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多賀ふるさと楽市
（10月16日）
開催します！
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まちの話題

８月２２日 ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操

みんなの体操会

８月１８日 多賀町立図書館２５０万冊

星空の街・あおぞらの街全国大会開催記念

夏といえばラジオ体操「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」開催！

貸し出し２５０万冊突破！
多賀町立図書の開館以来の貸し
出し数が、
８月１８日に２５０万冊を突

夏の風物詩ともいえるＮＨＫ
「夏期

ん。山口さんには、円城寺教育長か
ら記念証書と図書券が贈られました。

巡回ラジオ体操・みんなの体操会」

破しました。
２５０万冊の記念を飾っ （２００万冊突破は２００９年６月２１

が８月２２日に多賀町でおこなわれま

たのは、多賀町多賀の山口栄里子さ

日でした）

した。明け方まで降っていた雨も上が
り、多賀町屋内多目的運動場のメイ

８月２８日 たかとりぶぶるフェスタ

ン会場とサブ会場のＢ＆Ｇ海洋セン

ぶぶるフェスタ開催！

ター体育館アリーナには参加予定の

われました。

８００人を超える約１,１００人もの皆

「ぶぶるフェスタ」が８月２８日、高

さんが町内外から参加され、会場に

取山ふれあい公園でおこなわれまし

当日は天気がよく暑い日だったの

入りきれなかった多くの方も周辺の

た。
１４時と１８時から別々の催しがお

で、川の中から宝をさがす「宝さがし」

芝生広場で元気いっぱいラジオ体操

こなわれる２部構成として開催され、 では、子どもたちは楽しそうに遊んで

をおこなっていただきました。澄んだ

１部では、森の体験コーナー、せせら

空気の中、気持ちよく体操していただ

ぎ宝さがしや手作りピザ、
２部ではＤＪ

演もおこなわれ、大勢の方が見入って

けたのではないでしょうか。

たちによる夕涼火音ＴＩＭＥ
（ゆうすず

おられました。

多くの参加者が集まったこの体操

いました。また、
チェンソ—アートの実

びオンタイム）、星の観察会がおこな

会では、地域の力強さを感じました。
参加された皆さん、
また、開催にご協

８月３１日 災害協定

力いただきました区長さんをはじめ、

災害協定締結

各団体の皆さん、役員の皆さん、学校
の先生方にお礼を申し上げます。

８月３１日、彦根市役所において、

各市町の要請に基づき、彦根青年会

彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町およ

議所が保有または準備する物資の供

び多賀町と彦根青年会議所との間で

給協力をおこなうというものです。

災害時等における物資の供給協力

平常時から協力体制を整え、いつ

に関する協定の締結式がおこなわれ

起こるやもしれない災害への備えの

ました。

ひとつとなりました。

この協定は、災害時などにおいて、

キラリとひかる ★

★

★

★

★

たが写真館

９月１０日 土曜講座開講式

土曜講座（サタスタ）が開講しました
多賀町教育委員会では、中学生を
対象とした土曜講座（サタスタ）を開

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。

お おは し

りゅう の

す け

大橋 隆之介くん

お お

や

え いす け

大矢 瑛介くん

講しました。この土曜講座は、多賀町

した。

がんばることのできる人間に成長し

学ぶ楽しさ、わかる喜びを味わい、 てくれることを願っています。
自信を持って将来の目標に向かって

の教育の充実と生徒の向上心を高め
ることを目的として実施し、今年度は

開講日■Ｈ23年9月～Ｈ24年3月

４３人の受講生を迎えました。
９月１０

毎週土曜日
（月3回程度）

日にはあけぼのパーク多賀で開講式

時間■9時～12時

がおこなわれ、清水学校教育課長か

会場■あけぼのパーク多賀

らの激励の言葉、提携塾講師の大西

お く む ら

奥村

ま な

と

真大くん
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し げ も り

重盛

しょう た

翔太くん

し

れ ん

あ い

り

志連 彩莉ちゃん

や ま ぐ ち

は る

と

山口 大翔くん

文化財センター

先生から受講の心構えなどを聞きま

講師■開成教育セミナー彦根校講師

した。大変真剣なまなざしで話を聞く

開講教科…国語・数学・英語

受講生の姿に、学ぶ意欲が感じられま
広報たが 2011年10月号
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園児募集のおしらせ／就学時健康診断のおしらせ

し尿収集申し込み／野焼き／農業委員会／消防

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

平成２４年度

園

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

児

募

集

「多賀ささゆり保育園」
「たきのみや保育園」
申込受付期間

対象年齢■さ さ ゆ り 保 育 園…６カ月〜就学前

１月下旬〜２月中旬に通知書を送付します。

「多賀幼稚園」
「大滝幼稚園」

入所資格■児童の保護者のいずれもが、次のいずれか
の事情にあり、保育できないこと
①家庭外で仕事をしている

ください。

野外焼却（野焼き）は禁止されています！
最近、自宅前でごみを焼却しているケースがありま

場合があります。野焼きは絶対にや
めましょう。
野外焼却の例外がありますが、そ

をはじめとする大気汚染の原因となり、近隣の家で洗濯

れに該当しない野焼きをおこなった

物が干せない、窓が開けられないなどの迷惑行為となる

場合は法律で罰せられます。

月〜産後４カ月）
④疾病、負傷、障害がある

提出書類■以下の通りです。

産業環境課（農政） （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｕｓｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

①入所申込書、家庭状況報告書

農業委員会だより

②保育に欠けることを証明する書類…「就労（予定）

８月１７日に開催された委員会の審議内容

証明書」
「自営・農業・介護証明書」
「診断書」
「母

ます。

子手帳の写し」のいずれか

入園資格■本人とその保護者が町内に住所を有し、
居住

③所得税額を証明する書類…平成２３年分給与所
得源泉徴収票の写し
（平成２４,１月以降で可）、平

提出書類■入園願書

• 議案第１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
※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。

成２３年分所得税確定申告書の写し
（平成２４.２

「幼稚園」お問い合わせ
教育委員会

（電）
３５−４０５８

処理法で禁止されています。野焼きはダイオキシン汚染

⑥そのほか、町長が認める状態にある場合

している方

総務福祉課

③母親が妊娠中、
または出産後間がない（産前２カ

教育時間■８時３０分〜１４時

※満３歳の誕生日を迎えた翌月から入園でき

んので、
まだ申し込みされていない方は至急申し込んで

湖東広域衛生管理組合

す。家庭から出たゴミを野外で焼却することは、廃棄物

⑤長期にわたり病気、障がい者の介護をしている

り保育をおこないます。

りがはじまりました。申し込みがないと収集ができませ

お申し込み・お問い合わせ

②家庭内で家事以外の仕事をしている

対象年齢■満３歳〜就学前
※やむを得ない事情がある時は１５時まで預か

平成２３年１０月１日より定期収集による、
し尿汲み取

たきのみや保育園… １歳〜就学前

１１月１日（火）〜１５日（火） ８時３０分〜１７時１５分

入園（所）決定通知

し尿収集の申し込みはおすみですか

月以降で可）のいずれか

学校教育課（有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３

「保育園」お問い合わせ
教育委員会 教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３

幼稚園願書と保育所入所申込書は、幼稚園・保育園・教育委員会事務局で配布・受付をしています。

農地の利用状況調査（農地パトロール）の
実施について
農地法の一部が改正され、遊休農地を有効活用する
対策の充実として、農業委員会が管内の農地が適正に利
彦根市消防署

