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特集

辰年／たが写真館

さてさて、今回は「あの感動をもう一度！」ということで、昨年の行事を少しだけ思い出してみましょう…。

今年は
辰年！

２月４日〜８日

９月２５日

１０月１６日

昭和３９年（１９６４年）

• ロッキード事件発覚

多賀町美術展

防災訓練

第６回 多賀ふるさと楽市 開催

町内のできごと

• 田中角栄逮捕

新年あけましておめでとうございます。昨年は、
「星空の街・あおぞらの街」全国大会をはじめとして、
いろいろな行事が開催されました。皆さんのご協力があり成功できたものばかりです。ありがとうございました。
今年も皆さんといっしょに、いろいろな行事を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします！

数多くの作品がそろい、いずれも

木曽、木曽団地を対象に実施され、

力作ばかりでした。今年は２月３日〜

土のう作りや、簡易担架の作成の講

５日に開催されます。お楽しみに！

習がおこなわれました。

５月２８日〜６月１９日

８月２２日

星空・あおぞら八景展

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

多賀で撮影された空をテーマに、

今年は第６回目。たがゆいちゃんの
出演で盛り上がりました。

恒例の干支特集！
辰年はどんな年だったかな？

• 多賀大社所蔵 六曲屏風一双が重

• 酒田大火発生

要文化財に指定

流行語名言

• 名神高速道路 多賀サービスエリア
開業
• 大滝柔道少年団結成式

•「記憶にございません」

平成１２年（２０００年）

•「はしゃぎすぎ」

町内のできごと

•「フィクサー」

• 町長に夏原覚氏再選

• 農業共済組合が町へ移管

早朝からの開催でしたが、
約１,１００

• 介護保険制度始まる

• 宮城県の青年研修生１２人来町

昭和６３年（１９８８年）

パーク多賀にて展示されました。

世間のできごと

町内のできごと

６月７日

• 新潟大地震発生 Ｍ７.５

• 多賀町景観形成基本計画策定

• 多賀町保健センター閉所

緑のカーテン運動

• びわこ大橋完成

• 振替納税の町 宣言

• 多 賀 町 総 合 福 祉 保 健 センタ ー

• 東海道新幹線開通

• 町長に中川泰三氏再選

「ふれあいの郷」竣工

• 第１８回オリンピック東京大会開催

• 公共下水道事業基本計画策定

• 多賀町中心市街地活性化基本計画

流行語名言

• 日本多賀さん祭り開催

•「おれについてこい」

• 彦根犬上農業共済組合設立

世間のできごと

• ダイニックアストロパーク天究館で

• 二千円札発行

応 募 作 品７２点 の 写 真が あけぼ の

人の皆さんにご参加いただきました。

１０月２１日

オーシャンブルーの苗を希望され

小惑星の名前に
「たがゆいちゃん」

たご家庭、企業に配布し、自然のカー
テンづくりに取り組みました。
７月７日

巨大七夕飾りでギネスに挑戦！
星空プレイベントとして行われ、
５,
６０９枚が集まりました。

ダイニックアストロパーク天究館が
８月１８日

発見した小惑星の名前に多賀町マス

•「みゆき族」

多賀町立図書館 ２５０万冊突破

コットキャラクター「たがゆいちゃん」

•「やせたソクラテス」

ちなみに２００万冊突破は２００９年
６月２１日でした。
１０月１日・２日

「星空の街・あおぞらの街」―
全国大会ｉ
ｎ 多賀町

• 移動図書館「さんさん号」町内巡回
サービス開始

策定

小惑星「ＴＡＧＡ」発見

• 三宅島火山噴火、全島避難

世間のできごと

が命名されました。小惑星の大きさは

• シドニ ー オリンピック マ ラソン

約１５ｋｍとのことでした。

昭和５１年（１９７６年）

• 東京ドーム完成

陸上日本初の女子金メダル獲得

１０月２１日

町内のできごと

• 瀬戸大橋開通

Ｑちゃんこと高橋尚子

高齢者福祉大会

•「敏満寺史」発刊

流行語名言

流行語名言

• 町議会議員選挙

•「ウルウル」

•「オッハー」

記念講演や炭飾りアレンジメント、

昨年のメインイベント！ 高円宮妃

家庭でできる介護予防教室などさま

• 第２４回滋賀県植樹の集い 青龍山

•「オバタリアン」

•「ジコチュー」

殿下に御臨席いただきました。町民

ざまな教室が開催されました。いずれ

（敏満寺）
にて開催

•「チンする」

•「ミレニアム」

７月１４、
１５日

の皆さんにも多くお越しいただき、盛

のコーナーも盛況で、交流が深めら

• 佐目小学校体育館竣工

•「しょう油顔」

•「Ｉ
Ｔ革命」

修学旅行を受入「民泊」

大なイベントとなりました。

れたのではないでしょうか。

世間のできごと

•「ファジー」

•「Ｑちゃん」

１０月３０日

• 日本初の五つ子誕生

東京からの修学旅行生を多賀町内
のご家庭にて受入ました。
９月にもお
こわなれ、多賀町では１５のご家庭へ

多賀少年野球クラブ
国際大会優勝報告会

のホームステイが実現しました。

多賀少年野球クラブの皆さんは、

８月２日

イタリアでおこなわれた国際大会に

多賀町子ども議会

て、見事優勝されました。報告会は中

多賀町内の小中学生による子ども

央公民館でおこなわれました。すべて

議会。堂々とした姿を頼もしく感じま

圧勝だったとのことです。

した。

１１月６日

毎月の１０カ月健診時（ふれあいの

キラリとひかる ★

郷）
に撮影しています。
※詳しくは企画課広報担当へお問い

★

合わせください。

★

★

★

たが写真館

人権尊重のまち 町民のつどい
ＴＢＳテレビにて解説をされている
す ぎ

お

ひ で

や

杉 尾 秀 哉さんによる講演がおこなわ
れました。
互いに尊重しあえる多賀町をめざ
す貴重な一歩となりました。
広報たが 201２年1月号
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馬場美音花ちゃん
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若林

