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花ごよみ／マンサク
（マンサク科）
おもしろい形の黄色い花は花弁が4枚ひらひらとした感じで咲きます
葉も実も特徴があり、山でマンサクの木を見つけるのが楽しみです
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まちの話題

まちの話題

新成人の集い

消防出初式

７８人の皆さんが成人されました！新成人の集い
１月９日、多賀町中央公民館で「新

立つ決意を新たにされました。式典終

どを語りあいながら楽しい時間をす

成人の集い」が開催されました。今年

了後は、記念撮影と懇談会が開催さ

ごしました。

は７８人のうち６８人の新成人の皆さ

れ、久しぶりに出会う同窓生たちは、

んが出席され、成人として社会へ巣

思い出話や近況の報告、将来の夢な

皆さんの、
これからの活躍を大いに
期待しています。

多賀町消防出初式挙行される
１月９日 、多 賀 町Ｂ&Ｇ海 洋 セン
ター屋内多目的運動広場において、
多賀町消防出初式が挙行されまし
た。早朝の非常に寒い中でしたが、各
字自警団、婦人消防隊、消防団の皆さ
んは地域の安全、安心のために決意
を新たにされました。また、式典のあ
とには、多賀町役場前で、恒例の消防
車一斉放水がおこなわれ、出初式を
飾りました。

第５次多賀町総合計画
企画課 （有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ただいま、パブリック・コメントを募集しています
〜 第５次多賀町総合計画 〜
平成２３年度から３２年度までの多賀町の指

これを受けて、多賀町では広く皆さんのご

針となる「第５次多賀町総合計画（案）」は、去る

意見を伺うために、パブリック・コメントを募集

１２月１７日に総合計画策定委員会委員長（山

し、よりよい総合計画に仕上げてまいります。

崎一眞滋賀大学教授）
から町長に答申がありま

多数の皆さんのご意見をお待ちしておりま

した。

す。
なお、パブリック・コメントについての詳細

今回の将来都市像を、
「自然と歴史・文化に
包まれた、キラリとひかるまち」と定め、本町に

は、多賀町のホームページをご覧ください。

住むすべての人々が誇りと
夢を持ち続けることのでき
るキラリと光る輝きに満ち
た町を目指します。
計画を策定するにあたり、
名鉄レストラン×杉の子作業所

昨 年 度 町 民 の 皆さんや多

地域貢献を紹介します

賀中学生の皆さんからアン

１２月１４日に多 賀 サ ービスエリ
アの名鉄レストランにて、杉の子作

ケートをお願いし、
どのよう

ているとの話

なニーズがあるかを把握す

でした。

ることで、
各種の計画に反映

業所の皆さんへ食事が振る舞われ

このように

ました。地域貢献事業として名鉄レ

地域に貢献さ

ま た 、計 画 の 推 進 に あ

ストランがおこなっておられるもの

れる企業がふ

たっては、めまぐるしく変化

で、毎年１回の実施、今年で７回目と

えることを大

する時代の流れや社会経済

のことです。

変頼もしく感

情勢に十分配慮し、必要が

じます。

生じた場合には、見直しを行

杉の子作業所の皆さんは大変よろ

しています。

こんでおられ、この機会に集団行動

うことで、時代に即応する総

や、食事のマナーなどの訓練も兼ね

合計画になっています。

広報たが 2011年2月号

2

▲委員長から町長へ答申
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確定申告・交通災害共済

４月から新しい行政組織が
スタートします！

税務課 （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉｍｕ@ ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

確定申告の準備はすまされましたか？

多賀町では、各課（室、事務局）内における相互の協力体制を強化して効率的な行政体制をめざすため、
これまでの課（室、事務局）の数を１５から１１とし、今年４月１日から新しい行政組織がスタートします。

新しい行政組織
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総 合 福 祉 保 健センター 内
教 育 委 員 会 事 務 局 内
本

庁

舎

３

階

町民税、固定資産税、軽自動車税、
たばこ税、 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、国民健康保
鉱産税、諸税に関することなど

険、国民年金、介護保険料、後期高齢者医
療、福祉医療に関することなど

産 業 環 境 課

地 域 整 備 課

生 涯 学 習 課

農林商工課と環境等に関する事務を統合し、
「産業環境課」を創設。
農林商工課

環境生活課や企画課などの一部

農業、林業、狩猟、水産業、工業、商業、観光

公害防止、環境衛生、環境保全、空き家利活

に関することなど

用、
ふるさとまつりに関することなど

建設課

公営企業課

ダム対策課

企画課の一部

道路、河川、建築、土

上水道、下水道に関

芹谷栗栖地域の振

開発許可、建築確認、屋外

木に関することなど

することなど

興に関することなど

広告物に関することなど

教育委員会事務局の社会教育課とあけぼのパーク多賀を統合し、
「生涯学習課」を創設。
社会教育課

あけぼのパーク多賀

社会体育、人権教育、生涯学習、家庭教育、 博物館・図書館・文化財センターに関するこ
青少年育成、海洋センターに関することなど

教 育 総 務 課

となど

詳しい行政組織の内容は、広報４月号でお知らせする予定です。
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工事費用の１０％が税額控除となります。居

です。申告に必要な書類や領収書等の整理を

住者や工事内容に要件がありますので、申告し

お願いします。サラリーマンの皆さんも確定申

ようと思われる方は事前に内容をお問い合わ

告が必要な場合があります。ご注意ください。

せください。

（還付の場合は２月１５日以前でも申告できま
すので彦根税務署 （電）
２２-７６４０へお問い合
わせください）

申告に際してお願いします
••医療費控除をされる方は、個人別に予め医
療費の額を合計してからお越しください。未

サラリーマンで申告をしなければならない人

済の場合は別室にて計算願います。なお、対

••給与の年収が２,０００万円を超える人。

象かどうか不明なものは申告時にお尋ねく

••給与所得や退職所得以外の所得が２０万円

ださい。

••２カ所以上から給与を受けた人。
住宅ローン控除の申告
••平成２２年１月１日以降に入居された方

••年金または給与報酬等の源泉徴収票が発行
された方は必ずご持参ください。
（紛失の場
合は再発行してもらってください。）
••印鑑と申告者名義の通帳口座をご用意くだ
さい。

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

１６

１５

みんなで交通災害共済に加入しましょう！
交通災害共済は、県民１人ひとりが掛け金を
出し合い、交通事故にあわれた方に見舞金をお
くり救済する、住民のための共済制度です。
この制度は、子どもから高齢者までだれでも

見舞金が支給されます
••道路で起きた車両等による交通事故で、
１日でも
通院されれば見舞金の支給対象になります。
••警察に届けられた交通事故はもちろん、次の
ような場合も対象になります。

※交通事故発生日から２年以内が請求期間で
す。
（平成２１年４月１日以降発生の交通事故
に適用）
※加入者の方で見舞金の請求をお忘れの方は
ご注意ください。
掛け金■５００円（１人あたり）
共済期間■平成２３年４月１日〜平成２４年３月
３１日
加入手続■所定の申込書（２月中旬配布予定）

