在住・在勤の６０歳

を教えていただきました。

会

場■滝の宮スポーツ公園グラウ
ンド

方と大人のペア
会

場■多賀公園芝ひろば

詳しくは多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターへお問い合わせください。
お問い合わせ
（有）
２−１６２５ （電）
４８−１６２５
広報たが 2010年10月号
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以上（４０名）
会

場■胡宮神社

夏の大三角や星座も忘れてはいけません！
続いて、再度屋上へ上がり、天体望遠鏡で夏
の大三角など星座や月の観察を行いました。真
上の空を見上げると、
こと座のベガ、わし座の
広報たが 2010年10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 

観察会

花の姿は「大」の文字

多賀の花観察会

ダイモンジソウ

今回はハイキング気分で秋の花咲く高取山
を散策します。センブリやアケボノソウなど、
こ

一昨年の１０月、天気がよかったので休みの
日に自然観察がてら自転車に乗って川の上流

の季節だけに見られるかわいい花たちがあな

へサイクリングに出かけました。すると、対岸の

たを待っています！

岩場で白い花がたくさん咲いている場所を見

日時■１０月２１日（木）
１０時〜１５時

つけました。何の花だろう？と思い、双眼鏡での

集合■９時３０分

ぞいてみたのですが、そこには、
「 大」という文

持ち物■参加費（１００円）、
お弁当、水筒、

字がたくさん並んでいたのです。

※事前申し込みは不要です。気軽にご参加くだ

この「大」
という文字の正体は、
ダイモンジソ

さい。

ウ
（大文字草）
という植物です。花びらが全部で
５枚あり、そのうち上の３枚が小さく、下の２枚
が大きく伸びているため、花が「大」の文字に

あけぼのパーク多賀駐車場

お問い合わせ
▲ダイモンジソウの花。花びらが大の字になっているこ
とがよくわかります。
（写真１）

見えることからこの名前がつけられました（写

は花びらが３枚、
「人」
という文字をしているジン

真１）。私がこの花と最初に出会ったのは、高校

ジソウ
（人字草）
という種類もあります。

生１年生の時です。当時所属していた生物部で

生きものの名前は、私たちの見た目から、そ

石川県にある白山に登山をしたのですが、その

のまま名前がつけられたりすることがありま

際にこのダイモンジソウを見つけ、なんてわか

す。紋がある白いチョウだから「モンシロチョ

りやすい名前の植物なんだ!!と衝撃を受け、以

多賀町立博物館 （有）
２−２０７７ （電）
４８−２０７７
ホームページ ｈｔ
ｔｐ://ｍｕｓｅｕｍ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/ Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ■ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
平成２２年度