ま
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まちの話題／緑のふるさと協力隊受入先募集

選挙／定住自立圏（環境）

１０月２８日 寄付

多賀町選挙管理員会 （有）
２-２００１ （電）
４８-８２１０

多賀町の福祉に関する事業に寄付をいただきました

多賀町長選挙

１０月２８日、大字中川原の元町長

向上のために使って欲しいとの中川

中川泰三氏から多賀町へ１,０００万円

氏の意思を尊重し、今後の福祉施策

を寄付していただきました。深く感謝

に活用させていただきます。

多賀町議会議員一般選挙

投票日 ３月１１日（日）
３月１７日に任期満了となる多賀町長および、
３月３１日に任期満了となる多賀町議会議員一般選挙は、平成２３年１２

申し上げます。

月２日に開催された選挙管理委員会において、同時選挙で３月１１日に執行することが決まりました。

この寄付金は、多賀町民の福祉の
①平成４年３月１２日以前に生まれた人
１１月１５〜３０日ライトアップ

告示日■３月６日（火）

幻想的な秋の夜を演出 〜ライトアップ〜

立候補届出日■３月６日（火）

秋の紅葉をより一層楽しもうと、胡
宮神社・高源寺・大滝神社・多賀大

８時３０分から１７時まで

右の写真は階段の下から見た胡宮

投票日■３月１１日（日）

神社の紅葉です。

社にて、紅葉のライトアップが１１月

また期間中は、ふだん公開されな

１５〜３０日におこなわれました。今回

い貴重な文化財などが公開され、来

投票できる人

は紅葉が全国的に遅れていましたが、 る人を楽しませていました。

次の①および②のいずれにも該当

終盤ごろにはみごとな紅葉を見るこ

する人で、多賀町の選挙人名簿に登

とができました。

録されている人

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

「緑のふるさと協力隊」を受入れてみませんか
多賀町では、人口の減少や少子高

い人材がいることも事実です。こうし

齢化、若者の都市部への流出などに

た状況をふまえ、都市部から意欲の

より、農林業の担い手不足、集落とし

ある若者を受け入れることで、地域に

ての祭りや自治活動の低下、空き家

何かしらの刺激を与え、地域の活力に

の増加などの課題を抱えています。

なればと、平成２３年度より、緑のふる

一方で、多賀町のような中山間地

受入条件（すべての条件を満たすこと）
• 人口減・高齢化等により、自治活
動等の担い手が不足している集落

• 自治会費等の負担は、免除してい
ただけること。

受入期間
• 平成２４年４月から平成２５年３月

引き続き３カ月以上町内に居住し

日時■２月９日（木） ９時３０分〜

ている人

場所■多賀町役場２階大会議室

期日前投票および不在者投票
期間■３月７日（水）〜３月１０日（土）
８時３０分〜２０時

「緑の分権改革」による低炭
素社会の実現をめざします

その他

出を抑制するため低炭素社会の実現
をめざしたさまざまな取り組みをおこ

電など、自然エネルギーの有効活用

やアサガオなどの植物を使った「緑の
カーテン」の取り組みをすすめていま

を図って行きたいと考えています。

す。今年度多賀町では、
「星空の街・

地域の環境保全に取り組みます
湖東圏域には、多くの自然があり、

有効に活用した事業として「緑の分権

す。
しかし近年は、外来生物の増加が

ありません。

改革推進事業」に取り組み、彦根市森

原因で、地域固有の生き物が危機に

今後は、圏域内市町で連携した事

の子保育園と愛荘町近江鉄道愛知川

瀕しています。そのため外来生物の

業の更なる拡大を図っていきたいと

駅で市民共同太陽光発電施設を設置

駆除などの対策が必要です。

考えています。

• 派遣隊員のため、隊員の選考や男
女の選択はできません。

• 集落としての応募動機・活動内容

高取山ふれあい公園等での活動に

源の利用可能調査もおこなってきま

ンポポ」について生態調査をおこなっ

• 集落内に住居可能（賃貸可能）
な空

を記入し、役場産業環境課まで、提

も参加できるよう、スケジュール調

した。

ています。

き家があり、集落として、家主に了

出ください。
（Ａ４ １枚程度：任意

整します。

承を得ていただいていること。
（賃

様式）

• 集落内での活動が、週に一定程度
有り、集落内活動をする場合、地域
広報たが 201２年1月号

4

• 平成２４年２月１５日

りがおこなわれました。

担しますので、集落としての負担は

る「オオキンケイギク」と
「セイヨウタ

応募締切

庭や事業所において緑のカーテン作

地域固有の生物が多数生息していま

実証実験や草木などのバイオマス資

貸借の交渉を含みます。）

オーシャンブルーを配布し、多くの家

なっています。特に自然エネルギーを

の活動を優先しますが、町役場や

ていません。）

あおぞらの街」の事業の一環として

• 家賃を含め、生活費などは、町が負

まず今年度は、特定外来生物であ

あること。
（単なる雑役は対象とし

場所■多賀町役場２階大会議室

について検討をおこない、普及拡大

しました。そのほかにも小水力発電の

応募方法

日時■２月９日（木） １３時３０分〜

場所■多賀町役場 １階執務室

• 隊員の活動については、集落内で

で、集落の総意として、受入希望が

多賀町議会議員一般選挙

湖東定住自立圏 〜環境〜

の大きな原因である二酸化炭素の排

１集落
（多数の場合は選考による）

多賀町長選挙

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

湖東定住自立圏では、地球温暖化

ること。

に住民票を作成され、投票日まで

なっています。

さと協力隊事業に取り組んでいます。

の方がいっしょに活動していただけ

立候補予定者説明会

湖東定住自立圏では、良好な環境を守り育てるため、圏域が一体となって環境保全活動をすすめる取り組みをおこ

域での暮らしや活動に意欲がある若

募集集落

②平成２３年１２月５日以前に多賀町

今年度は、バイオマス資源の調査
をもとに、薪などの利用状況について

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２−２０１２ （電）
４８−８１１７

さらに調査をおこない、利活用のＰＲ
をすすめています。
今後もバイオマス資源や太陽光発

「緑のカーテン」を使った省
エネ生活の推進
身近に取り組める省エネルギー対
策として圏域内の市町では、ゴーヤ
広報たが 201２年1月号
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農山村のつどい／農業委員会だより

浴室・トレーニング室について／要介護認定者の障害者控除

産業環境課（農政） （有）
２−２０３０ （電）
４８−８１１７ ｎｏｕｓｅ
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

多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」の

第２３回 多賀の農業・農山村を考えるつどいのお知らせ
についていっしょに考える機会としま

１３時３０分〜

しょう。詳細は後日チラシ等でご案内

（受付１３時〜）

します。

場所■中央公民館 大ホール

農業委員会だより
１１月日に開催された委員会の審議内容
• 議案第１号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にもとづく農地利用集積計画の決定について…９件

