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まちの話題／たが写真館

後期高齢者医療制度

５月１１日〜２０日

６月５日

６月１１日

春の交通安全運動

犬上郡軟式野球大会・犬上郡ソフトボール大会

星空の下でホタルを観察しよう

町民の皆さん、役場職員が街頭に立っ
て交通安全の啓発運動をおこないまし

町民グランドにて野球・ソフトボー
ル大会がおこなわれました。

税務住民課（住民） （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

太田川周辺を舞台に、
ホタルを観察
しました。今回は「光るナゾ」を解き明

た。
１３日には「たがゆいちゃん」が多賀

かそうと、たのしい実験もおこなわれ

交差点で啓発運動をがんばりました。

ました。

平成２３年度の保険料の額を７月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成２３年度
の１年間の保険料の額や、お支払いの方法についての
通知書を、
７月に郵便でお送りします。

保険料の計算のもとになるのは
平成２３年度の保険料は、
平成２２年中の所得にもとづ

保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、
その金額を年金から直接お支払いいただきます。
「普通
徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振
替でお支払いいただきます。

いて計算します。

８月１日から有効の被保険者証を７月にお送りします

５月２５日

６月１０日

６月１９日

大滝小学校交通安全教室

多賀中学校生徒会 震災義援金を寄付

多賀町スポーツ少年団入団式

大滝小学校にて、警察の方の指導
のもと、
交通安全についての学習会が

新しい被保険者証は、
７月中に簡易書留郵便で発送し
ます。

多賀中学校生徒会が、生徒会活動費

平成２３年８月１日以降は、
今お持ちの被保険者証は使
えませんのでご注意くださ

の一部を義援金として寄付されました。

おこなわれました。

８月１日は、被保険者証の更新日です
更新にともない、
現在、
後期高齢者医療制度に加入して
おられる方全員の被保険者証が新しくなります。

い。
（ 有効期限をお確かめく
ださい）
※ び わ 色（ 薄 桃 色 ）に な り
ます

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新します
スポーツ少年団

「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは

全日本学童軟式野球大会

入院時に、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額

多賀少年野球クラブが全国大会に出場します！
５月７日（土）、
８日（日）に湖東スタジアムでおこなわれた
「高円宮賜杯

第３１回全日本学童軟式野球大会（マクド

ナルド・トーナメント）
滋賀県予選にて、
多賀少年野球クラ
ブが参加２００チームの激戦を勝ち抜き、
２年ぶり９回目
の全国大会出場を決めました。

手続き方法は

認定証」
（以下、
「限度額認定証」
という。）
を提示すると、
食

平成２３年７月３１日まで有効の「限度額認定証」をお持ちの

事代が減額されたり、入院費にかかる窓口でのお支払い

方で、平成２３年８月以降も該当する方には、新しい被保険者証

の上限が限度額までとなったりします。

に同封して郵送いたします（申請手続きは不要です）。

対象となる方は

対象となる方で限度額認定証をお持ちでない方は

後期高齢者医療制度の被保険者の方で、平成２３年度

多賀少年野球クラブは、昭和６３年に結成され、現在は

象外です。）

の住民税が世帯全員非課税の方
（課税世帯の方は交付対

被保険者証と印鑑（認印で可）
をご持参のうえ、市町の
窓口で申請してください。

町内の小学生１〜６年生の２７人で構成されています。
多賀少年野球クラブは８月９〜１５日に東京で開催され
る全国大会に出場します。
▲多賀少年野球クラブの皆さん
（高円宮賜杯にて）

キラリとひかる ★

★

★

★

公的機関の職員を装った不審者・不審電話にご注意を！
高齢者を狙った還付金等詐欺が、全国各地で多数発生しています。滋賀県内においても、後期高齢者医療制度の
被保険者宅に還付金等に関する不審な電話があったとの報告が、昨年末以降、複数寄せられています。

★

手口はいずれも、
厚生労働省、
県、
市町や広域連合など

たが写真館

の職員を装い、
電話をかけたり訪問したりして金銭や被保

者医療担当課または広域連合へご連絡ください。

険者証をだまし取るなどというものです。

お問い合わせ

市町や広域連合などの公的機関が、金融機関のキャッ
シュカードを渡すよう求めたり、
ＡＴＭ
（現金自動払出機）

毎月の１０カ月健診時
（ふれあいの郷）
に撮影しています。
※詳しくは企画課広報担当までお問い合わせください。
広報たが 2011年7月号
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やなぎ も と
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ん

柳本蓮音くん
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三和凜太郎くん

族や友人に相談したり、
警察、
お住まいの市町の後期高齢

を操作するよう指示したりすることはありません！
「おかしいな」
と思われる場合は、ひとりで判断せず家

多賀町役場 税務住民課 保険年金係
（有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４
滋賀県後期高齢者医療広域連合
（電）
０７７−５２２-３０１３ （ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉｇａｋｏｕ
ｉ
ｋ
ｉｊ
. ｐ/
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多賀町個性輝く自治活動補助金

多賀町個性輝く自治活動補助金／農業委員会だより

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

まちづくり活動活性化事業

個性あるまちづくり活動に対して補助します

町民団体や任意団体等が実施するまちづくり活動に要する経費に対して助成します。
まちづくりにつながる活動

地域で力をあわせて、自分たちのまちづくりをしてみませんか。町民団体や任意団体等が実施する
まちづくり活動を応援します。※補助対象要件が別途ありますので、企画課までご相談ください。

自治会等が実施する集会所の整備
に要する経費に対して助成します。
建築等

費等は対象としない。）

※事業費の下限は１００万円とする。

人にやさしい改造

建築等

平成１２年度以前に建築された既存

集会所の建築または購入に要する

集会所を人にやさしい構造に改造（バ

経費
（ただし、
既存施設の増築、
改修に

リアフリー化）するために要する経費

要する経費は対象としない。また、外 （ただし、備 品 整 備 費は対 象としな
構工事費、
既存建物除去費、備品整備

い。）

地域間交流、
ＮＰＯとの連携、
企業と

年健全育成、地域環境の保全、地域緑

の連携、
地域ボランティアの組織化など

※事業費の下限は１０万円とする。

化の推進など

個性あるまちづくりにつながる活動

補助率 １／３

耐震改修・倒壊等危険があると診
断された集会所を耐震上、
安全な状態

まちづくり振興につながる事業・活力

７／１２以内

町民団体や任意団体等の活動に要す

と魅力あるまちづくりにつながる事業

補助率 １／２

補助限度額 ９００万円

る経費に対して助成します。広域的な

を実施する団体に対して活動経費を

補助限度額 １０万円

補助率

人にやさしい改造
補助率

７／１２以内

補助限度額 ２００万円

掲示板設置事業
要する経費（ただし、既存掲示板の修
繕に要する経費および既存掲示板の

耐震改修の補助対象とする建物は次

して必要なバリアフリー化のため

の要件のすべてを満たすものとする。

の改造をおこなうものとする。

ア.昭和５６年５月３１日以前に着工さ

補助率 １／３以内

れたもの

補助限度額 木造 ２６０万円
非木造 ３２０万円

撤去費用は対象としない）
。なお、
補助

イ.当該地区に自主防災組織があり、

要なバリアフリー化を含む工事に要す

町の防災計画上、
避難所として指定

耐震診断補助あり

する修景対策事業のうち、
次の事業に

されているもの
（指定予定を含む）

別途国庫補助あり

要する経費。ただし、協定が有効期間

※耐震改修を行う場合には、
避難所と

ための費用に対して助成します。
（ただ

規模な補修が必要な場合のみとする）

補助率 １／３

※事業費の下限は１００万円とする。

補助限度額 １００万円

し、屋根の葺き替え、床の補修など大

※事業費の下限は２万円とする。

各自治会の世帯数によるものとする。

補助率 １／２

（１００戸までの自治体においては、
１

補助限度額 ８万円

基。
１００戸以上の自治会においては、

し、生垣を設置すること

近隣景観形成協定締結地区が実施

オ.地 区 の シンボ ルとなるポケット
パーク、コーナースポットなどの

イ.道路沿いに新たに生垣を設置する

整備

こと

内かつ協定内容が遵守されている地

ウ.道路から望見できる敷地の緑化

区に限る。
（１地区につき、
３回まで）

エ.窓 、入口、ベランダ等にフラワー

ア.道 路沿いのブロック塀等を取り壊

既存集会所の修繕事業
既存集会所の大規模修繕にかかる

対象となる掲示板の設置限度数は、 １００戸ごとに１基。）

隣景観形成修景対策事業

にするための改修で、避難所として必
る経費
（設計監理費を含む）

補助します。

まちづくり活動を継続的に実施する

コミュニティ防災力向上促進事業
費に対して助成します。

補助限度額 ５０万円

まちのシンボルづくり、地域文化の

団体育成・活性化事業

自治会が実施する掲示板の設置に

集会所等の耐震性確保のための経

など

介護支援、子育て環境づくり、青少

住民自治のステップアップにつなが

自治ハウス整備事業

発信、地域特産品の開発、景観づくり

る活動

ポットを設置すること

補助率

総事業費の３／５以内で、

協定者の数に１２,０００円を乗じた額
を超えない額

コミュニティ助成事業
宝くじの社会貢献広報活動として、
集会施設やコミュニティ活動備品の整備などに対して助成されます。詳しくは、
企画課
までお問い合わせください。

自治活動活性化事業
自治 会 が 実 施 する次 のようなま
ちづくり活動に要する経費に助成し
ます。
地域課題の解決につながる活動
地域緑化の推進・地域環境の保全・
青少年健全育成等
住民自治のステップアップにつなが
る活動
地域間交流・自治会連合組織での
取り組み
広報たが 2011年7月号
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産業環境課（農政） （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｕｓｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
個性ある地域づくりにつながる活動
シンボルの作成・伝統・地域文化
の継承・景観づくり

