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まちの話題

まちの話題

第８回

多賀町美術展覧会

写真部門

出品数 ２２点

大賞

「団楽（だんらん）」品居

九一郎

２月４日から６日まで、中央公民館において、第８回多賀町美術展覧会が開催されました。絵画・書・写真・工芸の部合
わせて、
６５点の力作が出品されました。多くの方がご来場され、美術親しむ時間をたのしまれました。

絵画部門

（以下敬称略）

大賞

出品数 １４点

「街の駅 力石（花しょうぶ通り）」

堂中

紀子

特選
「寺小屋 力石」… ………………………………… 筒川

靜

「Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔ
ｉ
ｏｎ２０１１」… ……………………… 吉岡

行夫

特選
「雲海（うんかい）」… ……神田

裕弘

「冬の散歩みち」… ………野㟢八重子

になりましたが、雪の夜のムードがよく

「並木の四季」… ………… 小中 スガ

表現されている作品の方を選びました。

「多賀大社造営奉祝の舞」……田齊美惠子
佳作

特選の一点は、多賀町の行事の作
品となりましたが、舞う人と楽人の対

- 総評 どくだみ

「初夏・蕺」… …………………………………… 大杉庸柴子

審査員

佳作

中村

一雄 先生

比がおもしろく捉えられていました。

「冨士と松韻」… ………………………………… 曽我

市郎

「フェイス」…………………野村

惣藏

本年は作品数では３点程少ないよ

特選の「雲海」はやや多く撮られて

「桜ライブ」… …………………………………… 曽我

君子

「冬山風景」… ……………城貝

忠信

うでありましたが、上位の作品には大

いる作品ですので新鮮味はありませ

差がなく選定に困りました。

んが、朽木の雲海の状況が美しく表

「ざくろ」…………………………………………… 松宮紀久子

「雪国お祭」… ……………品居九一郎

「野菜」… ………………………………………… 多林

「かえり道」…………………増田

雅代

- 総評 審査員

小田柿

工芸部門

寿郎 先生

茂治

大賞は、白峰村の雪だるま祭の作品

出品数 １４点

現されておりよかったと思いました。

大賞

「古布の祭り
（こふのまつり）」 礒野

公子

点数は多くないが、いろんな表現作品があり、楽しい展覧会である。とくに、上位受賞作品は、秀作ぞろいであった。今
後も多数の出品があり、楽しい町展になることを願っています。

書部門

出品数 １５点

特選

大賞

「一期一会」

野口

特選
「日下部鳴鶴学書経歴読より」…… 辰巳

輝子

「千字文四言句」… …………… 西澤

ヱミ

一

- 総評 -

「光の輪」… ………………先山

靜子

「無題」… …………………若林

敬子

審査員

酒井

榮一 先生

本年の町展は大作が少なく、小品
が多く出品されていました。中には、
技術的な作品の出品もありましたが、

佳作
「押し花」… ………………新谷

清子

綺麗なだけの作品では美術作とは言

「あんどん」… ……………森口

嘉明

えません。内容の濃いものでなけれ
ばなりません。構図と色でその物の
内容的な作品に挑戦した作品を一点
でも多く出品を希望いたします。

佳作
「花鳥風月」… ………………… 福居

順

「千字文四言句」… …………… 梅本

皆代

「和歌一首」… ………………… 諸岡冨美子
「短歌」… ……………………… 北川

由三

- 総評 -

滋賀県では、
「 秋の詩」の生産奨励

は、
５９kg。米消費量は

「書」は言葉であります。言葉のあるところ

を目的に、近江米「秋の詩」食味コン

年々減少し５０年前の

に「書」が生まれます。その美しさは言葉の

クールが実施されました。コンクール

約半分です。お米を中

中に込められます。この会場には「書」の美し

には、県内各地から１０２名（団体）の

心とした、
バランスの良

さがあふれて心地よい。
うれしい一時をいた

出品があり審査の結果、地区優良賞

い食生活は、体にもよ

だきました。
「ありがとう」
ございました。

に湖東地区から月之木の高橋正孝さ

く自給率の向上にもつ

んが受賞され、激励の言葉を受けら

ながります。毎日の食

れました。

事を見直し米の消費に

審査員

小林

巧 先生

ご町内の皆さんの、
ますますのご参加を期
待いたします。
▲講評に聞き入っておられました
広報たが 2011年3月号
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食味コンクール

「秋の詩」食味コンクール優良賞を受賞されました

▲会場のようす

国民一人当たりの米の年間消費量

心がけましょう。
広報たが 2011年3月号

3

バスに乗ろう

全国大会事務局（役場企画課） （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２
多賀町では１０月に開催する
『「星空の街・あおぞらの街」全国大会ｉ
ｎ多賀町』
に向けて、大会を
皆さんとともにつくり、盛り上げていきたいと考えています。
その取り組みの一つとして、皆さんから「星空やあおぞら・環境・エコなどに関する川柳」や「エ
コ活動」を募集します。
全国大会について質問などありましたら、事務局（役場企画課）
までお問い合わせください｡

星空・あおぞら川柳を募集します！

「あなたのエコ」を教えてください!!

共交通のひとつとして、特に高齢者や学生に

日常の交通手段を少し見直し、積極的にバスを

とってなくてはならない移動手段として長年利

利用してください。また、
ご要望がありましたら

用されてきました。また、
１度に多くの人を運ぶ

企画課までご連絡ください。

の緩和などの役割もはたしてきました。
しかし、少子高齢化やマイカーの普及に伴い

大会では、皆さんとともに大気環境について

年々利用者が減少しています。運行収入だけ

柳」を募集します。ご応募いただいた作品は広

考え、地域や個人（会社）
が地球にやさしい取り

では採算が取れず、多賀町と滋賀県が赤字額

報誌や全国大会で紹介させていただきます。

組み、行動をすることを大きな目的の一つとし

を補助して、なんとかバス路線を維持していま

皆さんのエコや環境に対する思いを川柳にの

ています。そこで、エコを多賀町中に広めるた

すが、財政状況も厳しい中、
このまま利用者が

せてください。たくさんのご応募をおまちして

め、皆さんがふだんご家庭でおこなっているエ

減少していけばバス路線を維持していくのは難

います。

コな取り組みをご紹介いただきたいと思いま

しくなってきています。

優秀作品には、記念品を贈呈します。

す。ご紹介いただいた取り組みについては、広

募集内容■「エコ」または「星空・あおぞら」

報誌で紹介させていただく予定です。どのよう

「環境に関するもの」を題材とした川柳

なエコでもかまいません。いろいろなエコ生活

（五・七・五の１７字）
。

をご紹介ください。
ご報告いただいた方の中から抽選で１０人の
方に記念品を贈呈します。
募集内容■「あなたがふだん行っているエコ
活動・エコ生活」などのエコな取り組み
（詳しくご紹介ください）