※農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。
• 議案第３号

多賀町総合福祉保健センター「ふ

りの拠点としての一定の目的を達成

変ご迷惑をお掛けしますがご理解いた
だきますようよろしくお願いします。

れあいの郷」の一般浴室およびトレー

したと判断しましたので平成２４年３

ニング室については、給湯配管の破

月３１日をもって閉鎖させていただく

損やトレーニング機器の故障そして

ことになりました。

また、今年度のトレーニング講習
会については、平成２３年１２月２４日

それらにともなう経営状況の悪化に

平成１２年８月１日のオープンより

（土）が最終で平成２４年１月以降につ

より今後のサービスを維持・継続す

長きにわたり交流や健康づくりの拠点

いては開催しませんのでご注意願い

ることが難しく、地域交流や健康づく

としてご利用いただいた皆様方に大

ます。

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

※農業倉庫を建てたりする時に、
自分の農地を農地以外に転用するための申請です。
• 議案第２号

一般浴室およびトレーニング室の閉鎖のお知らせ

日時■２月１９日（日）

多賀の農業や林業の抱える問題

農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知書の受理について…２件

※所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。

農業委員の県外視察研修報告

【収入内訳】

単位：円

年度

収
入
トレーニング
４０７,３５０
３４０,７５０
３０２,２５０
３２２,９００
２７４,１５０

浴室
３,１１９,７００
３,３２１,１００
３,５１０,７００
３,０３１,８００
２,７２３,６００

１８
１９
２０
２１
２２

計
３,５２７,０５０
３,６６１,８５０
３,８１２,９５０
３,３５４,７００
２,９９７,７５０

【支出内訳】

本年の研修は、兵庫県内２カ所の

仕組みを取り入れることにより、担い

として「野菜づくり３アール運動」を展

視察研修を実施しました。
１日目は、

手として各営農組合に地域の農地を

開し、各農家が丹精込めて栽培され

１４集落の営農組合が一つになり農

守っていただくため、営農組合を支店

た四季折々の新鮮なとれたて野菜・

事組合法人を立ち上げられた兵庫県

に位置づけた二階建て方式の農事組

花・果物等を直売している、丹波市

加古川市の「農事組合法人 志方東

合法人を結成したことなどを伺いま

のＪＡとれたて野菜直売所「べジまる

営農組合」で研修。黒田代表理事・後

した。

しぇ」の運営説明を伺いました。多賀

藤経理担当者・県職員の沼田さんか

２日目は、
ＪＡ丹波ひかみ営農経済

町での今後の取り組みのヒントとして

ら法人化にいたった経過として、各営

部の木寺さんから、各農家が生産調

大いに参考になった研修でありまし

農組合の活動が引き続き継続できる

整（減反）
されている圃場の有効活用

た。

年度
１８
１９
２０
２１
２２

単位：円
灯油代
５,６６８,２００
４,２４５,９９９
６,６５０,０００
３,８３０,８１９
５,５５５,９９５

委託料
２,２５４,９８０
２,５１４,６４５
２,４３７,８６０
２,３２４,０４０
２,９３７,７４４

修繕費
２,７８５,６５０
３,６１７,０４０
１,１７４,３３０
１,４３８,７５２
１,２２４,１０５

上水道
１,４１２,４１０
１,１５２,２４０
１,３０３,５９０
１,２５０,８２０
１,３７５,８８０

下水道
１,４８２,６１０
１,２０５,０６０
１,３６６,５１０
１,３１０,２５０
１,４４３,６４０

消耗品費
３９２,３３０
２２９,１１０
２２７,８７０
２２０,８２０
２６７,５０３

計
１３,９９６,１８０
１２,９６４,０９４
１３,１６０,１６０
１０,３７５,５０１
１２,８０４,８６７

灯油代、上下水道料については、多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」全体の費用を計上しております。
【収入支出差引額】
年度
１８
１９
２０
２１
２２

収
入
３,５２７,０５０
３,６６１,８５０
３,８１２,９５０
３,３５４,７００
２,９９７,７５０

単位：円
支
出
１３,９９６,１８０
１２,９６４,０９４
１３,１６０,１６０
１０,３７５,５０１
１２,８０４,８６７

【収入支出差引額】
-１０,４６９,１３０
-９,３０２,２４４
-９,３４７,２１０
-７,０２０,８０１
-９,８０７,１１７

要介護認定者の障害者控除について
介護保険において要介護認定を受
けている６５歳以上の高齢者の方で

▲農事組合法人 志方東営農組合
黒田代表理事などからの説明
広報たが 201２年1月号
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▲ＪＡとれたて野菜直売所
（ベジまるしぇ）
販売施設課職員からの運営説明

は、
「障害者控除対象者認定書」の提
示が必要です。

一定の要件に該当した場合には、障

認定書の発行および詳しいことに

害者控除対象者として認定され、所

ついては、役場福祉保健課までお問

得税法上および地方税法上の障害者

い合わせください。

控除の適用が受けられます。確定申
告において控除を受けられる場合に
広報たが 201２年1月号
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多賀町美術展覧会／人権教育推進協議会

ねんきんだより／民児協だより

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

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

平成２３年度 文化活動推進事業

日本年金機構

ご活躍されている皆さんの成果をご覧いただき、文化・芸術に親しむ時間をお
過ごしください。

表彰式および講評会
２月４日（土） １３時３０分〜

ご来場を心よりお待ちしております。

国民年金課 （電）
２３−１１１４

ねんきんだより

第９回多賀町美術展覧会のお知らせ
多賀町にお住まい・お勤めの方々の作品が数多く出展されます。日ごろから

彦根年金事務所

審査員

２０歳がスタート！「国民年金」
今年２０歳を迎えられる皆さん、
ご
成人おめでとうございます。

年金制度は、現役世代が高齢世代
を支え、今の現役世代が高齢世代に
なったときには次の世代が支えると

象として、
２０歳の誕生月の前月に、

の基礎となるもので、日本国内に住

いう
「世代と世代の支えあい（相互扶

年金事務所からご案内（資格取得

助）」のしくみで成り立っています。

届など）をお送りしています。必要

《 絵 画 》 小田柿寿郎氏

所のある２０歳から６０歳までのすべ

時間■９時〜１７時まで ※５日のみ１６時まで

《 書 》 小林

巧氏

ての方は、国民年金に加入することが

２０歳を迎えられるこの機会にしっ

場所■多賀町中央公民館大ホール

《 写 真 》 寿福

滋氏

法律で義務付けられています。学生

かりと人生計画を立て、
自分自身の将

の方も加入しなければなりません。

来のため、国民年金に加入し、保険料

入場は無料です。

定

※審査員の皆さんの作品も展示され
ます。

多賀町人権教育推進協議会

会長

野村茂太郎

愛知・犬上郡人権教育推進協議会

らの視線つまり
「世間の目」に非常に

したが、私たちは「恐れ」を「人と人と

連絡協議会の現地研修会が１１月２２

過敏な意識です。同和地区の関係者

の絆 」による人の優しさ、助け合いで

日におこなわれ、多賀町からは３人が

であると見られたくない、差別される

乗り切りましょう!!