用されているか調査することになりました。
本年は、
１０月１３日（木）の午前、委員が３班に分かれ調
査を実施予定しております。腕章などを着用し調査しま
すので、
ご理解とご協力よろしくお願いします。

犬上分署 （電）
３８−３１３０

防炎物品の普及について

就学時健康診断のお知らせ
来春、小学校に入学される平成１７年４月２日から平成

なお、事前に「健康診断通知書」
「健康診断票」を送り

近年、増加傾向にある住宅火災による死者数を減らす

これらの防炎物品は、火災の初期である小さな火源に

１８年４月１日までに生まれた幼児を対象に、就学時健康

ますので、必要事項を記入のうえ、当日忘れないように

ために、住宅用火災警報器の設置義務化が、本年度６月

対して、燃えにくくする処理が施されており、たばこやラ

診断をおこないます。決められた日に必ず受診してくだ

持参してください。健診日までに通知書が届かない、記

１日よりスタートしました。さらに、逃げ遅れや着衣着火

イターなどの小さな炎に接しても容易に燃え上がらず、

さい。

載事項に誤りがある、健康上の理由などで受診できない

による死者数を減らすために、住宅用火災警報器の設置

また火源を離せば燃え移らない性能を有しています。

場合は多賀町教育委員会事務局学校教育課までご連絡

とあわせて、防炎物品の活用が推奨されています。主な

ください。

防炎物品として、次のようなものがあります。

防炎物品を使用することにより、高齢者や病気・身体
不自由な方の避難時間を確保し、着衣着火を低減する
効果が期待できます。自宅から火災を出さない、家族を

日程
健診日■平成２３年１１月１１日（金）

• カーテン、
じゅうたん

火災から守るためにも、防炎物品の使用に努めましょう。

場所■多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

• 布団、座布団、毛布などの寝具類

なお、一定の防炎性能を有している製品には、
「防炎ラベ

受付■１３：１５〜１３：４０

• 仏壇マット

ル」が貼付されていますので、購入する際の目安として

内容■１３：４５〜 子育て講演会・面接・視力検査・聴

• 自転車、
バイク、乗用車などのカバー

ください。

力検査

• パジャマ、浴衣、
エプロン、割烹着などの衣類

１５：００〜 内科検診・歯科検診
広報たが 2011年10月号
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町民のつどい／ねんきんだより

消費生活／いくせい

総務課（人権推進） （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「人権尊重のまち 町民のつどい」を開催します
私たちの日常生活の中には、悲しく痛ましい人権問題が発生しています。このようなことがどうして起こるのでしょう

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

新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘にはご注意ください！

か。どうすればこのようなことをなくせるでしょうか。私たち町民一人ひとりは、このような問題を自分たちの問題としてと

今年度に入り、主に高齢者が電話や訪問でしつこく医

不本意な契約をしてしまった場合は、
取り消しができる

らえ、思いやりの心をもった明るいまちづくり、互いに尊重しあえる住みよいまちづくりをめざしていくため、このつどい

療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費

場合もあるので、できるだけ早く相談窓口に相談しま

を開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしております。

生活センターに寄せられています。

しょう。

このトラブルでは、勧誘時に「医療機関債」のほか「病

日時■１１月６日（日） ９時３０分〜１２時１５分

消費生活相談窓口

場所■多賀町中央公民館

院債」、
「 医療債」、
「 病院への投資」などという言葉が用

滋賀県消費生活センター

主催■多賀町・多賀町人権擁護推進委員会

いられています。
「医療機関債は国債と同じで、元本割

（電）
０７４９-２３-０９９９

日程

れすることのない安全な商品である」、
「 人工透析がで
きる医療機関にお金を出せば、高い利息が付く」など

９:３０〜９:５０…オープニング「Ｄドラファミリー」の皆さ

と、預貯金や国債と同じであるといった、事実と異なる

んによる楽器演奏
障がいをもっている子どもたちが、仲間との、社

説明や、高利率であることだけを強調し、
リスクについ

会とのかかわりを大好きな音楽をとおして活動され

ての説明がなされないなどの問題勧誘が見受けられま

ています。
「明日があるさ」
「ふるさと」などの演奏を

す。

多賀町役場総務課
（電）
０７４９-４８-８１２０
消費者ホットライン
（電）
０５７０-０６４-３７０

消費者のみなさんは、次のことに注意をしましょう。

お聞きください。
▲Ｄドラファミリー
の皆さんによる
演奏風景

１０:００〜１０:１０…開会行事
１０:１５〜１０:３０…人権に関する啓発作文発表
町内小中学校の児童・生徒の皆さんの作品を発

• 安易に業者の話を信用せず、
リスクや契約内容を確認
し、理解できなければ契約しないようにしましょう。
• 強引でしつこい勧誘を受けても、不要であればきっぱ
り断りましょう。望まない訪問を受け、帰るようはっき

表いただきます。

り告げても応じなければ、警察に通報するなどきぜん

１０:４０〜１２:１０…講演
演題■「報道と人権」〜情報化社会を生きる〜

▶講師…杉尾秀哉

すぎ お ひで や

講師■ＴＢＳテレビ報道局解説・専門記者室長 杉尾秀哉さん

さん

とした態度でいどみましょう。
• 医療機関債の契約について、
少しでも不安に感じたり、

※当日は、2階ホール前にて社会福祉法人「杉の子会」の皆さんによるバザー（ケーキ、クッキー、花苗など）もあります。
中央公民館内
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
税務住民課（住民） （有）
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

ご存じですか？ 任意加入制度！
日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満の方は国
民年金に強制加入しなければなりませんが、
６０歳までに
老齢基礎年金の受給資格期間
（２５年）
を満たしていない

付加保険料を納付して年金額を
増やすことができます！

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

子は親の心を実演する名優
多賀町青少年育成町民会議
青少年・家庭教育部会では、今年度も『大人が変われ
ば子どもも変わる』のスローガンのもと活動をすすめて
まいります。

４００円の付加保険料を上乗せして納付することにより、

①愛のパトロールの実施

受給できない場合は、
６０歳から６５歳までの間に任意加

将来、
より多くの年金額を受給することができます。

②夏休み・冬休み前の啓発チラシの配布

さらに、
６５歳まで納付しても老齢基礎年金の受給資
格期間（２５年）
を満たさないが、
７０歳まで納付すれば受
給資格期間を満たす場合は、受給資格期間を満たすま
で特例的に任意加入申出による加入をすることができ
ます。
この場合、保険料の納付方法は、原則、口座振替にし
ていただく必要があります。