第２回多賀町立文化財センター企画展示

「復元・敏満寺−戦国時代の偉容−」
現在までの敏満寺に関係する資料や調査の

会期■１１月２日（火）〜１１月２３日
（火・祝日）

ウ」、目の周りが白い鳥だから、
「メジロ」など、

成果をまとめて、中世から戦国時代の敏満寺復

会場■あけぼのパーク多賀 ホールギャラ

来、
ずっと頭にその名前と姿が残っていました。

ほかの種にはない「特徴」が名前でうまく表現

元を試みるものです。地籍図調査、多賀大社と

ダイモンジソウは多賀町内では、川や沢沿い

されています。これは日本での呼び方（和名）
だ

の関係など新たな視点とともに、戦国時代を中

の岩場などに生育しており、
１０月ごろに花を咲

けでなく、英語、そして世界共通の学名（ラテン

心とした敏満寺の偉容を紹介します。

かせます。葉は根元からまとまって出ており、地

語）
でも同じことがいえます。さて、
もし皆さんが

〜関連イベント〜

面近くで広がります。そして、
茎の部分だけが大

「新種」を見つけたら、その生きものに対して、

きく伸びて、
１０〜３０個ほどの白い花が咲きま

どんな名前をつけるでしょうか？ぜひその生き

シンポジウム
「最盛期敏満寺を復元する」

す
（写真２）
。また、
ダイモンジソウはその文字の

ものにしかない「特徴」を見つけ出し、みんなの

日時■１１月６日（土）
１３時〜

ような花の形がユニークなため、園芸植物とし

心に残る名前をつけてみてください。

会場■あけぼのパーク多賀

ても人気がある植物です。ちなみに、
同じ仲間に

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

発表者■大高康正
藤田裕嗣

大会議室

ターまでお申し込みください。
（定員６０

氏（神戸大学）

人）

パネルディスカッションコーディネーター■仁木宏氏

14

で、電話かＦＡＸで多賀町立文化財セン

氏（富士市立博物館）

多賀町担当職員

広報たが 2010年10月号

観覧料■無料

申し込み■１０月１日より受付を開始しますの

仁木宏氏（大阪市立大学）

▲ダイモンジソウの群生。やや湿度のある岩場などに多く生育し、そこでは「大」の字をたくさん見ることができま
す。
（写真２）

リー・美術工芸展示室

お問い合わせ・お申し込み
多賀町立文化財センター
（有）
２−０３４８ （電）
４８−０３４８

▲「多賀大社参詣曼陀羅図」
（多賀大社所蔵）の部分
桃山時代に描かれた敏満寺と周辺の状況です。
とても大きなお寺であったことがわかります。

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10月号
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図書館は 月

あけぼのパーク多賀

10

日で 周年を迎えます。

31
12

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。

子どもの本について学んだり、
「 おはなしの

日時■１０月９日（土）
１３時３０分〜
（毎月第２土曜日１時３０分〜）
場所■２階

「このゆびとまれ」

「ドリームサークル」

（毎月第１水曜日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。

本の紹介
『タナボタ！』
髙嶋

『赦し』

哲夫／著

矢口

幻冬舎 ９１３.６ タカ
プータローの大場大志が国会
議員になった。数々の特権を手
にするが、政界の実態を知るに
つれ嫌悪感を抱き、党に背いて
法改正をめざすが…。痛快エン
ターテインメント。

敦子／著

幻冬舎 ９１３.６ ヤグ

き始め…。

元医師で日雇い労働者の日高。
家主の院内感染。偶然知り合っ
た母親による幼児虐待。ふたつ
の「死」の疑惑を追ううちに、世
を捨てたはずの男の人生が動

海堂

尊／作

谷川俊太郎／文

理論社 Ｋ９１３ カイ

角川学芸出版  Ｋ９１３  タニ

僕は曽根崎薫、
１４歳。ひょんな
ことから大 学 の 医 学 部で研 究
をすることになっちゃいました！
コミカルで爽やかな医学ミステ
リー。

もしもある日、家の中でばったり
おばけに出会ったら!? ぺった
んくんが出会ったおばけたちが
教えてくれた、世界のふしぎ、い
のちのふしぎ…。おばけと友だ

ちになれる本。
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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。

本のおわけ会

前田菜穂子／文・写真
岩波書店 ＫＥ ヨン
クマの王国とよばれるアラスカ
のカトマイ国立公園でくらす、
母グマと４ひきの子グマ。ヒグマの親子の愛情（あ
いじょう）あふれる野生のすがたを紹介（しょうか
い）
します。

『うがいライオン』
鈴木出版 ＫＥ ウガ

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

24/31

25

26

27

28

29

30

■…休館日

※12日（火）は、祝日振替のため休館です。
※28日（木）は、
月末整理のため休館です。

11月の休館日
水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

冊数…おひとり５冊まで

14

15

6

17

18

19

20

後半：１０月１９日（火）〜１０月３１日（日）

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

期間
前半：１０月 ２日（土）〜１０月１７日（日）

おりがみ教室
日時■１１月１３日（土） １４時〜
場所■２階

大会議室

講師■真弓

美矢子さん

対象■子どもから大人まで ３０人

（小学2年生以下は保護者と一緒に参加）

人形劇（図書館開館１２周年記念事業）
「ばびぶべパペットカーニバル でんでら竜バージョン」
内容■『ねずみのおんがくかい』
・
『でんでら竜
がでてきたよ』ほか、紙芝居１本
日時■１０月３１日（日） １５時〜１５時５０分
大会議室