農業委員会だより
５月１６日に開催された委員会の審議内容

※事業費の下限は３０万円とする。

議案第１号

補助率 １／３

にもとづく農用地利用集積計画の決定について…１０件

補助限度額 １００万円

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

度です。
議案第２号

除した旨の報告です。
相続等で、農地の権利を取得した方は農業委員会へ
届出をお願いします！
農地法の改正により、農地（田や畑）の権利を相続など
により取得したときは、
農地の有効利用を推進するため農

農地法第１８条第６項の規定による賃貸借

地のある農業委員会に、その旨の届出をしなければなら

の解除通知書の受理について……………１件

ないことになりました。詳しくは、
農業委員会
（役場産業環

※所有者と借り手の方で設定した農地の利用権を解

境課内）に、
ご相談ください。
広報たが 2011年7月号
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定住自立圏
（観光）

定住自立圏（観光）

産業環境課（商業観光） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

こ・と・う
お宝人発掘プロジェクト

平成２３年度の地域創造事業が決まりました

湖東ファミリーサイクリング ５月〜
８月
（近江の戦国をまわる）

湖東定住自立圏構想にもとづく取り組みとして、
圏域
（彦根市、
多賀町、
愛荘町、
豊郷町、
甲良町）
を対象に、
地域創造事業
の募集を行い、
シンボル事業４事業、
地域づくり事業３２事業を決定しました。
地域創造事業は、
提案団体が企画から実施まで積極的に事業展開されます。
ご期待いただくとともに、
多数のご参加とご
協力をお願いいたします。
（※内容などは、
提案時点のものであり、
変更されることがあります。）

■シンボル事業
業

名

開 催 時 期

６月〜９月
星空とあおぞら、
このままで 環境イベント：
８月２日（火）

湖東宝さがしＩＮ彦根城

会

場

な

ど

催

団

体

事

業

概

要

アコースティックライブ等の環境イベントを開催するとと
環境イベント
（多賀町）
星空とあおぞらを愛する
もに、湖東各地域で天体の観察会と環境保全の勉強会を
勉強会、観察会（１市４町） 会
おこなう。

７月２４日
（予定） 彦根城城山一帯

豊郷小学校旧校舎群を核と
１０月〜
したアニメツーリズムによ
平成２４年３月
る地域振興

主

湖東地域の歴史、伝統、文化への造詣を深めていただくこ
とを目的としたラリー形式のイベントを開催。

（社）彦根青年会議所

豊郷小学校旧校舎群内

１２月、
１ 愛知川公民館
湖東地域の歴史的建造物を １１月、
月
もしくは図書館
活かしたまちづくり

旧講堂を利用したアニメソングライブ、お見合いパー
ティー、地元商工業者によるＰＲ活動等を企画・運営す
る。

豊郷町商工会青年部

湖東地域に残る貴重な建造物を活かしたまちづくりを
テーマとする地域住民参加のシンポジウムやイベントを
開催する。

こころばえの会

■地域づくり事業
３２事業（連携を進めることにより、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の地域づくりに資する事業）
事

業

名

開 催 時 期

４月〜
ヴォーリズ建築
旧日夏村役場再発みごと業 平成２４年３月

（仮称）
４月〜
宇曽川サイクリング＆
８月
荒神山ハイキングマップ作製

会

場

な

ど

旧日夏村役場
産業組合合同庁舎
（現日夏里館）

主

催

団

体

日夏ヴォーリズ建築の会

事

業

概

要

ヴォーリズ建築である旧日夏町役場の今後の活用の基礎
資料となる建物調査報告書を作成し、報告会を開催する。

宇曽川周辺の鉄道各駅・
観光施設・レンタサイク 荒神山おこし会
ル実施箇所などで配布

宇曽川（宇曽川ダム〜琵琶湖）沿いを走る広域サイクリン
グマップと、荒神山を詳しく紹介するハイキングマップを
作製。
ワールドカフェとよばれる対話の手法をもとに、魅力あ
るゲスト、そこに集う参加者とともに、創造的な空間を
つくる。

夢舞かふぇ
—対話からはじまる
やさしいムーブメント—

４月〜
平成２４年３月

豊郷小学校旧校舎群を
主に、湖東圏域

まんま響育きかく

とよさと見に
（みに）
ウォーキング

４月〜
平成２４年３月

豊郷町内

プレウォーキング「ミニ見にウォーキング」、スペシャル地
ＮＰＯ法人
図を配布し、特設ポイントをめぐる「見にウォーキング」等
とよさとまちづくり委員会
を開催。

４月〜
１１月

多賀町
（ワークショップ）
１市４町（勉強会）

「地域に学ぶ」

地域文化再生クラブ

活版印刷など地域で忘れ去られようとしている技術や
資源を知り、新しい価値の付加の検討のための勉強会・
ワークショップをおこなう

お話をしていただく方の
ウィズ・フリートーク
地域で開催

湖東圏域において、それぞれの分野で夢をもって、楽しく
取り組んでおられる方を取り上げ、
広く活動を紹介する。

湖東圏域の各市町を含む ひこね自転車生活を
琵琶湖一円
すすめる会

びわこ一周を多くの市町民と達成し、自転車利用を盛ん
にすることを目的とするサイクリングの実施。

地域住民の参加する
吉本新喜劇

６月１８日

ひこね市文化プラザ

１市４町の文化や芸能といった特性を盛り込んだオリジナ
地域住民の参加する吉本
ルストーリーを製作し、
地域住民が舞台に出演する新喜劇
新喜劇実行委員会
を開催する。

緑が子どもを育む
—グラウンド芝生化への
アプローチ—

６月、
１０月

豊郷町内小学校

ＮＰＯ法人
アザックとよさと

グラウンド芝生化先進地から講師を招き、芝生について
の講演会・シンポジウムを開催する。

湖東地域まなび〜や
プロジェクト

６月〜
平成２４年３月

豊郷町を中心とした
周辺地域

とよさと快蔵プロジェクト

地域遺産発掘や活用をテーマにしたワークショップ、古民
家再生体験ワークショップ、
交流イベント等を開催。

７月〜

多賀町、彦根市、甲良町、
近江づくし実行委員会
豊郷町、
愛荘町と巡回

近江の遊び展

４事業（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たってシンボルとなる事業）
事

５月〜
計５、
６回

７月〜
平成２４年３月

［学校をつくろう］上映会

滋賀大学 講堂
７月下旬
（予定） 豊郷小学校
もしくは岡村本家

いなえ大江州音頭祭
『稲盆』

７月３０日（土）

稲枝地区ふれあい広場
みずほ文化センター

７月〜
１０月ごろ

集落内湧水と湿地帯周辺 かるの湧水湿原
および公民館
景観保全会

軽野湿地帯生育している希少生物の観察と湧水と私たち
の生活との係りを子どもたちや住民に紹介するため、勉
強会と観察会を実施する。

多賀町、豊郷町、甲良町、
いろは組
高宮宿の古民家庭園

湖東圏域内にある古民家の庭園を会場とした庭園整備に
係る、
剪定講習会・庭園講習会の開催。

自然景観の保存活動

６月〜
中山道宿場町
『豊郷〜甲良〜高宮〜鳥居 １０月
本』、多賀の庭園を考える （月１回）

「湖東北部の城郭群と
戦国時代」
（勉強会）

１１月〜
平成２４年３月
（月１回）

湖東圏域の各市町

愛荘町東円堂

アグリクラブ愛荘

湖東圏域の小学生を対象に、
さまざまな体験を通じて、地
域の自然や環境・伝統文化や先人の知恵を学ぶ体験教
室を開催。

自然とエコを触れて学んで １０月末〜
考える！
「たかとり探検隊」 １１月上旬

高取山ふれあい公園

多賀町商工会青年部

小中学生を中心とした全年齢対象の山道散策、間伐材を
原材料とした工作等、
山・森林を中心に自然学習をおこな
う。

多賀「里の駅」

一圓屋敷所蔵の古民具等を広く公開し、同時にアコース
ティック楽器のコンサートでもてなす。

１０月２９日〜

多賀「里の駅」
「古（いにしえ）の道具たち」 １１月３日
＆アコースティックコンサート （ コ ン サ ート は （通称：一圓屋敷）
３０日のみ）

描いて学ぼう人力車

［展示期間］
９月１８日〜
１０月２２日

［展示会場］彦根市子ども
センター、多賀大社前駅
彦根亀樂車
コミュニティセンター、各
図書館

七曲り街道・一日たっぷり
街歩きイベント—癒しと学
１０月中旬
びと体験と、そして食まで楽
しもう—

七曲り街道一帯

都市と地域の大学交流型
グリーンツーリズム
プロジェクト

彦根市キャッスルロード、
湖東地域定住支援
高宮おとくら、多賀町一円
ネットワーク
屋敷、
大滝森林組合など

９月３日〜
９月６日

市民団体ステージ発表＆
交流イベントin湖東（仮称） １１月中旬
の開催

秋ごろ

ラジオを使った特別番組と ５月〜
平成２４年３月
スタンプラリー連動企画

湖東圏域の各市町

湖東エリアを歩いて感じてその魅力を徹底的に紹介する
特別番組を放送。特番放送後約２カ月間にわたりスタンプ
ラリーを実施。

「幸せな子育て」
応援プロジェクト!!