たとえば、
１年間納めた付加保険料は、将来、年間２,

詳しくは、
お近くの年金事務所国民年金担当課まで。
広報たが 2011年10月号
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田中和彦

造性をはぐくみ、夢を持って成長することが私たちすべ
ての願いです。
今後とも多賀町青少年育成町民会議の活動にご理解

③ラジオ体操への参加呼びかけ

４００円（２００円×１２カ月）の年金額を「付加年金」とし

④あいさつ運動の実施

て受給することができます。

⑤子育てカレンダーの作成（３月上旬配布予定）

ただし、次の点にご注意ください。
①農業者年金の加入者は、希望の有無にかかわらず、付
加保険料を納めなければなりません。
②国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めることが
できません。

また、海外に住所のある２０歳以上６５歳未満の方など
も任意加入申出による加入をすることができます。

青少年・家庭教育部会長

とご協力を賜りますことを心からお願い申し上げます。

国民年金には、定額保険料（月額１５,０２０円）に月額

場合や、
納付済期間が少ないために老齢基礎年金を満額
入申出による加入をして納付することができます。

（電）
４８-１８００

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見直し、大人自身の姿勢や大
人社会のあり方を省みる
“きっかけ”
となるよう、
「大人が
変われば、子どもも変わる運動」を推進しています。子ど

詳しくは、
お近くの年金事務所 国民年金担当課まで。

もは次代を担う社会の宝です。子どもたちが、多くの温
かい人に支えられながら、豊かな心や社会性、個性や創

▲子育てカレンダー
広報たが 2011年10月号
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民児協だより／子ども手当

けんこう／インフルエンザ予防接種

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

こんにちは保健師です

たが民児協だより 民生委員・児童委員

インフルエンザについて学びましょう！

-心のふれあいをたいせつにてきて、お母さんの気持ちにもゆとり

「子育てサロン」への
おさそい
民生委員児童委員協議会では、今
年も１０月１７日 （ふれあいの郷）
と

ができてくるのではないでしょうか？

飛 沫 の感染によって広がり、発病当初から３８度以上の
高熱が出るなど通常のかぜに比べ重い症状があらわれ

されています。

楽しいおもちゃと、子育てを応援する

るほか、高齢者などでは肺炎などを併発して生死にかか

ボランティアがお待ちしています。

わることもある病気です。

親子どうしが、楽しい情報交換ができ

どうぞ気軽に遊びに来てください。

子育て奮闘中のお母さんや育児で

たり、ほっとくつろげるようなそんな

なお、子育てサロンについては、地

お悩みのお母さん、
「昼間は私が見

場所を提供することができればと考

区の民生委員児童委員、または福祉

ているのよ」とおっしゃるおばあちゃ

えています。

保健課までお問い合わせください。

んやおじいちゃん、
もちろんお父さん

交流を深めることで、悩んでおられ

も、気軽に参加でき、地域のお友だち

ることも、解決の糸口が少しずつ見え

時間■いずれも10時〜11時30分

平成２３年１０月から子ども手当制度が変わります

給している人も、申請が必要です。対
象世帯には１０月下旬に申請書類を
発送しますので、手続きをお願いしま
す。所得制限はありません。
平成２３年１０月以降の子ども手当制
度の概要

が対象になります。

（１５歳になった後の、最初の３月３１
日）
までの子を養育している人
※子が留学している場合はお問い合
わせください。
《注意点》
• 父母がともに子を養育している場
合は、生計を維持する程度の高い
人が対象になります。
• 離婚協議中など一定の条件に該当
される場合は、子と同居している人
が対象になります。
• 児童養護施設に入所している子な
どについては、施設の設置者など
広報たが 2011年10月号
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手続きの方法

支給額
支給対象児童１人あたりの月額
支給対象

支給月額

０〜３歳未満
（３歳誕生月まで）

１５,０００円

第１子
第２子

１０,０００円

３歳〜
小学校
終了前

支給対象
日本国内に居住する中学校修了

まつ

子育て仲間と一緒に、おもちゃで遊

場で、
「子育てサロン」を開催します。

度が変わります。現在子ども手当を受

ひ

んだり、おしゃべりを楽しみませんか。

新しい出会いの場となり、子育ての

平成２３年１０月から子ども手当制

て発症する感染症のひとつです。唾液やしぶきなどの

と出会う場として多くの親子が参加

２０日（大滝小ランチルーム）の２会

子ども手当の概要

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染し

短期間に爆発的に拡
大する

感染の
広がり方

高齢者や乳幼児の死
亡率が高い

重症度

③すぐ捨てる…鼻水・痰などを含んだティッシュは、
すぐ
にふた付のゴミ箱へ捨てる。
④マスクを着用……咳・くしゃみの症状があればマスク

か
ぜ
○くしゃみや鼻水、鼻
づまり
○の どの痛み、せき、
たん
○腰痛
徐々に拡大する
発熱しても３８度程度
であることが多い

咳エチケットで感染拡大をおさえましょう
インフルエンザは従来型も新型も主に感染した人の

感染を予防するには
インフルエンザ対策で大切なのは、
日ごろから十分な
体力を維持することです。体力を十分に温存することで
体の抵抗力を高め、感染予防や感染後の症状の緩和に
つながります。
①インフルエンザの情報を知る
②流行期はできるだけ人込みをさける
③外出時はマスクを着用する
④室内の湿度は６０〜７０％を保つ
⑤帰宅時は必ず手洗い・うがいをする
⑥バランスのよい食事や十分な睡眠をとる
⑦予防接種を受ける

ている人

咳、
くしゃみ、つばなどのしぶきとともに放出されたウイ

流行期の前に予防接種を受けることが感染の危険性

１０月下旬に申請書類を発送しま

ルスや、そのしぶきが乾燥することで空気中に漂うウイ

を軽減する有効策といえます。接種によるインフルエン

す。申請される人の状況により、添付

ルスを吸入して感染します。そこで感染拡大を防ぐため

ザへの効果は高齢者で７０％前後とされます。感染した

が必要な書類があります。

にたいせつなのが、
「咳エチケット」です。

場合でも症状が軽くすみます。とくに高齢者の方は肺炎

①押さえる…咳・くしゃみの際は、
ティッシュなどで口と

を併発し死亡原因になることが多いので、主治医と相談

詳しくは同封の案内をご覧くださ
い。
１０月中に届かない場合はお問い

鼻を押さえる。

のうえ、
できるだけ予防接種を受けるようにしましょう。

合わせください。

第３子以降 １５,０００円

小学校終了後〜
中学校修了前

①９月末時点で子ども手当を受給し

症状

顔をそむける。

を着ける。また症状がある人に着用をすすめる。

インフルエンザとかぜの違い
インフルエンザ
○突 然 の 発 熱（３８〜
４０度の高熱）
・寒気
○頭 痛、関節痛、筋肉
痛、
だるさなど
○下痢

②そむける…咳・くしゃみの際は、
なるべくほかの人から

１０,０００円

※第何子目かは、養育されている１８
歳に達する日以後の最初の３月３１

②１０月１日以降に子が生まれた人や
転入した人で、該当する子がいる人
窓口にて申請してください。申請日
の翌月分から支給します。
※いずれの場合も、公務員は、職場で
申請してください。