参加しました。行先は、松阪歴史民俗

側になりたくない、
とさける構図が、

資料館と三重県人権センターです。

結果として土地差別や結婚差別など

は、
自分自身を振り返る時間と素直な

につながっているのです。同和問題

気持ちを持たせてくれます。人権につ

料館を訪れ、松阪木綿と伊勢白 粉 の

の解決には、
この『忌避意識』の克服

いて、いろいろと考えさせられた研修

展示資料から、ものを作り、暮しを立

が重要です。

会でした。

まず、松阪城跡にある歴史民俗資
お し ろ い

事項を記入のうえ、年金事務所ま
で返送してください。

年金受給者の皆さまへ！公的年金等の源泉徴収票が送付されます
日本年金機構では、国民年金や厚

「多賀町人権教育推進協議会」現地研修会に参加して

※２０歳を迎えられるすべての方を対

国民年金はすべての公的年金制度

会期■２月３日（金）〜２月５日（日）

《工芸》 未

を納めてください。

徴収票」を送付します。

生年金などの老齢年金を受けておら

この「源泉徴収票」は確定申告の際

れる方を対象として、
１月下旬ごろに

に必要となりますので、大切に保管し

「平成２３年分の公的年金等の源泉

なお、障害年金や遺族年金は課税
対象ではありませんので、
「源泉徴収
票」は送付されません。

てください。

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

きずな

-心のふれあいをたいせつに-

日常の仕事を離れてのバスの移動

が、人間社会にとっていかに大切であ

いと存じます。皆さまのご理解とご協

皆さまには、輝かしい新春をお迎えの

るかということを改めて認識する機

力をたまわりますよう、よろしくお願

ことと心からお慶び申し上げます。

会となったのではないでしょうか。

い申し上げます。

明けましておめでとうございます。

中世、平安から鎌倉時代に「悪霊祓

昨年もさまざまな民生委員児童委

まさかの時に頼りになるのは、顔の

平成２４年の年頭に際し、新しい年

い」の儀式を通して、
「 ケガレ」と「キ

員活動をつつがなく実施することが

見える範囲での、人と人とのつなが

が皆さんにとって、明るく幸多き笑顔

次に津市の三重県人権センターへ

ヨメ」の信仰が広がりました。その仕

できましたのも地域の皆さまのご協

り、支え合い、助け合い、連帯すること

あふれる一年となりますよう、心より

移動しました。この施設は、人権尊重

事に従事する人達は特別な処遇を受

力のおかげと感謝いたします。

であり、そこをベースにしなければ有

お祈り申し上げます。

の思想を広く普及し、部落差別をはじ

け、居住地も別にされていたことが差

さて、昨年３月１１日に発生した東

めとするあらゆる差別をなくしていく

別の温床となり、近世の「差別」へと

日本大震災は、巨大地震、大津波に原

ための拠点施設として設置され、常設

つながったようです。

てて、郷土を繁栄させてきた当地の
先人をしのびました。

効に機能しないことが明らかとなりま
した。

発事故が重なり、現地の被災者はも

このような状況にあって、私たち民

展示室には人権に関する数多くの資

中世の人々は、水害や火山噴火な

ちろんのこと、日本社会全体に甚大

生委員児童委員は、
「広げよう 地域に

料が、
とてもわかりやすく展示されて

どの自然災害、火災が多い時、さらに

な影響を与え、いまなお深刻な状況

根ざした 思いやり!! 」を合言葉に、人

いました。私たちは、センターの職員

人ひとりの死までも「ケガレ」
と呼び、

が続いています。

と人とが関わり合いをもち、そして助

から「部落差別」
と
「中世の部落史」に

不幸なできごととして恐れました。

私たちの日常生活・生き方に突き

け合えるまちづくりのため、社会的支

つけたものは、
すこぶる大きいものが

援を必要とする人たちの声を的確に

現代の我々も、東日本大震災や台

あり、使い捨ての消費、エネルギーの

とらえ、そうした人たちが安心して地

部落差別は「同和地区」や「同和地

風１２号の水害と大きな自然災害を

浪費を続けてきたこれまでの生活の

域で暮らし続けることができるよう、

区出身者」
との関わりをさけようとす

受け、大きな「恐れ」を感じました。こ

ありよう、生き方も見直しが迫られて

地域の皆さま、そして行政など関係

る意識『忌避意識』が中枢にある差別

の「恐れ」を中世の人々はさけること

います。

機関と互いに手をたずさえ、安全で

と言われます。忌避意識は、まわりか

で、差別することで乗り切ろうとしま

ついての講義を受け、歴史の観点か
ら部落差別の一端を学びました。

き

ひ
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一方で、私たちは、人への信頼・絆

安心なまちづくりをすすめてまいりた
広報たが 201２年1月号
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けんこう

社会を明るくする運動標語

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

こんにちは保健師です

歯周病とからだの病気の深い関係
歯周病は、歯の周りの歯ぐきや歯を支える骨などが破壊される病気です。症状が進行すると歯茎の腫れ
や出血がおこり歯を支えている骨が破壊されてぐらつき、歯を失ってしまいます。
近年の多くの調査研究から、歯周病は心臓病・糖尿病・肥満など全身の健康に深く関係していることが

歯肉の炎症からつくられる物質がインスリンの

□ 歯みがきの時に歯ぐきから血が出ることがある
□ 歯ぐきが腫れることがある
□ 歯と歯の間に食べ物がはさまりやすい

働きを妨げ、糖尿病を悪化させるといわれていま

□ 歯がグラグラする

す。糖尿病の人は歯周病にもなりやすく症状がすす

□ 人から口臭があるといわれる

みやすいなど、
悪影響を与えるといわれています。

心臓病のリスクをたかめることも
歯周病の原因菌が動脈内に血栓を起こしやす
くし、動脈硬化を進行させるともいわれていま

あてはまる項目がある場合、歯周病になってい
る可能性があります。早めの歯科医院受診をお
勧めします。

歯周病予防のポイント

す。血圧やコレステロール、中性脂肪などが高め

○毎日のていねいな歯磨き

の人は、歯周病を予防し心臓病のリスクを遠ざけ

○ バランスの 良 い 食 事を摂り、

たいものです。

肥満との関係

しっかりかむ…柔らかいもの、甘いものをよく
食べる習慣がありませんか
○喫煙は控える…タバコに含まれるニコチンは

歯周病が悪化して歯を失うと、あまり噛まなく

血液の流れを妨げる働きがあります。タバコを

ても食べられる軟らかなものを食べることが多く

よく吸う人ほど、歯周病が悪化し重症になりや

なりがちです。一方、かみごたえのある食品には

すいことが知られています。

食物繊維が多く、脂質や糖質の量は少なめでゆっ

○自覚症状がなくても、年に一回は歯科健診を受

くり吸収され血糖値をあげる危険が少ないとい

けましょう…歯石は歯ブラシを使っただけでは

われています。

除去できません。

誰にでも共通した効果的な肥満対策はしっかり
よく噛んで食べることです。脳にはよく噛むと、食

年に一回は、歯科医や歯科衛生士にお口の中
をチェックしてもらいましょう。

べたエネルギーの量にかかわらず、少量でも満腹
を感じられるしくみが備わっています。
しっかり噛
むために歯周病を予防しましょう。

歯周病セルフチェック
歯周病は自分で気づかないうちに進行し、
自覚
症状が出た時には重症になっていることが多い病
気です。次の症状にこころあたりはありませんか。
広報たが 201２年1月号
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平成２３年度

社会を明るくする運動標語

社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動などを展開しています。こ
の運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さんなどに標語の取り組みをしていただきました。
（順不同・敬称略）
《多賀中学校２年》

分かっています。

糖尿病との関係

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

多賀町では４０歳〜７０歳の方を対象に歯
周病健診・歯周病予防教室を１月２４日（火）
１２時３０分から開催します。自分の歯を失わ
ないための秘訣をお教えします。ぜひご参加
ください。