出演■人形劇団「京芸」

第６４回

読書週間

期間■１０月２７日（水）〜１１月９日（火）
標語■「気がつけば、
もう降りる駅。」
主催■社団法人

日

■…休館日

場所■対面朗読室

ねじめ 正一／作
どうぶつえんにいるライオンは、
ながいこと、
「ひゃくじゅうのお
う」にあきあきしていました。ある日、おきゃくさん
をおもいっきりわらわせようと、
わざと、
すべってこ
ろんでみたものの…。

火

火

対象■幼児〜

『４ひきの子グマ物語』

月

月

図書館で不要になった本をおゆずりします。

場所■２階

絵本

広報たが 2010年10月号

いずれも土曜日 １５時〜

申込■１０月１６日（土） １０時〜

『ここからどこかへ』

日

大会議室

先着順（電話申込可）

『医学のたまご』

キャッチフレーズは
「じゃあ、
読もう。」

場所■２階

冊数…制限なし

一般書

児童書

２０１０年は
「国民読書年」

日時■１０月３０日（土） １５時〜
（27分間）

日時■１０月２、
９、
１６、
２３日

場所■２階 大会議室

日時■１０月６日（水） １０時〜

10月の休館日

いりません。お子さん連れでも参加していただ

（毎月第１
・
３土曜日 １３時３０分〜）

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

ビデオ絵本『ねないこだれだ』

おはなしのじかん

日時■１０月２、
１６日（土）
１３時３０分〜

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
けます。

小会議室

映画会

読書推進運動協議会

※4日（木）、
24日（水）は、祝日振替のため休館です。
※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10月・11月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日
10月 1日、15日（金）
11月 5日、１9日（金）
１２：５０〜１３：３０
大滝小学校
10月 1日（金）
11月 5日（金）

10月15日（金）
11月１9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

Ｂコース
（多賀）第２金曜日
10月 8日、11月12日（金）
１３：００〜１３：３５
多賀小学校
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

※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ヶ月後となります。
※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。
※多賀清流の里は第３金曜日のみの巡回になります。
広報たが 2010年10月号
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秋

