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！

世界で最も多くの願いが
込められた七夕飾り
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まちの話題

まちの話題／ささゆりむすめ／たが写真館

６月２３日

６月２８日

７月１日

民泊

親子でいい歯コンクール

杉の子作業所見学 多賀幼稚園

社会を明るくする運動

教育旅行の受入をしました

多賀幼稚園児童の皆さんが、杉の

６月２３日にふれあいの郷でおこなわ

子作業所へ見学にいきました。お兄さ

セージの伝達式がおこなわれました。

験や人と人との交流による
「体験型観

察、
受入家庭での心の交流など東京で

家庭を募集しています。お問い合わせ

れました。
４組の親子が参加されまし

ん、お姉さんが仕事をしているようす

多賀町推進委員会の委員をはじめ、
多

光」
を新たな地域活性化策の一つと位

は味わえない貴重な時間を過ごしまし

は役場産業環境課まで。

た。コンクール結果は、川添美姫ちゃ

を熱心に見ていました。

くの方が見守るなかメッセージが伝達

置づけ、
地域の方とともに事業を展開

た。
１泊２日の短い時間でした

んとお父さんが選ばれ、
６月３０日に湖

され、
この運動の重要性を考える機会

していきたいと考えています。

が、帰りには、別れを惜しむ光

東健康福祉事務所で開催された第二

となりました。

次審査に出場されました。

役場玄関前で法務大臣からのメッ

がホームステイし、農業体験や自然観 （ホームステイ）にご協力いただける

多賀町親子でいい歯コンクールが

多賀町では今年度より、農林業体

今回、その取組の１つとして、
７月

景も見られ、双方にとって思

１４・１５日、西東京市立田無第四中

い出に残る２日間になったの

学校（３年生）の教育（修学）旅行の受

ではないでしょうか。

入を実施しました。暑い中でしたが、
町

多 賀 町 では、引き続き事

内１０件の受入家庭へ３〜４人の生徒

業を推進し、また、体験観光

ささゆりむすめ

今年のささゆりむすめのお二人を紹介します！
や す

犬上川景観整備事業

犬上川の景観整備をおこないました
７月３日に、敏満寺区ならびに大滝

空き缶をはじめ多くのポイ捨てゴミが

方面の各集落の代表の方々や、団体

目立ち、今後も引きつづき、地域住民

などの方々にご協力をいただき、犬

はもとより道路利用者への「ポイ捨て

上川金屋橋下流の河川敷の景観整備

禁止」
に関する啓発活動を推進してい

をおこないました。天候にも恵まれ、 く必要性を感じました。
多くのボランティアの方々に参加い

この景観整備事業に関しては、
今後

ただき、午前８時から約２時間の作業

も関係の方々をはじめボランティアの

で、
きれいに整備を完了していただき

皆さんのご協力を得て、
大滝方面の玄

ました。

関口にふさわしい景観の保全に努め

整備を終えてみると、
道路沿線には

ていきたいと考えています。

だ

ま い

こ

ふ じ も と

１９歳（敏満寺）

１９歳（久徳）

☆性格は？

☆性格は？

マイペース

プラス思考

☆夢中になっていること
（趣味）は？

☆夢中になっていること
（趣味）は？

ジャズダンス、
音楽鑑賞、
ＤＶＤ鑑賞。

手話、
お買物

☆将来の夢は？

☆将来の夢は？

人に夢を与える仕事に就きたい。

大学で
「まちづくり」
を勉強しているので、
それを活かせ
る職業に就きたい！
☆多賀町の好きなところは？

☆多賀町の好きなところは？

自然や歴史的に貴重なものがたくさんあるところ。落

自然豊かで、
心が落ち着けるところ。

ち着けるまちです。
☆ささゆりむすめとしての抱負は？

☆ささゆりむすめとしての抱負は？

多賀の魅力を一人でも多くの方に伝えられるようにが

が取り付けられた高さ約１０メートル

「巨大七夕飾りでギネスに挑戦！」がお

の笹が持ち上げられ、
１５分間落ちな

こなわれました。
このイベントは「星空

ければ、
今回の挑戦は成功です。…１５

とあおぞらを愛する会」の皆さんが企

分間、緊張の時間でしたが、無事に笹

画されました。

竹・短冊が静止しているのを確認した

当日までに短冊をつけたりするため
に多くの方々がボランティアとして参

★

★

★

★

毎月の１０カ月健診時（ふれあいの

たが写真館

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）

りました。
１０月に開催される「星空の街・あ

を笹竹に取り付け、
独自ルールでの挑

おぞらの街」全国大会 ｉ
ｎ 多賀町に向

戦がスタートしました。すべての短冊

けて、
大きなはずみとなりました。

2

キラリとひかる ★

ところで、
くす玉が割られ、
歓声があが

加され、
１４時までには総数５,６０９枚

広報たが 2011年8月号

んばります！

ていただけるよう、
がんばっていきたいと思います。

七夕たんざく ギネスへ挑戦！
博物館で７月７日、
星空プレイベント

か

藤本 由香さん

多くの人たちに多賀町のことを知ってもらい、
観光にき
星空関連イベント 「星空の街・あおぞらの街」全国大会 in 多賀町にむけて！

ゆ

安田 舞子さん

い し

だ

石田ひかるちゃん

お お み ち よ う せ い

大道洋星くん

な つ は ら

ゆ

い

夏原優衣ちゃん

な つ は ら

り

い

夏原里生ちゃん
広報たが 2011年8月号
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し尿収集申込／ねんきんだより