標 語
たのしい時 うれしい時 かなしい時 わかちあえる友だち
家族といると いつも笑顔で いられる
家族は絆
あいさつで 友達の輪を 広げよう！！
人生に 一度は 親こうこうを
家族の輪 暴力なんかに こわさせない
笑えれば たくさん「しあわせ」 感じるね
きずなはね 友達と遊んで できるんだ
笑顔で作る 絆の輪
あいさつを すればつながる 友達の和
家族とは 笑顔があふれる 宝物
親からの 贈り物だよ 君の命
友達と 遊んでいるとき 楽しいな
みんな つかもう 家族の絆
友達は いつまでもずっと 大切に
みんな笑顔で 友達と絆を 深めよう
友達は 私にとって 大切なもの
友だちの 笑顔はいつも 宝物
友達は 大切に
笑顔で 絆を深めよう
笑顔で深まる ぼくらの絆
家族のね 絆は絶対 くずれない
みんながいたから 笑顔になれた
ふるさとの 景色はずっと 忘れない
友達は 笑顔をくれる 宝物
家族とは 笑顔あふれる いこいのば
ふるさとは 景色がいいよね レッツゴー
あいさつを 笑顔でしたら 気持ちいい
ふるさとは 子供の時の 家族との思い出
友達の 明るい声に 救われる
あいさつで 友達の輪を 広げよう
つらいこと あってもやさしく ささえてね
友達は・・・ 私をささえてくれる 一つの力
大切に 僕らのふるさと 大切に
いい「家族」 それ以上の 宝はない
友達と いると楽しい その時間
笑顔はね とても大事な 宝物
友達は 笑顔を作る 宝物

名 前
秋山 峻介
安藤 茉奈
五十嵐智貴
池原 恵子
池本 敦史
石田 真規
井上 直人
井上 優人
宇都宮政昭
永曽 明里
大辻 友美
大道 洸貴
大矢 康貴
岡
勝 輝
北坂 仁平
木下 愛加
木村奈菜子
窪田 朱里
久保田将伍
久保田未来
久保田悠雅
黒住 彪流
小財 弘暉
小財 将哉
小澤明日香
小澤 璃子
小菅 大輝
小菅 啄耶
小林 慶次
小林 聖奈
小堀 美波
佐久間 槙
佐久間 樹
澤田 楽人
重森 大輝
清水 麻記
城貝 修人
鈴木 凌介
広報たが 201２年1月号

11

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。

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

日時■１月１４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
な知識や技術はいりません。お子さん連れでも参加して

（毎月第２土曜日）
場所■図書館内

いただけます。

対象■中学生以上の方

日時■１月７日（土） １月２１日（土） １３時３０分〜
（毎月第１・３土曜日）

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。
（毎月第１水曜日）

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

日程■１月７日（土）

対象■一般

参加条件■大人の方

邦画「橋のない川」

参加受付■カウンター・電話等で受付中 １０時〜

日時■１月２８日（土） １４時３０分〜
（１３９分）

※活動時間中であれば、
ご希望の時間帯に参加していた

場所■２階

（毎月第１土曜日）
※随時、各メンバー募集中！
！ 詳しくは図書館までお問い合わせください。

本の紹介
一般書

ていく人々の姿を描いた作品。

湖東定住自立圏図書館部会イベント

おはなしのじかん

『ものがたりライブ』
を開催しました

日時■１月１４日（土）
・２８日（土） 毎週土曜日 １５時〜

杉山さんの

「蔵書点検応援団」募集

お は なし の

２月１５日（水）〜２４日（金）の特別整理休館日に先だって

世 界に子ど

おこなう閉架書庫資料の点検をお手伝いしていただけ

も から 大 人

る方を募集しています。

まで 引き込

事前期間■１月７日（土）〜２月１４日（火） 開館時間中

まれ、楽しい

休館期間■２月１５日（水）〜２月２４日（金） ９時〜１７時

時 間を過ご

活動場所■図書館内

しました。

あけぼのパーク多賀（休館日）

水の柩

綿矢 りさ／著

道尾

東京：文藝春秋 ９１３.６ワタ

東京：講談社 ９１３.６ミチ

彼氏が元カノを居候させだしたり、美人

自分が
“普通”
で退屈なことを嘆く中学２

日

月

火

水

木

金

土

の親友にいつも隣に並ばれたり、女って

年の逸夫と、両親が離婚し級友からいじ

１

２

３

４

５

６

７

ほんとに厄介−。誰もが心に押しこめて

めを受け
“普通”
を欲する敦子。あるきっ

秀介／著

１月の休館日

２月の休館日

■……休館日

■……休館日

１４

５

６

７

８

９

１０

１１

２１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

２５

２６

２７

２８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

でんでら竜がでてきたよ

※年始は４日（水）から開館します。

帚木

おの りえん／作

※２６日（木）は月末整理のため休館です。

ドナ・ジョー・ナポリ／作

ふしみ みさを／訳 岩波書店 ＫＥトラ

東京：鈴木出版 ＫＥワン

インドのジャングルに棲んでいた痩せこ

幼いころに聞いたアフリカの知恵を生か

けたトラは、宮殿の広間でおいしそうに

して、木を植え続けきたワンガリ。やが

食事をしている王さまと家族がうらやましくてたまりま

てそれは平和のグリーンベルトとなって

せん。ある日、
トラはとんでもないことを思いつき…。と

…。
ノーベル平和賞を受賞したケニアの女性、
ワンガリ・

びきり愉快な絵本。

マータイさんの知恵と情熱を伝える物語。

大

滝

小

学

校

１２：５０～１３：３０
多
13

賀

小

学

校

※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

１３：００～１３：３５

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

1０

日

ジェラルド・ローズ／文・絵

巡回場所・駐車時間

20

日

ワンガリ・マータイさんとケニアの木々

第２金曜日

トラのじゅうたんになりたかったトラ

２月
３日

絵本

１月
６日・ 日

卵の中からでんでら竜の赤ちゃんが生まれ…。

第１・３金曜日

活を送ることに…。戦禍を生き抜く少女の物語。

※１５日（水）から２４日（金）は、蔵書点検のため休館です。

移動図書館『さんさん号』
１月・２月の巡回
Ａコース 大(滝） Ｂコース 多(賀 )

んでら竜」の卵の絵を描いてあげました。すると夜中に

４

２０

ソルハ

女ビビは、初めてタリバンの厳しい監視下に置かれた生

３

１３

３１

と二人でお留守番。ありこはお父さんに長崎にいる「で

２

１９

３０

れたときから戦争が日常の風景だった少

１

１２

２９

崎におこなったので、ありこはお父さん

土

１８

２４

し、
タリバンが首都カブールを制圧。生ま

金

１１

２３

お母さんが友だちの結婚式によばれ長

木

１７

２２

１９９６年９月２７日、
アフガン政権が崩壊

水

１０

秘めた決意があって…。
『 小説現代』連載を書籍化。

東京：理論社 Ｋ９１３オノ

火

９

春』
『 文學界』掲載を単行本化。

東京：あかね書房 Ｋ９１３ハハ

月

１６

かけで言葉を交わすようになったふたりだが、敦子には

児童書

日

８

いる本音がこぼれる瞬間をとらえた２篇を収録。
『 週刊文

広報たが 201２年1月号

１１月２６日、児童文学作家の杉山亮さんによる「もの
がたりライブ」を開催しました。時に笑いあり、恐怖あり、

かわいそうだね？

蓬生／著

※参加前日までに図書館にご連絡ください。

人間の尊厳を掲げて敢然と差別に抗して立ち上がっ

１５

12

だけます。

大会議室

場所■おはなしのへや

「ドリームサークル」

日時■１月１１日（水） ２月１日（水） １０時〜

活動内容■閉架書庫資料の点検作業等

映画会

※利用カード、本ともに図書館と共通です。  天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、1ヵ月後となります。
※藤瀬は第１金曜日のみ、川相は第３金曜日のみの巡回です。
※多賀清流の里は第1金曜日のみの巡回になります。
広報たが 201２年1月号
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あけぼのパーク多賀