〜応募方法〜

応募資格■多賀町に在住、在勤されている小学生以上の方

平成２２年度多賀町路線バス収支状況（平成２１年１０月１日〜平成２２年９月３０日）
路線

応募方法■「川柳」または「あなたのエコ」の内容、住所・氏名・年齢・電話番号をお書きの上、
ＦＡ
Ｘ、
Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ、
ホームページからの投稿またはハガキにて役場企画課まで郵送もしくは直接ご
提出ください。※記入様式は自由です。
応募先■「星空の街・あおぞらの街」全国大会事務局
〒５２２-０３４１ 犬上郡多賀町多賀３２４ 多賀町役場企画課

萱原・大君ケ畑線

ブリヂストン線

多賀線

運

賃

収

入

８,１６８,０１２円

６７９,２２８円

６,４０３,７３６円

運

行

経

費

３１,１７７,７６２円

３,５９２,５３１円

１６,６８４,０５３円

額

２３,００９,７５０円

２,９１３,３０３円

１０,２８０,３１７円

県

６,２２８,０００円

３７３,０００円

３,０５７,０００円

町

１６,７８１,７５０円

２,５４０,３０３円

７,２２３,３１７円

赤

字

補 助 金 内 訳

応募締切■平成２３年８月３１日まで
（必着）

ご存じですか？ バスのあれこれ
ブリヂストン線とは？

ワンコインエコパスとは？

多賀大社前駅から発車しているブリヂストン

マイカーやバイクで通勤されている方を対

（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ （Ｆ）
４８-０１５７

線のバスは、南彦根駅の東口（ビバシティ側）
だ

象に、毎週金曜日は１００円でバス・近江鉄道

（ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ） ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

けでなく西口にも停留します。西口で下車すれ

をご利用いただけます。なお、
ご利用されるに

ば、
５分後くらいには南彦根県立大学線のバス

はお勤めの事業所からの登録が必要になりま

〜全国大会への軌跡〜

が到着しますので、彦根市立病院などへ行くと

す。

スターウォッチングをおこないました

きにもたいへん便利です。

お問い合わせ
近江鉄道 （電）
２２-３３０３

１乗車１００円で乗車できる「小判手形」
とは？

１月２８日に多賀小学校、
２月４日に大滝小学
察会は環境省が主催している全国星空継続観

満６１歳以上の方を対象に、
１乗車１００円で

察（スターウオッチング）も兼ねており、双眼鏡

バスを利用できる「小判手形」が近江鉄道・湖

を使って「すばる
（プレアデス星団）」を観測し、

国バス各窓口で販売されています。料金は１カ

見ることのできた星を記録していきました。多

月券２,０００円、
３カ月券５,０００円、半年券９,

賀小学校では少し残念な天気でしたが、寒空の

０００円です。

を観察しました。

4

バス路線を維持していくためにも、皆さんの

「エコ川柳」
「環境川柳」
「星空・あおぞら川

中、子どもたちは元気いっぱいに望遠鏡で星空

広報たが 2011年3月号

バスは住みやすい町づくりに欠かせない公

ことができるため、環境負荷の軽減や交通渋滞

校で星空かんさつ会をおこないました。この観

!!

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

みんなでバスに乗ろう！

募集します

「星空やあおぞら・環境・エコなどに関する川柳」

「エコ活動」

星空・あおぞら特集

滋賀県バス協会

お問い合わせ
▲スターウォッチングのようす
（大滝小）

湖国バス彦根営業所 （電）
２５-２５０１
広報たが 2011年3月号
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住宅リフォーム補助・農業委員会だより

ねんきん・民児協だより

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

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

経済危機対策 住宅リフォーム補助金

老齢基礎年金について

町内における経済の活性化や雇用の場の安定と確保を図るため、町民の皆さんが、町内の施工

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や保

業者を利用して、自宅の修繕・補修などの工事（住宅リフォーム）
をおこなう場合に、その経費の一

険料免除期間などが、原則として２５年以上あ

部を補助します。

ると６５歳から受給できます。
年金額は、
２０歳から６０歳までの４０年間

補助対象者

日常生活を容易にするための改修

町内に居住し、町税その他町の各種融資の
償還について、滞納していない世帯の世帯主

対象工事
この補助金の交付決定後、町内に事業所が
ある法人または住所がある個人事業者を利用

額の７９２,１００円（平成２２年度）
となります。
なお、保険料を納めていない期間や保険料
免除期間がある場合は、その期間に応じて減
額された年金額となります。

（４８０カ月）すべて保険料を納める場合に、満

○公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化
槽の接続における工事

補助率・補助金額
対象工事費の１０％、最高２０万円（ただし、

ご存じですか？ 障害基礎年金
国民年金の加入中などに、初診日がある病

が平成２８年３月３１日以前にあるときは、特例

気やケガなどで障がいの状態になったとき、障

として初診日の前々月までの直近１年間に保

し、平成２４年３月３１日までに完了する次に掲

千円未満は切り捨て）

害認定日
（初診日から１年６カ月を経過した日、

険料の未納がなければよいことになっていま

げる工事で、補助対象工事費が５０万円以上か

申請期間

またはその期間内に症状が固定した日）
におい

す。）

つ年度内に支払いが完了するもの。
※ただし、国、県、町等の他制度による補助金を
受ける工事は除きます。
○老朽化、災害等による住宅の修繕のための
工事
○壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等、住宅の
模様替えのための工事
○住宅への防犯用感知ライトまたはフェンス

平成２３年４月１日〜先着順（予算の範囲内）

申請先

は、障害基礎年金を受けることができます。

など高齢者の介護予防ならびに障がい者の

よって障がいの状態になった方は、障害等級
の１級または２級に該当すれば２０歳から（障

役場農林商工課までご提出ください。申請書

する月の前々月までの被保険者期間のうち、

害認定日が２０歳以後の場合は、障害認定日か

は農林商工課に置いてあるほか、多賀町ホー

保険料納付済期間と免除期間（若年者納付猶

ら）受給できます。ただし、
この場合本人に一定

ムページからもダウンロードできます。

予期間・学生納付特例期間を含む）を合わせ

額以上の所得や他年金の受給がある場合、支

申請に必要なもの■住宅リフォーム計画書・

た期間が３分の２以上必要となります。
（初診日

給が制限されます。

工事見積書・工事着工前写真
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-

お問い合わせ

○手すり・段差解消・便器（和式から洋式へ）

なお、
２０歳前に初診日のある病気やケガに

ただし、初診日の前日において、初診日の属

申請書に必要事項をお書きのうえ、多賀町

の設置等の防犯機能の付与および強化のた
めの工事

て、障害等級の１級または２級に該当した場合

農林商工課

たが民児協だより 民生委員・児童委員

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ （Ｆ）
４８-０５９４

主任児童委員をご存じですか？
農業委員会だより

１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２条第１項の規定に

よる現況農地でない旨の証明書交付申請に
ついて……６件
※現況が農地以外に利用されていることの証
明に必要な申請です。
○議案第２号

農地法第５条の規定による農

地転用許可申請について……１件
※他人の農地を農地以外に転用し、借りたり売
買するときに必要な申請です。
○議案第３号

農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定にもとづく農用地利用集積計
画の決定について……２件
広報たが 2011年3月号
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※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。
○議案第４号

