広報
花ごよみ／フクジュソウ(キンポウゲ科)早春の太陽の光を浴びて輝くばかりの黄色の花が咲きます
この花の自生を見ることができる場所は限られているので、貴重です
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卯年の出来事

「自然と歴史・文化に包まれた
キラリとひかるまち」をめざして

卯年の出来事
昭和３８年（１９６３年）

谷地区の家屋調査、皆さまの今後の生活の意

町内のできごと

向調査を実施させていただきました。

旧多賀中学校寄宿舎開設

「花の生涯」スタート（ＮＨＫ）

私立清涼保育園が町立となる

「鉄腕アトム」スタート（フジテレビ）

この調査結果を踏まえ、家屋支援などの合
意に向けた県との協議が進められるわけであ

町長に集治政太郎氏当選

名神高速道路開通

りますが、水谷地区の皆さまが納得、理解でき

町社会福祉協議会による多賀町善意銀行発足

老人福祉法が施行

る合意がなされるよう、町といたしましても全

移動公民館ことぶき号誕生

新千円札発行

力を尽くさねばならないと思っております。

少子化・若者定住化対策の推進を
平成２２年度出生数は平成１９年度の４９人

町民の皆さま、新年あけましておめでとうご
ざいます。

流行語・名言

昭和５０年（１９７５年）

世間のできごと

土田老人憩の家竣工

山陽新幹線全線開業

を下回る状況にあり、依然として少子化が進ん

広域農道、犬上大橋竣工

でおります。その歯止めをかけるためにも、若

多賀町社会同和教育推進員設置

昭和天皇がアメリカ訪問

い世代が安心して子育てができる環境づくり

多賀町制２０周年記念式典

音楽「およげ！たいやきくん」発売

や若者が定住できる魅力あるまちづくりを推

大君ヶ畑簡易水道給水開始

流行語・名言

進していかねばなりません。

「鉄ちゃんのどんとやってみよう」スタート（フジテレビ）

「オヨヨ」
「アンタあの娘の何なのさ」

皆さまには、
日頃から町政に対し深いご理解

そのためにも、中学校給食の実施など、子育

と絶大なるご支援・ご協力をたまわり、厚くお礼

て・学校教育の更なる充実に努め、教育は多賀

申し上げます。

町と言ってもらえるような町を目指してまいり

町内のできごと

世間のできごと

たいと思っています。

芹川河川景観形成地区に指定

利根川教授にノーベル医学生理学賞

八重練草の根ハウス竣工

ベンジョンソン１００ｍ世界新

昭和６２年（１９８７年）

多賀町長

私も、
皆さまの温かいご支援のもと、
町長の重

そして定住への助成制度などの取り組みを

責を担わせていただき早くも３年目となり、
２３年

進めることによって、町内外の若い世代の定住

大滝小学校の改築工事

ＪＲスタート

化につながるよう努めねばならないと思ってい

桃原草の根ハウス竣工

「朝まで生テレビ」スタート

ます。

大滝小学校創立１００周年記念式典

度は今任期の最終年度を迎えるに至りました。
昨年は３年目を迎えたということで、私自身
が直接皆さまの生の声を聞かせていただきた
いとの思いで、多くの集落にて懇談会を開催さ
せていただくことができました。ご参加・ご協力
本当にありがとうございました。

久保

皆さまよりの貴重なご意見・ご要望を真摯に
受け止め、
２３年度予算にて、
できうる限り反映
できるように努め、町民の皆さまの期待に応え

第１回多賀町ふるさとまつり開催

環境熱心な町づくりの推進を
昨年３月公表のバイオマスタウン構想や１２
月制定の環境基本条例の方針を基に、限りあ
る資源の有効活用に努めます。
そして、
ごみの減量・再資源化の更なる推進、