多賀町立

博物館

スポーツ

ｈｔ
ｔｐ：//ｍｕｓｅｕｍ.tａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ／

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

（有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５ ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

第１回多賀町スポーツフェスティバル開催！
多賀町体育協会主催の多賀町ス

同一日に開催しました。晴天にも恵ま

ポーツフェスティバルが、
１１月１３日

れ、
１６０人あまりの参加者を迎え、盛

に多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターと多賀

大に開催することができました。それ

勤労者体育センターを会場におこな

ぞれの競技の優勝者の皆さんは次の

なぜ「龍」だけが想像上の動物なの

われました。昨年まで、競技ごとの４

とおりです。
（敬称略）

か不思議に感じたことはないでしょう

つの大会に別れていましたが、今年は

新年企画！
「多賀の龍化石」
子・丑・寅と巡る十二支の中で、

介します。

います（写真１）。とすると、龍はゴジ

一般的に運動と言えば激しい競

ラのような１００％想像上の動物では

技スポーツを想像し運動とスポー
ツを同意語として捉えがちですが、

▲多賀町の古琵琶湖層から発見されたワニの歯化石
（写真３）

健康づくりの観点からも実際には

（写真３）。マチカネワニの仲間は、かつては日本だけで

私たちが慣れ親しんできた龍のイメージは、長い胴

なく中国にも生息し、場所によっては数百年前まで生存

体にやや控えめな手足、大きなウロコの並んだ体の表

していた可能性もあると考えられています。彼らと接触

面など、おおむねトカゲやヘビといった爬虫類の特徴と

した古代中国の人々が、
ヨウスコウアリゲーターなどと

一致しています。
しかし、恐竜を思わせる巨体や強大な

区別するためにこの巨大なワニに龍の字を充てたのか

力、
ずらりと歯の並んだ恐ろしい口などはトカゲやヘビで

もしれません。

はどう考えても役者不足です。そんな中で、
ワニこそ龍

これまでに古琵琶湖層から発見されているワニ化石

のモデルだというアイデアを唱えているのが爬虫両生

の中で、多賀の化石はもっとも新しい年代のものです

類学を専門としている青木良輔さんです。青木さんは、

（写真４）。このころから、地球は寒い時代と温かい時代

１９６４年に大阪府豊中市にある大阪大学のキャンパス

を交互に繰り返すようになりますが、太古の琵琶湖に生

で発見された古代のワニ「マチカネワニ」の仲間が龍の

息していたワニたちがその後どのような運命をたどった

モデルになったと考えているのです
（写真２）。

のかを知る手がかりはまだつかめていません。でも、年
賀状の龍のイラストを眺めていると、そこに寒さを乗り
越えたくましく暮らしていたマチカネワニの姿が重なっ
て見えたような気がしてしまいます。

大きな違いがあります。
運動という行為自体は、
広い意味
で身体の中の筋肉を動かすことで
すからさまざまな行為がはいります。
（ラジオ体操、
散歩も運動です）
特にルールや決まり、場所といっ
た制限もありません。
スポーツは、一定のルールに従
い、制限された場所で競技技術の
大会名・種目
世代ミックスグラウンドゴルフ大会
卓球大会
総合シングルス
ジョイフルスローピッチソフトボール大会
男子ダブルス
女子ダブルス
バドミントン大会
混合ダブルス
（Ａ）
混合ダブルス
（Ｂ）

優勝者名
（チーム名）
辰野八重子 ・ 辰野
亨
土田 英孝
ジャガーズ
古川 健太 ・ 本池
篤
門野 麻理 ・ 林
知子
園田 将之 ・ 園田麻主実
鈴木 涼介 ・ 谷藤 邦子

いきいき健康教室「紅葉ウォーキング」
で気持ちよい汗を流しました!!
▲マチカネワニに近縁と考えられるマレーガビアル
（現生種）の頭
骨
（写真２）

１１月２４日永源寺の紅葉を楽しむ
ウォーキングを実施しました。参加者

マチカネワニは、体長７ｍにも達する絶滅した巨大な

２４人はストレッチ体操後、全員で永

ワニで、その仲間の化石は大分県や静岡県、三重県、滋

源寺温泉をスタートし、永源寺まで

賀県など全国各地で見つかっています。そして、
２０１０

ウォーキングしました。その後、各自

年の５月にＢ＆Ｇ多賀海洋センターで開催された「親子

の体力に合わせ、
周辺を自由に歩きま

このマチカネワニの仲間ではないかと推定されています
広報たが 201２年1月号
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するぞ！」
「健康のために運動をはじ

ポーツと運動の違いについてご紹

る物の形を模った象形文字とされて

化石発掘体験」の際に発見されたワニの歯化石も、実は

今年の目標に「何かスポーツを

が違うの？』と言うことで今回はス

字）
に起源をもつと考えられ、実在す

したのでしょうか？

います。

んっ？
『 運 動とスポーツって 何

（骨に刻み付けて用いた原始的な文

とになるのですが、
はたして本当にそんな生き物は実在

新年あけましておめでとうござ

多いのではないでしょうか。

国で占いに用いられていた甲骨文字

なくそのモデルとなる動物がいた可能性が高いというこ

「運動とスポーツ」

めてみよう」
と考えておられる方も

か。この「龍」
という文字、実は古代中

▲「 龍 」の も とと
なった甲骨文字
（写真１）

スポーツ推進委員かわらばん

▲ワニの化石が含まれていた地層。白い部分は１８０万年前の四
手火山灰層
（写真４）

した。晴天に恵まれ参加者の皆さん
は楽しみながら歩いておられました。

向上を目的におこなわれます。ま
た、この二つは目的自体も違いま
す。運動される方の目的は肥満予
防や生活習慣病の予防や改善、病
気を予防し、健康な生活を送ること
を目的にしているのに対し、スポー
ツは記録や順位を競うために練習
に励みます（自分の限界に挑戦と
言いますよね）。このように運動と
スポーツは、基本的に目的が違い
異なる部分を持っているのです。
共通して大切なことは、
ご自分の
年齢や体力に合わせて選ぶという
ことです。実際にやってみて、
ご飯が
おいしく感じる、
また、寝つきがよく
なったと感じたら効果があったと言
えます。みなさんもぜひ「運動」
「ス
ポーツ」
を楽しむ１年にしましょう。
スポーツ推進委員

小泉健司

広報たが 201２年1月号
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いくせい
中央公民館内

おしらせ
平成２４年度・２５年度
入札参加資格審査申請受付

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２ （電）
４８-１８００

第４３回育成大会を終えて

平成２４年度・２５年度において、

青少年育成総務部会

副部会長 福戸藤佐夫

多賀町が発注する建設工事、測量、建
設コンサルタント等業務、そのほか委

去る１１月２３日に中央公民館にて、 が町代表として鹿児島県の妙円寺詣

託等業務、物品または特定役務の調

「第４３回多賀町青少年育成大会」 り行事大会に参加された報告があり

達業務等の入札等に参加を希望する

を開催しました。オープニングセレモ

ました。

ニーでは、町内保育園・幼稚園５歳児

続いて、
記念講演ではＮＰＯ法人「戦

による歌と言の葉発表があり、大きな

業者の入札参加資格審査申請の受付

お問い合わせ

は、依頼している建築士事務所に、管

多賀観光協会
（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３
企画課  （有）
２-２０１８（電）
４８-８１２２