けんこう

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

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

こんにちは保健師です

し尿収集申込みについて
平成２３年１０月１日より円滑な収集

り業者
（（有）キタセイ、
（有）アイケン、
イー

をはかるため、電話依頼によるし尿汲

サービス愛知川（有））
が設置するクリー

み取りを廃止し、定期的にし尿汲み取

ンライフ湖東有限責任事業組合がお

りをおこなうことになります。定期収

こないます。

集申込み用紙および引落依頼書をし

お問い合わせ

尿収集家庭に送付させていただきま
したので、必要事項を記入の上、申込
みをしてください。

がん検診は受けましたか？

湖東広域衛生管理組合 総務福祉課
（電）
３５-４０５８
多賀町役場 産業環境課

収集運搬については、
現在の汲み取

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
日本年金機構

彦根年金事務所

老齢基礎年金について
歳までの４０年間（４８０カ月）すべて

なお、
保険料を納めていない期間や

期間や保険料免除期間などが、原則

保険料を納めている場合に、満額の

保険料免除期間がある場合は、その

として２５年以上あると６５歳から受

７８８,９００円（平成２３年度）となり

期間に応じて減額された年金額となり

給できます。年金額は、
２０歳から６０

ます。

ます。

障害年金について
国民年金の加入中などに初診日が

診日の属する月の前々月までの被保

なお、
２０歳前に初診日のある病気

ある病気やケガなどで障がいの状態

険者期間のうち保険料納付済期間と

やケガによって障がいの状態になった

になったとき、障害認定日（初診日か

免除期間
（若年者納付猶予期間・学生

方は、障害等級の１級または２級に該

ら１年６カ月を経過した日またはその

納付特例期間を含む）
をあわせた期間

当すれば２０歳から
（障害認定日が２０

期間内に症状が固定した日）に障害

が３分の２以上必要となります。
（初診

歳以後の場合は、障害認定日から）受

等級の１級または２級に該当した場合

日が平成２８年３月３１日以前にあると

給できます。ただし、
この場合本人に

は、障害基礎年金を受けることができ

きは、特例として初診日の前々月まで

一定額以上の所得や他年金の受給が

ます。

の直近の１年間に保険料の未納がな

ある場合、
支給が制限されます。

ければよいことになっています。）

遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、次のいずれかの

ただし、①②の場合は、死亡月の

遺族基礎年金の額は、
「子の

方が亡くなられたときに、その方に

前々月までの被保険者期間のうち、
保

あ る 妻 」が 受 け る 場 合 は 、基 本 額

よって生計を維持されていた「子のあ

険料納付済期間と免除期間（若年者

（７８８,９００円）に子の加算額（１人

る妻」
または
「子」
に支給されます。

納付猶予期間・学生納付特例期間を

目と２人目の子はそれぞれ２２７,０００

①国民年金の被保険者

含む）
を合わせた期間が３分の２以上

円、
３人目以降は１人につき７５,６００

②国民年金の被保険者であった方

必要となります。
（平成２８年３月３１日

円）
を加えた額です。

で、日本国内に住所がある６０歳以

以前に死亡された場合は、死亡月の

※「子」
とは、
１８歳到達年度の末日ま

上６５歳未満の方

前々月までの直近の１年間に保険料

での子、もしくは２０歳未満で１級・

の未納がなければよいことになってい

２級の障がいの状態にある子をい

ます。）

います。

広報たが 2011年8月号
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ことです。町でがん検

もどうもないから大丈夫」
「えらくなったら病院に

診を受けると、受けた

行くから」…ということでした。

い種類のがん検診をう

昨年度、検診を受けられた中で胃がんが発見

けることができる、病院や健診機関までいかなく

され、
「発見があと３カ月遅かったら手遅れやった

ても町内で受けることができる、検診料のほとん

と病院で言われたわ、検診をすすめてくれてあり

どを町が負担しているので格安で受けることがで

がとう」
と言われた方がいます。

きる…などのメリットがたくさんあります。今年度
がん検診をまだ受けていない方は、
この機会にお
申し込みください。

〜町が実施しているそれぞれのがん健診〜

老齢基礎年金は、保険料を納めた

受給資格期間を満たしている方

検診を受けない方の理由として多いのは「どこ

ん。検診の目的は症状のないうちから受診し、早

ねんきんだより

③老齢基礎年金の受給権者、または

期発見・早期治療する

体の中のことは検診を受けないとわかりませ

国民年金課 （電）
２３-１１１４

ただし、初診日の前日において、初

今年度、
がん検診は受けられましたでしょうか。

がん検診種類

対象者

検診間隔

検診方法

検診料

胃 が ん 検 診 ４０歳以上男女 １年に１回 バリウムＸ線撮影（胃部レントゲン）９００円
大 腸 が ん 検 診 ４０歳以上男女 １年に１回 便潜血検査（検便２日法）

５００円

乳 が ん 検 診 ４０歳以上女性 ２年に１回 マンモグラフィ・視触診

１５００円

子 宮 が ん 検 診 ２０歳以上女性 ２年に１回 子宮頸部細胞診

７００円

肺 が ん 検 診 ４０歳以上男女 １年に１回

胸部Ｘ線検査（胸部レントゲン）
＋喀痰検査（喫煙指数により）

２００円
７００円（喀痰ありの場合）

〜がん検診日程〜
胃がん検診と大腸がん検診実施の日程
９月２１日（水）

９：３０〜１１：００

多賀町総合福祉保健センター

９月２２日（木）

９：３０〜１１：００

中央公民館

９月２５日（日）

９：３０〜１１：００

多賀町総合福祉保健センター

１０月３１日（月）

９：３０〜１１：００

川相生活改善センター

１１月１４日（月）

９：３０〜１１：００

多賀町総合福祉保健センター

子宮がん検診と乳がん検診実施の日程
１０月１９日（水）

９：３０〜１１：００

多賀町総合福祉保健センター

１０月２５日（火）

９：３０〜１１：００

多賀町総合福祉保健センター

※肺がん検診は１０月に３日間予定しています、
日程につきましては後日お知らせします。
お申し込みは、
多賀町役場

福祉保健課までお電話ください。
広報たが 2011年8月号
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認知症