６５歳以上の方のインフルエンザ予防接種
多賀町では、
１回分の予防接種の費用の一部を公費
で負担しております。
対象者■多賀町に住民登録があり、接種日に満６５歳以

んでいただいて、指定の医療機関へ事前に電話予
約してください。／別添の予診票にご記入の上、受
診してください。

日までの間にある子を、年長から順

上の方／６０〜６４歳の心臓・腎臓・呼吸器機能不

※やむを得ない事情など
（かかりつけ医が指定医療機関

に数えます。

全者やＨＩＶウイルス感染者等で身体障害者手帳１

以外の方）
により、指定医療機関で接種することが困

級程度の方

難な方は、接種前に必ず多賀町役場福祉保健課まで

支払時期
支払対象
となる月

支払日

１０月・１１月・
１２月・１月

H２４年２月１０日
（予定）

２月・３月

H２４年６月８日
（予定）

実施期間■１０月１日〜１２月末（医療機関により異なり
ます）
接種料金■１,０００円
（接種料金４,０００円のうち、
３，
０００
円を町で負担します）
※接種当日に医療機関へお支払いください。
接種方法■６５歳以上の方を対象に個別にご案内・予診

お問い合わせください。
（接種後の償還払いは、いたし
ません。）
※生活保護世帯は、接種料金が無料となりますので、接
種前に必ず福祉保健課で手続きをしてください。
※インフルエンザ予防接種、
接種料金などについての質問、
お問い合わせは役場福祉保健課までご連絡ください。

票等を送付させていただきます。／説明書をよく読
広報たが 2011年10月号
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定住自立圏（図書館）

定住自立圏(図書館)／高齢者福祉大会開催／高齢者畑しごと応援事業

多賀町立図書館 （有）
２−１１４２ （電）
４８−１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町立図書館 （有）
２−１１４２ （電）
４８−１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

湖東定住自立圏図書館部会

図書館サービス充実への取り組み

図書館共同開催イベント

テーマ「人と地域をつなぐ図書館」

備品の整備をすすめています

障がい者サービスをすすめています

子どもからお年寄りまで、館内で

視覚障がい者のためのデジタル録

視覚障がい者や印刷物を読むこと

ゆっくりと楽しみながら本を選んでい

音図書（デイジー図書）の再生機を各

が困難な方々のためのデジタル録音

各申し込み■ご希望の会場へお電話か来館時に直接お申し込みください。

ただけるよう、車いすやベビーカー、

図書館に設置いたしました。

受付開始■甲

ブックカートなどを各図書館に設置い

湖東圏域内図書館相互のネットワークのひとつとして、圏域内の各図書館を会場に、講演会やワークショップを共同で
開催します！ この機会にぜひご参加ください！
良

会

場…１０月 ５ 日（水） １０時〜

デイジー（ＤＡＩＳＹ）図書とは…

図書。主に点字図書館やボランティ

館内でご利用いただけるほか、
デイ

アグループなどによって作成され、
カ

ジー図書は県立図書館などからお借

セットテープにはなかった音声ガイド

※定員を超えた場合はお断りする場合がありますのでご了承ください。

りしてご提供することもできます。詳

や聞きたい箇所をページや見出しで

※参加費は無料です。詳しくは、各会場にお問い合わせください。

しくは図書館までお問い合わせくだ

検索できる機能をもっています。
ＣＤ

さい。

の形態で貸し出しされています。

たしました。

多賀・愛荘・彦根・豊郷会場…１０月２２日（土） １０時〜

１１月１３日（日）
「心が豊かになる生き方 〜妙慶さんのほっとするおはなし〜」
か わ む ら

川村 妙慶 さん（僧侶/アナウンサー）
プロフィール■京都在住。福岡県北九州市門司港出身。大谷専修学院本科卒業。
２０００年か
らホームページを立ち上げ「心の問題」に取り組む。今では、老若男女問わずメールでの心
の悩みが殺到。現在、広島経済大学客員教授、
ＫＢＳラジオ「ほっかほっかラジオ」第三水曜日
レギュラー。
『こんな時親鸞さんなら、
こう答える』
『 女の覚悟』ほか著書多数。

場所■こうら会場（甲良町立図書館） 対象■一般
定員■１００人

（電）
３８-８０８８
時間■１４時〜１５時３０分
１１月２６日（土）
杉山

高齢者福祉大会開催のお知らせ
多賀町では、高齢者福祉の向上と
相互の交流を深めるために高齢者福

日時■１０月２１日（金）
９時３０分〜 受付

体操、炭飾りアレンジメント教室）
※各体験コーナーについては、お一

祉大会を開催します。これは本年度よ

場所■多賀町中央公民館

人１種目のみの参加となります。各

り町が主催し、高齢者福祉の向上と

大ホール ほか

種目により開催場所や定員が異な

相互間の交流を深めることを目的に、 定員■２００人（一部、二部）

ります。

中央公民館などで下記日程により実

１４：３０〜

施します。

「ものがたりライブ」
す ぎ や ま

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

みょう け い

あきら

〜プログラム〜
〈一部〉

自由解散

１０：００〜 式典

亮さん

〈二部〉

プロフィール■児童文学作家。
１９５４年東京生まれ。都内の保育専門学校を卒業後、東京都
利島村の村立保育園などに勤務し、
７年間保育に携わる。
３０歳でおもちゃ作家に転身し、
４０
代からは児童書や絵本のテキストを書き始める。
『用寛さん本伝』
『 あなたも名探偵シリー
ズ』など著書多数。
２００６年から山梨県小淵沢に在住。

○お昼の時間帯に杉の子作業所の皆
さんが、
クッキー、お花などの販売

１０：３０〜 記念講演
「上方芸能」発行人 木津川 計さん

たが会場

時間■１４時３０分〜１６時

１１：３０〜 抽選会

場所■多賀町立図書館 （電）
４８-１１４２

〈両会場とも〉

１
３
：００〜

時間■１０時３０分〜１２時

対象■お子さんとその保護者（大人

あいしょう会場

のみも可）

▲老人福祉大会のようす
（昨年）

各コーナー終了後

をされます。
お申込み
事前に回覧板でもお知らせしてお

各体験コーナーに別

りますが、会場などの準備の都合があ

れての活動（グランドゴルフ、絞り

りますので、
１０月５日（水）までに福祉

染め教室、家庭でできる介護予防

保健課までお申し込みください。

場所■愛荘町立秦荘図書館 （電）３７-４３４５

高齢者畑しごと応援事業のご案内

１１月２７日（日）
「絵本&おてて絵本をよみまショー」
サトシン さん（佐藤

高齢者の農作物栽培の場と、
生きが

伸）

いを守るために畑地に設置する獣害

プロフィール■１９６２年新潟県出身。絵本作家（元コピーライター）。三児の父親。
２００７年
４月、
「おてて絵本普及協会」設立。新しい親子遊び「おてて絵本」の普及とこどもたちの「お
てて絵本」ストーリーの採取・紹介に力を入れている。
『 おてて絵本入門』
『 ヤカンのおかん
とフトンのおとん』ほか著書多数。
ＮＨＫ教育テレビ「みいつけた！」の中で「おててえほん」
レ
ギュラー放送中。