教育委員会事務局の管理課を「教育総務課」に名称変更。
（名称変更のみ）

除の申告をお願いします。

期間は、来る２月１６日（水）から３月１５日（火）まで

加入でき、見舞金の請求手続も簡単です。

建設課と公営企業課、ダム対策課を統合し、
「地域整備課」を創設。

上記の方は確定申告において住宅ローン控

住宅省エネ改修工事・バリアフリー改修
工事の税額控除

基づく一時金収入のある人）

環境生活課の一部

方で年末調整をされておられない方

平成２２年分所得に係る所得税の確定申告

を超える人。
（例えば、生命保険契約などに

税務課と戸籍や国民健康保険、福祉医療等に関する事務を統合し「税務住民課」を創設。
税務課

彦根商工会議所■４階会議室
期間■２月１６日（水）〜３月１５日（火）

組織再編成の主な内容
税 務 住 民 課

多賀町役場■１階会議室

••平成１１年から平成２１年までに入居された

日〜３月 日

課
税
産
会
企
総
地
福
教
学
生
議

確定申告会場のご案内

確定申告期間 ２月

機構改革

に必要事項を記入の上、掛け金を添えて
各字区長さんまたは個々にて加入申込書

１.歩行中、走行してきた自転車に接触して負傷
した。
２.道路上で自転車に乗ろうとしてペダルに足を
かけそこない転倒し負傷した。

見舞金が支給されません
••会社、工場、自動車教習所内など、一般の交
通のため開放されていない場所で負傷した
場合
••飲酒運転、無免許運転、重大な過失による交
通事故の場合

の指定金融機関、企画課のいずれかへお

••交通事故以外での負傷

申し込みください。

※詳しくは企画課までお問い合わせください。
広報たが 2011年2月号
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認知症を学ぶ集い・OH! MY BABY
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

〜こんにちは、保健師です。〜

ご存知ですか？ 多賀町は高血圧の多い町です！

〜認知症になっても、安心していきいきと暮らせるまちをめざして〜
認知症は誰にでも起こりうる可能性があり、

れがちです。
しかし、そのままにしていると、命に関わる病気の要因となります。多賀町では高血圧

また、介護をする家族になるかもしれません。

認知症になっても、その人らしさを大切にし

性疾患での死亡率が県内の他市町と比較すると非常に高く、高血圧で医療機関を受診している率

ひとりでも多くの方に、認知症であるご本人の

ながら、地域の中で安心して暮らせるように、

も県内の中で高い町です。

思いや苦しみ、また介護者への理解を深めて

認知症の正しい理解、あたたかい見守りができ

いただく機会になるよう、下記のとおり集いを

るまち
“多賀町”
をめざしましょう。

高血圧は予防できる病気です。高血圧を予防するため生活習慣を見直しましょう。
☆血圧って何？

開催します。

日 時■２月２６日（土） １３時〜１５時３０分

血液をからだのすみずみに循環させること

会

に必要な心臓の圧力のことです。

場■多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

多目的運動室

最高血圧（上の血圧）
は心臓が収縮して血液
を送りだした時の最も高い圧力、最低血圧（下

〈第１部〉

の血圧）
は心臓が拡張して血液が心臓に戻って
いく時の最も低い圧力のことです。

めやすとして最高血圧１４０㎜Ｈｇ以上、最低
血圧９０㎜Ｈｇ以上の両方もしくはいずれかが
高い場合受診が必要です。原因は、ほとんどが

めていると味が薄く感じる）

肥満や過度の飲酒、過剰な塩分摂取など生活

お酒は適量で

習慣によるものです。

アルコールの飲みすぎは、血圧を上昇させ
ます。

☆血圧が高いままでいると
血圧の高い状態が続くと、血管に大きな負担

〜適量のポイント〜

〈第２部〉

★
ドキュメンタリー「ふたりの時を心
に刻む」 上映

★認 知症介護の現場からの報告お
よび活動発表

若年性認知症に苦しみながらもさらに

認知症高齢者を介護されている介護現

深まった夫婦の絆。認知症になった本人の

場からの報告や、認知症高齢者が共同で

苦しみを正面から見つめ、人はそれでも豊

生活しているグループホームでの活動の

かに生きられること、当たり前の生活に幸

一部を、音楽を通じて発表していただきま

せがあることを考えさせてくれるドキュメ

す。

ンタリーです。映画「明日の記憶」のモデ

キーだとダブル１杯

きます。

肥満は解消しよう
肥満は、血管や心臓に負担をかけ、血圧を高

などになりやすく、さまざまな合併症を引き起

くします。

こしてしまいます。

〜減量のポイント〜

ルになったご夫婦の記録です。

多賀町福祉保健課

地域包括支援センター

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
※申し込みはいりませんので、

☆高血圧予防のポイントは？

多い食品を控えめにする・減量は１カ月１〜２

直接会場にお越しください。

①食事

㎏のペースで

塩分は控えめに

②日常生活

塩分は、
１日１０ｇ未満を目標に。塩分をとり

••適度な運動、
ウオーキングをしましょう。運動

すぎると、塩分濃度を薄めるための水分が体

の効果としては、毛細血管が発達し血圧を下

内に増えるため血液量も増加し、血圧が上昇

げる、肥満解消になる、善玉コレステロール

します。

が増え動脈硬化を予防できる……などがあ

〜うす味のポイント〜

ります。

うす味でもおいしくなるよう昆布やかつおで

で、
ご了承ください）

お問い合わせ

食べすぎない（腹八分目）
・糖分や脂肪分の

味付けにハーブや香辛料、
レモンで工夫を・

（予定が変更になることもありますの

ビールだと中瓶１本、清酒だと１合、ウイス

がかかり、血管の弾力性をなくし動脈硬化がお
そのため、脳卒中や心臓病、糖尿病、腎臓病

6

私と大切な人のために……認知症を学ぶ集い

高血圧は、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、日常生活にも支障がないことから、放置さ

☆高血圧とは？

広報たが 2011年2月号

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

••禁煙をしましょう。たばこのニコチンは血管
を収縮させ、血圧を上げます。

しっかりだしをとろう・味噌汁は野菜たっぷり

••ストレスを解消しましょう。ストレスは交感神

に・漬物は控えめに・うどんやそば、ラーメン

経を緊張させ血圧を高めるといわれていま

の汁は飲み干さない・作りたてを食べよう
（冷

す。休養を十分とりリラックスしましょう。

地域の中で安心して暮らせるように…

高血圧は予防できます！

けんこう

ＯＨ! ＭＹ ＢＡＢＹ
小林
こ

ば や し

紗奈ちゃん
さ

な

（平成２２年２月２日生まれ）
コメント
１歳のお誕生日おめでとう!!
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社会を明るくする運動標語

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

任意の予防接種費用の助成を行います

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

多賀町では、子宮頸がん予防ワクチン、
ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチンの予防接種を促進するために、接種費用の助成を行います。

多賀中学校２年

対象者

ふるさとは

当する者

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日

大切に

桃花

多林

大貴

辻

涼太

ふるさとを

申請方法

毎日の

あいさつ大事

忘れずに

土田

尚輝

友達の

笑顔はいつも

宝物

壷田

佑紀

友達と

仲よくしよう

いつまでも

飛田

圭希

大切な

友は大事な

中川

大樹

中野

敬太

西川

真子

２．
ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）
ワクチン：生後
２カ月から４歳までの乳幼児

予防接種費用助成金交付申請書（役場福祉

３．
小児用肺炎球菌ワクチン：生後２カ月から４

保健課にあります）
に、医療機関が発行する予
防接種名が明記された領収書をそえて、福祉

歳までの乳幼児

助成額

みんなの笑顔

笑顔には

心がかよう

※領収書は、平成２２年４月１日以後に発行さ

友達は、

一生

但し、
１のワクチンについては、対象者１人に

友達の

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-

たが民児協だより
笑顔いっぱい・ありがとう
杉の子の皆さんとの交流
私たち民生委員児童委員は、
１２月１８日に
障がい者福祉部会委員を中心に今年度も杉の
子作業所の皆さんとクリスマス会を行い、交流
を深めました。