その２

民児協だより／子育てちょこっと情報
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

たが民児協だより 民生委員・児童委員

認知症は身近な病気です。正しく理解しましょう！ その２
「認知症」の２つの症状 〜中核症状と行動・心理状況〜

「稲むらの火の館」から学ぶもの

認知症の症状は、脳の細胞が死んでしまうことによって直接起こる「中核症状」と、本人の性格や人間関

核

症

民生委員・児童委員は、
６月３〜４日の両日、視察研修
をおこないました。

係・生活環境、心の状態によって出てくる「行動・心理症状」の大きく２つに分けられます。

中

-心のふれあいをたいせつに-

〜治らない〜

〜周囲の適切な手助けがあれば改善できる〜

状

行動・心理症状

しました。梧陵は地震後、
自家の備蓄米は残らず供出し被
災者に与え、
堤防建設には被災者を雇用し、
４年の工期で
完成した堤防は、
高さ５ｍ、
長さ６００ｍ。

１日目は三重県鈴鹿市にて、
白子地区民生委員児童委

堤防完成から８８年後の１９６４年
（昭和２１年）
、
広村を

員協議会から地域でのさまざまな活動内容について説明

昭和南海地震の津波が襲いましたが、
この堤防のために

を受け、
意見交換し交流を深めました。
２日目は和歌山県

被害を減らすことができ、人々の生きる道標ともなる
「稲

広川町にある
「稲むらの火の館」
を見学しました。

むらの火」
を灯し、
今も歩み続けてきています。

〈脳の細胞が死んで起こる症状〉

〈心の状態や性格、環境によって出る症状〉

・覚えられない

・不安、
焦り

・うつ状態

・暴力

村が大津波に襲われた際、
わらに火を放ち、
暗がりで逃げ

際、
５年生の国語の授業で「１００年後のふるさとを守る」

・日付、
時間、
場所、人がわからなくなる

・被害妄想

・幻覚

・不潔行為

まどう村人を高台に誘導、莫大な私財を投じて百年後の

と題して濱口梧陵について学習していました。私たちは、

・考えるスピードが遅くなる

・道に迷って帰れなくなる

津波から村を守るために堤防を築き村人の離散を防いだ

いつ襲ってくるかわからない地震や台風、大雨などの災

・２つ以上のことが重なると理解できなくなる

・トイレの失敗

「濱口梧陵」の精神を学び受け継ぐためのもので、
「濱口

害から命と暮らしを守るために、
日ごろから備えておくこ

梧陵記念館」
と
「津波防災教育センター」があり、
平成１９

とが必要です。自助、共助、公助を大切にしつつ、民生委

年４月にオープンしました。

員・児童委員では、災害時一人も見逃さない運動をすす

・すぐに忘れてしまう

・計画を立てて行動できなくなる

…など

…など

この施設は、
１８５４年（安政元年）安政南海地震で広

館内の３Ｄシアターでは今回の震災で何度も目にした

「認知症」の人の気持ちを理解しよう
認知症の症状が表れるようになると、
だんだん
と失敗が多くなり、
ご本人もとまどい、不安にから

「認知症を学ぶ集い」を開催！

のあらゆる場面で物事がスムーズにすすまなく

するために、平成２３年２月２６日（土）、ふれあいの

なり、家族など周囲の人たちとトラブルが増え、そ

郷で認知症の啓発イベントを開催しました。第１

れがストレスとなって、認知症の症状に拍車をか

部は若年性認知症の夫とその妻との暮らしを描

けることにもなります。ご本人は「自分が情けな

いたドキュメンタリーの上映、第２部は認知症介

い」とひそかに思いなやむ半面、周囲から責めら

護の現場からの報告や活動発表がありました。

逆に無気力になったりします。
認知症の人たちは記憶力や物事を判断する能

認知症を学ぶ機会は今後もぜひ続けてほしい」
と

▲5年生の国語の授業風景

子育てちょこっと情報

いう声が多数よせられました。
子ども虐待防止
オレンジリボン

などの感情は豊かで、
“昔とったきねづか”
は健在
です。人間としてすばらしい価値をもった
“人”
で

「ひとり親家庭サポート定期便」をお届けします！

ひとり親家庭福祉推進員が応援します!

あることに変わりありません。

母子家庭・父子家庭の皆さんへ

「認知症」の人と接する時の心構え

ひとり親家庭福祉推進員は県知事の委嘱を受けて、地

庭・父子家庭への応援情報として「ひとり親家庭サポート
定期便

年３回（６月、
１０月、
２月）」をひとり親家庭福祉

推進員がご自宅までお届けしています。ご希望される方
は、
福祉保健課までお申し込みください。

域社会においてひとり親家庭の生活や育児などさまざま

認知症の人は、不安で、心細く、気持ちが落ち

な悩みの相談に応じるとともに、
ひとり親家庭に関係する

着かない、混乱した状況にあることが多いです。

各種事業や制度の情報提供をおこなっています。多賀町

認知症の人それぞれが抱える不安や苦しみを

広報たが 2011年8月号

▲写真の右手前が濱口梧陵記念館。正面奥が津波防災教育センター

参加者からは、
「 認知症は他人ごとではない。

力は低下しますが、
「喜び」や「悲しみ」
「やさしさ」

理解し、周囲の私たちはさりげなく、あたたかい

めていきます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

私と大切な人のために…
「認知症」であるご本人や介護者の思いを理解

れるとプライドが傷つき、怒りをあらわにしたり、

おりしも６月１６日の学校訪問で多賀小学校を訪問した

思いやりのある適切な手助けを心がけましょう。

れます。もの忘れが激しくなってくると、
日常生活

6

映像と重なり、
「大切な命や暮らしを守ること」
を痛感いた

では２人の推進員が、
ひとり親家庭の福祉推進に努めて

○次月号は、
最終回「認知症予防について」です。

います。また、事前に申し込んでいただきますと、母子家
広報たが 2011年8月号
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いくせい／農業委員会だより
中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３−３９６２

