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No.774

まちの話題

たが写真館／連載・後期高齢者医療制度のしくみ

１２月２０日 記念植樹

１月８日 出初式

キラリとひかる ★

「星空の街・あおぞらの街」開催記念植樹 多賀町出初式 挙行

★

★

多賀町Ｂ&Ｇ海洋センター屋内多

「星空の街・あおぞらの街」全国大

かせます。町内の方々に、木が生長

目的運動広場にて、多賀町消防出初

会の記念植樹が、多賀町役場前とあ

し、毎年花を付け、香りがするたびに

式が挙行されました。早朝の非常に

毎 月 の１０カ 月 健 診 時

けぼのパーク多賀前でおこなわれま

大会のことを思い出していただけれ

寒い中でしたが、各字自警団、婦人消

（ふれあいの郷）に撮影して

した。植樹された木は「キンモクセイ」

ば幸いです。

防隊、消防団の皆さんは、地域の安

★

★

たが写真館

います。

全、
安心のために決意を新たにされま

で、大会が開催された１０月に花を咲

した。また式典後には、役場前では一

※ 詳しくは 、企 画 課 広 報

斉放水がおこなわれ、出初式を飾りま

担当へお問い合わせくだ

した。

さい。

い し

い

は る

石井

と

遥翔くん

す が も り

菅森

は る

と

な つ は ら し ん

悠斗くん

た

ろ う

夏原慎太朗くん

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

緊急連載

〜安定した制度で高齢者医療を守るために〜

第１回 後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、各都道府県単位の「広域連合」を運営主体として、
７５歳以上の方（および一定以上の障がい
により認定を受けた６５歳以上の方）
を対象としています。
１月８日 新成人の集い

後期高齢者医療制度の被保険者の医療費の財源は、

多賀町新成人の集い

○公費（国・県・市町が負担するお金）

多賀町中央公民館で「新成人の集
い」が開催されました。今年は９４人の

上がっていました。皆さんの、
これか

…約５割

らのご活躍を期待しています。

○支援金（７５歳未満の方が負担するお金

うち８２人の新成人の皆さんが出席

※障がい認定により後期高齢者医療にご加入の

され、成人としての決意を新たにされ

６５歳以上の方を除く）…約４割

ました。式典後は、記念写真、タイム

○後期高齢者医療の被保険者が納める保険料

カプセルの開封、恩師からのビデオレ

…約１割

ター、懇談会などが開催されました。
タイムカプセルの開封は大いに盛り

となっており、高齢者の方も含め、国民全体で支えあう制度です。
医療費は高齢化の進展や医療の高度化により年々増加しています。医療費の増加は制度の財政を圧迫し、皆さまにご
負担いただく保険料の増額にもつながりかねません。限りある医療費の適正化のためにも、健康や医療について考えて
みましょう。

こころがけましょう 受診のマナー

〜医療機関での適正な受診を〜

①休日や夜間に救急医療機関を受診

えましょう。重複する検査や投薬に

ので、医療機関窓口で利用につい

しようとする際には、平日の時間内

より、かえって体に悪影響がある心

て相談してみましょう。

に受診することができないか、もう

配があります。

役場税務住民課

一度考えてみましょう。
③後発医薬品（ジェネリック医薬品）

広報たが 201２年2月号
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お問い合わせ

②同じ病気で複数の医療機関を必要

は先発医薬品と同等の効能効果を

以上に受診するのはできるだけ控

持ち、
費用もおおむね安くすみます

（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４
滋賀県後期高齢者医療広域連合
（電）
０７７-５２２-３０１３
広報たが 201２年2月号

3

選挙

確定申告
税務住民課（税務） （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町選挙管理委員会 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

多賀町長選挙および
多賀町議会議員一般選挙
３月１１日 投票日
７時〜２０時
（一部の地域については１９時まで）

選挙期日の告示日■３月６日（火）
立候補受付日■３月６日（火）
選挙運動の期間■３月６日（火）〜３月１０日（土）
期日前投票の期間■３月７日（水）〜３月１０日（土）
時間…８時３０分〜２０時
選挙期日（投票日）■３月１１日（日）

きない方、
レジャーや買い物などの私用で、投票

①日本国民で、選挙の日に満２０歳以上の方（平
成４年３月１２日以前に生まれた方）
②平成２３年１２月５日以前から引き続き３カ月以
上本町の住民基本台帳に登録され、かつ選挙

区の投票所で行使することになりますが、投票所
は午前７時に開き、
２０時に閉鎖されます。一部の
地域（第７・８・１３投票区）は、
１9時に閉鎖され

代理投票・点字投票

身体に重度の一定の障害を有する方は郵便で

ますので必ず持参してください。

より投票する制度です。

入院中等の方は
病院や特別養護老人ホーム等に入院・入所中
などの方は、病院等で不在者投票ができますの
で病院等を通じて投票用紙等を取り寄せてくだ

接投票箱に入れることができる期日前投票制度

さい。投票できる施設は限られておりますので、

があります。入場券を持参のうえ、期日前投票事

病院等でお尋ねください。

由を申し立て、宣誓書を提出することになります。
○こんな時は期日前投票を
ある方、仕事でさしつかえる方は、期日前投票が

ださい。）
• 国民年金控除証明書（日本年金機構から送付されま
す。控除を受けられる方のみ）
• 生命保険料・地震保険料の控除証明書
• 医療費の領収書（Ｈ２３年中に支払った原本。受診者、
病院ごとに集計してください。会場では計算しませ
ん。）
• 障害者手帳・療育手帳など
（控除を受ける人）
• 収支内訳書（農業、事業、不動産所得のある人）
• 寄付金控除証明書・預かり証・振込票の控え等（控除
を受ける人）※証明書類がないと対象になりません。