西川 瑠凪

真の友

いけばいくほど

友達は

かけがえのない

友達は

僕の大事な

ふるさとは

民生委員・児童委員

宝物。

注意できるのが

ふるさとに

者１人につき４回までを限度とする。

力あり

友達

絆は一生

ダメな事

つき３回まで、
２・３のワクチンについては対象

いっぱいに

たからもの

保健課まで申請してください。
れたものに限ります。

接種費用額の全額

宝物

種村

の助成については、改めてお知らせします。）

校１年生に相当する年齢の女子

家族のそんざい

新貴

友達と

１．
子宮頸がん予防ワクチン：小学６年生から高

心よい

宝物

宝物

僕の大事な

宝もの

絆とは

一人じゃできないから

友達と

絆を作れば

友達は

いつもわたしの

友達は

僕の中で

友達は

一生自分の

大切なんだ

楽しいよ
たからもの

宝物
宝物

西嶋

亜悠

西村

基希

畠

悠椰

平居

風大

平塚

大樹

平塚

愛香

深田

悠暉

藤井

萌花

藤川

和馬

古野優一郎

いつもでも

笑っていられる

つらいとき

支えてくれる

仲間たち
仲間たち

堀江菜々子
前田

結衣

心から

笑える居場所

ここにある

前田

柚那

舞い降り、
クリスマス気分を盛り上げてくれま

友達は

どんな時でも

忘れない

前田

好恵

した。早朝より男性委員は杉の子の皆さんと会

友達は

どんなときでも

場設営を、女性委員はごちそうづくり。昼前に

いやなこと

当日は、多賀の里にもこの冬初めての雪が

は準備が整い、いよいよ開会です！
総勢８５人のにぎやかなクリスマス会。
「いた

うころには気分は最高潮に達し、あっという間

だきます」の挨拶の後、次々とおかわりに来て

の楽しいひと時でした。最後は笑顔で「ありがと

くださる杉の子の皆さん。とてもうれしい悲鳴

う」
「来年もまたね」
と約束を交わしながら閉会

です。会食後は、みんなでゲームや踊り、歌など

となりました。

盛りだくさんの内容です。今流行の「てっぱん」

この交流会は今年度で実に２３回目となり、

踊りを踊っている時には、会場のみんながまる

杉の子の皆さんとの大切なふれあいの場とし

で一枚の鉄板の上に乗っているお好み焼きの

て、
これからもぜひ続けていきたいと思ってい

かつおぶし

ます。

鰹節のようでした。そしてクリスマスソングを歌

8

一生ものだ

田辺

までの接種分（平成２３年４月１日以降接種分

け い

広報たが 2011年2月号

家族とは

さぁかえろう

宝物

友達といれば

友達の

絆は僕の

友達と

楽しく過ごせて

友達は

忘れるよ

宝物

三崎友理香
美濃部尚己
本池

英祐

気分そうかい

森杉

愛梨

けんかするほど

なかがいい

森杉

祐斗

友達と

すごせたキセキ

忘れない

山口あゆみ

友達と

すごす毎日

友達と

過ごす時間が

ありがとう

幸せだ
宝物

その一言で

社会を明るくする運動標語

多賀町に住民登録があり、下記の年齢に該

こころのおうち

年度

２２

け い

助成期間

平成

予防接種費用の助成・民児協だより

伝わるよ

山口

沙織

山本

愛美

渡辺

成美

広報たが 2011年2月号
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ねんきん・農業委員会だより

環境のつどい

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

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

日本年金機構

-みんなで多賀の「環境」について考えましょう！-

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料の納付は口座振替の１年前納がお得！
〜お申し込みは２月末までにしてください〜

環境のつどいを開催します

国民年金保険料の納付は、口座振替で前納

手続きは、口座振替を希望される金融機関・

多賀町では、平成２２年１０月に答申いただ

（将来分をまとめて納付）すると、保険料の割

郵便局またはお近くの年金事務所でお願いし

いた多賀町環境基本条例について、
１２月に議

引があり大変お得です。平成２３年４月分から

ます。なお、手数料は不要です。現在、口座振替

会で議決をされ、平成２３年４月の施行に向け

の国民年金保険料を、
口座振替で１年前納また

を利用されている方であっても、振替方法の変

て取り組んでいます。そこで、今回は「環境」に

は６カ月前納することを希望される場合は、平

更を希望される場合は手続きが必要になりま

ついて、また「環境基本条例」について皆さん

場

所■多賀町中央公民館大ホール

成２３年２月末までに手続きをしてください。

すので、
ご注意ください。

にさらに意識を高めていただくため、
「 環境の

内

容■環境条例についての説明

多賀町環境基本条例の中では、第４条〜第７

老齢基礎年金は、
２０歳から６０歳になるまで

は、保険料の納付済期間や保険料の免除期間

条にかけて、町民・事業者・町・町で活動する

の４０年間保険料を納めなければ、満額の年金

等が原則として２５年以上必要となりますが、
こ

者の責務が定められています
（下記参照）。こう

を受け取ることができません。

の要件を満たしていない場合は、
７０歳になる

した点からも、私たち自身の手で多賀の環境を

国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険

まで任意加入することができます（ただし、昭

守っていかなければならないということを深く

料の納付済期間が４０年間に満たない場合は、

和４０年４月１日以前に生まれた方に限られま

認識していただきたいと考えています。

６０歳から６５歳になるまでの間に国民年金に

す）。

きます。なお、老齢基礎年金を受給するために

また、海外に在住する日本国籍の方も国民
年金に任意加入することができます。

参加費■無料

ると思いますので、皆さんそろってご参加く
ださい。
〜参考〜

年金の加入記録をインターネットでいつで

町民の責務

も確認することができます。
例えば、
「厚生年金の加入記録を確認した

ています。また、事業活動において製品が使用
されたり廃棄されたりすることによる環境への

町民の皆さんには、日常生活において環境

影響を減らすとともに、再生可能な資源をでき

い」ときや、
「 国民年金保険料の納め忘れがな

への悪影響をできるだけ小さくすること、
また、

る限り利用しなければならないとされていま

いか確認したい」
ときなどにご利用ください。

悪臭など公害への配慮や自然環境の保全にも

す。さらには、町が実施する環境保全に向けた

努めなければならないことが定められていま

取り組みに協力する責務があるとされていま

す。また、町が実施する環境保全に向けた取り

す。

組みに協力する責務があるとされています。

町の責務

ご利用になるには、ユーザーＩＤ・パスワード
が必要になります。
お申し込みは日本年金機構ホームページ
（ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｎｅｎｋ
ｉ
ｎ.ｇｏ.ｊ
ｐ/）
までお願いし

事業者の責務

ます。

事業者には、物の製造・加工・販売・その他
の事業活動を行うにあたって、環境への悪影響
をできるだけ小さくするとともに、公害の防止
農林商工課 （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｎｏｒ
ｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