消防
（電）
４８−１８００

彦根市消防署

備えましたか？ 住宅用火災警報器！

分岐点
青少年育成協議会会長
「地震にも負けず、
津波にも呑まれず、
避難所生活にも

犬上分署 （電）
３８−３１３０

小菅

辰一

ます。

住宅用火災警報器の普及率調査結果について

耐え、あげくに原発に追われ全国をさまよう、
私はそんな

しかし、電気依存、石化燃料依存どっぷりの私たちには

彦根市消防本部では、
住宅用火災警報器の設置義務化

人間になりたくなかった。」そんな嘆きが当然のこととう

なかなか引き返すことは困難です。だからといってこのま

にともない、
「住宅用火災警報器普及率調査」を実施しま

なずける今回の東日本大震災、
亡くなられた方々、
被災さ

ま放っておくと、
またまた私たちのような電気依存、石化

した。

れた方々に衷心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。

依存症の人間をつくることになります。
ここは私たち大人

町民の皆さん、
ならびに特別会員の皆さんには、
日ごろ
から多賀町青少年育成会議の活動に対し、深いご理解と
ご支援ご協力を賜り、
心から厚く御礼申し上げます。

が変わるときです。

住宅火災による死者数０
（ゼロ）をめざして！
米国のデータでは住宅用火災警報器の普及率が９５％

アンケート調査に際しましては、
多くの皆さんから貴重
なご意見をいただき、
ありがとうございました。

超となることによって、
死者数がほぼ半減しています。
住宅用火災警報器の普及率が高くなるにつれて住宅

自分のした苦労はさせたくない、自分たちより楽な生

調査方法■無 作 為 抽 出による２,５００世 帯（ 彦 根 市

活をさせたい親として当然の気持ちだと思います。私た

１,０００世帯、豊郷・甲良・多賀町各５００世帯）へ

ちの親もきっと戦後の塗炭の苦しい生活体験からより快

の郵送によるアンケート

火災による死者数が減少し、住宅用火災警報器の効果が
大きいことがわかります。
また、米国で住宅用火災警報器は、
「もしものために備

適な生活をさせたい、
より便利な生活をさせたいとの愛

調査期間■平成２３年５月２３日〜６月２７日

える」ことと「命を救ってくれる」という意味で、
「もっと

情から現在の生活を築いてくれたのだと思います、
ありが

回収率■３９.２％

も価値ある生命保険」と言われています。

一つは、
戦後順調に成長をつづけてきた経済のバブル

たいことですが結果石化燃料、電気依存症……。多少の

普及率■

がはじけ、
結果起きたグローバル化、
引き続き起きたリー

不自由も愛情のうちです、そのためには私たちおとなの

マンショックによる混乱に新しい風を選択しました。そして

意識改革がぜひ必要です。
これから暑い夏をむかえます。

地

今それを育てつづけていくのかどうか混迷をきわめてい

さて、
いま私たちは、
二つの大きな分岐点にたっている
と思います。

彦根市消防本部では調査結果を参考に、
安心して生活

域

回答数

設置世帯数

普及率
（％）

冷たいお茶は自販機に頼らず、
やかんで沸かし川の水で

彦根市

４０１

３０９

７７.１

ます。
どちらを選択するにしても子どもたちに大きな影響

冷やす、
石化燃料もできるだけひかえる、
たとえば移動も

を与えることで慎重な選択が望まれます。

できるだけ車を使わない生活、
自分の村内くらいは歩い

豊郷町

１４６

１０５

７１.９

甲良町

１９１

１５１

７９.１

多賀町

２４１

１５８

６５.６

全地域

９７９

７２３

７３.９

いま一つは、一瞬にしてインフラがずたずたにされた、

て、
隣村へは自転車で、
こんな生活を自らが実践し子ども

大震災で明らかにされたエネルギーの一点依存主義の

たちに教えておくのも、万一のとき困らないための大き

危うさ。
とくに、
電気に頼りきった危うさが皮肉にも電気が

な愛情です。

なくなったために、原子力発電所が保守出来ずに電気が
つくれなくなった、
このことでもわかるように、あまりにも

み

ぞ

う

東日本大震災と言う未曾有の体験をしたいま、
どんな
未来を残してやれるのか大きな分岐点に立っています。

電気に頼りすぎた生活の危うさが浮き彫りになってきまし

大人が変わらなければ子どもは変われません、子ども

た。
しかも電気の元である原子力がものすごく危険で人

たちの明るい未来のため、
ちょっとポイントを切り替えて

間が制御することがまだまだ難しく、
それに代わる石化燃

見ませんか。

料は地球環境にとって好ましい物ではないと言われてい
産業環境課（農政） （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｕｓｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

農業委員会だより
６月１３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……………３件
※売買や贈与により、
田や畑の耕作権や所有権の変更を
するために必要な申請です。
• 議案第２号 農地法第４条の規定による農地転用許可
申請について……………１件
※自分の農地を農地以外に転用し、農業倉庫などを建て
たりする時に必要な許可申請です。
• 議案第３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……………２件
※農地を農地以外に転用し、第３者の方と賃貸や売買す
るときに必要な許可申請です。
広報たが 2011年8月号
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• 議案第４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…１件
※所有者の農地について、貸し借りの期間を設定して耕
作する制度です。
• 報告第１号

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（２アール未満）
を建設する
ときに必要な届出です。
• 報告第２号

農地法第４条第１項第７号に規定による

農地転用届出について…１件
※所有する市街化農地を農地以外に転用するときに必
要な届出です。

今回の普及率調査の結果、前回調査の５５.８％（平成

していただけるよう設置率１００％・住宅火災による死者
数０
（ゼロ）
をめざして、
継続的に啓発活動をすすめていき
ます。
住宅用火災警報器は、あなたとあなたの家族を守る切
り札です。まだ設置されていないご家庭は、
早期に設置し
ましょう。
お問い合わせ
消防署犬上分署 （電）
３８-３１３０ （Ｆ）
３８-３１１９
消防本部予防課 （電）
２２-０３３２ （Ｆ）
２２-９４２７

２３年３月実施）
と比較すると、
１８.１ポイント上昇し、普及
率は７３.９％と大幅に向上しました。

こんな時に住宅用火災警報器が役立った！
—消防本部に寄せられた事例を紹介します—

命を取りとめることができた事例
平成２３年５月 一戸建住宅の２階にいた居住者が、
ほかの部屋から住宅用火災警報器
の警報音が鳴っていることに気付き、
部屋を出て階段をおりようとしたところ、
黒煙でおり
ることができず、
窓から屋根をつたい避難し、
大声で家族に火事を知らせたことにより、
家
族全員が無事避難することができました。

近所の人が警報音に気付き、火災にいたらなかった事例
平成２３年６月 子ども
（幼児）
が台所で遊んでおり、
コンロを点火したことに気付かず、
家族で外出しました。
そのため、
コンロに置いていた鍋から発煙し、
住宅用火災警報器
（煙式）
が作動しました。隣部屋の居住者が住
宅用火災報知器の警報音と白煙に気付き１１９番通報しました。発見・通報が早くフライパンのみ焼け焦げた
だけで、
火災にはなりませんでした。

広報たが 2011年8月号
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児童扶養手当・特別児童手当／社会教育委員会報告

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

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

ちびっこ体操教室開催中

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届提出を！
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格のある
方は、毎年８月１日現在における受給資格・生計維持関

海洋センターの体育館では、幼稚

提出期間

いかがお過ごしでしょうか？いつ
もならエアコンのある涼しい部

児童扶養手当■８月１日（月）から８月３１日（水）まで

にちびっこ体操教室を開催していま

いと８月以降の手当が受給できなくなるので、
ご注意くだ

特別児童扶養手当■８月１１日（木）から９月１２日（月）まで

す。参加者は４５人で火曜コースと土

さい。

提出書類■現況届（所得状況届）

曜コースに分かれてマット運動・跳び

手当証書（受給中の方）

書をご覧ください。

屋でのんびりしたいところです

箱・平均台を中心に基礎体力や運動

が今年の夏は節電の影響でそう

能力をつける運動に元気よく取り組ん

はいきませんね。高齢者の皆さ

でいます。

平成２３年度

んは、
くれぐれも熱中症にお気を

５月１４日〜１１月１２日まで開催し

生涯学習課 （有）
２−３７４０ （電）
４８−８１２３ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

付けください。

ています。

第１回「多賀町社会教育委員会」報告

ビーチボール大会開催！

６月２０日に第１回「多賀町社会教育委員会」が中央公民館にて開催されました。
各分野で活動されている委員８人と行政から教育長をはじめ３人の出席を得て、前年度事業報告をふまえながら本年