流行語・名言
「朝シャン」
「花金」
「ボディコン」

杉の子福祉作業所開所式

平成１１年（１９９９年）
町内のできごと

大滝小学校、
ＰＴＡ優良文部大臣表彰受賞記念

多賀町地域防災計画策定（震災対策編）

碑除幕式

なければならないとその思いを強くしていると

森林の再生など環境に配慮した取り組みを進

多賀の自然と文化の館開館（町立博物館）

世間のできごと

ころでございます。

めてまいりたいと思っています。

大君ヶ畑洞門が完成

地域振興券交付

久良

欧州統一通貨ユーロ導入

芹谷地域振興実現へ全力を
芹谷地域の皆さまには、長きにわたりご心労

結びに、町民の皆さまのご健勝とご多幸を心

国旗・国歌法制定

よりお祈り申し上げ、新年のごあいさつといた

東海村臨界事故

します。

音楽「団子３兄弟」発売

をおかけしておりましたが、昨年１１月より、水

１０月１日（土）、２日（日）「星空の街・あおぞらの街」全国大会開催
2

「ＯＬ」
「バカンス」

町内のできごと

流行語・名言
「カリスマ」
「ヤマンバ」
「リベンジ」
「Ｙ２Ｋ問題」

多くの町民の皆さまのご理解ご協力を得ながら
手づくり感あふれる大会の成功をめざして……

広報たが 2011年1月号

世間のできごと

卯年を振り返ると……こんなことがありました！

謹賀新年

卯年

▲開館当初の博物館
広報たが 2011年1月号

3

まちの話題

まちの話題

農村地域再生支援事業

胡宮神社ライトアップ

八重練で「普段着の田舎暮らし体験」を開催しました

秋の夜長を彩る胡宮神社のライトアップ

１１月２０、
２１日と一泊二日で、都市と農村の住民交流を通して、地域の振興や課題を考える「普段着の田舎暮らし体

今年も胡宮神社にて、美しく色づ

などして楽しんでいました。聞くとこ

ライトアップ期間中は雅楽の催し、
ま

験」を八重練で開催しました。イベントには大阪、京都、大津などから１３名の参加があり、山歩きやそば打ち体験を通して

いた紅葉のライトアップが行われまし

ろによると、胡宮神社は「紅葉の隠れ

た多賀そば販売も行われました。芸

八重練の方との交流を楽しんでいただきました。今回は、その２日間の内容を紹介します。

た。太陽の光を透かした紅葉と、夜空

名所」だそうです。紅葉の季節、人が

術と食欲の秋を満喫できた秋となり

に輝く紅葉。どちらも美しく見惚れる

多くないところで紅葉を楽しみたい、

ました。

景色で、多くの観光客が写真を撮る

という方には最適かもしれませんね。

１日目
初日はボランティアガイドの方の案
内のもとで多賀大社を参拝をした後、

とは思わなかった」との声があがって
いました。

ました。
初日の最後のプログラム、夕食交

一円にある「一圓屋敷」で多賀クラブ

三本杉から戻ったあとは、八重練

流会では、
地元の皆さんによる手料理

さん特製の地元食材を使った昼食を

草の根ハウスに地元の方が手作りし

（特にからし麩が大人気でした）をお

いただきました。その後、八重練区に

た「おはぎ」をいただき、その後、滋賀

いしくいただき、参加者と地元の皆さ

移動し、地元の方と一緒に「杉坂古

県立大学の濱崎先生に解説をいただ

ん全員で「伊勢参り節」を唄い、大い

道」を２時間かけて登りました。目的

きながら集落散策を行い、家屋の建

に盛り上がりました。

地の「三本杉」に着いたころには、
「も

築的特徴や、増加する空家の現状な

そのあとは満天の星空の下、中央

うクタクタ…… 」という方が続 出さ

どを見学しました。また、地元の方自

公民館まで歩いて戻り、初日は終わり

れ、地元の方からも「こんなに疲れる

慢の太鼓の演奏を披露していただき

ました。

２日目

エコクラブ

町民グランド整備

淡海こどもエコクラブ活動交流会が行われました

町民グランドの
整備をして
いただきました

１２月５日、滋賀県立琵琶湖博物館

午後からは、各こどもエコクラブの

にて、淡海こどもエコクラブ活動交流

ポスター展示の見学のほか、琵琶湖

会が行われ、多賀町アストロクラブも

博物館の内部見学、薪割り体験コー

参加されました。第１部では、県内か

ナー、
環境紙芝居などで、
楽しく学習さ

１２月５日に、多 賀 町 軟 式 野 球 連

らの参加エコクラブ７団体が順番に

れていました。第２部では、
淡海こども

盟の方々が町民グランドの整備、器

朝食を食べた後、区長さんの案内

いう形で意見を出してもらい、都市と

苦八苦されていましたが、自分たち

日ごろの取り組みを発表し合い、お

エコクラブ大賞・奨励賞の表彰式が行

具 庫や 溝 の 掃 除をしてくださいま

で高松神社まで散歩し、朝の透き通っ

農村の交流、地域振興、課題の解決に

で打ったそばを食べ、大満足の様子

互いの活動について認識を深めまし

われました。多賀町アストロクラブはみ

した。大会や練習で１年間お世話に

た空気と自然を体感しました。

ついて話し合いました。

でした。

た。アストロクラブの皆さんは、日ご

ごと、奨励賞を受賞され、代表の児童

なったグランドは、皆さんの抜群の

その後、
３つのグループに分かれて

最後に、参加者の方々が一番楽し

その後、参加者、地元の方、スタッ

ろから天究館で行っている天体観測

が嘉田知事から表彰状を受け取られま

チ ー ムワークで 見 違 えるように綺

ワークショップを行い、参加者からは

みにされていた「そば打ち体験」。そ

フ（滋賀県立大学の学生も多数参加

の様子や、町での清掃活動のこと、
ま

した。日ごろの成果が評価されたよう

麗になりました。休日のところ整備

「八重練で体験してみたいこと」を提

ばを打つのは根気仕事で、何度も何

してくれました）全員で記念撮影を行

た、地球がいかにすばらしい星である

です。本当におめでとうございます！今

をしていただきありがとうございま

案、地元の方からは「都市の方々に協

度もこねる、伸ばす、巻いてほどいて

い、全行程を終えました。

かについて発表されました。

後の活動にも期待しています。

した！

力してもらいたいこと」を依頼すると

また伸ばす……慣れない作 業に四

ご協力をいただきました八重練区の皆さま、本当にありがとうございました。
広報たが 2011年1月号
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広報たが 2010年1月号
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湖東定住自立圏への具体的な取り組み

湖東定住自立圏／コンピュータシステム

地域医療／職員の人材育成・職員交流

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

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

低炭素社会の実現を目指します

地域医療再生計画と連携して、地域医療の充実を図ります

多賀町では、平成２２年３月に「多賀町バイ

町、豊郷町、甲良町）で連携し、さらなる温室効

医療の分野については、滋賀県の「地域医療再生計画」と連携して進めています。地域医療再

オマスタウン構想」を公表し、
この構想にもと

果ガス排出量削減や森林などの保護などによ

生計画の実施については「湖東・湖北医療圏地域医療再生計画推進協議会」で協議されています。

づき、二酸化炭素の排出を抑制し地球温暖化

る低炭素社会構築の活動を進めます。また低

１０月２２日に同協議会において、回復期リハビリテーション病棟施設整備および救急医療体制の

を防止する取り組みや、バイオディーゼル燃

炭素社会構築の考え方をもとにクリーンエネ

充実についての事業計画が承認されました。なお、整備費用については滋賀県地域医療再生基金

料の活用による省資源への取り組みを進めて

ルギーの有効活用を目指し、
「緑の分権改革

を活用するものです。

います。

推進事業」にも圏域での事業として取り組ん

今後は、湖東圏域内（彦根市、多賀町、愛荘

でいきます。

緑の分権改革推進事業について

地域にある豊かな自然資源と、それにより生み出される食料やエネルギー、あるいは歴史文

化資産の価値などを把握し、それを地域で最大限活用する仕組みづくりを進める事業です。こ
の仕組みを作り上げていくことで、エネルギーや産業の創出を行い、雇用の確保や定住を進
め、湖東圏域において、優しく豊かな地域主権社会の実現を目指します。今年度、圏域では下
記の事業に取り組みます。

〜圏域で進める、良好な環境を守り育てるための具体的な取り組み〜

回復期リハビリテーション病棟施設整備（豊郷病院）
湖東医療圏には回復期リハビリテーション病

市立病院では、年間６００件余りの心臓カ

床がないため、急性期病院退院後の受け皿が

テーテル検査を実施しています。
しかし、血管

なく、適切な回復期リハビリテーションが受け

連続撮影室が１室しかなく、長時間を要する治

られず、入院期間が長期化するとともに、在宅

療に使用している場合、
この間の救急患者の受

療養への円滑な移行に支障を来たしている状

入れができない状況になります。湖東医療圏の

況です。

唯一の公立病院として、二次救急だけでなく三

患者中心の医療を実現し、病気が発症した急

次救急の一部も担う市立病院の救急患者の受

性期の治療を終えた後、身体機能をできるだ

入れを確実なものとするため、新たに血管連続

けもとのように回復し、在宅で療養しながら生

撮影室の整備を行います。
事 業 内 容 血管連続撮影室の整備

緑の分権改革推進事業

ます。今回は、愛荘町のるーぶる愛知川と彦根

活が送れるよう、それぞれの時期に応じた適切

①小水力発電の調査と利用可能性の検討

市内で発電所の設置をします。

で効率的な医療を提供するため、豊郷病院が

③バイオマス資源の有効活用方法の検討

回復期リハビリテーション病棟の整備を行うも

湖東圏域は、せせらぎや農業用水路など、水
に恵まれています。この自然の恵みをいかした

すでにごみ収集車燃料の一部を廃食油から

水力発電の可能性について、甲良町の親水公

精製したＢＤＦ
（バイオディーゼル燃料）を使っ

園や豊郷町の豊栄のさとや多賀町の芹川沿岸

ていますが、
ＢＤＦの更なる有効活用調査や、間

土地改良区事務所前などで実際に発電機を動

伐材などの草木、食品廃棄物、生物由来の資源

かして調査し、街路灯や獣害用電気柵などの電

を、
エネルギーや肥料として利用する方策につ

力源としての活用を検討しています。

いて調査研究を行っています。

のです。
事 業 内 容

回復期リハビリテーション病棟３０
床新設

開 設 予 定 平成２４年６月
（予定）
基 金 活 用 額 ３億円

救急医療体制の充実

ます。そのときに、運営のあり方について問題
点を調査し、持続可能な制度になるかを検証し

多賀町役場福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
救急医療体制の充実について

多賀町役場環境生活課
（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４

把握と課題整理を行っています。

総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

職員の人材育成・職員交流の取り組み
１市４町の職員が交流を深めるとともに、職

を目的に「愛犬４町管理職員研修会（本年度は

員間の相互啓発を推進するため、今年度から

「人事評価」の概論についての講演）」に彦根

合同研修が始まりました。

市の管理職員が参加し１５０人余りの大規模な

その一環として、
これまで彦根市が係長級職

研修会となりました。今後も、さまざまな分野

町で使用しているコンピュータシステムや今後

今後の取り組み

員を対象に実施してきた「政策形成能力養成

で相互の先進的業務に関する技術や知識を習

開発予定のシステムについて、経費の削減、事

今後は、共同利用を行う業務やその運用方

講座」を合同研修として行っています。この研

得するとともに、職員の人材育成を図るため、

務の効率化などのため、共同利用や共同開発

法など、具体的な検討を行っていきます。その

修は、
６カ月間にわたる長期研修で総勢２３名

互いに職員の派遣や受入を行う交流事業につ

について取り組みます。

あと、共同運用可能な業務から、順次システム

がおのおののテーマごとのグループに分かれ、

いて取り組みをすすめていきます。

今年度の取り組み

の共同化を進めていきます。

１２月には湖東圏域の行政課題に対応した具

お問い合わせ

体的な政策提言を行う発表会を開催する予定

圏域でのコンピュータシステムの共同利用
や共同開発などに取り組むため、共同運用可能
な業務および効率化が図れる業務などの現状

6

お問い合わせ

お問い合わせ

コンピュータシステムの共同利用や共同開発などに取り組みます

広報たが 2011年1月号

基 金 活 用 額 ５,０００万円

（電）
２２-６０５０ （Ｆ）
２６-０７５４

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

コンピュータシステム部会では、現在、各市

稼 働 予 定 平成２３年１２月
（予定）

彦根市立病院企画経営課

②太陽光発電所の設置と仕組みづくり
住民から出資を求め、太陽光発電所を設置し

彦根市立病院

多賀町役場企画課
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

で、それに向けた政策研究を重ねています。
また、
１１月には管理職員の能力・資質向上

お問い合わせ
多賀町役場総務課
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０
広報たが 2011年1月号
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生涯学習講座・公民館分館活動