農業委員会だより
１２月１４日に開催された委員会の審議内容
○議 案第１号

農地法第３条の規定による農

地所有権の移転許可申請……………４件
※農地である田や畑を、そのまま売買や贈与し
耕作権を変更するための申請です。
○議 案第２号

農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定に基づく農用地利用集積計画

10

「環境講演会」

環境について改めて見直す良い機会にな

インターネットで年金の加入記録が確認できます！

広報たが 2011年2月号

１３時３０分〜１５時３０分
（受付１３時〜１３時３０分）

つどい」を開催します。

ご存知ですか？国民年金の任意加入制度！

任意加入して、満額の年金に近づけることがで

日 時■３月１３日（日）

町は、環境の保全に関する基本的・総合的な
施策を定め、実施する責務があると規定されて
います。
また、町民および事業者の環境の保全また

や自然環境の保全のために、企業の責任にお

は快適な環境づくりのための取り組みを支援

いて必要な措置を行う責務があると規定され

しなければならないとされています。

お問い合わせ
の決定……２件

環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ （Ｆ）
４８-０５９４

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕
作する制度です。
○報 告 第１号

農 地 転 換 届 出につ いて

……………４件
※田 んぼから畑に農地を転換したい旨の届出
です。
広報たが 2011年2月号
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地域創造事業

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

平成２３年度

寒い朝にはストレッチ！

地域創造事業を募集します

多賀町では、湖東定住自立圏（多賀町と彦根
市、愛荘町、豊郷町、甲良町の広域連携）の取組

の採否を決定します。

しい季節になってきました。
１日を元

した。疲れが体に蓄積され、寝起きが

気に過ごすためには、気持ちよく布団

ちょっとつらい方、眠気も覚めて気分

ントや企画など湖東圏域の活性化につながる

等が湖東圏域の複数自治体にまたがるなど、湖

から出たいですね。そんな時は、布団

もスッキリ！やる気もみなぎる
“寝起き

事業などを対象に、地域創造事業を募集するこ

東圏域としての取組みがみられる場合は優先

の中で少しずつ体を動かして、筋肉を

のストレッチ”
オススメです！

ととなりました。

します

目覚めさせましょう。寝起きに簡単に

１.対象となる提案は？

※当該事業が他から補助金等を受けている場

寝起きストレッチに挑戦！

合は、
提案数の状況により採択の調整をさせ

事業、団体や個人の交流を通じて参加者の資

ていただくことがありますので、あらかじめ

質向上を誘導する事業、または湖東圏域の活

ご了承ください。

を出来るだけ遠くへ伸ばします。出

性化につながる事業で、応募者が事業主体に

６.審査結果の通知

来れば腰の下に枕を置いてもう一度

湖東定住自立圏の自治体（多賀町、彦根市、

①枕をはずし、
リラックスしながら手足

伸びをしてください。

にすべての提案者に通知します。

７.提案内容の公表

②頭を布団につけたまま、ゆっくりとヒ
ザを曲げ、両手で胸に引き付けます。

愛荘町、豊郷町、甲良町）内に事務所のある団

採用された提案内容は、個人情報を除き、湖

体もしくは、圏域内に在住または在勤、在学さ

東圏域１市４町のホームページ等で公表しま

反対の足は、
かかとを突き出すように

れている方が主な構成員となっている団体で

す。

して伸ばしてください。

提案した事業を的確に遂行する能力を有する

８.提案事業への支援

団体が対象となります。

３.募集する提案
••地域づくり事業：圏域全体で３２事業を募集します
連携を進めることにより、地域づくりに資する事業
••シンボル事業：圏域全体で４事業を募集します
その効果等が湖東圏域全体に及ぶなど、湖
東圏域の一体感の醸成と活性化を図るにあ

③正座をして頭を下げ、息をはきなが

••地域づくり事業は、採用された提案を実施す
るために必要な経費に対して、
１事業あたり

ら、背中を丸めるように前屈します。

上限２５万円の支援を行います。

柔軟性のある人は頭を布団につけて
ください。

••シンボル事業は、採用された提案を実施する
ために必要な経費に対して、
１事業あたり上

④四つんばいから両腕を前にしてヒジ

限５０万円の支援を行います。

９.募集期限等

を伸ばし、ゆっくり息をはきます。胸
が布団につくように行ってください。

たってシンボルとなる事業

提案募集期限■3月11日（金）必着

４.提案の方法

審査期間■３月

ポイント

審査結果通知■３月下旬ごろ

★ゆっくりと体を動かして１０秒間ぐらい静止する

第１号様式「提案書」
と第２号様式「提案団体
等調書」
（多賀町のホームページほか、彦根市、

お問い合わせ

愛荘町、豊郷町、甲良町のホームページからダ

多賀町役場

ウンロードしていただけます。）を多賀町農林

〒５２２-０３４１犬上郡多賀町多賀３２４番地

商工課または彦根市産業部観光振興課に提出

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１７

★反動をつけない

★リラックスして行う ★習慣づけること

農林商工課
犬上郡体育協会主催

第５回犬上郡ニュースポーツ大会

彦根市産業部観光振興課

多賀町ホームページ ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊｐ

〒５２２-８５０１彦根市元町４番２号

ビーチボール参加チーム募集！

５.審査方法

（電）
３０-６１２０

日 程■２月２７日（日）

提案された内容について、法的制限や提案
内容を実施するにあたっての問題点を検討し
ます。予備審査の結果は、提案の採否を決定す
るものではありませんが、別途設ける審査機関
による審査での参考資料となります。
②審査機関による審査
予備審査の結果と各種団体から提案説明を
受け、さらに、提案内容の実現の可能性、地域

受

いずれの事業についても
実施時期は、平成23年4月から平成24
年3月までとします。／現行の事業をそのま
ま応募することはできません。／応募者が事

募集は、湖東圏域または、
これを越える範囲
で行うこととします。

付 ８時３０分〜

開会式 ９時〜

・女子の部
・小学生の部
チャンピオン部門

会

場■甲良町立甲良中学校体育館

・男子の部

対

象■犬上郡在住・在勤者１人を

・女子の部

含む小学生以上の方で構成さ

業の主体になることを前提とした提案に限り
ます。／事業実施に係る周知（ＰＲ）
や参加者

という方や「寒くて家でごろごろ」
という方も多いかと思いますが
そんな方々は少し栄養のバラン
容・ダイエットに活用してみては
いかがでしょう！今回は少しカロ
リーについて触れてみましょう。
まず、摂取カロリーですが、最
近は多くの食品やレストランメ
ニューにカロリー表示がされて
いますので、
これを意識して見て
いるだけで摂取カロリーの目安
にもなりますし、よく似た商品で
もカロリーの少ない方を選んだ
りするようになります。
一方、消費カロリーですが男女
や体重などで消費量は異なりま
すが、最近ではインターネットな
どで簡単に計算できるので活用
してみてはいかがでしょう。下記
に少し参考値をあげてみます。

★例：４０歳男性（（

れたチームに限る

参加申込書に必要事項を記入して多賀
町体育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

締切日■２月１４日（月）

ター・月曜休館）または犬上郡体育協会

区

事務局（多賀町教育委員会社会教育課）

分■エンジョイ部門
・男子の部

まで提出してください。

）内は女

性）の３０分間の消費量。
値：ｋｃａ
ｌ
【日常】
車の運転

４８

（３７）

入浴

９７

（７４）

階段昇降

してください。

①予備審査

「お正月でチョット食べ過ぎた」

スやカロリーを意識して健康・美

地域資源の再発見・掘り起こしにつながる

提案の採否については、審査終了後、速やか

カロリーを意識して

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

参加者、提案団体の構成員、
または事業内容

２.提案できる団体は？
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できるストレッチ体操を紹介してみま