ひこね会場

時間■１４時３０分〜１５時３０分

場所■彦根市立図書館 （電）
２２-０６４９

〈両会場とも〉

時間■１０時３０分〜１１時３０分

対象■4歳以上のお子さんとその保

とよさと会場
場所■豊郷町立図書館 （電）
３５-８０４０
広報たが 2011年10月号
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護者（大人のみも可）
定員■７０人

防護柵の設置などに要する経費につ
いて、
一定の要件を満たしている場合
に補助金の交付をおこないます。

補助金対象者
①町内に住所および居所を有する高
齢者（申請時において６５歳以上の
者）
が属する世帯
②町内の畑地を所有または借り受け

ており、その管理については主に

の２以内とし、
１００円未満の端数があ

高齢者がおこなっていること

るときは、
これを切り捨て、交付限度

交付対象経費
①獣害防護柵の設置に要する経費
（材料費購入のみも含む）

額は５０,０００円となります。
※補助金の交付は予算の範囲内とさ
せていただきます。

②獣害防護柵の修繕に要する経費
（材料費購入のみも含む）

補助金の交付額

お 申 込 み 方 法 な ど 、詳しくは
福祉保健課までお問い合わせ
ください。

補助金の額は交付対象経費の３分
広報たが 2011年10月号
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スポーツ

あけぼのパーク多賀

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

Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」体験記！
８月７日から１１日にかけて実施さ

体育指導委員かわらばん

スポーツの目的

れたＢ＆Ｇ
「海洋体験セミナー」に参
加された神細工友梨さん（多賀中学

スポーツの秋ですが「スポー

のでご紹介します。

ツ」と一言で言っても目的によっ
てさまざまな形があると言われ

海洋体験セミナーに参加して

ています。

神細工 友梨
８月７日から１１日までの５日間、Ｂ＆Ｇの海洋体験セミナーに参加しました。沖縄でマ
リンスポーツをしたり、マングローブを観察したりしました。
一番に感じたことは、海がとてもきれいだったことです。海の色は透明で、薄い青色をし
ていました。とてもきれいで見とれてしまうほどでした。
その海でシュノーケリングを体験しました。マスク、シュノーケル、フィンを着けて、海面に浮
きながらサンゴしょうを見ました。小さくてきれいな青い魚や、クマノミ、ヒトデもたくさんいま
した。深いところは１０ｍ程ありましたが、きれいに底まで見えていました。
次に、楽しかったことは、バナナボートに乗ったことです。最初はこわかったけれど、なれてく
ると、周りの風景を見られるようになりました。風を感じて、とても気持ち良かったです。
マングローブ観察は、億首川という川の汽水域をカヌーに乗って観察しました。岸に上
がって陸上からの観察もしました。

①体力や健康増進をする「健康
スポーツ」
② ふれあうことを楽しむ「レク
リェーションスポーツ」や「コ
ミュニケーションスポーツ」
③ 楽しみ 方 を 学 ぶ「 ま な ぶ ス

④力や技を競う
「競技スポーツ」

ローブは、塩を体外に出せる能力があるため、海水でも生きていくことができるのです。自

⑤スポーツする人をサポートする

分の何枚かの葉に塩分をためて、その葉を枯らして、葉を落とし、塩分を出すしくみになっ

「ボランティアスポーツ」

ています。自然のすごさをとても感じることができました。
今回のこのセミナーに参加して、たくさんの経験をすることができました。
また、多くのスタッフの方にお世話にな

⑥見たり応援することを楽しむ
「 みるスポ ーツ」などが あり

り、楽しいセミナーを過ごすことができまし
た。とても感謝しています。

ます。

また、多くの友だちに出会えたこのセミ

地底から星空まで多賀で学ぶ地学ツアー

豊かな自然とそこに息づく人々の生活…。
「多賀八景

たです。ありがとうございました。
▲美ら海水族館

ポーツの楽しみ方がありますか
ら、必ず
“身体”
を動かしてスポー
ツしなければ!!

秋季軟式野球大会開催

と構えずに、ス

ポーツがもっと身近になるよう、

８月２８日に秋季軟式野球大会が

まずは
“心”
を動かして「みるス

多賀町民グランドで開催されました。

ポーツ」からでも始めてみては

大 会には 、キリンビ ー ル 、ワイ ルド
キャッツ、佐目クラブ、セキスイの４
げました。
その結果、優勝は佐目クラブ、
２位
▲優勝

佐目クラブの皆さん

会期■１１月１日（火）〜１１月２０日（日）
会場■あけぼのパーク多賀ギャラリー
主催■観光協会
共催■あけぼのパーク多賀

多賀の花観察会
アケボノソウにセンブリ、アキチョウジなど、秋の花た

体育指導委員

関西最大の鍾乳洞「河内風穴」やアケボノゾウの化石
など、多賀の大地には何万年もの地球の記憶が刻み込

ちが咲きそろいま

まれています。また、
ダイニックアストロパーク天究館で

した！ハイキング気

は、はるか遠い宇宙の姿を見ることができます。河内風

分で、高取山の初

穴、多賀町立博物館、ダイニックアストロパークを巡っ

秋を飾るかわいい

て、地球の歴史と宇宙の神秘に触れてみませんか？

花たちに会いにい

日時■１１月３日（木・祝）１３:００〜２１:１５

きましょう。

参加費■大人１，
５００円、小・中学生１，
０００円、幼児

日時■１０月２０日（木） １０時〜１５時
あけぼのパーク多賀駐車場

６００円（夕食代、河内風穴入洞料など）
主催■多賀観光協会

参加費■100円（保険料）

共催■多賀町立博物館・ダイニックアストロパーク天究館

※ハイキングのできる服装でご参加ください。

申込み■電話、
ＦＡＸまたはＥ-ｍａ
ｉ
ｌで、多賀観光協会へ

※今回は高取山の山頂まで登ります。昼食と水筒をご用
意ください。
※事前のお申し込みは不要です。
企画展

「賢治と清六」
宮沢賢治の資料や作品の展示をしています。
「雨ニモ

お申し込みください。
（有）
２-１５５３ （電・Ｆ）
４８‐１５５３
（Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ@ｉ
ｒ
ｉ
ｓ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊ
ｐ
記念講演会と発表会