いくせい

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

『多賀の仏像めぐり』に参加して
昨年度に続き、
「生涯学習講座・多賀の仏像めぐり」を１１月１７日に開催しました。

中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

第４２回

（電）
４８-１８００

青少年育成大会を開催しました

今年度は、
１１月２３日に中央公民館にて多く

今回は、西蓮寺（甲頭倉）木造阿弥陀如来立像および木造薬師如来立像、高松寺（八

の方の参加のもと第４２回多賀町青少年育成

重練、現在は町立博物館で保管）木造大日如来坐像です。総勢２１名の参加者があり、

大会を開催しました。オープニングセレモニー

滋賀県立琵琶湖文化館学芸員の井上ひろ美さんに解説をしていただきながらの見学で

が始まる頃には会場に入りきれないほどの参

した。参加者の感想を紹介します。

加者が見守る中、
「環境言の葉書道展」の表彰
式に続き大滝小学校６年生の暗唱発表「生き

敏満寺

山本孟増さん

増進をはかり、幸福と地域発展を目指そうとす

る」と題して原爆の恐ろしさを通じて生きるこ

今年も参加できて、
また新たな感動を受けま

るものです。私は委員の立場から、生涯学習を

との大切さを力強く切実に発表されました。続

した。紅葉真っ盛りの山路を車で上り、甲頭倉

始めとする社会教育の重要性と果たす責任の

いて多賀小学校５年生の皆さんが来年度多賀

の区長さんや世話役さんの接待を受け、西蓮

大きさを痛感しています。それゆえに一人でも

町で開催される「星空の街・あおぞらの街」全

寺の仏像を丁寧な講師の説明を受けながら見

多くの方に参加していただけるような社会教

国大会で発表予定の星を詠った万葉集を情緒

学しました。お寺の欄間彫刻や色彩豊かな内部

育活動になることを願っています。

たっぷりに暗唱され、最後に両校合同で「荒城

ト１位で巨人に指名されながら入団を拒否し

の月」を朗々と発表され、会場いっぱいに大き

た」経歴の持ち主の愛知学院大学

な感動をいただきました。

元野球部監督の小林秀一氏の「野球、一投一

は、甲頭倉の先代の信仰のあつさを感じられま

「仏像めぐり」は、生涯学習講座の中でも人

した。その後、町立博物館へ移動し、高松寺の

気講座で多くの方が参加されました。実際に甲

仏像を見学しました。これら多賀町の文化財が

頭倉の阿弥陀様はすばらしく慈悲の優しさに

子々孫々に無事引き継いでいかれることを祈

あふれた仏様でした。無住となった村で区民の

来賓祝辞）
に続きこの１年間に善行が著しく他

に指名されたときは、かなり迷われ、悩まれた

念します。

皆さんが大切に守っておられ、今回もわざわざ

の模範となった青少年１７人と多賀中学校ハン

そうですが最後は自分の夢であった教職の道

と接待に来て戴き、山里の風景、区民の方から

ドボール部、青少年の健全な育成に努められ

を取られたそうです。野球を通じて自分自身を

受けた人情、信仰のあつさに感動しました。

た指導者１人を顕彰し、小菅会長より表彰状と

磨かれ、その経験を元に監督として、教授とし

記念品が贈られました。

て取り組まれていることをお話しされました。

社会教育委員委員長

野村茂太郎さん

社会教育行政は、
「学習機会の提供と奨励に

多賀町の良さを再発見し、社会教育委員とし

より、生涯学習の振興に寄与する」と任務が法

て改めて『がんばろう』
という勇気を得た一日

律で定められています。つまり生涯学習を通し

でした。

て、町民皆さんの教養や生活の向上と健康の

打が分岐点」と題した講演を聞きました。巨人

大会のメインである青少年の主張発表として

「努力をすれば報われる。」つまり何事に対し

多賀小学校６年生２人、大滝小学校６年生２人、

ても目標を持ってそれに向かって努力をすれ

多賀中学校各学年代表の７人が発表されまし

ば結果がついてくる、
という信念で指導されて

た。家族に対する思いやりや感謝の気持ちを、

いるとのことです。

いろいろな面からとらえ発表されました。日頃か

「何事に対しても中途半端でなく精一杯取り

公民館分館活動の紹介

ら家族への感謝の気持ちをこんなに深く思って

組むことが大事である」ということを学ばせて

いることに対して涙が出る思いで発表を聞きま

頂きました。

した。また、中学３年生の発表はボースカウトの

最後に、
オープニングの子どもさんが発表さ

活動をわかりやすい英文、
きれいな発音で発表

れるときは会場いっぱいの方がおられますが、

川相では、子どもにお話をしてほしいという

されました。続いて大滝柔道スポーツ少年団が

子どもさんの発表が終わるとかなりの方が退

声があり、老友会の中堅、若手の有志が夏休

町代表として鹿児島県妙円寺詣り行事大会に参

場されていき本来の大会には空席が目立つの

み前に集まり
「ラジオ体操のあとなら集まりや

加された報告がありました。
８人の青少年の発

が残念でした。今後は最後まで残って下さいま
すようにお願いいたします。

川相おはなし会（川相公民館内）

すいね」と相談し、川相おはなし会を立ち上げ

表を聞き素直な心で物事を見ていてくれること

ました。毎週金曜日、体操の後お茶を飲みなが

がうれしく、
この気持ちをいつまでも持ち続け

ら、おばあちゃんによるお話や読みきかせを楽

成長してくれることを願いたいものです。

さんお母さんや、お母さんの膝の上の赤ちゃ

個人の部

地蔵盆にもお宮さんや、お旅所で紙芝居、読み
聞かせを行いました。その際には、区長さんや、

の美しいことば、胸に残ることば、楽しくおもし

保護者の方から「またやってね」と励ましの言

ろい言葉を高齢者から子どもに届けたい。また

は

総務部副部長

小菅

建次）

顕彰者一覧（表彰順）

んまでも、お話のひとときを楽しんでいます。

こ と

（多賀町青少年育成町民会議

記念講演は「読売巨人軍のＶ９時代にドラフ

しみました。おじいちゃん、おばあちゃん、お父

8

その後、開催行事（町民憲章唱和、会長挨拶、

准教授

中央公民館 （有）
３-３９６２ （電）
４８-１８００

『子どもたちとおはなしを』

広報たが 2011年1月号

う た

葉をいただきました。多賀町で「言の葉のまち」

ことばを通してみんなと仲良くなりたい。そん

に取り組んでおられる事から、お話や絵本の中

な思いで、川相分館は活動しています。

平塚

翔海

神細工雄大

高橋穂乃香

安田晃太朗

近藤

山本

優実

成宮

詩歌

土田

彩果

森杉

祐斗

美濃部尚乙

棚池穂乃香

藤谷

康平

木村

優志

森野

高橋絵里奈
指 導 者

園田

団体の部

多賀中学校ハンドボール部

寿莉

喜多美乃里
平塚

愛香

太貫

順子

広報たが 2011年1月号
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農業委員会だより

社会を明るくする運動標語
社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動など
を展開しています。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さん
などに標語の取り組みをしていただきました。
（順不同・敬称略）