として、湖東圏域内の団体の皆さんが行うイベ

なるものとします。

広報たが 2011年2月号

寒さが厳しく布団のぬくもりが恋

創造事業の趣旨に沿っているかを中心に提案

体育指導委員かわらばん

Ｂ＆Ｇ海洋センター

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

１９０ （１５０）

掃除

８７

（６７）

料理

４５

（３５）

９７

（７４）

【運動】
ストレッチ
ラジオ体操

１４５ （１１１）

ジョギング

３０６ （２３５）

バドミントン

２２６ （１７３）

バレーボール ２２６ （１７３）
栄養のバランスが取れた美味
しいものを適度に食べて、いっぱ
い運動することがベストですね。
体育指導委員

田中

広報たが 2010年2月号
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人権教育推進協議会

生涯学習・消防

人権教育推進協議会活動報告

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

『舞鶴引揚記念館・赤レンガ博物館』現地研修報告
平成２２年１１月２６日に愛知・犬上郡同和教育推進協議会の現地研修会が実施され、多賀町か
らは５人が参加しました。行き先は、京都府舞鶴市の舞鶴引揚記念館・赤レンガ博物館です。

『佐和山城跡を歩く』に参加して
１１月２４日に生涯学習講座「佐和山
城跡を歩く」が開催されました。総勢
１７人の参加があり、彦根市文化財課
の職員に解説していただきながら山歩
きに挑みました。参加者の感想を紹介

「現地研修に参加して」

します。
多賀町人権教育推進協議会

会長

野村茂太郎

（社会教育委員会委員長 野村茂太郎）

はじめに………………………………………………………………………………………
名残りの紅葉が雨にうたれ、冬の訪れが近い

これから訪れる舞鶴が『戦争』をテーマにした

ことを感じながらのバスの旅。多賀は晴れてい

場所だけに車中も引き締まった緊張感があり

ても日本海側は雨というこの季節独特の気候

ました。

せ き りょう

は、海の暗さと相まって寂寥としたものでした。

待つ人の人権…………………………………………………………………………………

何とはなしに中学校以来気にかかっており、
ま

ました。時期的に紅葉も楽しめて、日ごろの運

だ一度も登ったことがなかったので、先日図書

動不足も解消できるのではと夫婦で参加しま

館でこの企画を知り、折からの歴史ブームであ

した。前日は風が強く寒かったので心配したの

るので夫婦ともども申し込みました。

ですが、風もなく好天気でした。周りの参加者

書かれたようです。極限の寒さに金属製のス

龍潭寺わきの小道より登り始め、人ひとりが

た兵士や息子の帰りを待ちわびた遺族の生の

プーンでは唇にへばりつき用をなさず、木のス

やっと通れるほどの小道、所々で彦根のたたず

言葉や想いの資料が展示されていました。自ら

プーンを用いたことなど生々しい証言。また、

まいが眼下に見え、山道を飽きさせません。ま

佐和山城跡まではバスで移動し、現地で案内

も引揚者という女性ガイドの説明を受けなが

引揚船が入港するたびの肉親との再会場面や

た、要所では講師の説明もあり興味をそそられ

される講師と合流しました。登山口は龍潭寺の

ら館内を巡りました。この引揚記念館へは年間

帰らぬ我が子・夫を待つ婦人の様子の写真も

ました。

門をくぐった奥から続いていて、苔むしたお墓

１０万人の来館者があるそうです。戦争体験者

多くありました。ガイドの方の『戦争は、兵隊さ

佐和山と云えば三成の城でその落城を思

を横目に見ながら切通しまで登り、そこから右

の高齢化と共に最近では「親の苦労を知りたく

んだけでなく女や子ども家族まで巻き込んだ』

い出しますが、講師の説明では１２世紀ごろ、

に西の丸、本丸へと登って行きました。熱心に

て」
と来られる若い方が多いと喜んでおられま

との言葉が重く心に響きます。平和の尊さと平

佐々木氏の城で始まり、六角、京極、浅井長政、

説明してくださる先生方の話を聞いていると、

した。捕虜としての抑留生活には人権など全く

和への祈りのメッセージをいっぱい感じた引揚

二羽長秀、堀秀政、堀尾吉晴、そして石田三成

当時の情景が浮かんできて、
まるで「兵どもの

ありません。支給された通信用の葉書には「捕

記念館でした。

と４００年ほど、その時々の城主の栄枯盛衰を

夢のあと」を見るようでした。本丸跡の平地か

ながめてきたとのことで、
この静かなたたずま

らのぞき見る四方の景色は、天気の良さもあっ

は山登りの装備でしたが、私たち夫婦は軽装で
申し訳ない気がしました。

虜」と印刷されており、ロシア人検閲官が読め

赤レンガ博物館は、元々は海軍の倉庫として

るようにカタカナ文字に限定されて「寒い・空

建てられたものです。今では喫茶室や展示場

いは哀しさを漂わせているようです。もっとも、

て遠く山々が見通せて最高でした。また、紅葉

腹・重労働」
と書いてはいけないと制限があり

に代わり、談笑する人々が居る、その極端な変

城跡といっても建物、石垣もほとんどその影を

もきれいでした。

ました。それでも巧みに遠回しの表現で現状を

化に改めて現在の平和を実感します。

残さず、彦根城にすべてを移築したとはいえ、

な近くにきれいなところがあるなんて、次の機

ここは中世の山城の跡と思えます。
３時間ほど

会も参加してみたいなと思うウォーキングで
した。

と、無限の可能性のある未来を奪う戦争には何

の散策でしたが、私などの年配者にも適度な運

大切さを次の世代へ伝える重要性を考えた時、

の意味もない』
と訴えていました。そして『何気

動と適度な頭の体操で楽しい半日を過ごさせ

１１月７日に開催された『町民のつどい』を思

ない平和な日常が私は心から好きです』
と結ん

ていただきました。

い出しました。特に小中学生の人権に関する啓

でおられます。堂々とした発表の姿とこのよう

発作文発表に感銘を受けました。中でも多賀

に人権に向き合う若い人がいることに勇気を

中学校の山口沙綾佳さんの「平和な日常」が印

得ました。同時に私自身が『人権』に一生懸命

象に残ります。広島の原爆ドームを見た感想を

に取り組むことが次の代へつながると確信を

通して『戦争の一番の犠牲者は子どもであるこ

得た時でもありました。

研修を終えて、戦争や引き揚げの史実を目
の当たりにした私の気持ちは高ぶっています。
もう宴会の席では軽々しく
「『岸壁の母』や『異

時間をかけて紅葉がりに行かなくても、
こん

残っている土塁、堀切（空堀）、削平など、
やはり
見学を終え、改めて戦争の悲惨さと人権の

彦根市消防署

（多賀

（多賀

小菅法雄）

遠城弘昌）

犬上分署 （電）
３８-３１３０

平成２３年春季全国火災予防運動
『「消したかな」あなたを守る合言葉』を平成

する警戒心の喚起をおこない、住民、事業所の

２２年度全国統一防火標語とし、平成２３年３月

関係者および消防機関などが一体となり火災

国の丘』は歌えないなぁ」と余計なことを考え

１日（火）から７日（月）までの７日間にわたり、平成

予防を推進し、火災による死傷者の発生や財産

ました。それほどに重い戦争の記録です。

２３年春季全国火災予防運動を実施します。

の損失を防ぎましょう。

『岸壁の母』
『 異国の丘』は歌えない… ……………………………………………………
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生涯学習講座に初めて参加させていただき

引揚記念館は、
シベリヤで強制労働させられ

『町民のつどい』での山口さんの発表………………………………………………………

広報たが 2011年2月号

今回参加させてもらったのは、佐和山城跡が

この運動を機に、
日ごろ忘れがちな火災に対
広報たが 2011年2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 