講師および劇団 彦根市南地区公民館
と相談次第決定 彦根市内公民館

交 流ス ペ ース改 修ワーク
５月〜
ショップ と 地 域 資 源 活 用
平成２４年１月
フォーラムの開催

下石寺町集落内の
空き民家

三成の戦（いくさ）

春風亭昇太の
戦国佐和山おも城噺

夏ごろ
（予定）

終了しました

ＮＰＯ法人Ｌ
ｉ
ｎｋｓ

聖泉大学キャンパス
（屋外）※雨天時は、同大 ひこね市民活動センター
学の体育館を使用。

「麻マーケット」の開催

6

伝統文化「江州音頭」
という地域資源の価値を再発見し、
地域の内外で新しいつながりを創造するイベントを開催
する。

Ｅ-子・行こ・ＥＣＯ体験教室 ８月・１０月

古墳や古代寺院跡、石造遺物を巡るウォーキングを開催
する。

広報たが 2011年7月号

稲枝青楽団

湖東北部の城郭郡をテーマに、地元の方も知らない歴史
あるわが町を再認識してもらうための勉強会を開催する。

愛荘町、彦根市稲枝地区、 愛荘町１００人委員会
豊郷町
歴史ウォーク部会

主催団体が中心となり、大学、
ＮＰＯ、設計者、工務店と協
働し、交流スペースを創造する建物改修ワークショップ等
を開催。

彦根藩士相馬永胤と愛荘町目加田と縁の深い目賀田種
太郎ら４名が主役の映画「学校をつくろう」を上映。

ＮＰＯ法人
自然と歴史ロマンの会

「愛荘町歴史ウォーク」

下石寺町
自治会町づくり委員会

ＮＰＯ法人Ｒ−ＩＮＥ塾
歴史座会彦根支部

１市４町の公民館等

５月〜
（仮称）
「湖東地域の庭園を訪ねて」 ７月（月２回）

（株）エフエム滋賀

「いきいき地域ウォーク」を１市４町で開催。発見した湖東
ＮＰＯ法人コミュニティ・
地域の魅力をホームページや紹介冊子により内外に発信
アーキテクトネットワーク
する。

大学との共同による
「いきいき地域ウォーク」

多 賀 大 社 、胡 宮 神 社 、西
明寺、七郎平邸、阿自岐神 淡海観光ボランティアガイ 湖東地域にある豊富な歴史・文化遺産であるお庭を多く
社、又十屋敷、金剛輪寺、 ド連絡協議会湖東ブロック の方に鑑賞してもらい、専門の講師からお庭の鑑賞のポ
竹平楼、玄宮楽々園、お浜 彦根ボランティアガイド協会 イント等を解説してもらう。
御殿

５月、
１１月

１市４町の歴史や文化をわかりやすい遊びに変えて、子ど
もや観光客に紹介する展示をおこなう。

湖東圏域の各小学校を対象に、地域にゆかりのあるもの
をモチーフにした人力車および俥夫衣装のイラスト作品
の募集・展示をおこなう。

癒しと学びと体験、そして食をテーマに七曲り街道での一
日たっぷり街歩きイベントを開催する。

各大学と連携し、湖東の地域資源を活用した３泊４日規模
のグリーンツーリズムを企画・運営する。
音楽や踊り、地域芸能の分野で活動している市民団体や
住民が集い、交流するとともに、各団体の活動をステージ
発表するイベントを開催。

佐和山城広場
（予定）

関西復権プロジェクト

湖東地域の戦国時代のヒーロー三成や湖東地域武将に
ついての知識を深めることを目的とした講演、
ステージイ
ベント等を開催。

豊郷小学校前広場

Ｔａｎｏｓｈ
ｉｍｏ

湖東地域が麻織物の産地であるという認知度を高めるこ
とを目的に、
麻布商品の販売や、
手づくり教室を開催。

ホテルサンルート
佐和山城跡
（雨：清凉寺講堂）

彦根おやこ劇場

「幸せな子育て」をテーマとした講演会と、乳幼児向けの
公演、
参加者同士が交流するワークショップを開催。

まち遺産ネット彦根

「笑点」の大喜利メンバー春風亭昇太師匠と城郭研究の
第１人者中井均氏を招いて対談していただき、戦国佐和
山の魅力を発信する。

広報たが 2011年7月号
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パブリックコメントの募集／けんこう
総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町暴力団排除条例（案）への意見募集について
多賀町では、町民生活や社会経済活動に介入し町民などに多大な悪影響を与えている暴力団を排除し、町民生活の安全と平穏を
確保することを目的に「多賀町暴力団排除条例」の制定をめざしています。条例案がまとまりましたので、町民の皆さんのご意見（パブ
リックコメント）を次のとおり募集します。以下の内容をご覧いただき、ご意見の提出をお願いします。

意見募集
多賀町暴力団排除条例（案）についての意見
多賀町暴力団排除条例（案）については、
町ホームページ
および役場総務課で公表しています。

募集期間
７月４日（月）〜７月１５日（金）
（意見の提出期限は、
７月１５日（金）午後５時１５分
［必着］
とします。ただし、郵送による提出の場合は、
７月１５日（金）
付けの消印まで有効とします。）

提出方法
意見提出用紙に必要事項を記入のうえ、次の方法によ
り提出してください。
○役場総務課窓口で提出

○郵送により提出
〒５２２-０３４１ 多賀町多賀３２４番地 多賀町役場総
務課

けんこう／日本脳炎定期予防接種
また、
運動は体力や運動神経も高め、
結果的に骨粗しょ

〈骨粗しょう症を予防するために〉

う症や転倒・骨折を予防します。まず、
近所への外出は歩

［食事］
• １日３食、
規則正しく食べましょう

くことから始めましょう。日光に当たることで、
ビタミンＤ

• カルシウムの多い食品をとりましょう

が増えカルシウムの吸収を良くします。
１日１回は歩く時

• 栄養バランスのよい食事を心がけましょう

間をつくりましょう。

• 加工食品をとりすぎないようにしましょう

多賀町では、
４０歳、
４５歳、
５０歳、
５５歳、
６０歳、
６５歳、

［運動］

７０歳になられる女性を対象に骨粗しょう症健診および骨

適度な運動によって骨に体重や刺激を加えると骨は丈

粗しょう症予防教室をおこなっています。対象となる方に

夫になります。運動不足が続くと、
せっかく食物でとったカ

は８月ごろに案内を送付しますので生活習慣を見直す機

ルシウムが骨に定着せず、
尿から排泄されてしまいます。

会としてぜひご参加ください。

○ＦＡＸにより提出
（Ｆ）４８−０１５７ 役場総務課
○Ｅメールにより提出
（Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｓｏｕｍｕ@ｔｏｗｎｔ
. ａｇａｌ
. ｇ.ｊ
ｐ 役場総務課

意見募集結果の公表等
意見募集結果につきましては、内容ごとに整理・分類
し、
ホームページで公表します。
ご記入いただいた住所・氏名・連絡先は、本条例の策

日本脳炎の定期の予防接種について
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があっ
たことから、
平成１７年度から平成２１年度まで、
日本脳炎
の予防接種のご案内をおこないませんでした。その後新

通常通り受けられるようになっています。
多賀町では、平成２２年度から順次、第１期初回接種の
ご案内を行っています。

たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を

定以外の目的で使用しません。また、意見募集結果の公
表の際には、
匿名化されます。

通知年度

１期初回の通知対象者

平成２３年度に受ける内容

１回または２回 受

ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あ
らかじめご了解ください。
平成２２年度

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

平成１８年４月２日〜
平成１９年４月１日生まれ

平成２２年度に第１期初回（２回）の接種が済んでい

けた 方 は 、前 回 の

る方は、
２回目からおおむね１年後に追加接種を受

接種から接種間隔

けてください。

が開いていても差

こんにちは保健師です

し支えないので、
６

骨粗しょう症を予防しましょう
骨粗しょう症とは

第１期初回接種（２回）
を受けてください。平成２４年

日以上の間隔をお

平成２０年４月１日生まれ

度に追加接種を受けてください。

いて残りの回数を
接種してください。

体の中のカルシウムは９９％が骨に蓄えられています。
残りの１％が血液中にあって、
筋肉や神経の働きに大きな

すくなる病気です。骨粗しょう症になると骨の内部はたく

役割を担っています。
しかし食事から摂取するカルシウム

さん小さな穴が空いたスカスカの状態になり、
ささいなこ

量が不足し血液中のカルシウムが不足すると、
骨に蓄えら

とで骨折しやすくなります。骨折は、寝たきりの大きな原
因となります。また、脊椎がもろくなり体重で押しつぶさ
骨量は成長期に急激に増え２０歳ごろまで増加し続け、

平成１９年４月２日〜

減り骨がもろくなります。

骨の量
（骨密度）
が減り、
全身の骨がもろくなり骨折しや

れ、
背中や腰が曲がったり、
腰痛をおこしやすくなります。

注２：平成２２年度に第１

平成１４年４月２日〜
平成２３年度

期接種を完了した

平成１５年４月１日生まれ
第１期（３回）の不足回数分の接種を受けてくださ

９歳以上の方は第

れたカルシウムが溶け出し血液中に補給されます。
このよ

い。第１期の接種をすでに受けた９歳以上の方は、希

２期接種の対象に

うな状態が続くと骨がもろくなってしまいます。

望すれば第２期の接種を受けることができます。

なりますが、第１期

〈骨の健康度チェック〉
• 体格がきゃしゃでやせている。

平成１３年４月２日〜

終了からの間隔に

平成１４年４月１日生まれ

つ いては、主 治 医
にご相談ください。

４０歳を過ぎると低下していきます。成長期にできるだけ

• あまり運動したり、
歩いたりしないほうである。

骨量を増やしておくことが骨粗しょう症の予防につながり

• 喫煙量や飲酒量が多い

ます。また女性は、
もともとの骨量も男性より少なく、
閉経

• 少しのきっかけで骨折したことがある

にともなう女性ホルモン分泌の低下により骨量が激減す

• 何度もダイエットをした

るため、
骨粗しょう症は女性に多くみられます。

• 閉経が早かった

日〜平成１９年４月１日生まれの方で、
第１期・２期の接

• 糖尿病、
肝臓病、
腎臓病、
胃腸疾患にかかっている

種が終わっていない方は、
２０歳未満までの間、接種を

• 家族に骨粗しょう症の人がいる

受けることができます。

骨粗しょう症がおこるしくみ
骨は毎日、古い骨を破壊し、新しい骨をつくるというこ

当てはまる項目が多い人は、
骨粗しょう症を招きやすい

とを繰り返しています。
しかし、
このバランスが崩れ、骨が

といえるかもしれません。生活習慣を見直すことで骨粗

壊れるスピードに骨の形成が追いつかなくなると、
骨量が

しょう症を予防しましょう。

広報たが 2011年7月号
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注１：すでに第１期接種を

〈変更点〉
• ご案内の対象となっていない場合でも、
平成７年６月１

• 今後も厚生労働省からの通知がありしだい、広報や
ホームページでお知らせします。
• 接種を受けられる医療機関については、今月号の広報

２２ページのお知らせをご覧ください。
（掲載以外の医
療機関については、福祉保健課までお問い合わせくだ
さい。）
※日本脳炎の予防接種に関する情報は、厚生労働省
ホームページにも掲載されていますので、あわせてご
覧ください。
（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｍｈ
ｌｗ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｂｕｎｙａ/ｋｅｎｋｏｕ/ｋｅｋ
ｋａｋｕ-ｋａｎｓｅｎｓｈｏｕ２０/ａｎｎａ
ｉ.ｈｔｍｌ
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定住自立圏（公共交通）