の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる
児童は、社会の一員として尊ばれる
児童は、よい環境の中で育てられる

農業振興地域整備計画の変更

に係る意見について……１件
※農振地域（青地）の変更について、農業委員
会の意見を問う審議です。
○報告第１号

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童

農地法第４条第１項第８号に規

定する転用で２アール未満の農業施設用地
の農地転用届出について……１件
※耕作に必要な農業用施設用地（２アール未
満）へ転用するための申請です。

これは昭和２６年に宣言された児童憲章の

います。主任児童委員はすべての地区を担当

前文で、
この後に１２項目にわたり
「すべての児

し、関係機関と協力しながら子どもを見守りつ

童は……」と児童の持つ権利について述べら

つ、育児不安などさまざまな「子どもと親の抱

れています。

える問題」に対して相談や支援活動をおこなっ

民生委員・児童委員は町民の皆さんが抱え

ています。児童憲章にも定められているように

ている、さまざまな問題について相談に応じ、

児童の持つ権利が地域の中で守られながら、

関係機関とのパイプ役となる役割を担ってい

健やかに育っていける環境づくりのお手伝いを

ますが、そのなかで児童問題に積極的に対処し

しています。

ていく専門の委員として主任児童委員２人が
広報たが 2011年3月号
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けんこう

就学援助制度・いくせい

朝日を浴びて、
気持ちのいい一日を過ごしましょう。

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

子どもの健康

生活リズムを整えよう！

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

平成２３年度 就学援助制度についてのお知らせ
多賀町内にお住まいの方で、小中学校に就

費・校外活動費・修学旅行費などの一部を援

生活リズムのない子どもが増えています

学されているお子さんがおられるご家庭で、経

助します。

夜遅くのスーパーやコンビニなどで、子ども

済的な理由により、就学に必要な経費の負担に

※下記表の①〜④のいずれかに該当される方

を見かけることが増えたように思われません

お困りの保護者を対象に、学用品費・学校給食

か？いま、
「 夜１０時以降に寝る」遅寝の子ども

援助の対象となる世帯および必要書類

が増えてきています。

援助対象世帯

保育園にあがる前の２歳児では、遅寝の子ど
もは全体の約６割ともいわれています。遅寝の
子どもたちは、起きる時間や食べる時間が定ま
らず、規則正しい生活リズムができていないこ
とが多いのです。
生活リズムができないと、保育園や幼稚園
でも、睡眠不足から「ボーっとしていて活動に
のれない」
「無表情」
「イライラしていて攻撃的」
「特定のもの以外に無関心」といった心配行
動が目立つこともわかっています。

朝日が脳を目覚めさせ、
１日のリズムを
作ります

して、元気に遊びましょう。午前中に体を使って

①

生活保護を受けている世帯

保護開始決定通知の写し

②

児童扶養手当の受給世帯

児童扶養手当受給者証の写し

③

町民税が非課税または減免されている世帯

④

経済的な理由により、学資の支弁が困難と認め
られる世帯
（ただし所得制限があります）

源泉徴収票・確定申告書など昨年の所得が分か
るもの
（同居する家族全員）
の写し

遊ぶことで適度な疲れを誘い、お昼寝の時間

申請手続き
○援助を希望される方は、申請書（教育委員

の場合は、所得および各種控除を証明する

違いますが、長くても２時間までにして、遅くと

会・学校にあります）
に必要事項を記入のう

書類（１月１日現在の住所地が発行した課税

も３時までには起こすようにしましょう。長かっ

え、必要書類を添えて各学校へ提出してくだ

証明書等）の添付が必要です。

たり遅くまで寝ていたりすると、夜寝る時間が

さい。

ずれ込んでしまいます。

成長ホルモンは夜に出る

るのが、朝日の力です。脳が朝日を感知して体

成長に必要なさまざまなホルモンは夜中、睡

内時計をリセットすることで、
１日２４時間の規

眠中に活発に分泌されることがわかっていま

則正しいリズムがここからつくられるのです。

す。それがちょうど夜の１０時過ぎから夜中の２

また、夜の眠りを誘うホルモン「メラトニン」

必要書類

も早まります。お昼寝の時間は子どもによって

脳にある体内時計は１日およそ２５時間で働
いています。この１時間のズレを調整してくれ

が対象となります。

時ごろなのです。成長ホルモンが十分分泌され

○平成２３年１月１日現在の住所地が他市町村

受付期間■４月８日（金）〜１８日（月）

○この援助は毎年申請が必要ですので、平成

※申し込みは、年度途中でも受付しています。

２２年度認定されていた方も、援助を希望さ

ただし、受付日以降の月額の援助しか受けら

れる場合は必ず申請してください。

れませんので、
ご注意ください。

中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

（電）
４８-１８００

『子は親の心を実演する名優!!』

は、朝日を浴びてから１５時間前後たたないと

るためには、その時間帯にぐっすり眠っていな

分泌されないという性質があります。ですか

いとだめなのです。早寝が大切な理由はこうい

青少年・家庭教育部会では、今年度も『大人

子どもは次代を担う社会の宝です。子どもたち

ら、朝９時に起きたとしたら、眠くなるのは夜中

うところにありますし、遅く寝た分は昼間のお

が変われば子どもも変わる』のスローガンのも

が、多くの温かい人に支えられながら、豊かな

の１２時前後ということになるのです。

昼寝では補えないのです。

と活動をすすめてきました。

心や社会性、個性や創造性を育み、夢を持って

多賀町青少年育成町民会議

青少年・家庭教育部会長

田中和彦

成長することが私たちすべての願いです。

何時間寝ていますか？
子どもの睡眠時間の目安は、
１歳児で１１〜
１３時間、
１歳半〜３歳児で１２時間、
４〜５歳児
では１０時間といわれています。

朝ごはんも大切です
朝日を浴びて目を覚ましたら、朝ごはんも
しっかり食べて１日を始めましょう。
朝ごはんをしっかり食べないと、午前中から

早寝早起きの習慣をつけるには、まず早く

元気に遊ぶことも、お話しや勉強に集中するこ

寝かせてからではなく、早く起こすことから始

ともできません。朝ごはん抜きは、大きくなっ

めましょう。寝不足の場合、早く起こしてぐずつ

てからも気力や体力に悪影響を及ぼすので、小

くのは当たり前です。起こしたら、
こちょこちょ

さいころから食べる習慣をつけておくことが大

くすぐったり、のびをしたり、ちょっとしたスキン

切です。
４月から新たに保育園や幼稚園に行く人も、

生活リズムをつくるには、午前中は体を動か
広報たが 2011年3月号
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今後とも多賀町青少年育成町民会議の活動