洞窟の映像コーナーが新しくなりました

いま流行りの「イクメン」淡水魚

多賀町内ではこれまでに５０カ所もの洞窟が

モツゴ

確認されています。関西最大の規模を誇る河

博物館では多くの皆さんにご協力していた

さて、
これまでのため池調査ではモツゴは３

内風穴や、古代人の痕跡が見つかっている佐

だき、町内のため池に生息する生きものを調査

カ所のため池で確認されました。そして、モツ

目のコウモリ穴、底なし穴のような深い竪穴の

しています。これまでに３２カ所のため池を調

ゴの住む池に共通したことはいずれも平野部

ナベイケなどその表情は実にさまざまです。博

べた結果、魚は１６種（うち、移入種と考えられ

にある規模の大きなため池であることでした。

物館の常設展示室にはこうした洞窟の世界を

るものは８種）
を確認することができました。そ

一方でいずれの池も、外来種のブルーギルな

紹介する映像コーナーがありますが、今回、河

して、
ため池にすむ魚の代表種のひとつが今回

どが同時に確認されています。モツゴはまれに

内風穴のハイビジョン撮影に取り組んできた

紹介するモツゴです。
「くちぼそ」
「いしもろこ」

オオクチバスやブルーギルという外来種がたく

映像制作チーム
“ＶＩＮＺ
（ヴィンツ）”
の皆さんの

とも呼ばれ、釣り人などからもよく話題にのぼ

さんいる中でも、数多く確認されることがあり

協力により上映内容をリニューアルいたしまし

る魚です。

ます。石などが転がっている環境で産卵をおこ

た。鍾乳石が立ち並ぶ神秘的な世界や暗黒の

この魚はコイの仲間ですが、上をむいた小さ

ない、
オスが卵を守ること、そしてそのような場

世界で暮らす奇妙な生き物たちの姿など、
ここ

な口がとってもキュートな魚です。水面にある

所に隠れる性質があることから、そのような外

でしか見ることのできない貴重な映像をぜひ
ご覧ください。
（上映時間は9分です）

餌を食べるためにこのような形に進化してきた

来種の影響を回避できているのではないかと

と考えられ、
このような口の形はメダカなどに

考えられます。
しかし別のため池ではオオクチ

も見ることができます。また、モツゴは繁殖期

バスやブルーギルが入ると絶滅した、
という事

になると、オスの体は黒くなり、石などの障害

例もありますので、モツゴがなぜ外来種のいる

物の周りに縄張りをつくるようになります。そし

池で生き残ることができるのか？という詳しい

てそこへメスがやってきて、卵を産みつけると、

メカニズムはまだわかっていません。

オスはその卵が孵化（ふか）するまでずっと卵

また、ため池には多く残っている魚ですが、

た て あ な

▲撮影地：ナベイケ
（多賀町大君ケ畑）
提供：Audio-Visual Team VINT

発表会

第５回 多賀町立博物館研究発表会を開催します!!

を守ります。このときのオスは、近づいてくる他

ため池以外の川や水路、琵琶湖などでは数が

博物館学芸員、文化財センター職員や多賀

ます。多賀の自然や文化にまつわる最新の調

の魚を追い払うほど、強気な姿勢をみせます。

減っているのも事実です。他の生きものでも同

町各地で調査研究を行っている研究者・学生

査・研究・取り組みについて聞くことのできる

がこれまでおこなってきた成果の発表を行い

またとない機会です。発表の合間であれば、
ど

そう、モツゴはいま流行りの「イクメン」淡水魚

じことは言えるのですが、
これまで調査などか

なのです。淡水魚の世界ではヨシノボリ類やド

ら、生きものが暮らしていけるための環境条件

の時間でも入退場は可能ですので、興味のあ

ンコ、
オヤニラミという種類も含めて、
このよう

などをうまく見つけ出し、それらを応用して少し

る発表の時間帯にお越しください。皆さんのお

にオスが卵を守る種類も少なくありません。大

でも多くの野生生物が多賀で暮らしていける

越しをお待ちしております!

事な子孫を残すために、
オスは頑張っているの

よう、努力していきたいと思います。

日時■２月２７日（日） １３時〜１７時

です……。

（多賀町立博物館

学芸員

金尾滋史）

場所■あけぼのパーク多賀

大会議室

参加費■無料
お問い合わせ
多賀町立博物館
（有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５
（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｍｕｓｅｕｍ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/
（Ｅ-ｍａｉ
ｌ）ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
企画展

平成２２年度 第３回多賀町立文化財センター企画展
変更のお知らせ
平成２３年２月１１日〜３月１３日「重源の五輪塔」を予定しておりましたが、
２月２６日〜３月１３日
「村山たか女とその時代」に企画展の内容を変更させていただきます。ご了承いただきますよう
▲町内ではため池に多く生息するモツゴ
広報たが 2011年2月号

16

▲モツゴの顔。上向きのおちょぼ口がとってもキュートです

お願い申し上げます。

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 2011年2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

日時■２月１２日（土）
１３時３０分〜

じかん」を行っています。特別な知識や技術は

（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

場所■２階

けます。

小会議室

（毎月第１
・
３土曜日）
場所■２階 小会議室

一緒に文学の世界を楽しみませんか。
日時■２月２日（水） １０時〜
活動場所■２階 小会議室

日時■２月５日（土）（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。

一般書

『数えからくり』

乾 ルカ／著 角川春樹事務所
９１３.６イヌ

田牧
大和／著
９１３.６タマ

昆 虫 学 者である夫 のフィー ルド
ワークに付き従い、東北の人里離
れた過疎地・滝埜上村にやってき
た医師の和子。村の人々は優しく
て親切だった。だが、医師もいない
のに健康的すぎる住人たちの様子
に違和感を覚えて…。

大店の娘殺し、神隠しの因縁、座敷
牢に響く数え唄。がんじがらめの
恋。因果の糸を辿った先には、開け
てはならぬ錠前がひとつ—。猫の
大福と暮らす、天才女錠前師お緋
名に解けないからくりなど、ないは
ずだったが…。

新潮社

児童書

『ちょっとだけ弟だった幸太のこと』
東 多江子／作
９１３ヒガ

そうえん社 Ｋ

お母ちゃんがあずかりボランティ
アを始 めて 、家に茶 色 い 子 犬 が
やってきた。犬の名前は幸太。はじ
めは気入らなかったけど、幸太はだ
んだんぼくの弟みたいになった。
でも、ある日別れが…。

『アヤカシ薬局閉店セ〜ル』
伊藤 充子／作
９１３イト

偕成社

Ｋ

近くにできたドラッグストアのせいで、
お客が来なくなったアカシア薬局。店
主のさくらさんが閉店セールをしよう
と、店のおもてに張り紙をすると、古道
具屋で買った招き猫が「宣伝がたりな
い」と言い出して…。

絵本

『どれどれどこどこ』
中村 牧江／ぶん
イルド ＫＥドレ

ひさかたチャ

ペットをつれているひと、
じてんしゃに
のっているひと、そうじをしているひと、
かさをさしているひと。
かたち、おおきさ、いろ、むきがまったくおなじひとがいます。
さがしてみましょう。観察力と想像力が育つ絵本。
広報たが 2011年2月号
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『ライオンのすてきないえ』
西村

おはなしのじかん

「蔵書点検応援団」募集

本の紹介
『蜜姫村』

2月の休館日

僕らは、未来を発明できる！未来に
むかって前進し続ける大切さを描く感
動のタイムトラベル・ファンタジー
日時■２月２６日（土） 14時30分〜
（９５分間）
場所■２階 大会議室