認知症とは？／消防

企画課 （有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@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

定住自立圏構想
〜予約型乗合タクシーと路線バスの利用状況等についてお知らせします〜

認知症は身近な病気です。正しく理解しましょう！ そのⅠ
「認知症」とは？

湖東圏域全体の公共交通を持続的
に維持発展させていくために、運行コ

「認知症」
とは、誰にでも起こりうる脳の病気によって、

「認知症」でなくても、
自然な老化現象でもの忘れや勘
違いは起きるものです。そのため、
ごく初期の症状は見逃

ストの削減と利便性向上の両立をめざ

「もの忘れが激しい」
「言葉が出てこない」
「段取りが悪

されがちです。数カ月の期間で、急に上記の「初期」の症

して、
鉄道やバスなどの公共交通機関

い」など、いくつかの症状が現われ、
日常生活に支障をき

状が目立って増えたという場合は、
「認知症」
を疑うサイン

の連携によるネットワーク化を図り、
定

たすまでに及んだ状態をいいます。

です。
「認知症」
は早期発見が重要です。

住しやすい公共交通まちづくりの構築

８５歳以上になると、
４人に１人に認知症の症状がある

に向けて取り組んでいます。

といわれています。

平成２２年秋には、公共交通空白地

たとえばこんな症状が現われます……

域の解消に向けて、既存路線の市町
域を越えた延伸や新規路線の導入を

［初期］

おこない、現在は圏域全体で１５路線

• 同じことを何度も言ったり聞いたりする

の予約型乗合タクシー（「愛のりタク

• 人や物の名前が思い出せない

シー」
・
「ふれあいタクシー」）を運行

１０月〜Ｈ２２年９月）
は、約６４万人の

るなくてはならない存在です。お出か

• 物の置き場所を忘れる

しており、延べ４,９２１人の方にご利

ご利用にとどまりました。また、運行に

け前に無意識にクルマの鍵を手にして

• 物事への興味や関心が薄れる

用いただきました。平成２２年度の予

かかる経費を運賃収入等ではまかな

いる方は、
ぜひ、
月に１回、
２回でも「バ

• 慣れているはずのことを間違えるようになる

約型乗合タクシーの運行状況は、次

いきれないため、
各市町や県が赤字分

ス」を選択肢の一つに入れて、積極的

など

のとおりです。

約１億４,３００万円を補助しています。

なご利用をお願いします。多くの方の
ご利用が路線バスを支えます。

ご自分や身近な方に今までと違った言動や変化に気づ
いたら、
まずは、
かかりつけの医師や、地域包括支援セン
ターにご相談ください。

あなたの悩みや不安……
抱え込まず、まずは気軽にご相談を！

■「認知症」について相談したい時は……
多賀町地域包括支援センター
（多賀町役場 福祉保健課内）

急にこれらの症状が目立ってきたら要注意！

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

また、
湖東圏域における公共交通の

路線バスは、
自らの交通手段を持た

一つである路線バスは、
利用客が年々

ない人にとっては、通勤や通学、病院

• 昼夜の区別がつかなくなる

減少しており、平成２２年度（Ｈ２１年

への通院、
買物などの日常生活を支え

• 暑さ寒さがわからなくなる

• 認知症専門医療機関の受診についての相談

• 家族の顔がわからなくなる

• 介護保険サービスの利用やご自宅での認知症の介

公共交通を利用しましょう！ ２３年度実施予定の事業
路線バス実証運行
利用者ニーズにあった路線編成・

※「モビリティマネジメント」
とは…マ
イカーから公共交通への自発的な

サービスを提供します。
また、
鉄道事業者
（ＪＲ・近江鉄道）
、

系統改善や主要拠点駅での１０分以

転換をうながし、交通体系が社会的

バス事業者との連携により、通勤客の

内パターンダイヤ接続によりわかりや

に望ましくなる方向へ誘導する手

連絡定期券の検討および観光客向け

すく使いやすいダイヤの実現をめざし

法。

の企画切符の導入などを検討します。

ます。

予約型乗合タクシー実証運行

公共交通サービスに関する情報
提供

バス待合環境整備
主要駅および市立病院へのバス乗

予約型乗合タクシーの実証運行を

湖東圏域の鉄道、
バス、予約型乗合

り場付近（施設構内）
において、乗り場

おこないます。また、運賃割引制度に

タクシーの情報を含めた総合時刻表

案内サインの充実、
発車時刻案内ディ

ついても検討をおこないます。

を作成し、
圏域内一円に配布します。

スプレイの設置や主要バス停の上屋

公共交通利用促進（モビリティマ
ネジメント,エコ交通スタンプ制
度）
職場および地域へのモビリティマネ

また、圏域内の主要駅、主要バス停
における乗り場案内における時刻表・
路線図の改善などの検討をおこない
ます。

プ制度の改善を通じて、
住民が自発的

公共交通サービス向上（商店街
との連携,企画切符等）

に公共交通を利用していただくように

地元商店街と連携し、バスに乗って

ジメント※の実施や、エコ交通スタン

働きかけます。
広報たが 2011年7月号
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協力店舗に来店した方に割引などの

設置などの環境改善をめざします。

［進行すると］

• まずは、
お電話ください。来所が困難な場合は、
訪問

• よく知っているはずの道で迷子になる
• 食事したことをすぐに忘れる
• 物事の順序立てができなくなる

させていただきます。

護や対応などについての相談
• 介護者の交流会など、
同じ介護者の立場での悩みや
思いを語り合える集いなどもご紹介します

• 疑い深くなったり、
被害妄想にとらわれる
• トイレの失敗が多くなる

次月号も、
「認知症」のテーマを続けます。

など

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

火遊び・花火による火災の防止
花火を楽しむためにも……
夏の夜の楽しみ『花火』
！

〈花火をするときの注意点〉

車両等関連施設整備（バス方向
幕）

しかし、
毎年、
花火による火災が発生しています。一例とし

• 水の入ったバケツを用意しましょう

バス車体の方向幕などの見直し
（行

て、
子どもが手持ち花火を振りながら走り回って遊んでい

• 子どもだけで絶対に花火をさせない

き先表示をバス停掲示内容と統一さ

るうちに、
花火の火の粉が着衣に燃え移ったものがありま

• 花火は安全な場所に保管する

せるなど）
により公共交通の使いやす

す。
（この子どもは腕などに火傷を負いました。）

さ、
分かりやすさ向上をめざします。

子どもたちにとって、楽しみな季節になってきました。

• 広くて安全な場所を選びましょう

夏の風物詩である
「花火」
を楽しい思い出とするために
も、
次のことに注意しましょう！
広報たが 2011年7月号
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民児協だより／子育てちょこっと情報

いくせい／ねんきんだより
中央公民館内

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

たが民児協だより 民生委員・児童委員

-心のふれあいをたいせつに万灯祭「チャリティーバザー」ご協力のお願い
８月３日〜５日の万灯祭では、障がい者の「グ
ループホーム」建設に向けての資金づくりに支援

障がい者福祉部会より

バザーの詳細については、社会福祉協議会か
らお知らせがありますので、趣旨をご理解いただ
き、資金づくりにご協力いただきますよう、
よろし
くお願い申し上げます。

の輪を広げ、
継続を支えていきたいとの思いから、

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３−３９６２

多賀町青少年育成町民会議
多賀町青少年育成町民会議では平成２３年度総会を５
月８日に開催し、
今年度の活動方針、
活動計画、
本部役員、
『たくましく伸びよう伸ばそう多賀の子』
と
『大人が変わ

（◎…部会長、〇…副部会長）

総務部会

◎安田良介・〇福戸藤佐夫・○塚口博・
富永勉・小菅辰一・馬場和雄・池尻力・
澤田藤司浩・西沢彰芳・田中和彦・火
口悠治・河池弥生・西河仲市・小菅建
次・平塚一弘・宇野直美・木村慶之・宮
野由紀絵

社会環境部会

◎小菅建次・〇平塚一弘・〇宇野直美・
川口秀和・安田忠久・藤川幸洋・一之
瀬浩治・林壽美子・田中昌和・辻正人・
馬場研二・川島留美代・鍛治谷明芳・
坂上正儀・西澤亮・西嶋秀晃

青 少 年・家 庭
教育部会

◎田中和彦・〇火口悠治・○河池弥生・
竹中滋・大道吉兵衛・天南巧・若林幸
雄・北川勢津子・森清美・小林美智子・
米谷ふみ子・平居まこと・藤森美智子・
西倉正浩・深田正人・中溝奨・土田勝
行