７月１６日に、
海洋センターで前期ビーチボール大会が開催されました。今年は
１２チーム、約６０人が参加。試合はラリーポイント制の１セット９点マッチでおこ

度の活動内容についての討議をおこないました。

皆さん、暑い夏が続きますが

園・保育園の年中児と年長児を対象

係・所得の状況を提出しなければなりません。
この届がな

右記以外の必要書類は、
各受給者宛に送付される通知

興味のある方は見にきてください。

体育指導委員かわらばん
ラジオ体操でリフレッシュ

なわれ、
熱い戦いが繰り広げられました。結果は次のとおりです。

さて、いよいよ夏期巡回ラジ
オ体操のＮＨＫ全国ラジオ放送
実施日
（８月２２日）
が近づいてき
ました。
ラジオ体操は身体全身をまん

同時に皆さんが積極的に参加され、事業が活発に推進さ

優勝■VOLLEY BOYS

れることを願っています。
「地域に根ざした、そしてともに

２位■TEAM INASATO

べんなく動かすために必要な運

野村茂太郎

生きる広がりとつながりをつくる社会教育」をつくること

３位■ピンクラビットⅠ

動を組み合わせていて、毎日続

社会教育は法律で「学校教育を除くすべての組織的な

を目標にがんばりますので、
町民皆さんのご協力をよろし

「社会教育の発展を願って」
多賀町社会教育委員会

委員長

教育活動」
と定義されており、活動は学習・趣味・スポー

くお願いいたします。

歩いてさわやか、水中ウォーキング

ツ・文化・地域活動等と広範囲にわたります。具体的に
は、生涯学習・青少年育成・家庭教育支援・地域教育推
進などの事業です。さらに
「個人の要望と社会の要請にこ
たえる」が追記されています。社会教育委員の職務は、
日
常の活動を通して得た町民皆さんの要望を反映すべく、
れています。
今年度も多くの事業が計画されています。特に青少年
育成事業と生涯学習支援事業が充実されており、私たち

区分

社会教育関係

委員の思いと一致します。町行政の努力に感謝しますと

学識経験者

広報たが 2011年8月号
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海洋センターのプールでは、高齢
者対象の水中ウォーキング講座を開

任期：平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日（敬称略）
学校教育関係

活動計画の立案や意見を教育委員会へ助言することとさ

平成２３年度多賀町社会教育委員名簿
（兼公民館運営審議会委員）
氏
西村

名

現

職

健 多賀中学校

下川

明美 大滝小学校

金森

德行 多賀小学校

野村茂太郎 同和教育推進協議会
高橋

備

考

平成２３年
４月より

催しています。水中を歩きながら体を
ひねったり、腕や足を大きく動かした

との状態に戻し維持する効果が
あります。体力向上や関節を動
かすために必要な筋肉を強化し
関節痛を改善したり、有酸素運

ます。水中歩行は膝や腰に負担の少な

動なのでダイエットにも効果的

果的な有酸素運動です。海洋センター

進 ダイニックアストロパーク 副委員長
天究館館長

キングで筋力アップしませんか。

人間本来が持っている機能をも

り、爽快にウォーキングを楽しんでい
い運動で、腰痛予防や筋力アップに効

委員長

齢者とは言わず若い方も水中ウォー

けることで身体がリフレッシュし

です。日ごろから継続的に取り組

のプールは昨年改修し、
スロープを設

むことが大切です。ぜひ皆さん

置して水中歩行に取り組みやすくなり

もこの機会にラジオ体操を初め

ました。海洋センターのプールは８月
２８日（日）まで一般開放しています。高

てみてください。

小菅

辰一 青少年育成町民会議代表

礒野

公子 美術展覧会運営委員
副委員長
文化協会加盟サークル代
表

員も、もちろんスタッフとして参

晴彦 町議会議員

の参加をお待ちしています。

木村
近藤
火口

８月２２日（月）には、体育指導委

加しますので１人でも多くの方

寛 町体育協会会長
悠治 町民生委員・児童委員

書記

体育指導委員長

小財

進

広報たが 2011年8月号
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あけぼのパーク多賀

空の街・★彡
おぞらの街

星あ

〜天究館館賞〜

「ヘールボップ彗星」 多賀町多賀 中村健三さん

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/
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

「星空・あおぞら八景展」入賞作品
決定しました！

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

“多賀の空”
をテーマにした「星空・あおぞら写真コンテスト」
には、
７２
点もの素晴らしい作品がよせられました。
これらの応募作品は６月１９日

７月より開催している宮沢賢治に関係する展示会や講演会などを前月号に引き続きご案内します。

まであけぼのパーク多賀で開催された「星空あおぞら八景展」で展示さ

※各行事の対象は小学生以上です。行事詳細については、博物館へお問い合わせください。

れ、
作品の予備審査を兼ねた人気投票もおこなわれました。いずれも力

※すべての行事は事前申し込みが必要です。博物館・図書館のカウンターもしくは電話でお申し込みください。

作ぞろいで、
ご覧になられた方からは「多賀の空の美しさをあらためて
実感した！」
「心が洗われるような写真に感謝します」
といった感想をお聞
きしました。選考により入賞した７点をご紹介します。

賢治の環境のための星空観察会

音楽会

第２回■８月９日（火） １９時３０分〜２１時３０分

第３回■８月１９日（金） １９時〜２１時

「月のクレターを楽しもう」
〜多賀のあおぞら賞〜

「実りの秋」
多賀町多賀

〜多賀の星空賞〜

「霊仙山・笹峠にて」

品居九一郎さん

三重県桑名市

水谷一也さん

〜多賀観光協会賞〜

「多賀大社
と北極星」

場所…ダイニックアストロパーク天究館
※雨天でも開催します。

賢治の植物観察会

彦根市
高橋進さん

第２回■８月１８日（木） １０時〜１２時

「よだかの星」
場所…高取山（入園料：ひとり２００円）
※小雨決行（当日の８時半以降に問い合わせください）

映画とお話会
各回場所■あけぼのパーク多賀大会議室
〜多賀のあおぞら賞〜

「秋の夕暮れ」
多賀町富之尾

藤川清和さん

〜多賀の星空賞〜

「星降る」
東近江市

井田三良さん

〜多賀観光協会賞〜

「飯盛木の夕暮れ」
多賀町多賀

小中すがさん

第３回■８月１３日（土） １４時〜１５時

「『猫の事務所』
とお話会」
第４回■８月２７日（土）
１４時〜１５時

「『注文の多い料理店』
とお話会」
※アニメ映画会とお話会です。親子での参加も歓迎します。

「エコーメモリアル・チェンバーオーケストラ
演奏会」
場所…あけぼのパーク多賀ホールギャラリー
※楽しい音楽会です。お気軽にご参加ください。

企画展
第１部■８月２日（火）〜９月４日（日）の期間

「星とゾウのまち多賀からイーハトーブをもとめて」
場所…あけぼのパーク多賀ホールギャラリーほか
※賢治の紹介と多賀町との関係を紹介します。

講演会
第１回■８月１４日（日） １４時〜１５時３０分

「宮沢賢治の地的世界」
講師…加藤碵一
（独）産業技術総合研究所つくばセンター
場所…あけぼのパーク多賀大会議室
※会期中に、賢治と自然環境に関する講演会を開催します。