のイベント情報

おしらせ

第５回多賀ふるさと楽市開催します！
１０月１７日に多賀ふるさと楽市を
開催します。近江猿楽やヨサコイ、
「た

粗大ごみ収集のお知らせ

おぞらの街」全国大会のプレイベント

多賀ふるさと楽市 １０月１７日

として、
「星空コンサート」
を行います。

場所■多賀大社前駅前〜門前町絵馬

「風の音」さんによる癒しのオカリナ

がステージで披露されます。ほかに

演奏をお楽しみください。詳しくは後

時間■９時３０分〜１６時

想されますので、各対象地域の指定

も、お菓子やフランクフルトなどの

日配布のチラシをご覧ください。

※１７日は交通規制されます。

日をお守りくださるようご協力をお願

※雨天中止。朝７時に有線放送でお

いします。

模擬店、フリーマーケット、体験コー
ナーなどが盛りだくさんの内容となっ
ています。
また今年度は１０月１６日（土）の夜に
前夜祭を開催します。
「星空の街・あ

皆さんのお越しをお待ちしており
ます。
前夜祭「星空コンサート」 １０月１６日
場所■多賀大社前駅前
時間■１９時３０分〜

知らせします。

しょに楽しく歩きませんか？ガイドが
同行し、
ウォーキングコースを散策し
ながら神社の歴史などについて解説
します。寿福・延命に御利益があると

２時間コース）
※歴史満喫コースを終えた後、頂上
をめざします。
日時■１０月２３日（土）
９時３０分〜１２時ごろ

お問い合わせ
（有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２

車場）
持ち物■動きやすい服装、
タオル、運
動靴、水筒
※小雨決行・雨天の場合は１０
月２４日に開催
申込■１０月１６日までに多賀町Ｂ＆

イムスリップするような感覚で楽しん

方（定員４０名）※家族の方の参

Ｇ海洋センターへお申し込みく

でください。体力に合わせて２つの

加可

ださい。電話、
ＦＡＸでも受付ます

○歴史満喫！お気軽ウォーク
（約１時

集合場所■９時２０分に多賀町役場

間コース）
○頂上磐座までしっかりウォーク
（約

玄関前集合（直接現地へお越し
の方は９時３０分に胡宮神社駐

ので気軽にご参加ください。
お問い合わせ
多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
（有）
２−１６２５ （電）
４８−１６２５

ル対象品目として新たに「液晶テレ
ビ」、
「プラズマ式テレビ」、
「衣類乾
ものは粗大ごみ回収できませんの
でご注意ください。

してください。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、
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、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、
ピアノ
上記の
（違反）
粗大ごみはお持ち帰り願います

家庭用でも回収できない主なもの

指定日時

収集場所

対象地域

１０月 ９日（土）
７時〜 ９時３０分
１０月１６日（土）
７時〜 ９時３０分
１０月２３日（土）
７時〜 ９時３０分

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）
多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

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
多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ
畑
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

滝の宮スポーツ公園駐車場

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

実施場所

大滝小学校

１０月３日（日）

大滝小学校グラウンド

多賀小学校

１０月９日（土）

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

回収品目
新聞、
雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶

資源回収のルール……必ずお守りください!!