１０月１３日に開催された委員会の審議内容
農業経営基盤強化促進法第１８

※農業倉庫を建てたりする時に、
自分の農地を
農地以外に転用するための申請です。

条の規定に基づく農地利用集積計画の決定に

議案第２号

ついて…２件

転用許可申請について…１件

※農地の貸し借り期間を設定して耕作する制

※他人の農地を農地以外に転用し、借りたり売

度です。

農地法第５条の規定による農地

買するときに必要な申請です。

１１月１５日に開催された委員会の審議内容

議案第３号

議案第１号

条の規定に基づく農地利用集積計画の決定に

農地法第４条の規定による農地

転用許可申請について…３件

農業経営基盤強化促進法第１８

ついて…３件

農業委員の県外研修報告

和歌山県の２カ所を視察研修
本年の研修は和歌山県の２カ所を視察しま

直接伺いました。

した。
１日目は、近年イノシシやシカによる農林

２日目は「 農 業 が 衰 退 すれば 地 域 も 衰 退

作物の被害が深刻になっており、各地で猟友会

する」といった考えを基本に、いち早く直売所

協力のもと有害動物の駆除が行われています

多賀中学校２年

相談に

気軽に乗ってくれる

友達は

けんかするほど

ともだちの

陸斗

たからもの

秋山

遼

かけ橋に

池尻

文乃

作ろうよ

池原

一明

つながりだ

石田

収斗

緑の呼

永曽

勇登

スマイリー

岡嶋

紘未

笑顔はいつも

言葉から

始まる絆
人と人との

ふるさとの

聞こえりけりの

ありがとう

合うたび笑顔

いつまでも

笑顔忘れず

たすけあい

みんながやれば

一生大事な

生きようよ

奥山あかり

みんな笑顔

門川

宝物

菜月

川原祥太郎

ごめんねと

言ったその日に

多賀の自然

大事にしよう

なかなおり
ふるさとを

真依

喜多

健弥

喜多

遼輔

北川

智崇

北川

裕也

「きてら」を開設され、さらに、農を活かした

友達と

家族の絆は

が、
イノシシやシカも食肉として利用すれば「ジ

都市と農村の交流施設「秋津野ガルテン」に

家族を

大切にしよう

ビエ料理」の高級食材になる。たくさん生息す

より、地域食材を活かした農家レストランや

友達と

友達の輪を

広げよう

木村

栄作

る「やっかい者」も視点を変えれば豊富な地域

農業体験事業の取組をされている、農業法人

たからもの

衣里

株式会社「秋津野」の玉井副社長から直々に

みんな大切

木村

の資源と考え、日高川町の「ジビエ工房紀州」

友達は

説明いただき大いに参考になった研修であり
ました。

友達を、

なかがいい

神鳥

けんかするほど

鳥獣対策の取組を、日高川町の玉置町長から

宝物
えいえんに

友達は

いつも大切に、
いつも大切

しよう

忘れられない

※「ジビエ」
とは、
フランス語で、狩猟によって食材として捕獲された野生鳥獣のこと。

ふるさとは

いつまでたっても

※「ガルテン」
とは、
ドイツ語ですが日本語に訳すと
「市民農園」
とも言われています。

ありがとう

その一言で

▲日高川町にて。玉置町長からあつい説明を受けました

久保田

いつまでも

いつもでも

空

久保田真唯

友達を

小林

栞奈

わかちあおう

小林龍之介

いつもいっしょに

スマイルに

友達は

勝司

大事にしよお

小澤

友達を

利輝

喜びいっしょに

小財

友達と

けんかして

10

畦地

仲がいい

友達は

（食肉処理加工施設）で実践されている有害

広報たが 2011年1月号

ありがとう

桃花

みんなをつなぐ

友達は

私の家族に

青西

その笑顔
友達は

大切な

あたたかい

えいえんに
いてくれる

いい合いしても

仲仔

宝物

坂上

安孝

澤田

千裕

鈴木

琳花

重盛

美咲

友達は

一生の

友達と

仲良くはなそう

いつまでも

高橋絵里奈

友達は

いつになっても

大切だ

高橋

優斗

髙橋

伶奈

辰野

友香

困った時

いつもそばにいてくれるのは

多賀町を

笑顔あふれる

大切だ

家族の愛は

一本の

絆の糸を

友達が

いると毎日

友達と

家族がいれば

町にしよう。

すてきだな
つなげよう
楽しくなる
大丈夫

２２

年度 社会を明るくする運動標語

農業委員会だより
議案第１号

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

平成

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

大切な友達

棚池穂乃香
棚池

諒平

田中

浩輔

田中

佑亮

▲秋津野ガルテンにて。玉井副社長による取組説明
広報たが 2011年1月号
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お元気ですか？ あなたの歯

けんこう

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

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

-心のふれあいをたいせつに-

こんにちは保健師です
歯の抜ける主な原因は歯周病
歯周病は、歯肉が腫れたり歯を支えている
骨にまで炎症がおこる歯ぐきの病気です。年

たが民児協だより
することがわかっています。次のようなことに
心当たりはありませんか？
たばこを吸う
たばこは歯肉の血行を悪くし、歯肉にダメー

をとると歯が抜けるのは老化と考えられてい

ジを与えて歯周病のリスクを高めます

ましたが、実は歯周病が大きな原因だというこ

疲労やストレスをためている

とがわかってきました。特に、大人になって歯

疲労や睡眠不足が続くと免疫力が低下し、歯

が抜けるケースのほとんどは歯周病が進んだ

肉の炎症を悪化させます。

結果です。

よく噛まずに食べる

歯周病の直接の原因は口中にいる細菌のか
たまり
（歯垢）
です。食べ物が歯の間などに残っ
ていると細菌が繁殖し、歯に白くネバネバした
「歯垢」が付着します。この歯垢にすみついた

民生委員・児童委員

よく噛まずに食べると唾液が十分に分泌さ

民生委員児童委員・主任児童委員のみなさんが改選されました
任期

平成２２年１２月１日から平成２５年１１月３０日

民生委員児童委員の一斉改選が行われ、
１２
月１日付けで次のみなさんが厚生労働大臣か

細菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起こ

歯周病の主な原因は磨き残した歯垢です。

り、歯みがきなど刺激を与えたとき出血するこ

歯周病予防の基本は正しいブラッシングです。

とがあります。これが進行すると歯と歯ぐきの

１回１回のブラッシングを丁寧に行い、歯垢を

間のすき間が深くなり、血や膿が出てくるよう

活動する福祉ボランティアです。

ら委嘱されました。任期は３年です。民生委員

各地区を担当する民生委員児童委員のみなさん（敬称略）
担

当

区

れず、細菌が繁殖しやすい環境になります。

歯周病は防げます

児童委員は、地域における身近な相談役として

多

賀

氏

名

担

当

区

川

原

氏

火 口

悠 治

中

小 澤

礼 子

木 曽・脇 ヶ 畑

蓮 井 志 津 枝

森

輝 満

河

藤 原

勇 三

遠 城 は つ え

内 ・ 霊

仙

野 村

名
惣 藏

大 辻 美 代 子

屏 風・後 谷・向 之 倉・
甲 頭 倉・水 谷・桃 原

森 口

政 二

尼

子

岸 邉

次 郎

川

相

森

清 美

取り除くことを心がけましょう。特に歯と歯ぐき

猿

木

古 川

晴 司

一 ノ 瀬・仏 ヶ 後

林

喜 久 雄

になり、口臭がひどく歯がぐらぐらしてきます。

の境目をしっかり磨くことがポイントです。歯と

敏

放っておくと、最後には歯が抜けてしまうので

歯のすき間など歯ブラシが届かない部分は、歯

す。歯周病は、病状が非常にゆっくり進行する

間ブラシや糸ようじを使いましょう。

病気です。むし歯のように痛みがないので、治

毎日の歯みがきが歯周病をふせぐ基本です

勲

藤

原

久 保 田 里 美

田

山 本 喜 久 代

四

手

植 野 比 登 美

大

歯周病自己チェック

けるのもよい方法です。年に１度は歯科医院で

月

徳
之

辰 野 紀 美 子
坂 上

萱

八 重 練・大 岡

瀬

富之尾・梨ノ木・楢崎

重 次

久

ど歯ブラシ１本で治る率が高くなり、年齢を重

敏 子

平 居

期的に歯科医院で、歯垢や歯石の除去などをう

早期治療が大切です。発見が早ければ早いほ

矢 守
山 口

田

が、歯垢を完全に取り除くことは困難です。定

歯の健診を受けましょう。

寺

土

療せずに放置してしまう人も多いようです。

歯周病で歯を失わないためには早期発見と

満

杉 ・ 樋

法 子

馬 場

勝 子

霜 ヶ 原・小 原

辻 田 四 郎 行

小 財

豊 信

佐

目

東 岸

良 子

勇

南

谷

黒 川

清 子

大

近

藤

木

小 財 惣 九 郎

栗

栖

堂

一

円

土 居

美 智 子
正 彦

後
君

ヶ

畑

全
区
（主任児童委員）

霊 正
林

芳 信
壽 美 子

米 谷 ふ み 子

ねても自分の歯を保つことができます。これら
の症状に思い当たることがあれば、歯科医を受

彦根市消防署

診しましょう。

「消火栓」や「防火水槽」の付近は駐車禁止です

••出血がある
••歯肉が赤黒い

態が発生し、消防隊の活動に支障を来すことが

覧になったことがありますか。大規模な火災に

あります。消火栓や防火水槽付近に駐車するこ

••歯と歯の間に食べ物がよくはさまる

なると、数多くの消防車からホースが延ばさ

とは法律でも禁止されていますので、絶対に駐

••口臭がある

れ、それぞれのホースから消防隊員が放水をし

車しないようお願いします。

••歯肉が腫れたり痛んだりする

ます。時には、放水が何時間にも及ぶ場合があ

••最近、歯が長くなった気がする

ります。さて、消防車が消火に使用する水は、
ど
多賀町では４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の方を