②夏休み・冬休み前の啓発チラシの配布

にご理解とご協力を賜りますことを心からお願

③ラジオ体操への参加呼びかけ

い申し上げます。

④あいさつ運動の実施
⑤子育てカレンダーの作成（３月上旬配布
予定）
青少年による凶悪事件の発生やいじめ・不
登校の増加など、青少年問題の背景の一つと
いわれる規範意識に欠ける大人社会の風潮を

シップで遊んであげましょう。

午前中にいっぱいあそぼう

①愛のパトロールの実施

見なおし、大人自身の姿勢や大人社会のあり

まだ行かない人も、
この機会に生活リズムを見

方を省みる“きっかけ”となるよう、
「大人が変わ

直してみましょう。

れば、子どもも変わる運動」を推進しています。
広報たが 2011年3月号
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Ｂ&Ｇ海洋センター

今年、多賀町スポーツ少年団を３２人が卒団されます。そこで、各団の代表者に、今までがんばっ
てきたこと、
これからの抱負などを書いていただきましたのでご紹介します。

多賀少年野球クラブに入団して
川越

悠生

平成23年度 多賀町スポーツ少年団員募集

空手

—お問い合わせは、多賀町Ｂ&Ｇ海洋センターまで—

日本空手道正剛館湖東多賀 スポーツ少年団 喜多美乃里

卒団によせて

私は、小学１年生から空手を

入りました。いつも目標を持

習い始めました。その中でも一

ち、いろんな試合をしていく

番の思い出は、去年開催され

教室

クラブ

中で思い出に残っていること

た西日本の大会です。組手で

対象■県内年中児〜小学６年生

対象■町内小学１〜６年生

は、県大会で負けた時のくやし

は１回戦で負けたけど、形では

活動日■火・木曜日

活動日■土・日・祝
（３年生までは半日）

かったことと、西日本大会で優勝できたことで

２勝できました。そして、初めての賞状をもらい

す。きびしかった練習やくやしい思い出もあっ

ました。
トロフィーはなかったけど、
とてもうれし

場所■多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター

たけど、良き仲間、監督、
コーチに恵まれ、貴重

かったです。
４月には中学生になるので、
部活な

滝の宮スポーツ公園ほか

団費■２,０００円／月

な経験をたくさんできたことに感謝していま

どで練習にいける日が少なくなると思うけど、
な

団費■５００円／月

指導者・代表者■辻

す。これからも、
この経験を大切に、中学、高校

るべく練習にいき、黒帯をめざして、いつかトロ

と野球をがんばっていきたいです。

フィーがもらえるようにがんばりたいです。

多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボール

多賀剣道部

剣道で学んだこと

バレーで学んだこと

対象■町内小学１〜６年生

対象■小学生以上

活動日■水曜日

活動日■水曜日１８時〜１９時３０分

多賀剣道部 スポーツ少年団

い

隼太

多賀Ｋｉｄｓバレーボール スポーツ少年団 岸本 芽衣

多賀少年野球

公式ホームページ ｈｔ
ｔｐ://ｔａｇａｂｂｃ.ｆｃ２ｗｅｂ.ｃｏｍ/

１８時３０分〜１９時３０分

場所■多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター
滝の宮スポーツ公園ほか
正人

１８時〜２０時

土・日・祝（日曜日は午前中）

めました。人数が少ないけれ

めました。何もわからなかった

場所■多賀勤労者体育センターほか

場所■多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター

ど、小学生も中学生も大人も

私に、先生や先輩がていねい

団費■１,０００円／月

団費■１,０００円／月

こ

一緒に稽 古するので、何でも

に教えてくださいました。大会

※別に保険代等１,０００円

教えてもらえ、良かったです。

では、いつもあと一歩が勝て

指導者・代表者■大久保 喜久夫

こ

稽古の後に皆で遊んだことも、
とても楽しかっ

なくて、すごくくやしい思いをしました。私が今

たです。一番心に残っているのは、団体戦で

までがんばってこられたのは、熱心な先生方の

い

こ

指導者・代表者■音田 直記

対象■町内小学１〜６年生（女子）

対象■町内小学生以上

んばりたいです。

活動日■火・木曜日

活動日■水・土曜日

生になっても、剣道を続けたいです。

６年間柔道をして

大滝柔道 スポーツ少年団

１８時３０分〜２０時３０分
場所■多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター
田辺

絃

私にとってミニバスは、大切

僕は、大滝柔道スポーツ少

な思い出です。まず、キャプテ

年団に１年生の時に入団しま

ンになったことです。私がキャ

した。夏と冬には、朝げいこが

プテンになるなんて思っても

あり、夏は朝５時、冬は朝５時

みないことでした。それから、

半からランニングをして、練習

団費■１,０００円／月
指導者・代表者■藤内 浩

１９時〜２０時３０分
場所■水曜日：大滝武道館
土曜日：多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター
団費■１,５００円／月
指導者・代表者■大矢 好夫

３００㌍、
これはショートケーキ１個
分、
ご飯２.５杯分のカロリーを消費
できる運動量と言えます。エアロバ
イクなど室内でおこなう自転車運動
より、多賀の自然の中で心地よい空
気を感じながらサイクリングするこ
とをおすすめします。
策コースをご紹介させていただき
ます。出発地：多賀町観光案内所
→（０.８㎞）→胡宮神社→（３.２㎞）
→滝の宮スポーツ公園→（０.２㎞）
→大滝神社→（２.２㎞）→大滝武道
館→（７.８㎞）→大君ヶ畑体育館→
（８.８㎞）→あけぼのパーク→（２.０
㎞）→多賀勤労者体育センター→

これは 多 賀 町 の 観 光 名 所とス
ポーツ施設を巡る全行程約２６㎞
のコースです。多賀町の地形から上
り坂の多いコースですが１日ゆっく
り時間をかけて自分のペースです
すめてはいかがでしょうか？私もこ
のコースの一部を自転車で走って
みましたが、車では気付かない坂道
や、
カーブを回ると急に温度が変わ
る場所など車とは違った目線とス