「宮沢賢治の世界から環境問題を考える」
日時■１０月２２日（土） １３時３０分〜１６時
会場■あけぼのパーク多賀

マケズ手帳」など一部の作品は複製品との入れ替え展示

いろいろな事業を開催した内容をまとめ、発表し

となります。一部実物作品は、
１０月１８日から２３日まで

ます。また、
本事業開催を記念して、
宮沢賢治記念館

の公開となります。

の副館長・牛崎敏哉氏
にご講演いただきます。

自然観察会

「賢治の化石観察会」〜お話と化石採取！

宮沢賢治の世界を紹介
していただきます。
※展示は無料でご覧いただ

宮沢賢治の作品に登場するイギリス海岸の地層。この

けます。観察会と講演会は

地層と多賀の古琵琶湖層はほぼ同じ年代と言われてい

事前申し込みが必要です。

ます。多賀の古琵琶湖層のかたまりから化石を探して、

いかがでしょう？
！

チームの参加があり、熱戦を繰り広

ふるさと多賀の
“今”
を感じてください！

開催期間■開催中〜１０月２３日まで

このようにさまざまな形のス

ナーに参加することができて、本当に良かっ

12

ギャラリー展多賀八景展

集合■９時３０分

ポーツ」

マングローブの木々は、力強く太い根をはり、葉を多くしげらせていました。このマング

広報たが 2011年10月号

http://museum.tagatown.jp/

フォトコンテスト」に出品されたベストショットの数々で、

校１年生）から、体験記が届きました

はキリンビールでした。

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

田中一則

賢治も感じた太古の自然に思いを巡らせてみましょう。

電 話かＦＡＸ、またはカウンター へ お申し込 みくだ

日時■１０月１５日（土） １３時〜１６時

さい。

会場■多賀町Ｂ＆Ｇ多賀海洋センター駐車場（体育館と

多賀町立博物館 （有）
２−２０７７ （電・Ｆ）
４８‐２０７７

グラウンド駐車場）
広報たが 2011年10月号
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あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀

多賀町立図書館 （有）
２−１１４２ （電）
４８−１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
応援団・サークル活動日

「多賀町立図書館応援団」活動日

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。

映画会・朗読会

第６５回 読書週間

邦画「子ぎつねヘレン」

期間■１０月２７日（木）〜１１月９日（水）

日時■１０月２９日（土）

標語■「信じよう、本の力」

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

日時■１０月８日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日 １３時３０分〜）

主催■社団法人

１４時〜 （１０８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

場所■２階

な知識や技術はいりません。お子さん連れでも参加して

内容■広大な北海道の大自然を舞

大会議室

場所■図書館内

いただけます。

台に、子ぎつねと少年の心温

対象■中学生以上の方

日時■１０月１、
１５日（土） １３時３０分〜

まる交流を描く、やさしさと感

場所■２階 小会議室

読書会
日時■１０月６日（木） １１月２日（水） １０時〜

前半■１０月１日（土）〜１０月１６日（日）
冊数…おひとり５冊まで
後半■１０月１８日（火）〜１１月６日（日）まで
冊数…制限なし

日時■１０月８日、
２２日（土） １５時〜

場所■対面朗読室

場所■おはなしのへや

おはなし会用の作品づくりなどをしています。

場所■２階 小会議室

図書館で不要になった本をおゆずりします。

おはなしの時間

「ドリームサークル」

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

本のおわけ会

動の物語。

（毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜）

読書推進運動協議会

日程■１０月１日（土）

対象■一般

（毎月第１土曜日）

あけぼのパーク多賀（休館日）

※随時、各メンバー募集中！
！ 詳しくは図書館までお問い合わせください。

本の紹介
一般書

『風を断つ』
池永

陽／著

１1月の休館日

■ ……休館日

■ ……休館日

日

『共鳴』
堂場

１０月の休館日
月

火

水

木

金

土

日

1

瞬一／著

東京：講談社 ９１３.６イケ

東京：中央公論新社 ９１３.６ドウ

夫婦になったおさとはちょっと変わった

家族を顧みることなく生きた元刑事の次

女。三四郎はおさとからずっと一緒にい

なるミッションは、引きこもりの孫の更生

ると飽きがくるので通い婚にしたいと告

−。ネット命の孫・将はあることをきっか

げられる。困惑する三四郎をよそに、今度はお江戸を揺

けに心の奥底にあった疑惑を蘇らせる。ともに暮らす中

るがす大発明が持ち込まれ…。痛快時代小説。

で祖父の生き方を知り、将は真相を探ろうと決意する。

児童書
末吉

暁子／作

水

木

金

土

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

11

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

27

28

29

30

23/30 24/31

月末整理のため休館です。
※２４日（木）は、

『パンプキン！』
令丈 ヒロ子／作

移動図書館『さんさん号』
１０月・１１月の巡回

南の海に、ゼリー作りが上手な人魚の女

家の近所に石碑があることに気がついた

の子チッチがいました。おいしいゼリーの

げん ばく

ヒロカ。そこには、
１９４５年７月に、原 爆

うわさに、お客が船で大勢やってきたか

投下を想定して、模 擬原爆が落とされた

ら、さあ大変！ 最後のお客が帰ると、家の中はめちゃく

と書いてあった。夏休みの自由研究のために、東京から

ちゃ、海の水まで汚れています。困ったチッチは…。

きたいとこのたくみといっしょに調べてみると…。

せ き

ひ

１０月
Ａコース 大(滝）

第１・３金曜日

グレアム・オークリー／作・絵

てづか あけみ／え

東京：徳間書店 ＫＥキヨ

東京：パイインターナショナル ＫＥハジ

ねずみのアーサーは、ねこのサムソン

星って、
どのくらい遠くにあるの？ 季節

と教会に住んでいます。教会暮らしは気に入っていまし

の星座を中心に、星の動きや距離、太陽

Ｂコース 多(賀

第２金曜日

たが、サムソンは居眠りばかりで少し退屈。そこで、町か

系の天体、彗星と流れ星、星の一生などをわかりやすく

)

らたくさんのねずみを呼び寄せて…。イギリスで読みつ

紹介。宇宙の不思議をより深く理解できる絵本。

も

ぎ

絵本

２１

１１月
４日・ 日

東京：講談社 Ｋ９１３レイ

７日・ 日

東京：フレーベル館 Ｋ９１３スエ

『教会ねずみとのんきなねこ』

火

2

月末整理のため休館です。
※２７日（木）は、

『にんぎょのいちごゼリー』

月

巡回場所・駐車時間
大

滝

小

学

校

１８

１２：５０～１３：３０

※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

た
保

き

の
育

み

や
園

１５：５０～１６：２０

『はじめてのほしぞらえほん』
多

賀

小

学

校

多

賀

幼

稚

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

１１

日

日

１4

１３：００～１３：３５

がれてきた名作絵本。
広報たが 2011年10月号
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秋

のイベント情報

おしらせ
行政相談週間

秋のイベント情報
第６回

多賀ふるさと楽市

１０月１７日（月）〜２３日（日）
国、県、町の役所や公社、公庫、公団

開催します！

１０月１６日に第６回目となる「多賀ふるさと楽市」を

場となり、
さまざまな模擬店、ステージが催されます。ス

開催します。今年度のテーマは「絵馬通りから広がる笑

テージでは、かわいい子どもたちによる歌声や、歴史あ

顔と環境のまち多賀」〜みつめよう未来・深めよう絆の

る演舞などをお楽しみください。

輪〜」です。当日は多賀大社前駅から多賀大社までが会

詳しくは後日配布のチラシをご覧ください。皆さんの
お越しをお待ちしております。
場所■多賀大社前駅前
時間■１０時〜１５時
場所■多賀大社前駅〜多賀大社
※１６日は交通規制されます
お問い合わせ
ふるさと楽市事務局（役場産業環境課）
（有）
２−２０１２ （電）
４８−８１１７