こから吸水しているのかご存じですか。消防車

対象に歯周病健診を実施しています。この健診

で、池や川の水を吸い上げている場合もあり

ではお口の中の状態を確認し、
自分に合ったブ

ますが、多くの場合は道路上や歩道脇に設けら

ラッシングを習得していただけます。今年度、

れた消火栓や防火水槽を利用しています。
しか

生活習慣病のひとつです。食事や歯みがき、喫

対象となる方には案内させていただきますの

し、道路上に違法に駐車された車両によって、

煙、疲労など生活習慣と密接にかかわって発症

でこの機会に受診されることをお勧めします。

消火栓や防火水槽が使えなくなるといった事

歯周病をまねきやすい生活習慣
歯周病は肥満症や高血圧症と同じように、

12

火災現場で消防隊員が放水している姿をご

••歯肉がムズムズする

••歯がぐらぐらする

広報たが 2011年1月号

犬上分署 （電）
３８-３１３０

広報たが 2011年1月号

13

環境言の葉書道展・ねんきん

スポーツ

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@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

こ と

は

力づよい作品がそろいました！
『環境言の葉書道展』
多賀町では「『生きる力』
をはぐくみ心豊かで
品格ある人づくり」を教育基本目標とし、
「学力
こ と

は

向上に向けた美しい豊かな言の葉の町をめざ

第２９回

犬上田園マラソン最終大会

１１月２８日に犬上郡体育協会主催の「第２９

民大会」に合わせ、平成２３年度に「星空の街・

回犬上田園マラソン」が豊郷町の「豊栄のさ

あおぞらの街」全国大会を開催することから環

と」周辺で開催され、約２００名の参加がありま

境をテーマとして、
１１月２３日〜２８日の間、中

した。当日は晴天に恵まれ、参加者の元気では

こ と

は

して〜豊かな語彙力を身につけ、思考力の深

央公民館にて「環境言の葉書道展」を開催しま

つらつとした走りで、今年最後となる大会はよ

化をはかるとともに、美しい言葉遣いと美しい

した。

り一層盛り上がりました。完走後には暖かい豚

文字の書写能力を育てる〜」をめざして古典・

応募作品総数は４１４点で、
その中から最優秀

漢文・名文の暗唱や群読ならびに書写に取り組

賞９点、
優秀賞
（中日新聞社賞）
１０点、
優秀賞
（（株）

んでいます。そこで、今年度は「青少年育成町

呉竹賞）
１６点、
特選７６点を展示致しました。

優秀賞以上の受賞者一覧（多賀町内）
優秀賞（（株）呉竹賞）

最優秀賞

大滝小学校

多賀小学校
ひ ら つ か

な お ひ ろ

1年…平塚

順丈

や

す

だ こ う た ろ う

つ

ち

だ

と

み

た

ゆ

あ

や

な

2年…冨田結衣菜
た に ぐ ち

3年…安田晃太朗 ５年…谷口
６年…土田

い

ち

な

み

千波

か

し げ も り

大生 ３年…円城

し

遥香

1年…重森
ば

た

６年…柴田
も り

け

い

こ

恵子

お か じ ま ひ

ろ

た

み

つ

み

た ま む ら

1年…玉村
や

深愛

み

ら

い

つ

ち

だ

真央

さ

わ

だ

千裕

か

み

ず

き

よ

り

こ

ま

お

瑞季

多賀中学校

多賀小学校
さ

えんじょう

宥仁 ３年…土田

６年…龍見

2年…岡嶋紘未

優秀賞（中日新聞社賞）
ほ り か わ

る

ひ ろ ひ と

２年…森

多賀中学校
い け は ら

は

い

多賀小学校

彩果

1年…池原

だ

依子 ２年…澤田

ち

ひ

ろ

か

４年…堀

川紗也華

られました。なお、結果は次のとおりです。
入賞者（敬称略）
３キロ
優勝
２位
３位
５キロ
優勝
２位
３位
１０キロ
優勝
２位
３位

小学生男子
古石浩太郎（多賀町）
山本 幸輝（多賀町）
吉川 甲斐（多賀町）
中・高・一般男子
大島 有平（彦根市）
佐々木康史（甲良町）
藤本 凌平（多賀町）
高・一般男子
柴原 正樹（彦根市）
小林
太（甲良町）
夏原 祥太（多賀町）

３キロ
優勝
２位
３位
５キロ
優勝
２位
３位
１０キロ
優勝
２位
３位

小学生女子
棚池 夏芽（多賀町）
田辺 沙和（多賀町）
古石 春佳（多賀町）
中・高・一般女子
佐久間 栞（多賀町）
佐久間 樹（多賀町）
野瀬 円加（甲良町）
高・一般女子
古川 安純（多賀町）
早川 初美（豊郷町）
三上 千恵（東近江市）

湖北をぐるっと。絶景カメラウォーク！に行ってきました
１２月４日に、多賀町高齢者健康づくり事業

多賀中学校
ひ ら つ か

1年…平塚
せ

汁がふるまわれ、皆さん
“ほっ”
と一息ついてお

と

3年…瀬戸

と も ひ ろ

智大
た

く

や

拓也

ま

え

だ

な

柚那

「絶景カメラウォーク」を開催しました。
２４名

た

つ

み

ひ ろ か ず

の参加があり、中には、
プロ仕様のカメラ、三脚

2年…前田
3年…辰巳

ゆ

う

裕和

持参の方もおられました。多賀町役場からバス
環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

に乗って北国街道、西野水道、雨森地区へ！講師

日本年金機構

の寿福滋さんがが推薦する絶景ポイントへ移動

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

し、
ウォーキングと写真撮影を楽しみました。

２０歳がスタート！
「国民年金」
今年２０歳を迎えられる皆さん、
ご成人おめ

（相互扶助）」のしくみで成り立っています。

１２月４日に、恒例になりましたビーチボール

い”
と
“歓声”
に包まれました。体育指導委員小

生計画を立て、自分自身の将来のため、国民

大会が海洋センター体育館で開催されました。

財委員長は「この時期だからこそスポーツを続

のある２０歳から６０歳までのすべての方は、国

年金に加入し、保険料を納めてください。※

この大会は、各チームの交流とスポーツを楽

けて健康を維持していただけたら嬉しく思いま

でとうございます。国民年金はすべての公的年

２０歳を迎えられるこの機会にしっかりと人

金制度の基礎となるもので、日本国内に住所
民年金に加入することが法律で義務付けられ

２０歳を迎えられるすべての方を対象として、

しむことを目的に体育指導委員さんが中心に

す。」
と寒い時期のスポーツについて積極的な

ています。学生の方も加入しなければなりませ

２０歳の誕生月の前月に、年金事務所からご

なって開催しています。今回も、ユニークなユ

取り組みを呼びかけられました。

ん。年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、

案内（資格取得届等）をお送りしています。必

ニフォームやチーム名が紹介され、会場は
“笑

今の現役世代が高齢世代になったときには次

要事項を記入のうえ、年金事務所まで返送し

大会結果

の世代が支えるという
「世代と世代の支えあい

てください。

年金受給者の皆さまへ！公的年金等の源泉徴収票が送付されます
日本年金機構では、国民年金や厚生年金などの老齢年金を受けておられる方を対象として、
１月
下旬に「平成２２年分の公的年金等の源泉徴収票」を送付します。
この「源泉徴収票」は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、障害
年金や遺族年金は課税対象ではありませんので、
「源泉徴収票」は送付されません。
広報たが 2011年1月号
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ビーチボール大会を開催しました

Ａブロック優勝■ＴＫＧ１
Ｂブロック優勝■Ｃｒｏｓｓ Ｏｖｅｒ
Ｃブロック優勝■ピンクラビット Ⅱ
ＭＶＴ賞■Ｃｒｏｓｓ Ｏｖｅｒ
ナイスネーミング賞■おっぱＥ〜ず
ベストドレッサー賞■エレファント・アケボノ
元気はつらつ賞■Ｖ．
Ｂ．
Ｌ
（パワーアップ）
広報たが 2011年1月号
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あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀

多賀のゆかいな生き物図鑑 

企画展

毎年恒例干支にまつわる生きものです

第２回多賀町立文化財センター企画展＆シンポジウム

ツクバネウツギ

企画展「復元・敏満寺〜戦国時代の偉容〜」を開催しました！

毎年、新年を迎える１月には今年の干支にち

います。実際にこの果実をとって上にそっと投

中世を中心にした敏満寺に関係する資料を

を解明する手がかりとなりました。

なんだ多賀の生きものを紹介しています。と

げてみると、羽がクルクルと回りながら落ちて

集め、敏満寺が繁栄していたころの復元を試み

ころが、卯（うさぎ）年にあたる今年は、なかな

いきます。これは普段動くことができない植物

ようとして企画展を開催しました。伝承する貴

〈展示〉

か直接ウサギとむすびつく多賀の生きものが

が、
自分の子孫を風にのせて少しでも遠くに運

重な文化財や、地籍図・聞き取り調査など多く

期間

平成２２年１１月２日〜２３日

いません……。日本国内、そして世界各地を探

ぼうという工夫なのです。

の資料を公開しました。また、多賀大社参詣曼

場所

あけぼのパーク多賀ギャラリー・美術工

荼羅に描かれている敏満寺を復元する史料と

せばウサギコウモリ
（哺乳類）、
ウサギギク
（植

ところで、このツクバネウツギ、ウサギと関

物）、ウサギギギ（韓国の淡水魚）と色々ウサ

係あるの？と思っている方もいらっしゃるでしょ

ギという名前がつく生きものもいるのですが

う。実はこの植物には「うさぎかくし」という別

会期中にはシンポジウムも開催し、県内外か

日時

平成２２年１１月６日 １３時〜

……。
しかし、それでも、
と詳しく調べてみると

名があり、それが広辞苑にも載っているので

ら多くの方に参加いただき、謎の多い敏満寺

場所

あけぼのパーク多賀大会議室

ウサギにまつわる生きものが多賀町にもいま

す。詳細は不明ですが、
ツクバネウツギは大き

した!!

な幹を持つ木ではなく、葉や枝が多い低木です

それが今回紹介する植物のツクバネウ

ツギです。

〈シンポジウム〉

ので、藪（やぶ）のような雰囲気をしています。

ツクバネウツギは主に本州、四国、九州に生

それがノウサギの隠れ場所になっているという

育する高さ２ｍほどの落葉低木です。多賀町で

ことなのでしょうか……。そういえば、数年前に

は山間部でよく見ることができ、毎年４月から

高取山で昆虫採集をしていたときにノウサギ

６月にかけて花を咲かせます。花は枝の先に白

を見かけたことがあったのですが、
よく考えて

い花がふたつ並んで咲いており、花の形は筒

みればそのときこのツクバネウツキが近くに咲

状、そしてその中をよくみると黄色やオレンジ

いていたような気が……。まさかそのときは、

色の網目模様があります。そして花が咲き終わ

この植物とウサギが結びつくとは夢にも思って

るとプロペラ状の細長い「がく片」が５枚つい

いませんでした。

た果実ができ、
この形が羽根突きの羽に似て

し、展示しました。

芸展示室

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

いることが名前の由来となっているといわれて

多賀町にやってくる水鳥

〜町内の水鳥調査から〜

町内のダム湖やため池には、毎年冬になると

オシドリが観察されました。それらの数を集計し

カモの仲間をはじめとするたくさんの水鳥が

てみると、多賀町は滋賀県下でも有数のオシド

やってきます。そこで博物館ではどのような場

リの生息地であることがわかってきました。
この

所に、
どんな種類の水鳥が、
どのくらいやってく

ように少しずつですが、
多賀町にやってくる水鳥

るのかを調査してきました。調査は双眼鏡や望

とその特徴が明らかになりつつあります。
これか

遠鏡、
カウンター（カチカチと数を数える道具、

らの時期、
町内ではいろいろな種類の水鳥を観

かつて紅白歌合戦の集計でも使われていたア

察することができますので、みなさんもぜひ観

レです）で各場所にやってくる水鳥の種類と数

察してみてください。

を数えます。
これまでに町内の２５カ所の水域で
調査を行った結果、
カモの仲間が１２種類、そし
て滋賀県の鳥であるカイツブリも多くの場所で
確認することができました。そして各水域で見
ることのできたカモ類と生息環境の様子を分析
してみると、
開けた場所を好むカモ、
池の周囲に
木がたくさん生えている場所を好むカモ、小魚
がたくさん生息している池によく来るカモなど
▲ツクバネウツギの花。白い花の中には黄色い網目模
様があります。

▲ツクバネウツギの実。この５枚のがく片がプロペラの
役割をします。

種類によって好む環境が異なっていることもわ
かってきました。また、
オシドリの里として有名な
萱原・犬上ダム以外にも町内の色々なため池で

広報たが 2011年1月号
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▲オシドリ（写真提供…植村明也さん)

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 2011年1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。

子どもの本のサークル

「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
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）

いりません。お子さん連れでも参加していただ

小会議室

■…休館日

大会議室

多賀大社からの巡回年賀状展です。
場所■あけぼのパーク多賀 ホール

「第４０回お話を絵にするコンクール」入賞作品展示会
場所■あけぼのパーク多賀 ホール

「ドリームサークル」

（毎月第１水曜日）
活動場所■２階 小会議室

主催■京都新聞社

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

対象■大人

日時■１月８日（土） １３時３０分〜

協力■多賀町立図書館

２月１６日（水）〜２５日（金）の特別整理休館日に

詳しくは図書館までお問い合わせください。

先だっておこなう、閉架書庫の資料の点検に参

本の紹介

加しませんか？
活動期間

一般書

『灰色の虹』
貫井
徳郎／著
９１３.６ヌク

事前期間：１月８日（土）〜２月１５日（火）

『人生の使い方』
新潮社

冤罪で人生の全てを失った男は復
讐を決意した。強引に自白を迫る
刑事、怜悧冷徹な検事、不誠実だっ
た弁護士。
７年前、冤罪を作り出し
た者たちが次々に殺されていく。
次に狙われるのは…。

平 安寿子／著 日本放送出版
協会 ９１３.６タイ
この先、夫とべったり一緒だなんて
冗談じゃない!? 定年を前にすれ
違う夫婦の思惑と、それでも夫婦
でいることの意味をユーモラスに
描く長編小説。

開館時間中
休館期間：２月１６日（水）〜２月２５日（金）
９時〜１７時
活動場所■図書館

閉架書庫および開架室

活動内容■携帯端末による閉架書庫資料の点
検作業等
参加条件■町内在住の中学生以上
参加受付■カウンター・電話等で受付中

児童書

『ちゃわん虫とぽんこつラーメン』
早川 真知子／作
９１３ハヤ

文研出版 Ｋ

小学４年生の卓也のクラスに、
アメ
リカから転校生がやってきた。その
転校生は浜口ルカという名前の、
紙の長い、すらりとした女の子。先
生にルカのめんどうを見てあげる
ようにいわれるが……。

『ひみつたんていダイアリー１』
ヨアヒム・フリードリヒ／作
書店 Ｋ９４３フリ

徳間

海賊が大好きな女の子フロー、物
知りのレオ、力持ちのサムソンは、
お城に隠れて住む、謎のおじいさ
ん発明家と友だちになり…？読み
始めたらとまらない、おもしろさ満
点のたんていシリーズ。

１０時〜
※活動時間中であれば、
ご希望の時間帯に参
加していただけます。
※ 参加前日までに図書館にご連絡ください。

「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。いずれも予約してい

絵本

『こざる１０ぴきがんばる！』
マイケル・グレイニエツ／さく・え
ポプラ社 ＫＥコザ
こざる１匹やってきた。こざる１匹
バナナを見つけた。だけど、
１匹
じゃバナナに届かない。そこへ２
匹、
３匹、
４匹と仲間のこざるがやっ
て来て…。足し算の勉強もできる絵本。

『たっくんのおしろ』
土屋 富士夫／作・絵
チャイルド ＫＥタツ

ひさかた

たっくんは、
じぶんで作った段ボー
ルのおしろで、おもちゃたちを相手
に王様ごっこの真っ最中。そこへと
なりの部屋から女王や、おそろしい
けものがあらわれて…。

月

火

水

木

金

土

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

23/30 24/31

※年始は、平成23年1月４日（火）から開館します。
※１１日（火）は、祝日振替のため、
２７日（木）は、
月末整理の
ため休館です。

2月の休館日

■…休館日

「蔵書点検応援団」募集

（毎月第１土曜日）

日

1

新春年賀状展

日時■２月１１日（水）〜１５日（火）

日時■１月１２日（水） １０時〜

18

日時■１月２９日（土） １５時〜
（２６分間）

日時■１月１５日（土） １３時３０分〜

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

広報たが 2011年1月号

１月の休館日

期間■１月８日（土）〜１月３０日（日）

場所■２階 小会議室

随時、各メンバー募集中!!