大滝柔道

県大会にいけたことです。私は、大滝ミニバス

をしました。
５年生、
６年生では、鹿児島県伊集

対象■小学１〜中学３年生

から合併しました。大滝のときに、インフルエ

院での試合にも参加しました。練習にいきたく

活動日■火曜日 １９時〜２０時

ンザで人数がたりなくて予選落ちしたからで

ないと思う日もあったけど、いい思い出がたく

土曜日 １８時〜２０時

す。思ったことは、私たちが卒団した後でも、県

さんできました。
６年間柔道をがんばってきて、

大会に出つづけてほしいです。私は、中学校に

心も体も強くなれたと思います。
６年間続けて

場所■大滝武道館

行っても、
ちょこちょこ顔を出すので強くなって

きたけれど、中学校に柔道部がないので残念

団費■１,５００円／月

ほしいです。

です。また、大滝柔道の練習に参加したいと思

指導者・代表者■藤内 敏伸

います。

ウォーキング
（速歩）
と同じ有酸素運

多賀町観光案内所：終点

らです。
くやしさをバネに、中学校ではもっとが

をして、精神的に強くなれたと思います。中学

散策するという提案をしてみたい

（０.８㎞）→多賀大社→（０.３㎞）→

日本正剛館空手道湖東多賀

指導と、いつも見守ってくれた保護者がいたか

ＴＡＧＡミニバスケットボール スポーツ少年団 藤内 理真

土曜日１９時３０分〜２０時３０分

ＴＡＧＡミニバスケットボール

す。あまり試合はなかったけれど、稽 古や試合

この 季 節に自 転 車 で 多 賀 の 町 を

ここで、私が考えてみた町内散

私は、
２年生からバレーを始

い

ら暖かい春に変わりつつあります。

動です。消費カロリーは６０分で約

ぼくは、
４年生から剣道を始

け

け

有元

３月に入り、季節も寒かった冬か

と思います。自転車はジョギングや

ぼくは、
３年生からクラブに

楽しかったミニバス

10

スポーツ少年団に入ろう！

体育指導委員かわらばん
「多賀を走る」

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

多賀少年野球 スポーツ少年団

け
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多賀町スポーツ少年団活動記録

Ｂ＆Ｇ海洋センター

多賀町スポーツ少年団

スポーツ

（冬期は１７：３０〜１９：３０）

ピードで新しい多賀の町を発見で
きました。身体を動かし自然を感じ
ることで脳にも良い刺激になるの
ではないでしょうか？ふだん、運動さ
れてない方は無理をせず少しずつ
コースを延ばしていくなど考えて実
施してください。車には気をつけて
安全走行でおこないましょう。
体育指導委員

喜多一司

広報たが 2011年3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 

違うため、一緒に行動することで、多くの眼で

みんなで動くのが大好き

餌をみつけることができ、多くの眼で外敵から

エナガ

警戒できるようになるメリットがあると考えら
れています。これまでの観察の結果、町内では

冬から春にかけて、木には葉っぱが少ないた

エナガの群れの中にシジュウカラ、
ヤマガラ、
メ

展示会
と き

つ な

パッチワークキルト展「刻を繋ぐ」
わずかな時間を縫いつなぐ、今も昔も変わら
ない針仕事。ちくちく、
ちくちく……。

パッチワークは、布の切れ端を縫い合わせて
独特の質感や模様を作り上げる手芸です。な

め、鳥の姿が見やすく、バードウォッチングには

ジロ、そしてキツツキの仲間であるコゲラが混

かでも、綿と裏布で３層にしたキルトは、立体的

もってこいの季節となります。この期間、庭や

ざっていたことがありました（写真２）。この混

でコントラストのある質感を楽しむことができ

近くの公園などには小鳥がやってくる機会が多

群もよく観察してみると最初にエナガがやって

ます。今回の展示では、
このキルトの繊細で奥

く、エナガ
（写真１）もそんな私たちの周りに姿

きて、その後シジュウカラ、
コゲラと続き、最後

深い世界を紹介します。東京ドームでおこなわ

を見せてくれる小鳥の一種です。博物館の駐

にヤマガラと、
どうやら移動していく順番があ

れた東京国際キルトフェスティバル２０１１で日

車場や公園でもこの鳥を良く観察することが

るようです。

本キルト大賞奨励賞を受賞した作品「刻をつな

でき、木から木へ、そして枝から枝へせわしなく

厳しい冬を乗り越えたら、今度は鳥にとって

動き回るかわいい姿を見ていると、
こちらも癒

のもう一つの大仕事、繁殖期が待っています。

主催■ちくちくＱｕ
ｉ
ｌ
ｔ倶楽部（代表：竹内綾子）

されます。

エナガはコケを集めてそれをクモの糸で巻き、

共催■あけぼのパーク多賀

中には羽毛を入れるという手の込んだ巣を作

会期■３月１９日（土）〜２７日（日）
会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

エナガはスズメよりも小さく、体重は約８ｇ、
綿を小さく丸めたような体に長い尾羽がありま

ります。温かくなってきたこれから季節、今度は

す。羽色は白と黒の模様が主となり、背中やお

巣材をくわえたエナガが皆さんの周りに姿を現

しりの辺りは赤紫色をしています。移動してい

してくれるかもしれません。

るときには「チーチーチー」とささやかに鳴い

（多賀町立博物館

学芸員

ており、
この鳴き声を

ぐ」も里帰りします！

新種生物発見
金尾滋史）

多賀町内で新種の生物が発見されました！

聞 いたことが ある方

皆 さ ん 、右

確認されていますが、日本国内からは初めて

も多いのではないで

の絵は何だと

の記録となります。また、バイカル湖に生息し

しょうか。

思 いますか？

ている仲間と共通の祖先を持つことも分かり

実は「新種の

ましたが、異なる点も多く、枝分かれしてから

ガは群 れで活 動して

生 物 」なんで

長い年月をかけて独自の進化を遂げたと考え

いるのですが、よく見

す。今 回は多

られます。バイカル湖に生息している仲間は

ると違う種 類 の 小 鳥

賀町から新た

湖底の冷たい泥の中にもぐって暮らしており、

が混ざっていることが

ところで、このエナ

に「 新 種 の 生

この新種の祖先も、かつては琵琶湖の湖底に

ぐん

あります。これは混 群

物 」が発 見さ

生息していた可能性があります。琵琶湖はそ

といって特に冬の間な

れ、学 会に正

の４００万年の歴史の中で少しずつ位置や形

どによく見られます。

式に報告され

そ れ ぞ れ の 鳥 は 、得

ましたのでご

意とする餌 の 見つけ

紹介します。

こん

▲モラリオプシス グライガーイ
（♂）のスケッチ（スケールバー
は０.１mm）

今回新種として報告されたのは、
ソコミジン

方や警戒する方法が ▲枝を動き回るエナガ。長い尾羽が特徴です。
（写真１）

を変えてきたと推定されており、多賀に古代
の琵琶湖があった時代に洞窟へとつながる帯
水層（地下水）へ住みかを移していったのかも
しれません。

コの一種 Ｍｏｒａｒ
ｉ
ｏｐｓ
ｉ
ｓ ｇｒｙｇ
ｉ
ｅｒ
ｉ
（モラリオプ
シス グライガーイ）
です。新種が採集されたの
は、芹川の上流部にある２カ所の洞窟（河内風
穴と権現洞）内にある「小さな水たまり」の中。
体長わずか０.４５mmしかない極小サイズで、
特殊なネットを使わないと捕獲することもでき
ない大きさです。ソコミジンコには６対の脚が
ありますが、そこに生えている毛の特徴が決め
手となって、モラリオプシス属の新種であるこ