チャリティ・チェンソー・カービング

○分別を徹底してください。

森の感謝祭ｉｎ たかとり ２０１０開催！
今年で７回目となる「森の感謝祭」

※平成２１年４月から、家電リサイク

燥機」が追加されました。これらの

から出してください。
••カン等は中身を取り除いてから出

ふるさと楽市事務局（役場企画課）

対象■町内在住・在勤の６０歳以上の

参加費■１人１００円（保険代）

••石油ストーブ等は燃料抜きをして

••指定時間内に搬入してください。

伝えられている胡宮神社。境内をタ

コースからお選びいただけます。

発生したものは出せません。

必ずお守りください！

ウォーキングをもっと楽しもう 歴史ウォーク！ 胡宮神社
皆さんおなじみの胡宮神社をいっ

••事業活動（農業も含みます）
により

なお、収集日当日は交通渋滞が予

••金属製品、木製品、そのほかの製品
に分別し出してください。

いごみに出してください。

ますのでお知らせします。

がゆいちゃん」のキャラクターソング

通り一帯

••家具等のガラスは、
はずして燃えな

粗大ごみ収集を次のとおり実施し

つなげようと、小学４年生を対象とし

が１０月２９日（金）〜３１日（日）に、多賀町

た森林環境学習「やまのこ」事業の

藤瀬の高取山ふれあい公園にて開催

支援に充当されます。期間中は木工

されます。チェンソーを駆使し、芸術

教室や陶芸教室などの体験教室に

家とアスリートの両面を持つ、大胆か

加え、緑化活動としてド

つ繊細なチェンソーアートの醍醐味

ングリの里親を募集さ

をご堪能下さい。

れます。

大滝山林組合

新聞…新聞、折込チラシをひもで縛る。

ワックス加工紙（紙コップ・皿）など

雑誌…書籍、パンフレット、封筒、包装

は出せません。

紙等をひもで縛る。

お問い合わせ
担当■田中・樋栄

（有）
５—５３２０ （電）
４９-００２９
WEB http://www.takatori.cc/

○窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、

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。

入れてください。
詳しくは、各団体から配布されるチ
ラシをご覧ください。

○古着は古着（学生服を除く）のみで

町内の方ならどなたでも持ち込み

布団、毛布類、カーテン、タオルな

可能です。この機会にぜひお出しくだ

どは出せません。

さい。

○古着は中身の見えるビニール袋に

缶類の分別についてのお願い

これは、同公園を活動の拠点とし

同ＣＬＵＢでは、イベ

ごみの分別についてご協力いただいているところですが、缶類につきまして、中身の入ったスプレー缶を、穴を開けずに

ている高取チェンソーＣＬＵＢが、チェ

ントに協力いただける

コンテナに出されていることがしばしば見受けられます。今一度次のことにご注意の上、指定のコンテナに出していただ

ンソーアートを通じて、森・人・地域に

スタッフ、スポンサー、

きますようお願いします。

感謝・還元するチャリティとして開催

ベンチを希望される公

されるものです。ベンチを公共的施

共的施設を募集してお

設にプレゼントされるほか、つくられ

られます。詳しくは、大

た作品はオークションで販売し、その

滝山林組合までご連絡

○空き缶類は中身を使い切って、できるだけ水洗いしてください。
○スプレー缶は爆発の恐れがありますので必ず穴を開けてください。
○スチールとアルミに分け、つぶしてください。
○錆びて原型をとどめないもの、手で握って壊れやすいものは燃えないごみで出してください。

収益金は次世代の子ども達に想いを

ください。

また、燃えるごみ、燃えないごみにつきましては必ず指定袋に入れ、名前を書いて出していただきますようお願いします。

広報たが 2010年10月号
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おしらせ

おしらせ

水田農家の皆さまへ

戸別所得補償モデル対策交付金

道路交通センサスは、いわば道路
に関する国勢調査として、昭和３年か

申込期限■１０月１８日（月）まで
申し込み・お問い合わせ■

第２回 福祉用具展示相談会ｉｎ彦根

〜上手に使っていきいきライフ〜

清掃業務を委託されている業者が検査

でご理解とご協力宜しくお願いします。

を行うことになります。今後、多賀町でも

お問い合わせ

本格的に効率化検査が実施される予定

農林商工課

ら概ね５年間隔で実施している全国

８時３０分から１７時までに、下

的な規模の調査であり、道路の状況

記へお申し込みください。

い、適切なものが使用されていない

です。皆さんのご協力をお願いします。

戸別所得補償モデル対策の交付

調査や自動車をお持ちの方を対象に

湖東地域一般廃棄物処理

ことがあります。今回の相談会で福祉

お問い合わせ

金は、
２回（１２月支払い、
３月支払い）

したアンケート調査により、自動車の

広域化事業促進協議会事務局

用具に関する正しい知識と活用方法

環境生活課

に分けて交付します。まず１２月支払

利用状況等を調査します。調査結果

１０月下旬、戸別所得補償モデル対
策の交付申請書をお届けします。

いは、米モデル事業の１.５万円/１０ａ

は、将来の道路計画や都市計画など

（定額部分）および自給力向上事業

を策定するための貴重な資料となり

の麦、
大豆、
飼料用作物
〔３.５万円/１０
ａ〕および新規需要米〔８万円/１０ａ〕
を交付します。

ます。
なお、アンケート調査は、全国の自
動車をお持ちの方の中から無作為に

（彦根愛知犬上広域行政組合
建設推進室内）
（電）
３５-００１５ （Ｆ）
３５-４７１１

米トレーサビリティ法—
スタート

福祉用具の状況は、知られていな

を身につけていただき、福祉用具を
必要とする人に対し、充実した相談の
場を設けることで、解決への糸口とな
る機会となることを目的とします。※
参加費は無料
開催日■１１月６日（土）