れば、
子どもも変わる運動』
をスローガンとして掲げ、
青少
年育成運動を積極的に展開します。今年度も町民の皆さ

提供をお願いいたします。年々増える鳥獣被害に

名誉会長

久保久良

もかかわらず、
ご提供をお願いすることは大変心

顧問

中川泰三、夏原覚、澤田藤司一、松宮忠
夫、
土田雅孝、
山本房子

苦しい限りですが、皆さんのあたたかいご支援、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

子育てちょこっと情報

会長

小菅辰一

副会長

馬場和雄、
池尻力

税務住民課（住民） （有）
２−２０３１ （電）
４８−８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ファミリー・サポート・センターってどんなの？ 〜みんなで子育ての輪を広げよう〜
申し込み・問い合わせは、福祉保健課へ

日本年金機構

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

ねんきんだより

国民年金保険料の免除制度について
国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困

これらの保険料免除期間
（一部納付を含む）
は、
年金受

難な場合に、
本人の申請によって保険料納付が免除される

給に必要な期間に参入されますが、年金額を計算する場

「保険料免除制度」があります。この制度は、本人とその

合は保険料を全額納付したときと比較して、
「全額免除」

配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以下

は８分の４、
「１／２納付」は８分の６、
「３／４納付」は８分の

の場合に承認され、保険料の全額が免除される
「全額免

７となります。
これらの保険料免除期間については７月から翌年６月

除」のほかに、世帯の所得に応じて保険料の一部を納付
して残りが免除される
「一部納付
（一部免除）
」
があります。
「一部納付（一部免除）」には１／４納付、
１／２納付、
３／

そんな時！!!

木村慶之、中溝奨

〈部会名簿〉

部会役員、
予算案等を審議し可決しました。

平成２３年度の組織と役員名（敬称略）

チャリティーバザーを出展されますので、野菜の

会員募集中

監事

んのご支援よろしくお願いいたします。

「多賀町手をつなぐ育成会」が、今年も万灯市に

子ども虐待防止
オレンジリボン

（電）
４８−１８００

荘町、豊郷町および甲良町）のファミリー・サポー
ト・センターの相互利用が可能となっています。

までですが、全額免除または若年者納付猶予が承認され
た方が、
申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじ

４納付の３種類があります。
（一部保険料が未納の場合、

め希望された場合は、翌年度以降は改めて申請をおこな

その期間の一部免除は無効
（未納と同じ）
になります。）

わなくても、
継続して申請があったものとして自動的に審

また、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しな

査をおこないます。
詳しくは、
お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口、

い場合でも、
３０歳未満の若年者の方については本人お

ファミリー・サポート・センターは子育ての援

この事業は、
「ＮＰＯ 法人 保育サービス ドリー

よび配偶者のみの所得で審査して基準を満たせば、保険

またはお近くの年金事務所国民年金担当課までお問い

助をしてほしい人（依頼会員）
と子育ての手助け

ム」が、
１市４町からの事業委託を受けて運営をお

料納付が猶予される
「若年者納付猶予制度」
があります。

合わせください。

をしたい人（提供会員）
が会員となり、
センターが

こなっています。

条件や要望にあった会員同士を紹介し、相互の援
助活動を調整して子育てを支援するものです。
（注）センターでお子さんをお預かりするもので
はありません。
平成２３年６月から１市４町（彦根市、多賀町、愛
広報たが 2011年7月号
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世帯構成

全額免除

４人世帯（夫婦、子２人）

依頼会員や提供会員は、いずれも登録は無料
ですが、
ご利用されたい方は事前の登録が必要
になります。
「登録や利用」などについては福祉保健課まで
お気軽にお問い合わせください。

一部納付
１／４納付

１／２納付

３／４納付

１６２万円

２３０万円

２８２万円

３３５万円

２人 世 帯（ 夫 婦 の み ）

９２万円

１４２万円

１９５万円

２４７万円

単

５７万円

９３万円

１４１万円

１８９万円

身

世

帯

広報たが 2011年7月号
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子ども議会／環境 言の葉 書道展

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

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

プールの季節がやってきました！

「多賀町子ども議会」を開催します
未来を担う小・中学生のみなさん

待ちに待った夏がやってきました。
お問い合わせ

出席者

多賀町教育委員会

に、多賀町のことで疑問に思っている

○子ども議員１２人（各小学校５

ことや考えていること、多賀の将来に

年生１人・６年生２人、中学生

（有）
２−３７４１

対して聞きたいことを質問したり、提

１〜３年生各２人 うち１人は

（電）
４８−８１２３ （Ｆ）
４８−８１５５

案したりすることを通じて、町政や議

議長）

多賀町議会事務局

会の仕組みを理解してもらい、
より身

○議会議長、議員、事務局長、町

近なものとして感じてもらうことを目

長、教育長、会計管理者、課長

的に昨年に引き続き開催します。

（有）
２−２０１１ （電）
４８−８１２６

数に限りがありますので議会

を受け止め、
今後の町政運営の参考と

事務局まで申し込んでくださ

していきます。

い。
（子ども議員の保護者１人

期日■８月２日（火） １３時３０分〜１６時

は優先します）

れました。子どもたちは元気よく水しぶ

するのは、陸上をランニングや

使用時間■９時〜１２時・１３時〜１６時

※教 室開催時に専用レーンを設ける

ウォーキングする事に比べて、関

休館日■月曜日、祝日の翌日

場合があります。7月9日・16日

※小学３年生以下の児童については、保

は、
教室のため使用できません。

節や筋肉にかかる負担が少ない

豊かで品格ある人づくり」を教育基本

れますので、それに合わせて、環境を

快なものを望みます。また、語

多賀町スポーツ少年団の入団式と交

目標として、
「多賀町保幼小中連携教

テーマとした
『環境 言の葉 書道展』
を

句については豊かな言の葉の

流会が開催されました。入団式の後は

育」の実践に取り組んでいます。とり

開催します。

学習による、
「 星空の街・あお

団の枠を超えてチームを編成しての

わけ、
「学力向上に向けた美しい豊か

会期■１０月１日（土）

ぞらの街」に合わせて、環境を

キックベースボールや、お楽しみ抽選

な言 の葉 の町をめざして〜豊かな語

会場■多賀中学校体育館

テーマとした以下の語句を課

会でとても盛り上がりました。
この交流

彙力を身につけ、
言語力の育成・思考

部門■小学校１、
２年生…硬筆

題とします。

会を通じて、
参加されたみなさんの交

力の深化を図る〜」の一環として、古

小学校３〜６年生…毛筆
（半紙）

※１０月１日は、大会に参加された方

典・漢文・名文の暗唱や群読ならびに

中学校１〜３年生…毛筆（画仙紙）

のみご覧いただけます。一般公開

あおぞら

小学２年

きらきら光る お空のほしよ

青い雲

小学３年

星

光

小学４年

山月

天空

小学５年

銀河

青雲

小学６年

満天の星

青山白雲

中学１年

星空の街

山紫水明

中学２年

無数の星

名月白雲

中学３年

大銀河系

林泉読書

白い雲
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そよふく風

※スイミングキャップの着用が必要
です。

多賀町スポーツ少年団入団式・交流会開催！
６月１９日に、
滝の宮スポーツ公園で

ほしぞら

水 の 中 を 泳 い だり歩 い たり
歳以上）も水着で入水してください。

作品内容■字形は整然として用筆明

小学１年

思います。

開放期間■７月３日（日）〜８月２８日（日）

街・あおぞらの街」全国大会が開催さ

各学年の課題語句

そこで今回は、
水に入る事が身
体に良いという事を紹介したいと

多賀町は「『生きる力』
をはぐくみ心

各小中学校

人も多いのではないでしょうか？

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

「環境 言の葉 書道展」を開催します

日・２日には、本町で第２３回「星空の

のは嫌だなあ」なんて思っている

ができるようになりました。

また、乳幼児については、保護者（１８

募集地域■彦根市、愛知・犬上郡内

「こんな暑い時期に運動をする

プールサイドから安全に入水すること

しています！

第２３回「星空の街・あおぞらの街」全国大会関連事業

書写に取り組んでいます。今年１０月１

た。

昨年にスロープと階段を設置して、

護者（１８歳以上）の監視が必要です。

は

今年も暑い夏がやってきまし

きを上げながら水泳を楽しんでいます。

しましょう！みなさんのお越しをお待ち

場所■多賀町議会議場

こと

Ｌｅｔ’
ｓ Ｓｗｉｍ！

６月７日に水泳教室１、
２年が開催さ

日ごろの健康づくりにプールを活用

その他■傍聴を希望される方は、人

また、子どもたちからの要望や意見

体育指導委員かわらばん

については別途ご案内します。

のです。
水の中をゆっくり歩けばケガの
心配をしなくてもいいし、
ゆっくり
と泳げば身体が完全に浮いた状
態になるので、
きわめて安全に運
動する事ができます。また、筋肉
を動かす事で血管が広がり、
栄養
も行き渡り、
さらには筋肉が良い
状態になります。凝り固まった筋
肉をほぐす事で運動も楽にでき
るようになります。
みなさん、昨年リニューアルさ
れたＢ＆Ｇ海洋センターのプール