講座

夏休み自由研究応援講座をおこないました！
７月１８日に、
自由研究に取り組む子どもたちを応援す

教えて！賢治先生〜宮沢賢治に学ぶ私たちの環境問題〜

る
「夏休み自由研究応援講座」を開催しました。
「楽しく自
由研究に取り組む」をテーマに、おもしろい研究内容は？

７月１２日に、
多賀小学校・大滝小学

は興味深く聞いていました。またリレー

楽しんでやる大切なポイントは？ など、自由研究が

校５・６年生の授業の一環として
「教え

トークでは、賢治の小説や詩は、人間が

もっと楽しくなる方法を伝授しました。きれいな押し花の

て！賢治先生」を、
ふれあいの郷にて開

本来もっている自然への気持ちが基に

作り方や放射線を目で見ることができる霧箱にみんな興

催しました。宮沢賢治の詩の朗読、環

なっており、賢治が自然をとても大切に

味津々です。夏休みがおわるころには、
きっとすばらしい

境リレートークがおこなわれ、賢治を

していたことなどが紹介されました。

研究成果がまとめられていることでしょう！

通して環境問題について学びました。
詩の朗読では有名な「雨ニモマケズ」
を東北弁で聞くことができ、子どもたち
広報たが 2011年8月号
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このほか、星空プレイベントは多数

〜夏休み自由研究展を開催します〜

企画しておりますので、ぜひご参加く

会期■１１月１２日〜２７日

ださい。

会場■あけぼのパーク多賀
広報たが 2011年8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

応援団・サークル活動日

「多賀町立図書館応援団」活動日

子どもの本のサークル
「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。

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

日時■８月１３日（土） １３時３０分〜

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。特別な

おはなしの時間

宮沢賢治作品の映画鑑賞と子どもの本のサークル「こ

日時■８月６日、
２０日（土）

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■８月１３、
２７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。

知識や技術はいりません。お子さん連れでも参加してい

（毎月第２土曜日 １３時３０分〜）
場所■図書館内

ただけます。

対象■中学生以上の方

日時■８月６、
２０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

雑誌のおわけ会
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。
［期間］

一緒に文学の世界を楽しみませんか。
日時■８月３日（水） ９月７日（水） １０時〜

「ドリームサークル」

（毎月第１水曜日 １０時〜）
場所■２階 小会議室

日程■８月６日（土） （毎月第１土曜日）

対象■一般

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

前半■７月２３日（土）〜８月７日（日）
後半■８月９日（火）〜８月２８日（日）
場所■対面朗読室
冊数■前半１人５冊まで 後半制限なし

※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

あけぼのパーク多賀（休館日）

一般書

『しょうがない人』
平

安寿子／著

『キミは知らない』
大崎

梢／著

東京：中央公論新社 ９１３.６タイ

東京：幻冬舎 ９１３.６オオ

浮世のしがらみは、
オトナの女じゃないと

突然消えた、気になる先生を追いかけ

わからない！ 「ご都合主義」全開で来襲

て、たどり着いたのは因習残る田舎町。

する懲りない人々の生態、その喜怒哀楽

次々に降りかかる事件は、やがて隠され

をユーモラスに描いた長篇小説。

た過去と父が遺した謎へと迫り…。

児童書

『おじいちゃんが、わすれても…』
大塚

篤子／作

『わすれんぼうにかんぱい！』
宮川 ひろ／作

東京：ポプラ社 Ｋ９１３オオ

東京：童心社 Ｋ９１３ミヤ

小学５年生の杏は、
ジュニアテニスクラブ

おかあさんが入院（にゅういん）する。ま

に通うことになり、毎日が楽しい。
しかし、

ゆみは、
３年生になって、転校（てんこう）

大好きな祖父が認知症にかかり、少しず

することになりました。あたらしい先生

『バナナわに』
尾崎

美紀／作

『ぞうくんのはじめてのぼうけん』
セシル・ジョスリン／作

東京：ひさかたチャイルド Ｅバナ

東京：あかね書房 Ｅゾウ

ヨワニンは臆病な上に、運動神経が鈍くて

今夜、ぞうくんはひとりで冒険に出かけま

えさも取れない変わったわに。友だちが誰

す。ごはんをいっぱい食べて、すてきな格
好をして…。ぞうくんはいったいどこにいくのでしょう？

に現われたさるの子どもと仲良くなって…。

ぞうくんの可愛らしさと、家族の優しさが詰まったお話。

広報たが 2011年8月号
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月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

４

５

６

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

１１

１２

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

１８

２８

２９

３０

３１

２５

月末整理のため休館です。
※２５日（木）は、

月

火

水

木

金

土

１

２

３

７

８

９

１０

１３

１４

１５

１６

１７

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２６

２７

２８

２９

３０

※６日（火）は、臨時休館日です。
※２８日（水）は月末整理のため休館です。

移動図書館『さんさん号』
８月・９月の巡回
8月

９月
２日
・
1６
日

９
日

5日
・
19
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

)

もいなくて、いつもひとりぼっちです。ある日、川のほとり

日

第２金曜日

絵本

■ ……休館日

第１・３金曜日

いったいどうして…？

■ ……休館日

Ｂコース 多(賀

は、
まゆみに「わすれんぼうになろう」
っていうのですが、

９月の休館日

Ａコース 大(滝）

つ変わりはじめ…。少女のゆれる心と、祖父とのきずな
を描いた感動の物語。

８月の休館日

広報たが 2011年8月号
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緑のふるさと協力隊だより／おしらせ
第１８期

く さ か や

緑のふるさと協力隊だより

草茅耕平のほんま、たがちょう♪たがちょう♪ええところ♪

隊員の草茅耕平です。
気付けばもう夏になりましたね。今
年は、
ジメジメと暑い梅雨が全国で広
ゆ う う つ

さわやかウォーキング
古社寺を訪ねて「多賀まいり」

場で、
就職・結婚に関することなど、
さ

曹候補生（第２回）③海上・航空

の皆さんを対象とした「無料調停相談

みませんか？自然を楽しみながら、心

ぜひご来所ください。

自衛隊航空学生

会」を開催します。予約は必要ありま

体感して、
夏独特の切ない気持にもな

地よいウォーキングを楽しんでくだ

相談日■８月２７日（土）

りながら、
ぼーっと眺めているとあっと

さい。

いう間に観察会は終わってしまいまし

日時■９月１８日（日） ※小雨決行

た。

８時３０分〜１１時

時期も自然あふれる多賀のおかげで

たことがない私は、
もっともっとホタル

集合場所■近江鉄道多賀大社前駅

楽しませていただいております。都市

を見たいと思って、
私の住む八重練の

行程■多賀大社前駅→胡宮神社→博

部の梅雨とくらべて風が心地良かっ

ホタルも見てみたい！
！ と夕日を見る

物館→多賀大社→真如寺→多賀

たり、またその違いに気付くのが、楽

ための八重練の散歩から、
少し遅めの

大社前駅（全約７㎞）

しく感じています。これからむかえる

夜の散歩が日課になりつつあります。

夏と多 賀 町 の 四 季にワクワクを感

川によって、
ホタルのいる量も違うし、

じつつ 生 活させていただいており

見え方も違うのかなとその違いを楽し

ます。

んでいます。やっぱり、四季の違い、空

６月〜７月と言えば、ホタルの 季

気の違い、人の違い、いろんな違いを

節。先日の多賀町でおこなわれた「ホ

楽しんでワクワクしつつ生活をしてい

タルの観察会」に参加させていただ

きたいと思うのでした。今回も、
つたな

きました！

い文章読んでいただいてありがとうご
ざいました！ ほんでは、
みなさま。

（時間内は随時受け付け）

お問い合わせ
多賀観光協会
（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３
企画課
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