抽出された方のご家庭に、調査員が

請に関する書類が届きますので、交

訪問して行いますので、調査へのご

が施行されます。この法律では、生

対象者■湖東地域に住む障がい者や高

付申請書に押印いただき提出をお願

協力をよろしくお願いします。

産者、小売事業者、加工事業者などの

齢者とその家族および住民・福祉

いします。

お問い合わせ

詳しい内容は、多賀町水田農業推
進協議会、滋賀農政事務所へお問い
合わせください。
お問い合わせ
滋賀農政事務所

地域第二課

（電）
５２-５８９０

１０時〜１５時３０分

「米や米加工品」にかかわる事業者

用具に関わる専門職の方

国土交通省近畿地方整備局

の方は、以下の取り組みを行わなけ

会場■彦根市立医療情報センター

滋賀国道事務所調査課

ればならないことになっています。

（電）
０７７-５２３-１７４１

••取引の記録

お米を出荷する際

（彦根市立病院敷地内）
彦根市開出今町１６６０番地２

こんなときは、行政相談委員にご相

遺体が相次いで発見されましたが、

談ください。相談は無料で、秘密は守

いまだこの被害者の男性の身元が判

られます。

明していません。この期間に、発見場

行政相談委員

松居

亘

氏

ださい。

品の選び方と試食、福祉用具

月曜、祝日の場合は翌日）午前９時か

被害男性に似た人物を知っていると

センター改造・製作品の展示、

ら１１時３０分まで多賀町総合福祉

いう方など、事件解決に結びつく情報

自助具工房製作品の展示

保健センター「ふれあいの郷」ボラン

を、報奨金（限度額３００万円）
を設定

ティア室において、
よろず相談所を開

の上、広く求めています。

設し、皆さんからの苦情や要望などの

情報提供先

第２回協議会として、専門の方を講

ます。調査結果は、交通計画、防災計

師としてお招きし、湖東地域の新し

や消費者に伝えてください。

画など、安全で快適なまちづくりに活

いごみ処理施設の建設に向けて、近

かしていきます。この調査は、国土交

年のごみ処理施設の特徴や、安全性

通省・滋賀県が協力して、無作為に抽

などを分かりやすく講演していただ

出したご家族へ、郵送により調査票を

きます。傍聴希望の方は、下記によ

配布いたします。調査票がお手元に

りお申し込みください。この講演会

届きましたら、調査にご協力いただき

は４回 のシリーズを予 定しており、

ますようお願いします。

今回が第１回目となります。なお、第

お問い合わせ

湖東地域一般廃棄物処理広域化

••３年間保存

伝票や、伝票等記録

の控えは３年間保存してください。
••産地を伝達 「米や米加工品」を取

お問い合わせ
滋賀県農政事務所

食料部計画課

（電）
０７７-５２２-４２７４

家屋評価に—
ご協力お願いします

主催■滋賀県社会福祉協議会福祉用
滋賀県立リハビ

１０月１日は浄化槽の日です

浄化槽は微生物の働きによって汚水を

処理する施設であるため、微生物が活動し
やすい状況をつねに保つ必要があります。
浄化槽法により、
「保守点検」
「清掃」
「法定検査」が義務付けられています。法

（有）
２-２８６１ （電）
４８-０５２１

てご利用ください。

捜査本部フリーダイヤル

※行政相談は、滋賀行政評価事務所
電話による受付「行政苦情１１０番」
（電）
０５７０-０９０１１０
インターネットによる受付
ｈｔ
ｔｐｓ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｈｙ

年１月１日以降に建築された家屋（住

機能が正常維持されているかを確認する

につきましては、そのつどお知らせ

宅・店舗・倉庫等）
について、固定資産

検査で、毎年１回の受検が義務付けられ、

します。

税および不動産取得税（県税）の適正

罰則規定も設けられています。

日時■１０月２０日（水） １４時〜１６時

課税のため家屋評価を実施しており

これらを怠ると、浄化槽機能の低下し

場所■大学サテライト・プラザ彦根

ます。対象となる方についてはご案内

汚水が処理されず排出されるなど、浄化

（アルプラザ彦根 ６Ｆ）

させていただいておりますが、評価の

槽自体に負担をかけて故障の原因となっ

され、遊休農地を有効活用する対策

テーマ■ごみ焼却方式とその特徴

ため順次訪問しますので皆様のご協

たりします。必ず定期的に行いましょう。

の充実として農業委員会が管内の農

定員■一般傍聴 ２０人程度

力をお願い致します。

全国道路・街路交通情勢調査「道路交

とします）
参加費■無料

お問い合わせ
税務課
（有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３

たな検査方式（効率化検査）が導入され
ました。
５年のうち４回は県知事指定検査
機関に代わり、浄化槽管理者が保守点検・

（電）
０１２０-３２-００５７

でも受け付けています。

２回目以降の講演会の日程・内容等

（申し込み多数の場合は抽選

で、不審者や、不審な船、不審物の運

近江八幡警察署（電）
３２-０１１０

定検査は、保守点検、清掃の適正、浄化槽

また、平成２１年４月から法定検査に新

所やその周辺で釣りをされていた方

相談を受け付けていますので、併せ

９月から税務課では主に平成２２

て、平成２２年９月〜１１月にかけて、
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賀県の琵琶湖岸で切断された男性の

搬を見たという方。または似顔絵の

通実態調査を１０月〜１１月に実施し

広報たが 2010年10月号

くい。

また、毎月１６日（土・日曜の場合は

具センター

通センサス」を実施します。

平成２０年４月から６月にかけて、滋

つの選び方と使い方②介護食

リテーションセンター

指定市および高速道路会社と連携し

○苦情を言いたいが、
直接は申し出に

滋賀県近江八幡警察署

取引では伝票等記録を作製してく

引する際や「米飯」等を提供する際

国土交通省では、都道府県、政令

のか分からない。

かかる相談、ミニ講座①おむ

には、原料米の産地情報を取引先

快適な道路利用のための調査です

○苦情や要望をどこに申し出てよい

また原料となる「米や米加工品」の

事業促進協議会では、平成２２年度

『道路交通センサスのお知らせ』

といった特殊法人の仕事について、

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｌ
ｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｒｏａｄ/ｈ２２ｃｅｎｓｕｓ/

内容■福祉用具の展示、福祉用具に

を対象に１日の動きをお聞きする交

（電）
０７７-５２８-４１８２

行政相談週間

１０月１８日（月）〜２４日（日）

は、伝票などを受領してください。

近畿圏交通実態調査に—
ご協力をお願いします

滋賀県土木交通部都市計画課

（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

ホームページ

湖東地域一般廃棄物処理
広域化事業促進協議会
講演会開催のお知らせ

近畿２府４県にお住まいの皆さん

目撃情報求む！
「バラバラ殺人」—

国、県、町の役所や公社、公庫、公団

１０月下旬に年内交付分の交付申

１０月から「米トレーサビリティ法」

（有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７

ｏｕｋａ/ｇｙｏｕｓｅ
ｉ-ｆｏｒｍ.ｈｔｍｌ

農地パトロール—
（遊休農地の調査）の実施
について

昨年１２月に農地法の一部が改正

地が適正に利用されているか調査す
ることになりました。
本年は、
１０月１３日（水）に実施予定し
ており腕章などを着用し調査しますの

「もんぜん市」開催日

町内で採れた安全でおいしい

野菜や花などを販売します。ぜひ
お立ち寄りください。
営業日■１０月９日、
２３日
営業時間■９時３０分〜１２時
場所■もんぜん亭
毎月第２
・第４土曜日開催！

よろず相談
今月の相談日■1０月１８日（月）
来月の相談日■1１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10月号

21

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

１１月１５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

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

１１月２２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。

４カ月児健診（離乳食教室）
受付時間▶

してください。
（下記広場以外）

多賀やまびこクラブの活動を通じて「明るく元気な多

う。
「スポーツの秋」ふれあい遊びを楽しみましょう。

設ステージまで足を運んでください。また、
やまびこクラブ

賀の町づくり」を願い『やまびこ・こだまフェスタ』を行い

詳しくは11月の「にっこりメール」をご覧ください。

は、模擬店の出店も予定しています。こちらも、お立ち寄り

ます。

くださいね。

１３：００〜１３：１５

Ｈ２１年４月・
５月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ
１１月９日（火）

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
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

１１
：
３０〜 予約制
１１月１０日（水）
※ほか２医院、
４病院は１年中実施（予約制）

は予診票をご持参ください。■１歳６カ月児健診を受け

お話会（お話しポケット）
１１月９日（火） １０：００〜
場所

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
１１月３０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

■１０カ月児健診には、お子さんと同居されているおば

していただくか、
お電話ください。

あちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。

２−８１３７（電）
４８−８１３７
子ども・家庭応援センター（有）

トレーニング室であなたの健康づくり！
皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ
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

子育て支援センター

ふれあいの郷トレーニング室
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楽隊に出演依頼中です！お楽しみに!!