ビデオ絵本『 あーんあん 』

けます。
（毎月第１
・
３土曜日）

読書会

あけぼのパーク多賀

場所■２階

日時■１月８日（土） １３時３０分〜
場所■２階

映画会

ただけるのは、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

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

※１６日〜２５日は蔵書点検のため休館です。

移動図書館さんさん号 １月・2月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日
１月 ７日、２１日（金）
２月 ４日（金）
１２:５０〜１３:３０
大滝小学校
１月 ７日（金）
２月 ４日（金）

１月２１日（金）

Ｂコース
（多賀）第２金曜日

１月１４日、 ２月１１日（金）
１３:００〜１３:３５
多賀小学校
１４:００〜１４:３０
多賀幼稚園

１４:００〜１４:３０
１５:００〜１５:３０ 多賀清流の里
藤瀬
（草の根ハウス １５:００〜１５:３０
前）
川相
（「皆様の店くぼ」さん）

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。
※多賀清流の里は第３金曜日のみの巡回になります。

さい。
広報たが 2011年1月号
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おしらせ

おしらせ

第２２回多賀の農業・農山村を
考えるつどいのお知らせ

日本脳炎の—
予防接種について

使用済みインクカートリッ
ジの回収について

ついて一緒に考える機会としましょ

し控えにより接種できなかった人へ

う。詳細は、後日チラシ等でご案内し
ます。

多賀の農業や林業の抱える問題に

日時■２月２７日（日） １３時３０分〜
（受付 １３時〜）
場所■中央公民館

大ホール

お問い合わせ
農林商工課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

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

湖東地域一般廃棄物処理広域化

事 業 促 進 協 議 会では、湖 東 地 域 の

※講座修了された方は「滋賀雅
楽会」に入会できます。

で１１０番警察です「何がありました
か」
「事件ですか、事故ですか？」とお

場所■多賀大社参集殿

たずねします。
「何があったか」を伝え

日本ＨＰ、
レックスマークの６社のパソ

申込締切■平成２３年１月３１日

てください。その後、警察官から事件

の接種について

コンプリンター用使用済みインクカー

お問い合わせ

であれば「いつ」
「どこで」
「犯人の人

日本脳炎第２期予防接種について

トリッジについて、
これらのメーカーで

平成１７年からの積極的勧奨の差

乾 燥 細 胞 培 養日本 脳 炎ワクチン
を日本脳炎第２期（９歳以上１３歳未
満）の接種に使用できるようになりま

ブラザー、
キャノン、
デル、
エプソン、

は日本郵政グループと共同で回収・リ
サイクル活動を行っています。
多賀町では、多賀郵便局に回収箱

多賀大社社務所内「雅楽講座」係
（電）
４８-１１０１ （Ｆ）
４８-２０２９

学校給食地元農産物活用
メニューコンテスト

した。

を設置してありますので、家庭で使用

日本脳炎第１期の予防接種が受けら

済みとなったこれら６社のインクカー

れなかった人の接種について

トリッジは、回収箱に入れていただき

豊郷町・甲良町）で採れる野菜・果物・

ますよう、
ご協力をお願いします。

林産物などの地元農産物を使用し

第１期（ 初 回２回 、追 加１回 計３
回）の接種ができなかった人につい
て、次のように受けられるようになり
ました。
①第１期の予防接種が１回または２回
しか接種できていない人

消火器のリサイクルについて

２０１０年１月１日から、消火器のリ

サイクルシステムが始まりました。
現在お持ちの消火器を廃棄する場

地元地域（彦根市・多賀町・愛荘町・

平成２２年度文化活動推進事業

第８回—
多賀町美術展覧会開催

多賀町にお住まい・お勤めの方々

の作品が数多く出展されます。

相着衣・逃走方向」、事故であれば「ど

日ごろからご活躍されている皆さ

ういう事故なのか」
「けが人はいるの

んの成果をご覧いただき、文化・芸術

か」
「１１９番通報はしているか」など

に親しむ時間をお過ごしください。

を順番にお聞きします。あわてず警察

皆さんのご来場を心よりお待ちし

官の質問に順番にこたえていただく

ております。

ことが、早期解決につながります。

会期■平成２３年２月４日（金）〜
２月６日（日）

多重債務に陥らないために

時間■９時〜１７時まで

校給食活用料理を募集します。

ましょう。

場所■多賀町中央公民館（久徳１６０-１）

応募資格■彦根市、多賀町、愛荘町、

○本当に借りる必要がありますか？安易

た、愛情や工夫がいっぱい詰まった学

豊郷町、甲良町にお住まいか通
勤・通学されている方

借金をする前に、次のことを確認し

な借金は多重債務につながります。
○いくら借りようとしていますか？
「借

（※６日のみ、
１６時まで）
大ホール
表彰式及び講評会■
２月５日（土） １３時３０分から

新しいごみ処 理施 設 の 建 設に向け

不足回数分を、
通常の１期の年齢

た取り組みとして、講演会を実施し

（６カ月以上７歳６カ月未満）
だけで

特定窓口（消火器販売店）で購入し、

月２１日（金） 当日消印有効

ています。この講演会では、専門の

なく、
２期の年齢（９歳以上１３歳未

消火器に貼り付けて販売店へお出し

応募方法■所定の様式により、彦根

○借りたあと、きちんと返せますか？

《  書  》小林

巧氏

方を講師として招き、近年のごみ処

満）
でも接種できるようになりました。

ください。
２０１０年１月以降に製造さ

市教育委員会事務局保健体育課

月々の収入から必要な経費を引い

《写真》中村

一雄氏

た額と比べてみてください。

《工芸》酒井

榮一氏

合は、
「 消火器リサイクルシール」を

募集期間■平成２３年１月４日（火）〜１

理 施 設 の 特 徴や 、安 全 性 などを分

○１回接種している人：残り２回を６日

れている消火器は、消火器リサイクル

まで郵送またはウエブサイトで

かりやすく講演していただきます。

以上の間隔をあけて接種します。

シール付で販売されています。詳しく

応募

傍聴希望の方は、下記によりお申し

○２回接種している人：残りの１回を

込みください。今回は４回のシリー
ズ の 第２回 目となります。な お、第
３回目以降の講演会の日程・内容等
につきましては、その都度お知らせ

接種します。
②第１期の予防接種が１回も接種で
きていない人
６カ月以上７歳６カ月未満の年齢

します。

または９歳以上１３歳未満の年齢

日時■平成２３年１月２６日（水）

で、接種できます。

１４時〜１６時
場所■大学サテライト・プラザ彦根
（アルプラザ彦根 ６Ｆ）
テーマ■熱回収施設における余熱利
用状況
定員■一般傍聴 ２０人程度（申し込
み多数の場合は抽選とします）

はホームページをご覧ください。
お問い合わせ

彦根市教育委員会事務局保健体育課

（株）消火器リサイクル推進センター
（電）
０３-５８２９-６７７３
（９時〜１７時 土日祝日、年末年始を除く）
（ＨＰ）ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｆｅｒｐｃ.ｊ
ｐ/

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１７

警察署からのお願い

相談してください。ヤミ金は犯罪で
す。絶対に借りてはいけません！

１回接種できます。

うに指導いたします。

線にも限りがあります。緊急でない

の返済に困った時、
どうしたらいい

期間■平成２３年２月〜１１月までの

相談ごとや免許の照会などに１１０番

かわからない時、
どこに相談したら

を使用されますと、事件・事故の際に

いいか知りたい時は、滋賀県消費

主催■多賀大社

１１０番がかかりにくくなってしまい

生活センターにお問い合わせくだ

ます。

さい。

19時〜２１時

（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｍｈ
ｌｗ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｂｕ
ｎｙａ/ｋｅｎｋｏｕ/ｋｅｋｋａｋｕ-ｋａｎｓｅｎｓｈ
ｏｕ２１/ｉ
ｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ

ほうしょう

ひ ち り き

りゅうてき

警 察に対 する意 見 要 望 、お 問 い

定員■鳳笙・篳篥・龍笛各管若干名

合 わ せ 、各 種 相 談 に つ い て は「 ♯

受講料■２０,０００円

９１１０」または地元の警察署までお

（月２,０００円・前納）

願いします。
今後も１１０番の適切な利用をお

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

講師■主任講師：元伊勢神宮楽長 長

業促進協議会事務局（彦根愛知犬上

岡照男先生他 専任講師：下井

願いします。

広域行政組合建設推進室内）

茂文（鳳笙担当）
・大宮修身（龍

〜通報の手順〜
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請求された時は、
すぐに各警察署へ

返済に苦しむことになります。借金

「日本脳炎ワクチン接種に係るＱ＆Ａ」

広報たが 2011年1月号

を借りてしまった時、法外な金利を

緊急通報するための専用電話で、回

わせください。

笛担当）
・城秀樹
（篳篥担当）

１１０番をかけると、警察官は第１声

ます。
お問い合わせ

して講座終了時に２曲演奏できるよ

２０回講座開設

※審査員の皆さんの作品も展示され

注意してください。ヤミ金からお金

して初回終了後おおむね１年後に

は、役場福祉保健課までお問い合

《絵画》小田柿寿郎氏

その他■入場は無料です。

返済のために借金をすると、
さらに

※受け方についてわからない場合

審査員■

業者を偽っている場合があるので

１１０番は、事件・事故など警察に

申込期限■平成２３年１月２４日（月）まで

（電）
３５-００１５ （Ｆ）
３５-４７１１

すか？ヤミ金業者は無登録で登録

雅楽に興味のある初心者を対象に

日の間隔をあけて２回、追加接種と

日程■毎月第２
・第４
・日曜日

お申し込みください。

多賀町役場農林商工課

○借りようとしている業者は大丈夫で

１月１０日は、
１１０番の日

（参考）厚生労働省ホームページ内の

８時３０分から１７時までに、下記へ

（電）
２４-７９７１

ならないことを考えましょう。

雅楽講座受講生募集

第１期の初回接種として、
６〜２８

参加費■無料
申し込み・お問い合わせ

お問い合わせ■

りる金額＋利息」を返済しなければ

○返済に困ったらどうしますか？借金

多賀町教育委員会

社会教育課

（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１２３

「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■１月８日、
１５日、
２２日、
２９日
営業時間■９時３０分〜１２時
場所■もんぜん亭
毎週土曜日開催！

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター
（電）
２３-０９９９
多重債務１１０番
（電）
２３-１１８１

よろず相談
今月の相談日■ １月１７日（月）
来月の相談日■ ２月１６日（水）
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1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
２期：１回接種

相談等

対象：９歳以上１３歳未満（標準小学４年生に相当する

すくすく相談
２月２１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

２月２８日（月）

受付時間▶

１０：００〜１１：００

ご自分の健康について、
ご相談になりたい方は、お気軽
にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪測定も無
料でできます。

健診等

受付時間▶

１３：４０〜１４：００

Ｈ２２年１１月・
１２月生まれの乳児

４カ月児健診（離乳食教室）

２月７日（月）

受付時間▶

Ｈ２２年９月生まれの乳児

１３：００〜１３：１５

受付時間▶

Ｈ２２年３月生まれの乳児

１３：１５〜１３：３０

２歳６カ月児健診

２月１日（火）

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

受付時間▶

１３：００〜１３：１５

３歳６カ月児健診

受付時間▶

１３：００〜１３：１５

Ｈ１９年７月・
８月生まれの幼児

よろしくお願いします。

スタッフ募集！
！

■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・３歳６カ月児健診を受け

子育て支援センター

ひろばの案内

わくわくランド
月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００

れましたら、事務局までぜひ、
ご一報

多賀やまびこクラブでは、
この春か

き、スポーツを通してふれあう機会を

らクラブ運営に力を貸していただけ

増やし、皆さんと一緒に楽しみたいと

るスタッフを募集しています。

ください。
スタッフ一同、心よりお待ちしてお
ります。

思います。そして、体を動かし、みんな

「スタッフまではできないけど、子

でスポーツをする楽しさを、子どもた

どもが参加しているスクール・教室の

〈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）

おたのしみクイズまちがいさがし

してください。
（下記広場以外）

にこにこ広場
い遊びやゲーム遊びをいっぱい楽しみましょう！そして
豆まきで体にすむおにを追い払いましょう。
※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。

お話しポケット

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

３〜９０カ月未満の乳幼児
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（予約制）  ２月９日（水）  １１
：
３０〜
町内他２医院、
４病院は１年中実施（予約制）

子育て支援センター

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
③ 5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
２月２２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。
子ども・家庭応援センター

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？

（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！
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皆さんの手で創り育てていく多賀

「一緒にやりたいな」と言う方がおら

やまびこクラブでは、昨年に引き続

ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子ど

ふれあいの郷トレーニング室

広報たが 2011年1月号

習中の子どもの様子を見たいな」、

変わりなく応援していきます。

場所

日本脳炎

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

お手伝いならできるかも…」
とか、
「練

ます。本年も、多賀やまびこクラブを

２月８日（火） １０：００〜

１期初回：１〜４週間隔で２回接種
１期追加：２回目接種日から概ね１年後に１回
接種対象：６カ月以上７歳６カ月未満
（標準３〜４歳）

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

ちにも実感してもらえるよう、今年も

せください。

ＢＣＧ
受付時間▶

新年、あけましておめでとうござい

※わからない事があれば、福祉保健課までお問い合わ

予防接種

２月８日（火）

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

一年中でも一番寒い２月！あったかいお部屋で、ふれあ

Ｈ２０年７月・
８月生まれの幼児

２月９日（水）

山崎病院、
豊郷病院）
で１年中実施
（予約制）

yamabiko@pcm.ne.jp

も同士、親同士が遊んだり、語りあったりするのに利用

１０カ月児健診

２月７日（月）

接種場所：４病院（彦根市立病院、彦根中央病院、友仁

られる方は、
歯ブラシとコップを持ってきてください。

整形外科健診
２月２３日（水）

年齢）

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

1月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
22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。

有線FAX 2-2018—
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは１月３1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▶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！
☆志連 彩莉（益博・香也乃）
☆奥村 真大（学・真実）
☆大橋隆之介（幸造・恵）
☆山
來夢（秀樹・加奈子）
し

れ

ん

あ

い

り

お く む ら

ま

な

と

お お は し り ゅ う の す け

や ま

ら

む

おくやみ申し上げます
◆八木 芳男 ８４歳
◆北坂喜久男 ８２歳
◆川添 よそ １００歳
◆一圓敬三郎 ８６歳

◆吉川
◆豊田
◆森下
◆古川

敏男
正雄
富男
靜

８１歳
７９歳
７６歳
８９歳

結婚しました！
野口
一
♥
森野 幸枝
德井
亮
♥
藤田穂乃果

（敬称略）

ひとのうごき

平成2２年11月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
7,989人 （±
■男性
3,810人 （■女性
4,179人 （＋
■世帯数
2,666世帯（±

0）
3）
3）
0）

広報たが 2011年1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

1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
１

14

（金）
日

と

28

（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■新年明けまして、
おめでとうございます。毎年こ
の時期は朝起きて、
雪が積もっていないかと窓の外をのぞ
くのが日課になっています。子どものころは、
雪合戦やかま
くらをつくって楽しいものでしたが、最近は靴がぬれる、事
故が増える、歩いているとツルッとすべって恥ずかしい、
な
どの思いが増え、昔の純粋な気持ちを懐かしく思うこのご
ろです。
それでは皆さん、今年も広報たがをよろしくお願い申し
上げます。
kikaku@town.taga.lg.jp （し）
「広報たが」についてご意見などありましたら上記アドレス
（企画課）
にメールをお送りください
古紙配合率100％再生紙を使用しています