流も深まったようです。

をご存じでしょうか？ 安全面を

滋賀県民体育大会犬上郡予選開催！

重視して１コースにスロープが設
置されました。小さなお子さん連

５月２８日に甲良中学校体育館でバ

れのご家族や高齢者の皆さんも

レーボール大会、
６月５日には町民グ

安心してプールに入ることができ

ランドで軟式野球大会とソフトボール

ます。

大会が開催され、多賀町からバレー

コース幅も広 い ので行き交

ボールはピース、
ソフトボールはジャ

うのに十分なスペースがありま

ガーズ、軟式野球はオール多賀が出

す。私も週に一度を目標に水中

場されました。なお、結果は次のとお

ウォーキングを始めてみたいと

りです。

思っています。みなさんも家族や

バレーボール■準優勝 ピース

※優勝チームは犬上郡代表として、
７

軟 式 野 球■優

勝 オール多賀

月下旬から８月上旬に開催の滋賀県

ソフトボール■優

勝 ジャガーズ

民体育大会に出場される予定です。

友だちを誘って、楽しく始めてみ
ませんか？
体育指導委員 安田 陽子
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星空の街・あおぞらの街

あけぼのパーク多賀

空の街・★彡
おぞらの街

星あ

多賀町立博物館 （有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５ ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

http://museum.tagatown.jp/
講座

☆記念講演が決定しました！
第２３回「星空の街・あおぞらの街」

球〜小惑星間往復宇宙航海」
と題して

全国大会ｉ
ｎ多賀町の記念講演会は、

講演いただきます。地球環境の大切さ

夏休み自由研究応援講座
楽しく自由研究に取り組むヒントが盛りだくさんの講座

申し込み■電
話かＦＡＸ、

２０１０年６月１３日に地球へ帰還した

や地球のすばらしさとともにプロジェ

小惑星探査機「はやぶさ」のプロジェク

クトのご苦労された話や「はやぶさ」
と

「家の周りの草花を調べるにはどうしたらいいの？」
「最

または博

トチームの一員である、探査機のため

歩んでこられた道のり、私たちに与え

近よく聞く
“放射線”
っていったい何？」そんな疑問にも

物館カウン

のマイクロ波放電式イオン エンジン

てくれた感動を宇宙の神秘とともにお

バッチリ答えちゃいます！

ターでお申

話しいただく予定です。

日時■７月１８日
（月・祝） １４時〜１６時

し込 みくだ

会場■あけぼのパーク多賀

さい。

く に な か ひとし

の開発・運用を担当された國中均教
授をお招きし、
「はやぶさ探査機の地

第２３回「星空の街・あおぞらの街」全国大会ｉ
ｎ多賀町

記念講演

です。

大会議室

対象■小・中学生とその保護者

■１０月１日（土） 午後１時３０分〜 ■多賀中学校体育館
第２３回「星空の街・あおぞらの街」全国大会ｉ
ｎ多賀町プレイベント

☆募集中です！
「星空川柳」
「エコ生活」
「エコ」
「星空・あおぞら」
「環境」を題材とした川柳を投稿してください。
優秀作品には、
記念品を贈呈します。
★応募作品の紹介
（一部）★
「多賀の空 青い絵の具が 良く似合う」
「星空・あおぞら川柳」
「エコライフ 夜空に星が 増えていく」
「節電の 星空見上げ 皆祈る」
「あなたがふだん行っているエコ」
「会社で行っているエコ」を教えてください。
あなたのエコ生活教えてください
抽選で記念品を贈呈します。

全国モーターボート競走施行者協議会助成事業

宮沢賢治の世界から環境問題を考える
７月〜１０月の期間に、
宮沢賢治に関係する展示や講演会のほか、
観察会・音楽会・映画会・朗読会などを開催することに
なりました。対象は小学生以上です。※各行事詳細については、
博物館へお問い合わせください。※すべて事前申し込みが
必要です。

※応募期間は８月３１日（水）
［必着］
です。皆さんのご応募をお待ちしています。いずれも広報誌や全国大会で紹介します。
※詳細はＨＰをご覧いただくか、企画課（有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２、
または博物館（有）
２−２０７７ （電）
４８−２０７７まで
お問い合わせください。

７月・８月の主な行事
宮沢賢治のお話と映画鑑賞

「星空・あおぞらスタジオ１０５」毎月最終土曜日 １９：３０〜放送中！
有線放送で「星空の街・あおぞらの街」全国大会ｉ
ｎ多賀町に関連した番組「星空・あおぞらスタジオ１０５」
を放送してい
ます。

音楽会（環境や自然をテーマにした音楽会）

映画とお話会

会

第１回■７月２３日（土）
１９時〜２０時３０分

第１回■７月１６日（土）
１９時〜２０時４５分

全国大会に関する情報をはじめ季節の星空の話、
あおぞら・宇宙・環境などの話題が盛りだくさんです。

「グスコーブドリの伝記」〜作品のお話もあるよ！〜

また番組ではみなさんからのお便りもお待ちしています。星やあおぞら・宇宙・環境などをテーマにした曲や「星空・あ
おぞら川柳」、
番組の感想など、
どしどしお寄せください。毎回お２人にたがゆいちゃんストラップをプレゼントします♪

場所…あけぼのパーク多賀ホールギャラリー
第２回■７月３０日（土）
１４時〜１５時

リクエストは多賀町有線放送までハガキかＦＡＸ、
または多賀町役場企画課へメールでお送りください。
多賀町役場企画課 （Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

お話…高橋進（ダイニックアストロパーク天究館館長）

場所…あけぼのパーク多賀大会議室

爆笑！星のお兄さんトーク

緑のカーテン運動開始
緑のカーテン運動をおこないました。役場、
博物館にて
「オーシャン

笑」の内容で

ブルー（アサ

した 。参 加し

ガオ）」を配

ていた子ども

布しました。

たちも楽しそ
うに笑ってい
ました。
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演奏…ぷりんぱふぇ

天体観察会（宮沢賢治のお話と天体観察）

「猫の事務所」
とお話会
６月７日

な話術で、
「星」
と
「笑い」をうまく融合させた、
まさに「爆

第２回■７月３１日（日）
１９時〜２０時３０分

第３回■８月１３日（土）
１４時〜１５時

６月５日
多賀町立博物館にて、
講演会がおこなわれました。巧み

「アイリッシュハープ演奏会」 演奏…ＯＹＵＫＩ
「お話と歌声で楽しむ宮沢賢治の世界」

「双子の星」
とお話会

多賀町有線放送 〒５２２−０３４１ 多賀町多賀２３０−１ 有線ＦＡＸ ２−７７７７

場■あけぼのパーク多賀ホールギャラリー

場所…あけぼのパーク多賀大会議室

第１回■７月２６日（火） １９時３０分〜２１時

「賢治の植物観察会」
会

場■高取山（高取山ふれあい公園
200円）

第１回■７月２１日（木）
９時３０分〜１２時
「蛙のゴム靴」
第２回■８月１８日（木）
９時３０分〜１２時
「よだかの星」

「賢治の環境のための星空観察会」
「七夕の星をみよう」

入園料：ひとり

第２回■８月９日（火） １９時３０分〜２１時
「月のクレターを楽しもう」
第３回■９月２２日（木） １９時３０分〜２１時
「秋の星座と木星をみてみよう」
場所…ダイニックアストロパーク天究館
持ち物…懐中電灯
広報たが 2011年7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