ねっと湖東「新春講演会」
開催のお知らせ

「どうなる今後の日本の政治経済」

理建築士講習を修了しているか確認
してください。
お問い合わせ
滋賀県土木交通部

建築課

営繕企画担当
（電）
０７７−５２８‐４２５１

裁判員制度説明会

をおこないます。

をテーマに講演会を開催します。情

争体験を語り合う会」の佐藤保（現在

受付期間■２月１３日（月）〜２４日（金）

報番組に解説者としてお馴染みの岩

拍手が送られていました。また、
この

８７歳）
さんから、
「マーシャル諸島・ミ

９時〜１２時、
１３時〜１７時

田公雄氏がわかりやすく今後の経済

あわてる前に２時間でわかる裁判員

一年間いろいろな大会などで活躍さ

レー島にて敵機と死闘を繰り返し重

等についてをお話します。

制度説明会。どなたでもご参加いた

れた青少年９人と１団体、そして青少

傷を負う」
と題して講演をいただきま

日時■１月２１日（土）１４時〜１５時３０分

だけます。お気軽にご参加ください。

年の健全育成指導者１人を顕彰し、小

した。演題にもありますように、
戦地で

必要書類・書式は多賀町の

会 場 ■ ハ ー ティセ ン タ ー 秦 荘

開催日■２月７日（火）

菅会長から表彰状と記念品が贈られ

の戦争体験をされ、
戦友を亡くし、
自ら

ホームページからダウンロードし

ました。

も重傷を負いながらも終戦となり日

（土・日曜日は除く）
資格の有効期間■平成２４・２５年度

れました。今年で太平洋戦争が勃発し

てください。

（愛知郡愛荘町安孫子８２２）
※参加料無料

次に、青少年の主張発表があり町

本に帰ってこられ、帰ってみると、戦争

てちょうど７０年目という節目で、佐藤

内の小学生６人と中学生３人から発

によってあまりに変貌した様子におど

さんのような戦争体験者が少なくな

表されました。多賀小学校からは本年

ろき、
この戦争で多くの民間人が犠牲

る中で実体験にもとづく迫力あるお

度のアナウンスコンクール県大会に

になったのは我々兵士が戦地で負け

話を聞くうちに涙を浮かべる場面も

参加した４人の児童から発表内容の

たからだと悔やまれたそうです。亡く

あり、感動するとともに、二度と戦争

報告がありました。この内の一人、山

なった戦友が枕元で、
「 多くの人々に

を起こすことがあってはならないとい

野さんは県大会でみごと一位の成績

戦争の悲惨さを伝え、二度と戦争をし

う思いを強くしました。

を収められ、今回の大会でも表彰を

ないよう伝えてほしい」
と言われる夢

また、子どもたちには「いじめ、万引

受けられました。このほか、大滝小学

を見て以来、戦争体験の語り部となら

き、
ゲーム」をしてはいけない、いじめ

提出方法■受付期間中、企画課に持

森永事件等国

したものも一生後悔する、万引きは親

参または郵送してください。

内の重要事件

校と多賀中学校からは家族のことや、 れたということです。
それからは、戦地で亡くなった戦友

を悲しませる、
ゲームは死んでも生き

への弔いと、生き残った者の責任とし

返ることができると、戦争での体験と

て、各地で戦地での体験を語ってこら

同時に命の大切さを訴えられました。

東日本大震災にまつわる内容などの
発表がありました。
その後、大滝柔道スポーツ少年団
彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

「消火栓」や「防火水槽」の付近は駐車禁止です

※データ
（フロッピー・ＣＤ-Ｒ等）の提
出が併せて必要になります。
【建設工事】
ファイル色…グレー
【測量・建設コンサルタント業務等】
ファイル色…ピンク
【物品・役務等】
ファイル色…水色

お問い合わせ
企画課  （有）
２-２０１８（電）
４８-８１２２

学習院大学
法学部卒業後
読売テレビ入
として、
グリコ

を担当後、
１９８７年年にＮＮＮマニラ
支局長就任。読売テレビ製作で毎週
土曜朝８時からの「ウェークアップ！ぷ
ブ ミヤネ屋」でも政治・外交などの

地酒を楽しむ

解説も担当。

新春の多賀を歩いてまいってみま
せんか？ 今回は高宮駅からスタート。

から吸水しているのかご存じですか。

れていますので、絶対に駐車しないで

川等）の標識が設置されている位

がら、心地よいウォーキングを楽しん

大規模な火災になると、数多くの消防

ください。

置から５メートル以内の部分

でください。
日時■２月４日（土）※小雨決行

お申し込み■開催前日までに多賀町
商工会へお申し込みください。
お申し込み・お問い合わせ
多賀町商工会
（有）
２-２０４０ （電）
４８-１８１１

あなたが依頼している建築士
事務所は大丈夫ですか？

すが、多くの場合は道路上や歩道脇

道路交通法で駐車を禁止し
ている場所（消防に関するもの）

に設けられた消火栓や防火水槽を利

消防水利の周辺

等）の端、
またはこれらの道路に接

用しています。

①消火栓から５メートル以内の部分

する出入口から５メートル以内の

高宮駅→高宮神社→多賀大社一

建築士事務所は登録が取り消されるた

しかし、道路上に違法に駐車された

②消防用防火水槽の吸水口または吸

部分

の鳥居→高宮宿本陣跡→高宮寺

め、
平成２３年１１月２８日以降、
その建

車両によって、消火栓や防火水槽が

管投入孔から５メートル以内の部分

→高宮城跡→キリンビール滋賀

築士事務所は設計、
工事監理業務等を

工場→飯盛木→延命地蔵菩薩→

おこなうことができなくなりました。

の水を吸い上げている場合もありま

使えなくなるといった事態が発生し、 ③消防用防火水槽の端、またはこれ
消防隊の活動に支障を来すことがあ

らの道路に接する出入口から５メー

ります。消火栓や防火水槽付近に駐

トル以内の部分

広報たが 201２年1月号
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①消防用機械器具の置場（消防自動
車等の車庫や消火用ホース格納箱

②火災報知機から１メートル以内の
部分
③駐車車両の右側の道路上に３.５
メートル以上の余地がない場合

スタート受付 ８時３０分〜１１時
集合場所■近江鉄道高宮駅
〈行程〉

真如寺→多賀大社→多賀大社前
駅

※約６km

時間■１３時１０分〜受付
１３時２０分〜開始
定員■５０人（先着順に予約受付）
場所■大津地方裁判所別館
※参加費無料
お問い合わせ
大津地方裁判所事務局総務課庶務係
（電）
０７７−５０３−８１１２