おたのしみクイズまちがいさがし

１歳６カ月児健診

られる方は、歯ブラシとコップを持ってきてください。

広報たが 2010年10月号

只今、体操クラブ「ファンタジア・スクエア」、滋賀県警音
〈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）

１３：１５〜１３：３０

受付時間▶

の活動はＢ＆Ｇ海洋センターにて行います。
■１１月２０日（土） １３
：
００〜
（Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館にて）

Ｈ２１年１２月生まれの乳児

１１月１０日（水）

賀ふるさと楽市」のため使用ができませんが、やまびこ

づいてきました！キッズビクス教室では、今年もステージ発

※１０月１３日〜１０月１９日 勤労者体育センターは、
「多

■各健診や予防接種には、必ず母子手帳・質問票また

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

「多賀ふるさと楽市」
（１０月１７日）のステージ発表が近

気いっぱいにダンスを披露してくれます。ぜひ、駅前の特

１３：００〜１３：１５

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

友だちが、軽快なリズムに合わせて可愛く、かっこよく、元

１１月は、
「読書の秋」親子で絵本に親しみましょう。
「食

１０カ月児健診
受付時間▶

yamabiko@pcm.ne.jp

☆イベントのお知らせ

Ｈ２２年６月生まれの乳児

１１月１日（月）

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

表を楽しみに、練習をがんばっています。年中〜小６のお

にこにこ広場
欲の秋」ホットプレートでお芋を焼いていただきましょ

健診等
１１月１日（月）

ひろばの案内

10月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
23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10月29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。

答えがわかったら▶官製はがきで、解答と「広

発表は景品の発送をもってかえさせていた

報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラス

だきます。

ト）やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

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。
生まれました！
☆三和凛太郎（稔・由季子）
☆柳本 蓮音（優・映里）
☆岩村 和昌（浩孝・珠末）
み

わ

やなぎもと

い わ む ら

り ん た ろ う

れ

ん

か ず ま さ

お お み ち

☆大道
☆夏原
☆篭谷
☆夏原
な つ は ら

か ご た に

な つ は ら

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

よ う せ い

洋星（洋平・真琴） おくやみ申し上げます 結婚しました！
里生（聡士・一美） ◆上村マサエ １０４歳
大道 吉宗
春樹（光彦・鏡子） ◆土田
隆 ７７歳
御神本晴香
（栄三
・
初美）
優衣
（敬称略）
り

は

ゆ

い

る

き

い

お詫びと訂正 広
 報たが９月号で、誤りがありました。お詫びして訂正します。
２０ページのボウリング大会結果
（誤）
３位 土田芹奈 →（正）
３位 松田義之
（土田芹奈さんは小学生の部の３位でした）

ひとのうごき

平成2２年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
8,034人 （+ 5）
■男性
3,833人 （+ 2）
■女性
4,201人 （+ 3）
■世帯数
2,673世帯  （+ 6）
広報たが 2010年10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

10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
10

8

（金）
日

と

22

（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■血液型性格判断、
というものは日本人にとって
常識であります。世間では、上位にあがることまちがいな
し、の話題であります。ところが日本以外では、
日本ほど人
気はないようです。■外国で流行らない理由は、いくつか
ありそうです。外国の方は自分の血液型を知らないことが
あるから、
とか、国々で血液型ごとに偏りが顕著だから、
と
か、
または人をたった４種類に分類できるわけがないだろ
う、
とか。
（ 全部私が勝手に想像したものです。念のため）
なぜ日本人は、血液型性格判断が大好きなのか……ご存
じの方はおられませんか？
kikaku@town.taga.lg.jp （し）
古紙配合率100％再生紙を使用しています