期間■２月１６日（水）〜２５日（金）
本の点検、整理のため休館させていただきます。
本の返却は玄関横のブックポストへお願いします。
（Ｃ
Ｄ・ＤＶＤはブックポストへお返しいただけません）

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

対象■大人

アニメ
『ルイスと未来泥棒』

特別整理休館

「ドリームサークル」

（毎月第１水曜日）

あけぼのパーク多賀

日時■２月５日（土）、
１２日（土） １５時〜
場所■おはなしのへや
※第１・３土曜日は子どもの本サークル「この
ゆびとまれ」、その他は司書が行います。

日時■２月５日（土） １３時３０分〜

読書会

映画会

敏雄／作 ＫＥライ

森の広場に大工のさるがライオン
に頼まれて家を建てている。そこ
へやってきた動物たちが好き勝手
に手伝って、とんでもない家がで
きてしまい…。大変だ、ライオンに
怒られてしまう！

２月１６日（水）〜２５日（金）の特別整理休館日に
先だっておこなう、閉架書庫の資料の点検に参
加しませんか？
活動期間■
事前期間：１月８日（土）〜２月１５日（火）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
検作業など
参加条件■中学生以上
参加受付■カウンター・電話などで受付中 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。

第２５回「よい絵本原画複製画展」
日時■２月２６日（土）〜３月２７日（日）
場所■対面朗読室
全国学校図書館協議会選定の絵本による複
製画の展示です。

「第４０回お話を絵にするコンクール」
入賞作品展示会
日時■２月１１日（金）〜２月１５日（火）
場所■あけぼのパーク多賀 ホール
主催■京都新聞社
協力■多賀町立図書館

「かわいそうな本たち」の展示会
日時■２月２６日（土）〜３月２７日（日）
場所■図書館内
落書きやページの切り取り・水ぬれなど、修
理のできない状態の本たちを展示します。

■…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

※１６日〜２５日は蔵書点検のため休館です。

3月の休館日
■…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

31

※２２日は祝日の翌日のため、
３１日は月末整理のため
休館です。

移動図書館さんさん号 2月・3月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日
　　 ２月　　４日（金）
3月 4日、18日（金）
１２:５０〜１３:３０
大滝小学校
2月 4日（金）
3月 ４日（金）

3月18日（金）

Ｂコース
（多賀）第２金曜日
２月１１日（金）
3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。
※2月18日は蔵書点検に伴う整理休館のため、
巡回はありません。

広報たが 2011年2月号
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おしらせ

おしらせ

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

たきのみや保育園

２月２０日（日）

多 賀 小 学 校

２月１９日（土）

大 滝 小 学 校

なチューナー（１台）の無償給付な

○債務が増えて、支払困難に陥ったり

どを行っています。

○クレジットカードが利用停止になっ

支援の内容、申込み方法等は、対象
実施場所

回収品目

富之尾バス停ロータリー

３月５日（土）

世帯によって異なります。詳しくは、総

新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アル

洋センター隣）

ミ缶

☆分別を徹底してください。

となり、拒食や過食など食行動に異常
をきたす心の病です。近年は、若い女

ターへお問い合わせください。

などのトラブルが発生する場合が

性を中心に急増しています。今回、摂

（電）
０５７０-０３３８４０
市町村民税非課税世帯への支援

身体障害者相談員による—
「身体障害相談」を行います

資源回収のルール……必ずお守りください!!

○「入金されない」
「キャンセルでき
ない」

（電）
０５７０-０２３７２４

大滝小学校グラウンド

摂食障害は、心理的な問題が要因

務省地デジチューナー支援実施セン
放送受信料全額免除世帯への支援

多目的運動場横駐車場（Ｂ＆Ｇ海

たり

摂食障害を考える—
その心理と回復のプロセス

身体障害者相談員は、身体障害者

新聞……新聞、
折込チラシをひもで縛る。

からの日常の相談に応じたり、相談の

雑誌……書籍、
パンフレット、封筒、包装紙等をひもで縛る。

内容によっては関係機関に連絡をと

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。

るなど、必要な指導や助言をおこな

ある危険な取引です。

食障害の心理と回復プロセスについ

「返せない」
「借りられない」で困っ

ての講演と、
当事者やご家族をお迎え

たときは、相談窓口までお電話くだ

しての体験発表をあわせた講座を開

さい。

催します。

お問い合わせ・相談先

日時■３月１９日（土）

滋賀県消費生活センター

１４時〜１６時３０分
会場■Ｇ‐ＮＥＴしが（滋賀県男女共

（電）
２３-０９９９
消費者ホットライン

同参画センター）

（電）
０５７０-０６４-３７０

講演■ＮＰＯ法人のびの会
臨床心理士

※できるだけ公共交通機関をご利用

会場にお越しください。入場無料

うため、
また、地域福祉活動の中核と
なって障害者福祉の向上を目指すた

☆古着は中身の見えるビニール袋に入れてください。

めに、県から委託されています。障害

た地域で、自分らしく住み続け、希望

詳しくは、
各団体から配布されるチラシをご覧ください。

者の立場で、就職・結婚に関すること

にそった最期が迎えられるよう安心し

願います。

町内の方ならどなたでも持ち込み可能です。この機会にぜひお出しください。

など、
さまざまな相談を受けていただ

て暮らしていくために、湖東地域にど

お問い合わせ

けます。ぜひご来所ください。

のような資源やサービスがあったら

相談日■２月２６日（土）

いいのでしょう？ 保健・医療・福祉の

いぬかみ名所史跡めぐりに
参加しませんか

参加費■２,０００円（食事代・入館料・
納入方法■当日、受付にて徴収します。

条件■町花（ササユリ）に興味のある方

れぞれのまちに誇れる素晴らしい歴

定員■２０人

内容■２カ月に１回の部会活動（球根

史・文化があります。犬上郡内の選り

申込方法■電話・ファックスにて受

すぐりの名所を訪れる、年に１度のバ

付けます。住 所・氏 名（ 参 加 者

会費■年間２０００円

スツアーです。地域の人・歴史・文化

全員）
・電話番号をご報告くださ

お問い合わせ

に触れて、新しい発見をしてみません

い。電話は役場開庁時間中、
ＦＡ

ＪＡ東びわこ東事業本部

か。

Ｘは随時、受付けます。

営農生活第１課

犬上郡は琵琶湖東部に位置し、そ

※地元観光ガイドさんや施設関係者
による詳細説明もあります。
日時■３月１２日（土） ９時〜１６時
集合・解散場所■
多賀町役場前駐車場
（８時４０分集合・１６時過ぎ解

申込期限■２月１８日（金）まで（定員に
なり次第、受付終了）
お問い合わせ
農林商工課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７
（Ｆ）
４８-０５９４

資格■多賀町在住の方

増殖）、視察研修会（年１回）

（有）
２-３４５６ （電）
４８-１００８
担当

今村

地上デジタル放送視聴の
ための低所得世帯への支
援について

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
相談員■身体障害者相談員
お問い合わせ
福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

ストップ！—
クレジットカード現金化

最近になって、
クレジットカードの現

少子高齢化が進むなか、住み慣れ

１４時〜１６時３０分
（受付開始時間 １３時３０分）
場所■ひこね燦ぱれす 多目的ホール
内容■
「いきいきと生きる〜免疫力を
高める工夫〜」
講師 滋賀県健康福祉部健康推進課
課長