社。事件記者

キリンビール滋賀工場見学と多賀の

歴史ある神社や名所などを見学しな

その他

（読売テレビ報道局特別解説委員）
〈講師プロフィール〉

らす」に解説者として出演。
「情報ライ

④指定消防水利（プール、池、井戸、河

車からホースが延ばされます。池や川

公雄氏

中山道高宮宿と多賀参り

車することは道路交通法でも禁止さ

消防車が消火に使用する水は、
どこ

講師■岩田

あたっちゃった。どうしよう？……と

管理建築士講習を修了していない

現在、住宅などを建てておられる方
や今後建てようと考えておられる方

１月のもんぜん市

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。
１月より多賀大社駅前ホールで開催
しますので、
ぜひお越しください。
☆旬の野菜☆
にんじん・ネギ・かぶら・ほうそ
う草など
開催日■１月７日、
１４日、
２１日、
２８日
（毎週土曜日開催）
開催時間■９時３０分〜１２時
場所■多賀大社前駅ホール
お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

よろず相談

今月の相談日■１月１６日（月）
来月の相談日■２月１６日（木）
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 201２年1月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談

やまびこクラブ／クロスワード／おめでた・おくやみ
相談等
すくすく相談
２月１４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
２月２０日（月） １０：００〜１１：００

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

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

yamabiko@pcm.ne.jp

こんにちは！多賀やまびこクラブです
新年、明けましておめでとうござい

て友だちが増える楽しさを実感して

「スタッフまではできないけど、子

実施日 ※いずれも予約制

ます。本年も、多賀やまびこクラブを

いただけるよう、今年も応援していき

どもが参加しているスクール・教室

小菅医院多賀診療所 ２月８日（水）
１１：３０〜

よろしくお願いします。

ます。

のお手伝いなら……」とか「子ども

１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種

と一緒にボールを追っかけてみたい

多賀やまびこクラブは設立以来５

皆さんの手で創り育てていく多賀

※町内ほか２医院、町外３病院は１年中実施（予約制）

ご自分の健康について、
ご相談になりたい方

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

やまびこクラブでは、今年もスポーツ

年目を迎え、その間多くの皆さんの

な〜」と思っておられる方がおられ

は、お気軽にご利用ください。血圧測定、尿

日本脳炎（予約制）

を通してふれ合う機会を増やし皆さ

ご協力をいただきクラブ運営をして

ましたら、ぜひ事務局までご一報く

んと一緒に楽しみたいと思います。

来ました。多賀やまびこクラブではこ

ださい。

検査、体脂肪測定も無料でできます。

１期初回：１〜４週間隔で２回接種

健診等

１期追加：２回目接種日からおおむね１年後に１回接種

４カ月児健診（離乳食教室）

１期対象者：６カ月以上７歳６カ月未満（標準３〜４歳）

２月６日（月） １３：００〜１３：１５

２期：１回接種

Ｈ２３年９月生まれの乳児
１０カ月児健診
２月６日（月） １３：１５〜１３：３０
Ｈ２３年３月生まれの乳児
２月７日（火） １３：００〜１３：１５

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。

３歳６カ月児健診

実施病院

２月１５日（水） １３：００〜１３：１５

３病院（彦根市立・彦根中央・豊郷病院）で１

Ｈ２０年７・８月生まれの乳児
整形外科健診
２月２２日（水） １３：４０〜１４：００
Ｈ２３年１１・１２月生まれの乳児

年中実施（予約制）

①

②

④

⑤

☆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・３歳
６カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシと

ＢＣＧ

コップを持ってきてください。
１０カ月児健診

２月１４日（火） １３：４５〜１４：００

には、お子さんと同居されているおばあちゃ

クロスワード
ヨコのカギ
①祝福のことば
⑦「樋」のよみかた

⑦

⑧

⑧栗などの実を食べる鼠に似た動物の名前
⑨祭囃子にあわせて獅子が舞い踊るもの

⑨

⑩○○○三兄弟

③

⑪「strawberry」を日本語で？

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

予防接種

生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児

おたのしみ

※平成７年６月１日〜平成１９年４月１日に生ま
れたことで接種が受けられなかった方につ

Ｈ２１年７・８月生まれの乳児

〈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）

年に相当する年齢）

２歳６カ月児健診

ます。

ただける方を募集しています。

ポーツをする楽しさ、スポーツを通し

２期対象者：９歳以上１３歳未満（標準小学４

れた方で、平成１７年度に接種が差し控えら

スタッフ一同心よりお待ちしてい

の春からクラブ運営に力を貸してい

体 を 動 か す 楽しさ 、み ん な で ス

タテのカギ
⑩

先月号の答え

①お正月に子どもにあげると大変よろこびます

⑥

②合理的な根拠なく、
人々に信じられていること
③種本来の色彩とうろこをもつコイのこと
④神社などにおいて神域と人間が住む俗界を

⑪

⑦

ひろばの案内

親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集

わくわくランド

いです。

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）
☆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。

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 201２年1月号
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にこにこ広場

でした。

今月の広場はあったかいお部屋で、ふれあ
い遊びやゲーム遊びをいっぱい楽しみます。
２月１日（水） きりん広場

軽に来所していただくか、お電話ください。

２月８日（水） ぺんぎん広場

/予定は変更することがあります。詳しくは

２月１５日（水） こあら広場

にっこりメールをご覧ください。

お話ポケット
２月２１日（火） １０：００〜
場所■子育て支援センター

締め切りは１月31日（火）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

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と
「広報
たが」へのおたよりやご意見を企画課までお送り

☆子育て相談は、随時行っていますので、お気

（有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

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。

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！
☆中野 愛里（充・恵里子）
☆神鳥 結斗（成規・幸子）
なか

の

かん どり

子ども・家庭応援センター

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

答えください。

□□□□

子育て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。

文字を並び替えてできる言葉をお

ヒント：恐れることなく突き進むこと

場所■子育て支援センター

⑥

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

２月２８日（火） １０：００〜１１：００

⑤

④

「マスク」

⑤穀物の脱穀や製粉、
餅つきなどに用いる道具

子育て相談おしゃべりデー

③

⑧

⑥運搬のための容器の総称

子育て支援センター （有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

②

⑨

区画するもの

ん・おじいちゃんもぜひおいでください。

クリスマス
ロ
シ
マリ
タウ
メンタイコ
クレヨン

①

あい

り

ゆい

と

おくやみ申し上げます
◆樋榮 茂雄 ８２歳
◆小林 利三 ９０歳
◆田斉 隆夫 ８１歳
◆夏原 繁雄 ８３歳
ひ

え

こ ばやし

た

しげ

お

りぞう

さい

たか

お

なつ はら

しげ

お

結婚しました！
岸本 裕司
♥
奥村 由貫
きし もと

ゆう

じ
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平成23年11月末現在
（

）
内は前月比

■人口
7,933人
■男性
3,773人
■女性
4,160人
■世帯数
2,694世帯
■転入
17人
■転出
19人
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広報たが 201２年1月号
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。
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毎月発行
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

表紙「鈴鹿の峰から美しい朝が訪れます」

1月の時間外交付

13

（金）
日

と

27

（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■明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。■さて小話を。クロスワードづくりでは、自
分の常識が試されます。この言葉の意味は？ 文章はこれで
いいのかな？ などなど。正しい日本語を使えるようになりた
いと思います。…今年の目標はこれかな？
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