自動車税の督促を発付！

滋賀県では、平成２３年度に課税し

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

関西電力、関係会社名をかたる
詐欺、窃盗や不審電話にご注意！
関西電力、
関係会社名をかたった詐

欺、
窃盗事件や個人情報を聞き出そう
とする不審な電話や訪問が発生して
います。ご注意くださいますようお願
いします。
詐欺、窃盗の主な被害は……

た自動車税が未納となっている方に対

漏電調査、
電圧測定などの名目でお

し、
７月１９日付けで督促状を発付しま

客様宅に上がりこみ、目を離したすき

した。未納のまま放置されますと地方

に金品を盗む。漏電調査、
コンセント

あと、
いざ、
観察場所の太田川へ！ 多

税法第１６７条の規定（自動車税に係

の検査などの名目で、電気器具、配線

賀町には、
きれいな川が多くあるため

る滞納処分）
に基づき、
預金・給与・自

などの点検らしきことをおこない、調

ホタルがたくさんいるそうで、人生初

動車等の差押えを受けることとなりま

査代として多額の金額を請求する。集

の生で見るホタルに大感動！
！ 求愛活

すので、通知書に記載の金融機関､コ

金人を装い、
電気料金を請求する。

動のために独特のリズムで静かに光

ンビニエンスストア、県税事務所で早

不審な電話や訪問の主な内容は……

るホタルを見ると、異世界にでもきた

急に納付してください。

の方のホタルに関する解説を聞いた

ほんま、
たがちょう♪たがちょう♪え
えところ♪

アンケートや電力調査などの名目

ような不思議な気持ちと日本の夏（テ

なお、
やむを得ず納付できないご事

で、年齢や家族構成、月々の電気料

レビでしか見たことないのですが）
を

情がありましたら、下記の県税事務所

金などを聞き出そうとする。関西電

まで必ず連絡をしてください。

力の名をかたって訪問し、機器を販

連絡先

売したり、別途説明会に参加するよう

多賀ふるさと楽市

フリーマーケット出店募集！
今年は１０月１６日に開催します。

※食 品、食料品など実行委員会が

家で不用なもの、ご自分でおつくり

販売不可としたものは、お断りし

になった小物など、
この機会にフリー

ます。

マーケットで販売してみませんか？
日時■１０月１６日（日）

申込期限■９月９日（金）
※申し込み用紙は、
産業環境課また

場所■絵馬通り
（出店は指定）

は町のホームページで入手でき

資格■町内在住の方。未成年不可

ます。

区画■１区画３ｍ×３ｍ
（予定）
販売品■家庭用品、衣類、おもちゃ、
古本、参加者がつくったものなど
に限る。
広報たが 2011年8月号
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無料調停相談会の開催

まざまな相談を受けていただけます。

多賀の古社寺を歩いてお参りして

ホタルが身近にある生活を経験し

にあつまって、あけぼのパークの職員

自衛官募集

滋賀県調停協会彦根支部では住民

がり、毎年、憂 鬱になっていた梅雨の

１９時ごろから勤労者体育センター

県から委託されています。障害者の立

職種■①自衛官候補生②自衛隊一般

「ホタルあふれる生活」
こんにちは!! １８期ふるさと協力

おしらせ

お申し込み・お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１７

東北部県税事務所（湖東納税課）
（電）
２７-２２０６
滋賀県自動車税事務所
（電）
０７７-５８５-７２８８

身体障害者相談員による
「身体障害相談」をおこないます
身体障害者相談員は、身体障害者

求める。
不審に思われたら……
胸章を確認するとともに従業員証
明書の提示を求めてください。電話で
安易に個人情報を伝えないようにして
ください。すぐに下記の関西電力営業

応募資格■平成２４年４月１日現在

せんのでお気軽にご利用ください。

で①②１８歳以上２７歳未満の方

日時■８月２４日（水） １０時〜１６時

（学歴不問）③１８歳以上２１歳
未満の方（学歴：高校卒※見込
含）

受付■９時３０分〜１５時３０まで
場所■彦根市文化プラザ メッセホー
ル３階

受付期間■①男子：９月１６日まで

相談内容■民事関係：土地建物、金

女子：８月１日〜９月９日

銭の貸し借り、サラ金の処理、交

②③ ８月１日〜９月９日

通事故そのほかの損害賠償など

概要■①任期制隊員のコース（陸２

家事関係：離婚、夫婦・親子関

年、海・空３年）。選抜試験に合格

係、相続関係、そのほかの心配ご

すれば、曹・幹部への昇任も可

と、悩みごと
（秘密は厳守します）

能。②曹となる自衛隊を養成す

相談員■調停委員、弁護士

るコース。採用後２年９カ月経過

その他■予約は不要ですが、混み具

以降選考により３曹に昇任。③海

体によってはお待ちいただく場

上・航空自衛隊の操縦士要員。

合があります。

採用後６年で幹部自衛官。
※各種目ともに男女問わず募集。
※平 成２４年３月高校卒業予定者

お問い合わせ
滋賀調停協会彦根支部
（電）２２-０１６７

については、
８月１日から受付を
開始します。

「もんぜん市」好評開催中！

お問い合わせ
自衛隊彦根地域事務所
彦根市旭町１-２４田中ビル２ｎｄ１Ｆ

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

（電・Ｆ）
２６-０５８７
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｐｃｏ/ｓｈ
ｉｇａ/

は、
お早めにおいでください！

ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅｊ
.ｐ

☆８月野菜（時期によって変わります）

第２回滋賀県警察官採用試験
滋賀県警察本部では、
来年４月採用
の警察官を募集しています。
受験申込受付期間■８月１日（月）〜８月
２９日（月）
験

まくわ、
など
開催日■８月６日、
１３日、
２０日、
２７日
（毎週土曜日開催！）
開催時間■９時３０分〜１２時
場所■もんぜん亭

第１次試験■９月１８日（日）
試

ししとう、
かぼちゃ、
なす、
トマト、

区

分／採用予定人員

男 性 Ａ（ 大 卒 ）／１７人程度

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１８

所までご確認ください。

男性Ｂ
（大卒以外）／１２人程度

お問い合わせ

女性Ｂ
（大卒以外）／４人程度

よろず相談

からの日常の相談に応じたり、相談の

関西電力（株）彦根営業所

詳しくは、滋賀県警察のホーム

今月の相談日■８月８日（月）

内容によっては関係機関に連絡をとる

お客さまセンター

ページ ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｐ
ｒ
ｅ
ｆ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.