映画会・朗読会

応援団・サークル活動日

宮沢賢治作品の映画鑑賞と子どもの本のサークル「こ
子どもの本子どもの本のサークル

「多賀町立図書館応援団」活動日

「このゆびとまれ」

本のカバーかけや修理、
書庫の整理などをします。
日時■７月９日（土） １３時３０分〜

日時■７月２日、
９日、
１６日、
２３日

のゆびとまれ」の会員による朗読会をおこないます。

毎週土曜日 １５時〜

日時■７月３０日（土） １４時〜

場所■おはなしのへや

場所■２階

※第１・３土曜日は子どもの本のサークル「このゆびと

大会議室

まれ」そのほかは図書館司書がおこないます。

子どもの本について学んだり、
「おはなしのじかん」
をお

（毎月第２土曜日 １３時３０分〜）

こなっています。特別な知識や技術はいりません。お子さ

場所■図書館内

ん連れでも参加していただけます。

対象■中学生以上の方

日時■７月２、
１６日（土） １３時３０分〜
（毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜）

読書会

場所■２階 小会議室

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

ドリームサークル

日時■７月６日（水） ８月３日（水） １０時〜
（毎月第１水曜日 １０時〜）

（毎月第１土曜日）

対象■一般

雑誌のおわけ会

予約資料の取置期間について

７月２１日〜８月２０日は「雑誌愛読月間」です。図書館
で不要になった雑誌をおゆずりします。

予約資料がご用意できましたら、予約時にご選択いた

期間■前半…７月２３日（土）〜８月７日（日）

だいた方法で連絡いたしますので、
連絡から１週間にお受

後半…８月９日（火）〜８月２８日（日）

け取りにきてください。取置期限を過ぎますと予約が取り
消しになりますのでご了承ください。

場所■対面朗読室
内覧期間■７月１６日（土）〜７月２２日（金）

日程■７月２日（土）

場所■２階 小会議室

冊数■前半１人５冊まで 後半制限なし

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

※随時、各メンバー募集中！
！ 詳しくは図書館までお問い合わせください。

本の紹介
一般書

『イン・ザ・ルーツ』
竹内

真／著

『三十光年の星たち 上』
宮本

東京：毎日新聞社 ９１３.６ミヤ

じーちゃんが遺した精緻なミニチュア。こ

京都に住む無職の仁志は、金貸しの佐伯

の中に、過去の殺人事件を解く鍵と、深

に借金がある。佐伯に借金返済の代わり

い物語が込められているらしい…。祖父

あけぼのパーク多賀（休館日）
７月の休暇日

８月の休暇日

■ ……休館日

■ ……休館日

日

月

火

水

木

輝／著

東京：双葉社 ９１３.６タケ

の形見の謎と向き合う、
３兄弟の１２年間を描いた物語。

に運転手として雇われた彼は、返済の滞
る人びとへの取り立ての旅に出ることになり…。

『小説推理』連載を改題し、加筆訂正して単行本化。

金

土

１

２

日

『アルフレートの時計台』
斉藤

洋／著

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

４

５

６

７

８

９

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２４/31

２５

２６

２７

２８

２９

３０

２８

２９

３０

３１

月末整理のため休館です。
※２５日（木）は、

いた古いホテル。セレステとメリサンド、ふた

から出る人を見ることはない、深夜３時

りの女の子は、お父さんに連れられて、ベル

にペガサス像が翼をはばたかせる、そして、時計台の先

ギーの古都ブルージュにあるこのホテルにやってきました。こ

端に白フクロウがとまっているのを見た者は…。

のホテルでは、つぎつぎとゆかいなできごとがおこり…。

絵本

『もったいないばあさんまほうのくにへ』
真珠 まりこ／作・絵

東京：福音館書店 ＫＥモリ

東京：講談社 ＫＥモツ

どっちが早いか、弟と森の中までかけっこした

まほうのくにへやってきた、
もったいない

僕。ぴゅーっと走って弟より早く着いたけど、

ばあさん。
しばらくいくと、
しんぶんしや、
か

森の中は暗くて薄気味悪い。怖くて怖くて、弟を「おーい」って

みのたばがおちていました。すててあって、
もったいない！

呼ぶと、
「おーい」
っていいながら、おばけが飛んできて…。

そこにあらわれたマジマジさんがじゅもんをとなえると…。

7月

8月

１日
・
１５
日

5日
・
19
日

８日

12
日

巡回場所・駐車時間
大

滝

小

学

校

１２：５０～１３：３０

多

賀

小

学

校

１３：００～１３：３５

※多賀清流の里
※ 藤 瀬（ 第１金 曜 ）
（ 第 １ 金 曜 ） （ 草 の 根 ハウス前 ）
※ 川 相（ 第３金 曜 ）
（「 皆 様 の 店くぼ 」さ ん ）
１５：００～１５：３０
１４：００～１４：３０

多

賀

幼

稚

た
保

き

の
育

み

や
園

１５：５０～１６：２０

園

犬 上 ハ ート フ ル
セ
ン
タ
ー

多 賀 さ さ ゆ り
保
育
園

１４：００～１４：３０

１４：４０～１５：１０

１５：５５～１６：２５

)

かたやま けん／さく・え

第２金曜日

た。入り口の扉から入る人はいてもそこ

第１・３金曜日

屋根の上に金色のバスケットのかざりがつ

Ｂコース 多(賀

その時計台にはいくつものうわさがあっ

移動図書館「さんさん号」
７月・８月の巡回
Ａコース 大(滝）

神戸：ＢＬ出版 Ｋ９３３ベメ

広報たが 2011年7月号

火

『ゴールデン・バスケットホテル』

東京：偕成社 Ｋ ９１３サイ

『もりのおばけ』

月

３

※２８日（木）は、
月末整理のため休館です。

児童書
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おはなしの時間
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し尿汲み取り／緑のふるさと協力隊

おしらせ
滋賀県愛の血液助け合い運動

産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

し尿汲み取りの収集方法が変更になります
せていただきます。

平成２３年１０月１日より円滑な収集
を図るため、電話依頼によるし尿汲み

○定期収集申込み用紙および引落依

取りを廃止し、定期的にし尿汲み取り

頼書は改めて送付させていただき

湖東広域衛生管理組合

をおこなうことになります。

ます。

総務福祉課

○収集運搬については、現在の汲み

（仮設トイレにつきましては、
５日前

お問い合わせ

（電）
３５-４０５８

まで）

取り業者（（有）キタセイ、
（有）アイケ

多賀町役場 産業環境課

○定期収集には、あらかじめの申し込

ン、
イーサービス愛知川（有））
が設置

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

みが必要となります。

するクリーンライフ湖東有限責任

○汲み取り手数料は、口座引落しとさ
第１８期

事業組合がおこないます。

緑のふるさと協力隊員だより

草茅耕平のたがちょう♪ たがちょう♪ ええところ♪
多賀町の皆さんこんにちは！
！ 第

私の日課となっているくらいです。
流れており、
豊かな水の元に、
田んぼ、 が、

１８期緑のふるさと協力隊員の草茅

麦畑が広がっています。その八重練

ぜひ、一度、八重練に夕日を眺めに

耕平です！ 多賀町に派遣させていた

で、私が一番好きなものは、八重練の

来られてはいかがですか？では、読ん

だいて早２カ月、最近は、高取山ふれ

夕日です！

でいただいてありがとうございます。

あい公園にておこなわれている、
滋賀

晴れの日の夕暮れ時の八重練を散

ほんま、
たがちょう♪たがちょう♪え

県の環境学習プログラム「山の子」の

歩していると、徐々に八重練全体が、 えところ♪

お手伝いをさせていただいています。

真っ赤に染まっていき、
夕日を見ると、

滋賀県の小学４年生の子どもたちと

真っ赤になったおてんとさんがゆっく

一緒になって、山を管理する林業の大

りと向こうの山に沈んで行くのを見て

切さをお手伝いの中から学んでいま

いると「おてんとさん、

す。また、小学４年生といっても、学校

お疲れさまです。明日も

によって生徒数の違いや、
雰囲気が素

よろしくね」と心で思っ

直な生徒さんが多かったり、元気が良

てしまい、
夕日を生き物

すぎたり（笑）、
逆に物静かな生徒さんば

のように感じてしまうほ

かりだったりと、
いろいろと違いを肌で

ど、美しいのです。ちな

感じることができて、ふだんの生活で

みに、
オススメのスポッ

はなかなか味わえない体験をさせて

トは、集落の一番高い

いただいてます。たとえば、
先生という

ところにあたる高松寺

お仕事の大変さを改めて実感したり、 やその奥の山手から見
自分の子ども好きを確認させていた

る、
琵琶湖を背景にした

だいたりと、いろんな気づきや発見の

真っ赤な夕日が最高で

経験をさせていただいております。

す。私は、お手伝いを終

前置きが長くなってしまいました

えてから、
多賀町に来て

が、今月は、私の多賀町のお気に入り

から始めた「ジャンベ」

の場所やものについて書かせていた

なる西アフリカの太鼓

だこうかなと思います。

を持って、八重練の高

私は八重練地区に住まわせていた

松寺まで上って、
ジャン

だいております。八重練は、山の入り

ベの練習をしながら夕

口にある集落で、
清流芹川がすぐ横に

日が沈むのを眺めるの

広報たが 2011年7月号
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▼大好きな八重練の夕日

—７月は強調月間です—
国内の献血血液による「国内自給の確
保」を基本理念として、安全な血液を安定的
に供給するために、皆さんの善意による献
血が必要となっています。現在、県内の医
療機関で必要とされる輸血用血液（４００
ｍｌ献血）が不足しています。皆さんの善意
にもとづく献血により、ひとりでも多くの命
を助けるため、輸血を必要とされている方
のため、ぜひご協力をお願いします。
お問い合わせ
福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
滋賀県赤十字血液センター
（滋賀県草津市笠山７-１-４５）
（電）
０７７-５６４-６３１１

第６１回 社会を明るくする運動

—７月は強調月間です—
社会を明るくする運動は、すべての国
民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない地域社会を築こうとする
全国的な運動として展開されています。
重点事項として、
「立ち直りを支える取
り組みについての理解促進」
「犯罪や非
行をした人たちの就労・住居等の生活
基盤づくり」を掲げています。この期間中
に犯罪や非行問題について、もう一度皆
さんで考えてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
社会を明るくする運動多賀町推進
委員会（福祉保健課）
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

第６１回 社会を明るくする
運動標語募集！

ＡＸ、
はがき、封書、
Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌでご応
募ください。
その他■応募していただいた作品は、
すべて広報「たが」に掲載します。
応募先・お問い合わせ
社会を明るくする運動多賀町推進
委員会事務局（福祉保健課）
〒５２２-０３４１ 多賀町多賀２２１-１
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
（Ｆ）
４８-８１４３
ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

犬上ハートフルセンター夏祭り
‘１１

多くの方のご参加をお待ちしています。
日時■７月２３日（土） １８時３０分〜
場所■ふれあい広場（犬上ハートフ
ルセンター内） ※雨天中止
内容■お楽しみ抽選会・模擬店・アト
ラクション・花火
お問い合わせ
犬上ハートフルセンター
（有）
３-２６００ （電）
４８-８１１５

ゆるキャラ®と夏まつり

湖東地域の特産品、物産を一堂に集め
てバザーをおこないます。
「ゆるキャラ」
も登場しますので、ぜひお越しください。
日時■７月１７日（日） １５時〜２０時
場所■豊郷町 豊栄のさと
〈イベント〉
大道芸パフォーマンス、
よさこい
おやじバンドなど
〈バザー〉
湖東地域の特産品・物産
飲食コーナー、
近江湖東屋
お問い合わせ
ＮＰＯ法人近江湖東ネット
（電）
３５-２４８０

-７月は社会を明るくする運動強調月間です夏休み自由研究講座のお知らせ
社会を明るくする運動多賀町推進 日時■７月２８日（木）〜７月３０日（日）
委員会では、
当運動に関する標語を募
９時３０分〜１１時３０分
集しています。
場所■彦根市松原町大洞１５５０
（東
応募資格■町内在住もしくは町内在
北部浄化センター内）
勤の方ならどなたでも結構です。 対象■小学生とその家族（保護者同
応募期限■７月２９日（金）
伴） 毎日１０組程度（先着順）
※郵送の場合は当日消印有効
費用■無料
応募点数■１人１点のみ（未発表の自 ［内容］
作のものに限る）
①ビデオとパネルによる下水処理の説明
応募方法■社会を明るくする運動多 ②処理場内の見学と採水体験
賀町推進委員会事務局（福祉保
③簡易水質試験で流入水と放流水の比較
健課）
まで持参していただくか、
Ｆ ④顕微鏡で水をきれいにする微生物の観察