開催）
費用参加費■５００円

乗馬・俳句・武将甲冑・昔話読み聞
中学生以下

自由（当日現地で）

かせの中から３つの体験を彦根城を
模ったきりえを事業の参加者と設営

といった特殊法人の仕事について、

申込期間■実施当日まで

者が制作し事業後に彦根城の石垣に

☆苦情や要望をどこに申し出てよい

申込方法■インターネット（ホーム

設置いたします。

のかわからない。
☆苦情を言いたいが、
直接は申し出に

ページより）
お問い合わせ

また３つの体験は事前申し込みが
必要です。申し込み多数の場合は、抽

くい。

抱きしめてＢＩＷＡＫＯ実行委員会

選となりますので、
ご了承ください。

こんなときは、行政相談委員にご相

〒５２５-００６７

日時■１０月２９日（土）

滋賀県草津市新浜町４１２-２-２Ｆ

会場■彦根城一帯

談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。

（電・Ｆ）
０７７-５９８-５１４７

〈行政相談委員〉
松井

亘

氏

募集人数■１５０人
申込方法■申込用紙に必要事項記入

湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進協議会

のうえＦＡＸもしくはメールまで。

講演会開催のお知らせ

締切■１０月１１日（火） 必着

「くらしの行政相談所」を開設し、皆

業促進協議会では、平成２２年度から

参加費■無料（城入山料も無料）

さんからの苦情や要望などの相談に

湖東地域の新しいごみ処理施設の建

お問い合わせ

（有）
２-２８６１（電）
４８-０５２１
町では、行政相談集会行事として、

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

または定員に達した時点

応じます。どんな小さなことでも、お

設に向けた取り組みとして、講演会を

社団法人

東日本大震災支援チャリティ・チェンソー・カービング

気軽にご相談ください。

実施しています。この講演会では、専

平日 ９時〜１６時

Ｓｕｐｐｏｒ
ｔ.３.１１＆Ｃ３-１１

日時■１０月２０日（木）

門の方を講師として招き、近年のごみ

（電）
２２-７５２２

処理施設の特徴や、安全性などを分

（Ｆ）
２２-９０１８

かりやすく講演していただきます。傍

（Ｅｍａ
ｉ
ｌ）
ｉ
ｎｆｏ@ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｊ
ｃ.ｏｒｊ
.ｐ

９時〜１１時３０分

森の感謝祭ｉ
ｎたかとり２０１１
・２９日（土）
・３０日（日）開催!!
１０月２８日（金）

場所■多賀町役場１階会議室
毎月１６日（日曜・祝日の場合は翌

彦根青年会議所

聴希望の方は、下記によりお申し込み

日）午前９時から１１時３０分まで多賀

ください。

〜３０日（日）の３日間、高取山ふれあい公園にて開催され

町総合福祉保健センター「ふれあい

日時■１０月１９日（水）
１４時〜１６時

ます。この「森の感謝祭」は、チェンソーアートを通じて、

の郷」ボランティア室において、よろ

場所■豊栄のさと 視聴覚室（２Ｆ）

私たちにとってかけがえのない森林を見直し、木の温か

ず相談所を開設し、
皆さんからの苦情

さや大切さなどを訴え、地域に根ざした社会貢献の場

や要望などの相談を受け付けていま

テーマ■「安心安全なごみ処理施設」

す。人気の野菜をお求めの方は、お

として、森林や木に対する感謝の想いを込め、高取チェ

すので、あわせてご利用ください。

定員■一般傍聴 ２０人程度（申し込

早めにおいでください！

今年で８回目となる「森の感謝祭」は、
１０月２８日（金）

ンソーＣＬＵＢがチャリティ・イベントとして開催されて

であれば、県内外を問いません。

います。

お申し込み・お問い合わせ

今回の感謝祭では、東日本大震災の被災者の方に「顔
から顔へ

心から心へ

夢と希望と温かい心をとどけ

高取チェンソーＣＬＵＢ
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｋａｔｏｒ
ｉ.ｃｃ/

よう！」を合い言葉に、今もなお被災地の最前線でボラン

Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ：ｔａｋａｔｏｒ
ｉ
ｃ
ｌ
ｕｂ@ｈｏｔｍａ
ｉ
ｌ.ｃｏｍ

ティア活動を続けておられる団体に収益金の一部を支

または高取山ふれあい公園

援金とされます。そのほか毎年の恒例となっております

（有）
５-０６３５ （電）
４９-０６３５ （Ｆ）
４９-０６３７

公共的施設への「癒しのベンチ」プレゼントやドングリの

※行政相談は、滋賀行政評価事務所
でも受け付けています。
電話による受付「行政苦情１１０番」
（電）
０５７０-０９０１１０
インターネットによる受付
ｈｔ
ｔｐｓ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊ
ｐ/
ｈｙｏｕｋａ/ｇｙｏｕｓｅ
ｉ-ｆ
ｒｏｍ.ｔｈｍｌ

抱きしめてＢＩＷＡＫＯ

里親「ドングリのホームスティ」、木工教室・陶芸教室な
ども同時開催されます。

びわ湖一周２３５ｋｍを２５万人で手

犬上郡豊郷町四十九院１２５２

み多数の場合は抽選とします）

など

まで
お申し込み・お問い合わせ
お申し込みください。

場所■もんぜん亭

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

お問い合わせ

業促進協議会事務局（彦根愛知犬

産業環境課

上広域行政組合建設推進室内）
（Ｆ）
３５-４７１１

スは圧巻です。ぜひこの機会に、秋の高取山ふれあい公

感謝し、環境を守る大切さを啓発しよ

園でチェンソーアートの醍醐味とともに自然にふれあっ

うとするプロジェクトです。

てみるのもいいのではないでしょうか。

日時■１１月６日（日）

広報たが 2011年10月号
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▲ベンチプレゼント

場所■びわ湖畔（２５カ所でイベント

２２日
（毎週土曜日開催！）
開催時間■９時３０分〜１２時

なる「びわ湖」を抱きしめその恵みに

数の場合は抽選となりますが、当日受け取りできる施設

開催日■１０月１日、
８日、
１５日、

８時３

０分から１７時までに、下記へ

術とも言われており、その大胆かつ繊細なパフォーマン

１２時）

☆１０月野菜（時期によって変わります）

申込期限■平成２３年１０月１４日（金）

（電）
３５-００１５

望される公共的施設を募集しておられます。応募施設多

をお手ごろな価格で販売していま

さといも、ほうれん草、いちじく

をつなぎ、命の源の水を生み出す母

１０時〜１５時
（手をつなぐのは

多賀町内で採れた旬の野菜や花

参加費■無料

チェンソーアートは、丸太をチェンソーで彫刻をする芸

なお、高取チェンソーＣＬＵＢでは「癒しのベンチ」を希

「もんぜん市」好評開催中！

湖東宝さがしｉ
ｎ彦根城
まるっとゴウカイ伝統体験！

湖東地域内の歴史、伝統文化を楽

しく体験し学べる催しです。体験内容
は、狂言・茶道・麻織物・そばうち・

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１８

よろず相談

今月の相談日■１０月１７日（月）
来月の相談日■１１月１６日（水）
時間■いずれも９時〜１１時３０分
場所■多賀町総合福祉保健センター
「ふれあいの郷」 ボランティア室
広報たが 2011年10月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談／トレーニング室