シジュウカラ
▲エナガと混群をつくる小鳥たち。
（写真２）
広報たが 2011年3月号
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ヤマガラ

コゲラ

とが判明しました。
モラリオプシス属の仲間は、世界中で６種が

▲発見場所の権現洞（権現谷）の入り口

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3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

２０１０年国民読書年
「紹介してください

あなたのおすすめの一冊」の紹介・展示

昨年１０月〜１２月に募集させていただいた、皆さんのおすすめの一冊をご紹介します。
日時■３月２日（水）〜４月２４日（日） 場所■図書館内
（来月も紹介します）
今回は、皆さんよりご応募いただいた本をご紹介します。
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
しゅくだい
宗正 美子
平井 太紀 ４歳 男
紹介文■もぐらのもぐ君のお家に赤ちゃんが生まれました。お母さんは、赤ちゃんのお世話で忙し
くて、
なかなかかまってくれません。そんな中、学校である宿題が…。
その宿題をきっかけにもぐ君の心（心情）の変化をとてもかわいく描いた話です。ほのぼのする
絵本です。
（岩崎書店 ＫＥ シユ）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
しろくまちゃんのホットケーキ
わかやま けん
小財 和真 ４歳 男
紹介文■絵に親しみがもてて、子どもが大好きな本です。ホットケーキが好きで買ってみたのです
が、
作るのも好きになり一緒に作るようになりました。
表紙を表にして飾っておくと
「読んで」
と持ってきます。
（こぐま社 ＫＳＥ シロ）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
快傑ゾロリ
原 ゆたか
鈴木さやね ６歳 女
紹介文■表情がいろいろあっておもしろい。
（ポプラ社 Ｋ９１３ ハラ）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
しっぱいにかんぱい！
宮川 ひろ
龍見 幸祐 ８歳 男
紹介文■しっぱいしてもだいじょうぶってはげまされて、
ほっとできる本です。
（童心社 Ｋ９１３ ミヤ）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
十歳のきみへ 九十五歳のわたしから
日野原 重明
龍見 瑞季 １２歳 女
紹介文■命の大切さ、平和の大切さについて書かれています。
１０歳だけに限らず、大人の人も読
んでほしいです。
（冨山房インターナショナル Ｋ １５９）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
子育て ハッピーアドバイス
明橋 大二
３４歳 女
紹介文■子育てをしているママに自分の子育てに自信が持てる本です。
（１万年堂出版 ３７９.９）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
がんばれ はぶらしハーマン
木村 裕一
４０歳 女
紹介文■子どもが幼い時、児童館によく遊びに行ったのですが、そこにこの本がおいてあり、子ど
もが何度も「読んで読んで」
と言い読んであげた本です。
（偕成社 ＫＥ ガン）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
手作り紙しばい・多賀の民話・オリジナル作品
多賀幼稚園内保護 卒園時の母 ４０歳 女
者サークルぶらんこ
紹介文■多賀幼稚園では、県立大学の野部先生の指導の元で、多賀町の民話と保護者のオリジ
ナル作品と２種類の紙しばいを１年近くかけて毎年製作しており、その出来ばえはどれもすばらし
いものです。もう１０冊以上になっていると思いますが、
この作品を幼稚園内だけにとどめず、広く
いろんな人に見て頂きたい。特に多賀の民話は多賀町の人にぜひ見ていただきたい。
（オリジナル）
書名
著者名
紹介者氏名 年齢 性別
振り返れば地平線
佐々木 譲
平居 晋 ４８歳 男
紹介文■２１歳のときにオートバイで北海道開陽台を目指し旅をした。ひと月の旅ではあったけれ
ども得たものは大きかったと思う。そのきっかけとなった一冊。 （集英社文庫 ９１３.６ ササ）
広報たが 2011年3月号
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今年１年図書間活動のために—
ご支援くださった皆さんをご紹介します

• 図書館周辺のごみ拾いをしてくださっている
…参天製薬株式会社さん
• 図書館の入口にいつもきれいなお花を生け
てくださいっている…寺西さん

あけぼのパーク多賀
3月の休館日
（下記のとおり臨時休館があります）
■…休館日 ■…臨時休館（図書館のみ）
日

月

• 図書館応援団の…安藤さん、石丸さん、大杉
さん、神鳥さん、田辺さん、西澤さん、平木さ
ん、宮嶋さん、宮野さん、山本忍さん、山本崇さ
ん
（五十音）
本当にありがとうございました。図書館は、皆
さんに支えられて、
これからもより良いサービ
スをめざして努力します。

映画会
ビデオ絵本『ばけものづかい』
ばけものが でると ひょうばんの いえに おじいさ

金

土

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

〈図書館臨時休館のお知らせ〉
図書館照明器具取替工事のため、８日から１３日まで
休館とします。ただし、博物館、文化財については通
常通り開館します。なお、３月１３日（日）の「絵本読み
聞かせ講座」については予定どおり実施します。
※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。

4月の休館日
■…休館日
日

月

火

水

木

大会議室

おはなしのじかん
日時■３月５日、
１９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のサークル「このゆび
とまれ」そのほかは図書館司書がおこないます。

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

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

絵本の読み聞かせ講座
長浜市立高月・湖北図書館館長の明定義人
氏による絵本の読み聞かせ講座です。
日時■３月１３日（日） １４時〜１６時
場所■２階

木

7

んを おどかそうと つぎつぎに やってきて…。
場所■２階

水

6

んが ひっこしてきました。ばけものたちは おじいさ
日時■３月２６日（土） 15時〜
（26分間）

火

大会議室

対象■大人４０人
申込み■２月２６日（土）１０時〜先着順（電話申込み可）

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

※２８日は月末整理のため休館です。

移動図書館さんさん号 3月・4月の巡回
Ａコース
（大滝）第１・３金曜日

Ｂコース
（多賀）第２金曜日

３月４日、１８日(金)
４月１日、１５日(金)

３月１１日（金）
４月 ８日（金）

１２:５０〜１３:３０
大滝小学校

１３:００〜１３:３５
多賀小学校

３月４日（金）
４月１日（金）

３月１８日（金）
４月１５日（金）

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
川相
前）
（「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。
広報たが 2011年3月号
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おしらせ

おしらせ
留意事項■・具体的事項（日時、場

粗大ごみ収集のお知らせ
指定日

収集場所

対象地域

所、謝礼、交通費、材料費等）
に

• 土曜・日曜

ついては、指導を希望される

（電・Ｆ）
０７７-５１１-１４０２

１０時〜１６時

ただきます。

コラボしが２１ ６階

（電）
３５-０３３３

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑

・活動で生じたトラブルなどに

４月２３日（土）

滝の宮スポーツ公園駐車場

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

ただくことになります。※当方

ついては、
利用者とご協議をい

お問い合わせ
滋賀県労政能力開発課
労政福祉担当

指定時間はいずれも午前７時から午前９時３０分までです。

は、
一切の責任を負いません。

（電）
０７７-５２８-３７５１ （Ｆ）
０７７-５２８-４８７３

なお、
収集日当日は交通渋滞が予想されますので、各対象地域の指定日をお守りくださるようご協力をお願いします。

・登録されても指導の依頼が

（ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｆｅ００@ｐｒｅｆ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

○必ずお守りください!!