来月の相談日■９月１６日（金）

など、必要な指導や助言をおこなうた

彦根市松原町字石持１８８０-１０

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めざすために、

（電）
２２-００８０
営業時間：９時〜１７時

ｊ
ｐ/ｐｏ
ｌ
ｉ
ｃｅ/ をご確認ください。
お問い合わせ

フ レ ッ シ ュ

サ イ ヨ ー

０１２０-２０４-３１４

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8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

すくすく相談
９月２０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
９月１２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

４カ月児健診（離乳食教室）
９月５日（月） １３：００〜１３：１５
Ｈ２３年４月生まれの乳児
１０カ月児健診
９月５日（月） １３：１５〜１３：３０
Ｈ２２年１０月生まれの乳幼児
１歳６カ月児健診
９月７日（水） １３：００〜１３：１５
Ｈ２２年１・２月生まれの乳幼児

予防接種

ＢＣＧ
９月１３日（水） １３：４５〜１４：００

子育て支援センター

ひろばの案内

わくわくランド
月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００
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）
おはなしポケット
９月１３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。
にこにこ広場
９月１４日（水） １０：００〜１２：００
きりんさん。ぺんぎんさん、
こあらさん み〜んな
あつまれ!
運動会をみんなで楽しみます！

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 ９月１４日（水）
※町内ほか２医院、町外３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。
日本脳炎（予約制）
１期初回：１〜４週間隔で２回接種
１期追加：２回目接種日からおおむね１年後に１回接種
１期対象者：６カ月以上７歳６カ月未満（標準３〜４歳）
２期：１回接種
２期対象者：９歳以上１３歳未満（標準小学４年に
相当する年齢）
実施病院
３病院（彦根市立・彦根中央・豊郷病院）で１年中
実施（予約制）

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
連日の熱帯夜で寝苦しい夜が続い

験できます。家族や友だち同士でご参

８月２７日、
９月１０日、
１０月２２日、
１１

ていますが、夜空に打ち上げられる大

加ください。参加者にお渡しするスタ

月１９日、
１２月１７日、
１月２１日、
２月

輪の花火で暑さを吹き飛ばしましょう！

ンプカードのスタンプ数により多賀や

１８日、
３月１７日

多賀やまびこクラブでは体育指導

まびこクラブ年会費割引の特典があり

場所■Ｂ＆Ｇ海洋センター

ます。

時間■１８時３０分〜

委員協賛でフリースポーツを開催して
います。以前親しまれた競技でお子さ
んとふれあう時間を持たれたり、
ゲー

おたのしみ
①

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 2011年8月号
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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。

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

☆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。

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

②

④

子ども・家庭応援センター
（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

8月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
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。

２7日（土）

受講生を引き続き募集中です。皆さ

☆フリースポーツ開催日

んのご参加をお待ちしています!

〈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）

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

クロスワード
ヨコのカギ
①五・七・五からなる詩。
④学校・会社などで、夏
季に設けられた休暇
⑥人柄・気性がさっぱり
していて、気取りがな
く親しみやすいさま
⑦海○旅行
⑧貧しい境遇にあって
も、気ぐらい高く、泰
然としていることの
たとえ。○ ○は食わ
ねど高楊枝
⑨夏休みの朝といえば
○○○体操。多賀町
では8 月2 2日（月）に
夏期巡回「みんなの
体操会」が開催され
ます

ヒント：小型惑星探査機

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

→○○
② 病 気 の 治 療に用 い
る薬 のこと。○ ○ ○
品
③ お 祝 い ごと な ど の
ときに割る玉 。○ ○
玉

先月号の答え

④笑顔⇔○○○○
⑤○○○○⇔引き潮
⑧ お だ や か でこれと
いってかわったこと
も なく安らか なこ
と。平穏○○

た ばやし

こ

と

ぜん

ザ

③

④

⑤

⑦

ア
マ
ノ

⑥

⑧

⑨

でした。

締め切りは８月３１日（水）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
ふる かわ

②

「タンザク」
（短冊）

スト）
やご意見を企画課までお送りください。
Ｅ
生まれました！
☆古川 琴都（良則・美穂）
☆多林
繕（大悟・浩子）

ク
ウ オ
ワ ラ
ミ
ガ
コ コ
タ ネ ガ シ
ギ ン

①

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

答えください。

□□□□

タテのカギ
①五歳→六歳→七歳

メール・有線ＦＡＸでもOKです。

文字を並び替えてできる言葉をお

ふれあいの郷トレーニング室

☆特記のない場合、
の郷」では、毎月トレーニング室で『体力測定』
を開
会場は「多賀町総合
催中。握力、
閉眼片足立ち
（バランス性）
、
長座体前屈
福祉保健センター （柔軟性）
等を実施します。中高年の方にもご利用
ふれあいの郷」です。
いただける運動機器もありますので、
ぜひ健康づく

☆ダイエットヨガ教室、太極拳教室

ム感覚で楽しめるニュースポーツも体 （事情により変更の場合あり）

☆「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・予診票をご持参ください。／１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。

場所■ふれあいの郷 多目的運動室
持ち物■水筒・汗ふきタオルなど
ご都合のつく、おじいさん・おばあさんもぜひ、お
越しください。
子育て相談おしゃべりデー
９月２７日（火） １０：００〜１１：００
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。

yamabiko@pcm.ne.jp

おくやみ申し上げます
◆喜多 文子 ８０歳

結婚しました！
西村 公司
♥
寺田 雅美
（敬称略）

お詫びと訂正 広報たが７月号で、誤りがありました。お詫びして訂正します。
２１ページ（誤）犬上ハートフルセンター夏祭り'１１（電）
４８−８１１５ →（正）犬上ハートフルセンター夏祭り'１１（電）
４８−２６００

ひとのうごき

平成23年6月末現在
（

）
内は前月比

■人口
7,952人
■男性
3,790人
■女性
4,162人
■世帯数
2,687世帯

（- 6）
（- 2）
（- 4）
（±0）
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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。

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
８

古紙配合率100％再生紙を使用しています

表紙「多賀大社御神木

杉坂峠の三本杉」

8月の時間外交付

12

（金）
日

と

26

（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■８月といえば、川遊び。富之尾の金屋橋あたりで
アユ釣りを楽しんでいる方を多くみかけます。いいですね、川
遊び。
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