角野

文彦

氏

○クレジットカードで商品などを購入

す切れ目ない支援を目指して」
主催■地域から医療福祉を考える湖
東懇話会・滋賀県湖東健康福祉

多賀町ササユリ部会新規
部会員募集します

○キャッシュバック付商品をクレジット

デジタル放送をまだ視聴できない低

カードで購入させ、購入商品ととも

所得世帯に対して、支援を行っていま

に現金を渡す

す。対象は下記のとおりです。

といった「クレジットカードのショッ

お申し込み■電話、
ＦＡＸで、氏名、住

良町）

サユリ部会の活動に参加していただ

（１）生活保護世帯などでＮＨＫ放送受

ピング枠の現金化」についての相談

所を下記までおしらせください。

旧豊郷小学校／伊藤忠兵衛記念

ける方を募集します。ササユリの栽培

が増えています。

滋賀県湖東健康福祉事務所（彦

館
（豊郷町）

に興味がある方や、地域活動に参加

（２）市 町村民税が非課税の世帯であ

してみようという方など、
どなたでも

り、地上デジタル放送対応の簡易

訪問先（予定）■
キリンビール滋賀工場（多賀町）
甲良神社／せせらぎ直売所（甲

食事■くらま
（豊郷町）
広報たが 2011年2月号

多賀町にお住まいの方で多賀町サ

信料が全額免除の世帯

「クレジットカードのショッピング枠
の現金化」は、

（電）
０７７-５６７-５０１０

日時■３月６日（日）

シンポジウム「地域で安心して暮ら

消費者が現金を得る

滋賀県立精神保健福祉センター

もに考えてみませんか。

金化が問題になっています。
させ、それを業者が買い取ることで

です。
（定員２００人）

現状を共有し、望ましい姿についてと

総務省では、経済的な理由で地上

散）
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保険代などすべて込み）

ご応募していただけます。

氏

お申し込み■必要ありません。当日

☆古着は古着（学生服を除く）のみで布団、毛布類、カーテン、タオルなどは出せません。

環境生活課 （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ （Ｆ）
４８-０５９４

綾

湖東地域保健医療福祉連
携フォーラム

☆窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）などは出せません。

お問い合わせ

武田

相談室

「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■２月５日、
１２日
１９日、
２６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！

事務所
共催■彦根市・愛荘町・豊郷町・甲
良町・多賀町

根保健所）
（電）
２２-１７７０ （Ｆ）
２６-７５４０

よろず相談
今月の相談日■ ２月１６日（水）
来月の相談日■ 3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 2011年2月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

おしらせ

おしらせ
相談等

子育て支援センター

すくすく相談

わくわくランド

３月２３日（水） 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
３月２８日（月） 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
３〜４カ月児健診（離乳食教室）
３月７日（月） １３：００〜１３：１５
Ｈ２２年１０月生まれの乳児

９〜１０カ月児健診
３月７日（月） １３：１５〜１３：３０

ひろばの案内

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
３月は、ありがとうの会をします。
日程■３月９日（水）
場所■ふれあいの郷
（多目的運動室）
時間■９時４５分〜１１時ごろまで
滋賀県立大学の吹奏楽部の皆さんと一緒に歌ったり
踊ったりして楽しみましょう！また、
アルバムをプレゼント
します。お楽しみに！
※３月は、
年齢別広場はありません。
☆平成２３年度の広場申込みを３月２５日までに、子ど
も・家庭応援センターまでお願いします。
月ごとの予定は「にっこりメール」（各公共施設に掲
示）
で、
お知らせしています。

予防接種
ＢＣＧ
３月８日（火） １３：３０〜１４：００
生後３〜６カ月でＢＣＧが未接種の乳児

三種混合
１期初回 ３〜８週間隔で３回接種
１期追加 ３回目接種日から、
１年後に１回接種
実施日■小菅医院多賀診療所 ３月９日
（水）
１１
：
３０〜 予約制
ほか２医院、
４病院は１年中実施（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

は、歯ブラシとコップを持ってきてください。
■９〜１０カ月児健診には、お子さんと同居されている
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
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。

所■勤労者体育館センター

ね。寒い日も続き、皆さんは冬眠中で

らフリーピンポンを行っています。平

参加費■会員…無料

しょうか？それとも、
ウインタースポー

日、昼間の少しの時間を上手に使っ

非会員…１回１００円

ツや普段から続けているスポーツを

て、家事の合間の息抜きをしてみま

されているのでしょうか？ついつい、

せんか？

家にこもりがちになる季節です。気分

お知らせ

☆平成２３年度募集のお知らせ!!
サッカー教室が小学３年生までの

を変えるのに、
やまびこクラブのサー

フリースポーツ
（フリーピンポン）

募集になりました。本年度は、
２年生

クルに加わりませんか？

日 時■毎月第２
・
４火曜日

まででしたが一学年増えました。みん

１３
：
３０〜１５
：
００

な来てくださいね。

１月から始まっているフリースポー

〈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

３月８日（火） １０：００〜

場所 子育て支援センター
親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。

１歳のお誕生会
３月１１日（金） １０：００〜

先月号の答え
① 1カ所
でした

場所 子育て支援センター
町内在住のＨ２２年１月〜３月生まれの子どもと保護者
対象です。

おしゃべりデー
３月２３日（火） １０：００〜１１：００

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
（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

左右のイラストをよ〜く眺めてく

問題

ださい。いくつか違う部分がありま
す。何カ所あるでしょうか？

① 1カ所 ② 3カ所 ③ 5カ所

トレーニング室であなたの健康づくり！
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場

お話しポケット

ふれあいの郷トレーニング室
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ツでは、毎月第２・４火曜日のお昼か

３月９日（水） １３：００〜１３：１５

■各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・予診票

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

新しい年を迎え、
ひと月が経ちます

１歳６カ月児健診
Ｈ２１年８月・
９月生まれの幼児

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

Ｈ２２年４月生まれの乳児

をご持参ください。■１歳６カ月児健診を受けられる方

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

2月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
26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2月28日（月）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発

答えがわかったら▶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
こ

ざ

い

ゆ

い

こ

ま

な

生まれました！
☆小財由惟子（智宏・敬子） ◆金谷クラヱ
☆宮下 陽彩（拓也・めぐみ） ☆一円 麻那（俊二・佐季子） ◆中村 民子
☆一之瀨和香（俊和・基香） ☆加藤 莉杏（  竜  ・愛美） ◆川岸信太郎
☆大道 泰城（泰正・千鶴）
◆山路 み子
☆大道 優姫（泰正・千鶴） おくやみ申し上げます ◆大町太次平
☆土田
聖（翔一・  歩 ） ◆古川 惠造 ７７歳
み や し た

い

ち

の

せ

ひ

な

い ち え ん

わ

か

か

お お み ち

た

い

き

お お み ち

ゆ

う

き

つ

ち

だ

ひじり

と

う

り

あ

ん

９５歳
８４歳
９３歳
８８歳
８１歳

結婚しました！
中野
充
♥
藤本恵里子
富永 義照
♥
棚池 奈々
（敬称略）

ひとのうごき

平成2２年12月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
7,985人 （−
■男性
3,804人 （−
■女性
4,181人 （＋
■世帯数
2,668世帯（＋

4）
6）
2）
2）

広報たが 2011年2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

2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
２

10

（木）
日

と

25

（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■２月です。お正月はいかがおすごしでしたでしょ
うか。私のお正月一番の楽しみは時代劇を見ることです。今
年は、豊臣秀吉を支えた２人の軍師、竹中半兵衛と黒田官
兵衛のお話でした。私の中では、
この２人の知名度は高いの
ですが、
しかし一般的にはあまり知られていないようです。
……語れる方、
おられませんか？
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