ないことがあります。

さい。
• 家具等のガラスは、
はずして燃えな
いごみに出してください。
• 事業活動（農業も含みます）
により
発生したものは出せません。

てから出してください。

に分別し出してください。
※平成２１年４月から、家電リサイクル対

• カン等（一斗缶以上の大きさのも

象品目として新たに「液晶テレビ」
「プ

の）
は中身を取り除いてから出して

ラズマ式テレビ」
「衣類乾燥機」が追加

ください。

されました。これらのものは粗大ごみ

• 金属製品、木製品、そのほかの製品

回収できませんのでご注意ください。

訪問介護員養成研修事務局
（ステップあップ２１内）

４月１６日（土）

• 石油ストーブなどは燃料抜きをし

社会福祉法人とよさと

大津市打出浜２番１号

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

• 上記の指定時間内に搬入してくだ

お問い合わせ

かた（団体）
と直接交渉してい

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

４月９日（土）

• 月曜〜金曜（祝日）
１７時〜２０時

お問い合わせ
社会教育課
（有）
２-３７４０（電）４８-８１２３

労働相談所をご利用ください！

〜夕方や土曜、日曜も相談できます〜

訪問介護員（ホームヘルパー）—
２級養成研修の受講生募集

社会福祉法人とよさとでは、在宅

（ＨＰ）
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊｐ/~ｓｔｅｐｕｐ２１

不動産に関する無料相談会

自分たちではなかなか解決できな

いような不動産に関する諸問題に、不
動産鑑定士などの専門家が相談に応
じます。
（予約不要）
日時■４月２日（土）
１０時〜１６時（最終
受付１５時）

の高齢者や障がい者（児）の増大かつ多

※ 不 動 産に関する法 律・税 務

様化するニーズに対応した適切な介

（ 弁 護 士・税 理 士 ）の 相 談 時

護サービスを提供するため、必要な

間は１３時〜１６時
場所■大津プリンスホテル

家庭用でも回収できない 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、
主なもの
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

滋賀県では、労働者や事業主の方

知識、技能、心構えを習得することを

が、労働に関する悩みごとについて相

目的として、訪問介護員（ホームヘル

その他、毎月
（４月、
１０月をの

※上記の
（違反）
粗大ごみはお持ち帰り願います。

談できるよう、大津市内に労働相談所

パー）
２級の養成研修を開講します。

ぞく）第３水曜日１３時３０分〜

を設置しています。平日の昼間はも

この養成研修は、全国的にも少ない

１６時３０分、滋賀県不動産鑑

確定申告はお忘れなく

の方（いずれも平成２４年４月

をつくるために、生涯学習活動やボラ

ちろん、夕方、土曜日、日曜日も相談

３障害（知的障害・身体障害・精神障

定士協会事務局（県庁前、滋賀

平成２２年分所得に係る所得税の確

１日時点）③１８歳以上３４歳

ンティア活動の充実を図る制度です。

を受け付けています。

害）の支援センターの運営母体が主

会館１Ｆ）において「地価に関

定申告は、
３月１５日（火）までです。

未満の方（平成２３年７月１日

登録の申請にあたって

催する養成研修のため、ほかでは勉

する無料相談会」を実施して

時点）

分野■文化・スポーツ・生活など生

ヤル」もご利用ください。

強できない障害福祉についても勉強

おります

労働相談ダイヤル

できます。また、姉妹施設である（財）豊

確定申告の必要な方は、必ず期限
までに申告しましょう。なお、
ご不明な

受付期間■①②５月６日まで
③４月６日まで

点などは、税務課へお問い合わせく
ださい。

試験日■①１次試験：５月１４日

税務課で発行する税に関する各種
証明書は、毎月第２・第４日曜日に午
たします。月曜日から金曜日の執務時

的としたものを除く）

い ろう し

０１２０-９６７１６４

郷病院の協力のもと、医療の現場で

相談時間

活躍されている講師陣がそろってい

• 月曜〜金曜（平日）
１０時〜２０時

るため、最新医療知識も学べます。も

②１次試験：５月２１日

いは多賀町に活動の拠点をお

• 月曜〜金曜（祝日）
１７時〜２０時

ちろん、
これからの高齢化社会に対応

２次試験：６月下旬

く団体で、生涯学習の指導者

• 土曜・日曜

するべく介護保険の現場で活躍され

③４月１５日〜１８日の間の１日

前９時から正午まで予約制で交付い

（営利・政治・宗教活動を目

く ろう な

登録要件■・多賀町在住、在勤、ある

２次試験：６月中旬

時間外交付について

涯学習に関するあらゆる分野

また、通話料無料の「労働相談ダイ

お問い合わせ

１０時〜１６時

や支援者として、ボランティア

労働相談ダイヤルでは、
「給料を切

ている、看護師、理学療法士、ホーム

精神で取り組んでいただける

り下げられた」
「賃金が払ってもらえ

ヘルパーの講師がおり、高齢者介護

かた、あるいはその団体。

ない」
「解雇、契約打ち切りを言い渡

についても学べます。

・２０歳以上であること

された」
「なかなか休暇を取らせても

昨年開講した養成研修では、受講

間中に電話かファックスで必要とする

自衛隊

証明書と来庁される時間を連絡いた

〒５２２-００７３

だきますと、税務課職員が役場税務

彦根市旭町１-２４

登録有効期間■登録日から登録日の

らえない」
「労働協約について教えて

生全員が修了証を手にされ、すでに、

課で交付します。詳しくは、税務課ま

田中ビル２ｎｄ１Ｆ

翌々年の３月３１日まで

欲しい」
「就業規則を見直したい」な

各施設で活躍されています。

彦根地域事務所

でお問い合わせください。

（電・Ｆ）
２６-０５８７

登録料■無料

どの相談について、専門の相談員が

受講対象者■講義、演習を全日程出

お問い合わせ

（ＨＰ）
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/

登録方法■登録申請書に必要事項を

相談内容の解決へ向けてのアドバイ

席でき、その後、実習が可能

ご記入のうえ、多賀町教育委

スなどを行います。相談は無料で秘

な方

員会社会教育課まで直接提出

密厳守です。匿名でも相談できます。

税務課
（有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３

自衛官募集

してください。

面談での相談をご希望の場合は、

生涯学習人材バンクとは、文化・ス

情報の公開■登録していただいた内

ポーツ等の分野において豊富な知識

容については、登録者の意向

利用ください。

②自衛隊一般曹候補生

や技術を有する個人や団体に登録し

に基 づき情 報を町 のホーム

滋賀県労働相談所

③予備自衛官補

ていただき、
学びたい人や支援を求め

ページや広報などに掲載させ

相談時間

る人に情報を提供し、
豊かな地域社会

ていただくことがあります。

• 月曜〜金曜（平日）
１０時〜２０時

職種■①自衛隊一般幹部候補生

応募資格■①②２２歳以上２６歳未満
広報たが 2011年3月号
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生涯学習人材バンク登録
者を募集しています