やまびこクラブ／クイズ／おめでた・おくやみ

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

相談等

すくすく相談
１１月１５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
１１月２８日（月） １０：００〜１１：００
ご自分の健康について、
ご相談になりたい方は、お
気軽にご利用ください。血圧測定、尿検査、体脂肪
測定も無料でできます。

健診等

４カ月児健診（離乳食教室）
１１月７日（月） １３：００〜１３：１５
Ｈ２３年６月生まれの乳児
１０カ月児健診
１１月７日（月） １３：１５〜１３：３０
Ｈ２２年１２月生まれの乳幼児
１歳６カ月児健診
１１月２日（水） １３：００〜１３：１５
Ｈ２２年３・４月生まれの乳幼児

予防接種

ＢＣＧ
１１月８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 １１月９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）
※平成７年６月１日〜平成１９年４月１日に生まれ
た方で、平成１７年度に接種が差し控えられたこと
で接種が受けられなかった方については、
２０歳の
誕生日をむかえるまでは、定期の予防接種として
無料で受けられます。
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）

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
１１月８日（火） １０：００〜
場所■子育て支援センター
親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集いです。
にこにこ広場
スポーツの秋です。運動遊び、
ふれあい遊びを楽し
みましょう。

両日とも講師をお招きしています。
１１月９日（水）…親子運動あそび 親子でからだを
のびのび動かしましょう！
１１月１６日（水）…ママビクス お母さんたちのシェ
イプアップ教室です！
（お子さんも連れていらして
くださいね）
子育て相談おしゃべりデー
１１月２９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。
☆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。/予定は変更することがあります。詳しくはにっこ

年中〜小６のお友達が、軽快なリズム

食欲の秋。芸術の秋。そしてスポー

に合わせて、お揃いの衣装で可愛く、 『やまびこ・こだまフェスタ』
開催

ツの秋。各地区で開催される運動会

かっこよく、元気いっぱいにダンスを

をはじめとするイベントが開催される

披露してくれます。当日は、ぜひ駅前

爽やかな季節です。

特設ステージまで足を運んでくださ

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 2011年10月号
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体育館

• 元プロ野球選手（横浜ベイスター
ズ、中日ドラゴンズ所属）
• よさこい「きらめき多賀」の皆さん
のご出演を予定しています。

のステージ発表に向かってキッズビ

擬店の出店も予定していますので、

もちろん、我が「キッズビクス」も！

クス教室も練習を頑張っています。

ぜひお立ち寄りください。

お楽しみに!!

〈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
⑧

①

⑩

②

⑦

③

⑥

クロスワード
ヨコのカギ
①会社などで「はい」
「いいですね」などの肯定
的な返答しかしない人のこと
②髪をといたり、
髪を飾ったりする道具の名前
③寄席などで活動し、
滑稽なはなしをする職業
④遠足につきもの。食べるのが楽しみな○○○
○○
⑤浅井三姉妹、
江姫は徳川秀忠の正○となった
⑥どんぐり、
クルミなどの木の実を食べる動物
の名前
タテのカギ
① 人 体 の 健 康 などにつ い て の 診 断 、治 療 、
予防などの研修をおこなう学問
⑦音楽で、音の高低の組み合わせのこと
⑧酢飯と魚介類を組み合わせた日本料理
⑨音読みと○○読み
⑩「政」は一文字で○○○○○と読むことが
できる
⑪勧誘のことを英語で○○○ト

⑤

⑪

⑨

④

先月号の答え

ア ク
ロ
ヒ
エ イ キ
ニ ガ
マ ン ネ

①

⑥

②

④

⑤

③

ナ
ワ レ
プ
ウ リ
リ カ

⑦

⑨

⑧

「クニナカ」
（國中均さん）
でした。

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

りメールをご覧ください。

10月の体力測定および利用講習会日程
13:30〜14:30 体力測定
２２日（土）
15:00〜16:00 利用講習会
トレーニング室利用時間■10:00〜20:30 利用
できない日■毎週日曜日、第2・第4月曜日
（第2・
第4月曜日が祝日の場合、翌日が休みとなります
のでご注意ください）、祝日、年末年始 利用対象
者■18歳以上の方 利用料■町内在住・在勤の
方200円、町外の方300円 その他■運動のできる
服装・運動靴・タオルをご用意ください。

Ｂ＆Ｇ海洋センター

「多賀ふるさと楽市」
（１０月１６日） い。また、多賀やまびこクラブでは模

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。
ヒント：今回はヒントなし！

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と
「広報

景品の発送をもってかえさせていただきます。

締め切りは１０月２８日（金）です。正解者の中か

たが」へのおたよりやご意見を企画課までお送り

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。

ください。
Ｅ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！
☆尾本 葵羽（和宏・佳見）
☆佐藤 千歳（雅之・麻希）
お

もと

あお

ば

さ

とう

ち

とせ

おくやみ申し上げます
３７歳
◆大辻 伸幸
８８歳
◆髙橋 道雄
８９歳
◆種村喜美子
おおつじ

のぶゆき

たかはし

みち

お

み

こ

たねむら

ひとのうごき

平成23年8月末現在

□□□□

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。

１１月２０日（日） １３：００〜

天高く馬肥ゆる秋。

ふれあいの郷トレーニング室

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

yamabiko@pcm.ne.jp

☆イベントのお知らせ

こんにちは！多賀やまびこクラブです

※「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。

子育て支援センター （有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

ひろばの案内

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

き

つじ

き

よ

もん

◆辻 喜代門
◆中居ハツコ
なか

い

７０歳
８６歳
（敬称略）

（

）
内は前月比

■人口
7,941人
■男性
3,777人
■女性
4,164人
■世帯数
2,687世帯
■転入
16人
■転出
11人

（+ 1）
（- 5）
（+ 6）
（+ 1）
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

表紙「天究館は多賀町の空の素晴らしさを伝えます」

10月の時間外交付

14

（金）
日

と

28

（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■秋。それは文化的な活動の季節です。私は今年も
読書の秋を満喫します。秋の夜長とはよくいいますが、
夜更か
しは仕方ないとしても、本を読むときには電気をつけ、真摯な
姿勢で本と向き合いつつ、
まったりと読みましょう。あと本を読
むときは、
おやつは近くに置かないようにしましょう。太ります。
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