お申し込み
（財）滋賀県下水道公社東北部事務所
（電）
２６-６６３３
自由研究担当

栁森まで

多賀大社観月祭献詠、献句募集
作品■１人３首（３句）まで。
「秋季雑
詠」自作、未発表のもの。
申込み■献詠（句）料１,０００円を添え
て封書で郵送のこと。末尾に、郵
便番号・住所・氏名（本名雅名と
もに）
・年齢・電話番号を記入し
てください。
締切■８月５日（金）必着
発表■９月１２日の１９時３０分から多
賀大社観月祭会場にておこない
ます。入選以上の方にはあらかじ
め通知し、観月祭会場にて表彰し
ます。献詠（句）者全員を観月祭に
招待、献詠集を贈呈します。
お問い合わせ・お申し込み
〒５２２-０３４１ 多賀町多賀
多賀大社社務所観月祭係
（電）
４８-１１０１

「もんぜん市」開催日
多賀町内で採れた旬の野菜や花を
お手ごろな価格で販売しています。
人気の野菜をお求めの方は、お早
めにお立ち寄りください！
☆７月野菜（時期によって変わります）
新じゃが、
きゅうり、
なすびなど
開催日■７月２日、
９日、
１６日
２３日、
３０日
（毎週土曜日開催！）
営業時間■９時３０分〜１２時
場所■もんぜん亭
お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１８

よろず相談

今月の相談日■７月１９日（火）
来月の相談日■８月８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7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

Ｈ２０年１・２月生まれの乳幼児

すくすく相談
８月２３日（火） 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
８月２９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
整形外科健診
８月２４日（水） １３：４０〜１４：００
Ｈ２３年５月・６月生まれの乳児
４カ月児健診（離乳食教室）
８月１日（月） １３：００〜１３：１５
Ｈ２３年３月生まれの乳児
１０カ月児健診
８月１日（月） １３：１５〜１３：３０
Ｈ２２年９月生まれの乳幼児
２歳６カ月児健診歯科健診
８月２日（火） １３：００〜１３：１５
Ｈ２１年１・２月生まれの乳幼児
３歳６カ月児健診歯科健診
８月１０日（水） １３：００〜１３：１５

予防接種
ＢＣＧ
８月９日（火） １３：４５〜１４：００
生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児
三種混合（予約制）
３カ月〜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
実施日 ※いずれも予約制
１１：３０〜
小菅医院多賀診療所 ８月１０日（水）
※町内ほか２医院、町外４病院は１年中実施（予約制）
日本脳炎（予約制）
１期 初 回：１〜４週間隔で２回接
１期 追 加：２回目接種日から概ね１年後に１回接種
対 象 者：６カ月以上７歳６カ月未満（標準３〜４歳）
２
期：１回目接種
対 象 者：９歳以上１３歳未満（標準小学４年生に
相当する年齢）
※彦根市立･彦根中央･豊郷病院で１年中実施（予約制）
☆「予防接種手帳」を必ずお読みください。
（ご不明な点がある場
合は福祉保健課までお問い合わせください）／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
月児健診・３歳６カ月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。

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

こんにちは！多賀やまびこクラブです
いっせいに鳴き始めたセミの声が
本格的な夏を告げています。豊かな自

子ども・家庭応援センター
（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

んか？６月には子どもたちを対象にし
た各教室がすべて開講しました。夏の

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。
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また、
子どもを対象とした教室で、
ま
だ入会可能なクラスもあります。ぜひ

キッズビクス教室（年中児〜６年生）

笑顔が見られるでしょう。

多賀ふるさと楽市のステージ発表

スポーツキッズ（１・２年生）

お問い合わせください。

〈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
①

②

クロスワード
ヨコのカギ

③

②なぞなぞです。王様
が逆立ちしている星
座はなーに？
④せっぱつまったとき
ものでも頼りにする
⑤

⑥

ことのたとえ。
「○○
にもすがる」
⑤カカオの木の種子を

⑦

いって粉末にして、
こ

⑧

れにミルク・砂糖な
どを加えて煮溶かし
た飲み物。
⑦火縄銃が初めて伝来

⑨

した島の名前。
⑨シルバーは日本語で
何？

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

□□□□
答えがわかったら▶官製はがきで、解答と
「広
報たが」へのおたより
（俳句・短歌・川柳・イラ

タテのカギ
①カブトムシと並ぶ、子
どもたちに人気の夏
の昆虫。
③おまつりのとき、大勢
で担ぐもの。
⑤景色がよくてドライ
ブに人気の琵琶湖沿
いの幹線道路。通称
○○○道路。
⑥７月７日に織 姫と彦
星が１年に一度出会
うという川 の 名 前 。
○○○川。
⑧野菜・香辛料として
栽 培されて いるユ
リ科 の 多 年 草 。玉 、
青、白などの種類が
ある。

こ す が

り

に し お

きたがわ

の

れ ん と

る

き

と

し み ず

け い と

☆清水 敬仁（健一郎・容子）
☆久保田紫温（裕昭・知子）
おくやみ申し上げます
◆深田 和夫 ７５歳
く

ぼ

た

し お ん

カ サ

ア メ

カ ツ パ

ジ

④

⑤

ウ ミ ノ サ チ

⑥

サ ク

⑧

③

ナ ン バ

①

⑦

セ ン

⑨

チ

⑩

イ チ バ ン ボ シ

⑪

⑫

⑭

サ イ

⑬

⑮

サ マ ー

⑯

サ キ オ ト ツ イ

「カンサツカイ」
（観察会）
でした。

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは7月29日（金）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は
景品の発送をもってかえさせていただきます。
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。

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆小菅 莉乃（悟志・明子）
☆西尾 蓮斗（元次・陽子）
☆北川瑠希斗（哲也・菜美子）

先月号の答え
②

メール・有線ＦＡＸでもOKです。

スト）
やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ

お詫びと訂正
広報たが 2011年7月号

務局までご連絡ください！

今年から３年生も参加しています。
野球入門（１・２年生）

ヒント：七夕

７月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
２３日（土）
15:00〜16:00 利用講習会
トレーニング室利用時間■10:00〜20:30 利用
できない日■毎週日曜日、第2・第4月曜日
（第2・
第4月曜日が祝日の場合、翌日が休みとなります
のでご注意ください）、祝日、年末年始 利用対象
者■18歳以上の方 利用料■町内在住・在勤の
方200円、町外の方300円 その他■運動のできる
服装・運動靴・タオルをご用意ください。

開講しています。興味のある方、事

野球の基礎を身につけます。

終わりには真っ黒に日焼けした元気な

トレーニング室であなたの健康づくり！
☆特記のない場合、
皆さんの健康づくりを応援するために
「ふれあい
会場は「多賀町総合
の郷」では、毎月トレーニング室で『体力測定』
を開
福祉保健センター
催中。握力、
閉眼片足立ち
（バランス性）
、
長座体前屈
ふれあいの郷」です。 （柔軟性）
等を実施します。中高年の方にもご利用

☆そのほか、大人を対象とした教室も

サッカー教室（１〜３年生）

風に吹かれてスポーツに汗を流しませ

ふれあいの郷トレーニング室

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

６年生を中心にがんばっています。

然に恵まれた多賀の郷で、
気持ち良い

には、頼りにならない

場所■子育て支援センター
子育てに関する心配事や悩みについて相談に応じ
ます。どんなことでもご相談ください。
お話しポケット
８月９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。
☆８月１５日〜１８日の「わくわくランドで遊ぼう」は
お休みです。
☆今年度は、園庭解放、
プール開放はおこなってい
ませんので、
ご注意ください。
☆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。

でいます。

ソフトテニス教室（３〜６年生）

ひろばの案内

わくわくランド
月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００
ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子
ども同士、親同士が遊んだり、語りあったりするの
に利用してください。
（下記広場以外）
にこにこ広場
今月の広場は、
プール遊びを中心に、
夏の遊びを楽
しみます。
※雨天時や気温の低い時は、
室内で遊びます。
８月１０日（水） きりん広場
８月２４日（水） ぺんぎん広場
８月３１日（水） こあら広場
持ち物■水着、着替え、
ビーチサンダル、水筒、暑
いので帽子も持ってきてください。
場所■支援センター にっこり広場
子育て相談おしゃべりデー
８月２３日（火）

に向け、
リズミカルにステップを踏ん

１１種目の競技を体験します。

④

子育て支援センター

yamabiko@pcm.ne.jp

◆前田きみ子
◆山本
脩
◆冨田 芳枝
◆中溝 良子

８０歳 ◆井樋 福市 ８２歳
７９歳 結婚しました！
６５歳
友本 篤志
♥
８７歳
田中里和佳 （敬称略）

ひとのうごき

平成23年5月末現在
（ ）内は前月比

■人口
7,958人
■男性
3,792人
■女性
4,166人
■世帯数
2,687世帯

（-13）
（- 5）
（- 8）
（- 1）

広報たが６月号で、
誤りがありました。お詫びして訂正します。 ２２ページ １０カ月健診 （誤）
７月６日（水）→（正）
７月４日（月）
広報たが 2011年7月号

23

▼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。

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
７

古紙配合率100％再生紙を使用しています

表紙「梅雨時の芹川の清流は、七夕の天の川に水音を添えます」

7月の時間外交付

8

（金）
日

と

22

（金）
日

19時まで受付します。
税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

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

多賀町民憲章

TAGA
TOWN

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

編集後記■星空の街・あおぞらの街全国大会とはなにする
ものぞ、
と思っておられる方は多いことでしょう。ひとことで言
うと、環境、大気を大切にしよう、
という趣旨の取り組み活動
発表会です。■そこで「自分もこんなこと取り組んだよ！」
とい
うものがありましたら、役場企画課までご応募ください。抽選
で記念品を贈呈します。おまちしてます！
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