下記のとおり設置しておりますのでご

研修期間■４月１２日（火）〜
８月１２日（金）の全２２日間
受講料■７０,０００円
（テキスト代、実習費代込み）
募 集 期 間 ■３月１日（火）〜３１日（木）
（受付時間は、月〜金曜日の９
時〜１７時）

お問い合わせ
公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会
（電）
０７７-５２６-１１７２

「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■3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！

よろず相談
今月の相談日■ 3月１６日（水）
来月の相談日■ 4月１8日（月）
時間■いずれも9時〜11時30分
場所■多 賀町総合福祉保健セン
ター「ふれあいの郷」 ボ
ランティア室
広報たが 2011年3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

多賀やまびこクラブ事務局（B&G海洋センター内）

日本脳炎

すくすく相談
４月２６日（火） ▶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

４月１８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

整形外科健診
４月２７日（水） ▶受付時間 １３：４０〜１４：００
Ｈ２３年１月・
２月生まれの乳児

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〜７歳６カ月未満
（標準３〜４歳）
２期：
１回接種
対象■９歳〜１３歳未満（標準小学４年生に相当する年
齢）
実施日 ４病院で一年中実施※いずれも予約制
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
■各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質問票
または予診票をご持参ください。■２歳６カ月児・３歳６
カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを持っ
てきてください。
■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。

４カ月児健診（離乳食教室）

４月４日（月） ▶受付時間 １３：００〜１３：１５
Ｈ２２年１１月生まれの乳児

４月４日（月） ▶受付時間 １３：１５〜１３：３０
Ｈ２２年５月生まれの乳児

２歳６カ月児健診

４月５日（火） ▶受付時間 １３：００〜１３：１５
Ｈ２０年９
・
１０月生まれの乳幼児

３歳６カ月児健診

４月１３日（水）

ひろばの案内
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と思いますよ。スポーツをしたい方は

感じられる季節になってきました。冬

の数多くのがんばりと、生き生きした

もちろんですが、スポーツをサポート

から春に変わりつつある３月、皆さん

輝きのある笑顔をたくさん見せてい

してくださる方々も、この春、多く募

は春に向かって新しいことをいろん

ただきました。来年度も、そんな素敵

集しています！

な形で行動に移そうと考えていませ

な皆さんにお会いしたいと思ってい

んか？

ます。

します
（町内各施設にも設置していま

何かに挑戦したいあなた！多賀やま

多賀やまびこクラブも１年間の活

募集要項を新聞折り込みにて配布

動を終え、新年度を迎えるにあたり、

びこクラブに入会してみてください。

新たな会員の募集をはじめます。私

きっと、探していたものに巡り合える

す）。スタッフ一同、新規・継続の手続
きを心よりお待ちしています。

〈事務所開館日〉火曜日〜土曜日／９時〜１７時（祝祭日の翌日はお休みします）

おたのしみクイズまちがいさがし

にこにこ広場

はじめましてよろしくの会をします。

日時■４月８日（金） １０時〜

１３：００〜１３：１５

Ｈ１９年９
・
１０月生まれの乳幼児

予防接種
ＢＣＧ

４月１２日（火） ▶受付時間 １３：４５〜１４：００
生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児

ポリオ

４月１９日（火） ▶受付時間 １３：３０〜１４：１５
生後３〜９０カ月でポリオが２回未接種の乳幼児

三種混合

生後３〜９０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
実施日 ※いずれも予約制
：
３０〜
小菅医院多賀診療所 ４月１３日（水）１１
町内ほか２医院、町外４病院は１年中実施
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

皆さんの健康づくりを応援するために「ふれあ

広報たが 2011年3月号

たちスタッフは、
この一年間、皆さん

月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００

場所■ふれあいの郷２階会議室
（検診室隣の部屋）
登録されたお子さんと一緒にご参加ください。お待ち
しています

〜４月 広場の生活とあそび〜

場所■支援センター にっこり広場
広場登録者の皆さんへお知らせとお願い
○にっこりメールは広場入口に置きますので、各自が
お取りください。
○広場を欠席されるときは、
ご連絡ください。
○広場では、
靴下をぬいで遊んでください。
○オムツ替えのときは、
オムツ替え台を使用してくださ
い。
○オムツはお持ち帰り願います。
※月ごとの予定は「にっこりメール」
（ 各公共施設に掲
示）
で、
お知らせしています。
■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

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

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！

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

卒業シーズンを迎え、春の日差しが

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）

ふれあいの郷トレーニング室

場所■多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです。

わくわくランド

１０カ月児健診

▶受付時間

子育て支援センター

㈲2-１１１５ （電）48-1115

3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3月31日（木）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！
☆馬場美音花（重人・知美）
おくやみ申し上げます
◆川上次郎 ８２歳
ば

ば

み

お

か

◆小川
勝 ７５歳
◆若林 ちゑ １００歳
◆谷川 文子 ９１歳
◆本池 民三 ８５歳

◆小山 茂廣
◆西尾久一郎
◆那須 信雄
◆奥野 正治

８３歳
９３歳
８１歳
６８歳

結婚しました！
曽我 周作
♥
福島明日香
（敬称略）

お詫びと訂正 広報たが２月号で、
誤りがありました。お詫びして訂正します。
３ページ 第５次多賀町総合計画 （誤） 総合計画策定委員会委員長（山崎眞一滋賀大学教授）
		
（正） 総合計画策定委員会委員長（山崎一眞滋賀大学教授）

ひとのうごき

平成23年1月末現在
（ ）内は前月比

■人口
7,984人 （- 1）
■男性
3,802人 （- 2）
■女性
4,182人 （＋ 1）
■世帯数
2,676世帯 （＋ 8）
広報たが 2011年3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

3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 		
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19時まで受付します。
環境生活課（有）2-2031（電）48-8114
編集後記■３月です。今回は本についてのお話です。近ご
ろ、速読なるものが流行しています。３００ページもあるよう
な文庫本を１分で読んでしまう、時間に追われている現代
人のための読み方です。しかしながら、私は速読があまり好
きではありません。人が一生のうちに読める本数は限られ
ています。だからこそゆっくり読まないともったいないと思
います。皆さんも一度、本の読み方に気をつけて、本を読ん
でみませんか？というわけで、いま手に持っている本から始
めてみましょう！
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