は給与収入がある人（２０万円以下の場合は町県民税

• 住宅ローン控除関係書類（控除を受ける人）

の申告が必要）

• そのほかの所得や経費の証明書類

• 給与所得者で年末調整の内容（扶養控除など）
を変更
する人
• 譲渡所得があり、特別控除や特例などの適用を受ける
人
得者で公的年金以外の所得が２０万円以上の人
住宅借入金等特別控除等の控除を受ける人など
町県民税
• 年金所得者または年末調整済みの給与所得者で、別
に２０万円以下の所得または給与収入がある人
• 事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が町県
民税の控除（扶養控除や社会保険料控除などの合計）
を上回る人

• 還付申告を受ける人は、申告者本人の金融機関の口
座がわかるもの
おむつの費用が医療費控除の対象になる場合
寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合
は、おむつ代が控除の対象になります。初めて控除を受
ける場合は、医療機関発行の「おむつ使用証明書」が必
要になります。
農業所得を申告される場合
一つの事業所得として農業所得を申告される場合、収
支内訳を事前に作成ください。自家消費のみの農家は
農業所得の申告対象にはなりません。

税務署で申告をお願いします
譲渡所得で複雑なもの、青色申告、
ＦＸ
（外国為替証拠

• 所得がない人で課税上だれの扶養にも入らない人など

金取引）等

（国民健康保険に加入されている人は、申告をされな

※内容が複雑なものは役場では受付しかねますので、税

いと国民健康保険税の軽減が受けられません）

申告に必要なもの
• 申告書（税務署から送付されている人は必ずご持参く
ださい）
• 認印
• 源泉徴収票（給与収入もしくは年金収入のある人。コ

多賀町選挙管理委員会
（有）２-２００１ （電）
４８-８１２０

できます。

務署で申告をお願いします。
お問い合わせ
多賀町役場税務住民課
（有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３
彦根税務署
（電）
２２-７６４０
（代表）

介護保険の要介護認定を受けている人の控除
介護保険法による要介護認定を受けている人で、認知
症や寝たきり度が重度の満６５歳以上の人は障害者控

選挙投票日 ３月１１日
4

ピーは不可。紛失の場合は必ず再発行してもらってく

お問い合わせ

投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定が

広報たが 201２年2月号

金額が所得控除額を上回る人

• 医療費控除、雑損控除、寄付金控除、生命保険料控除、

紙等の交付申請をしていただいたうえで、郵便に

選挙期日における投票と同様に投票用紙を直

• 事業所得（営業、農業）
や不動産所得などがあり、所得

身体に重度の障害のある方は

に選挙管理委員会から投票所入場券が交付され

期日前投票と不在者投票

所得税

• 公的年金等の収入が４００万円以上または公的年金所

投票証明書（７年間有効）の交付を受け、投票用

申し出れば投票はできます。

申告が必要な人

向き、
投票管理者へ申し出てください。

投票に際しては、選挙人と判別するために事前

もし、紛失などされた場合は、その旨を係員に

議室

• 年末調整済の給与以外に、
２０万円を超える所得また

投票する制度があります。これはあらかじめ郵便

ます。

会場■多賀町役場１階会議室／彦根商工会議所４階会

できます。

ができます。いずれの場合も本人が投票所へ出

投票は、選挙人名簿に登録されている各投票

※午後は４時半までに入室願います。

• 給与収入が２千万円を上回る人

害などで字を書くことができない方は、代理投票

投票するにあたって

８時３０分（彦根商工会議所は9時）〜１７時

日に投票区の区域内にいない方も期日前投票が

目の不自由な方は、点字投票ができ、身体の障

人名簿に登録されている方

日時■２月１６日（木）〜３月１５日（木） ※土・日曜日を除きます

場所…多賀町役場１階 期日前投票所

また、病気やケガ、出産などで投票日に投票で

投票のできる方

所得税・町県民税の確定申告が始まります！

除の対象になりますが、町発行の「障害者控除対象者認
定書」が必要です。

左記の手続きは、確定申告の前に下記窓口にて手続
きをお願いします。
多賀町役場福祉保健課（ふれあいの郷）
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
広報たが 201２年2月号
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交通災害共済／けんこう

介護予防の取り組み／民児協だより

総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ＠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

みんなで交通災害共済に加入しましょう！

いつまでも、元気で自分らしくをめざして……

交通災害共済は、県民１人ひとりが

配布予定）に必要事項を記入の

掛け金を出し合い、交通事故にあわ

上、掛け金を添えて各字区長さ

れた方に見舞金をおくり救済する、住

ん、または個々にて加入申込書

民のための共済制度です。

の指定金融機関、総務課のいず

この制度は、子どもから高齢者まで
だれでも加入でき、見舞金の請求手
続も簡単です。
※交通事故発生日から２年以内が請
求期間です。
※加入者の方で見舞金の請求をお忘
れの方はご注意ください。

れかへお申し込みください。

見舞金が支給されます
○道路で起きた車両等による交通事
故で、
１日でも通院されれば見舞金
の支給対象になります。
○警察に届けられた交通事故はもち

掛け金■５００円
（１人あたり）

ろん、次のような場合も対象になり

共済期間■平成２４年４月１日〜平成

ます。

２５年３月３１日
加入手続■所定の申込書（２月中旬

２.バスに乗車中、急ブレーキで転倒し
負傷した等

見舞金が支給されません

高齢者を支援する地域での「介護予防」の取り組み
『いつまでも、元気で自分らしく』を

年だから」という言葉をよく聞きます

めざして、町内各地の福祉会や老人

が、いつまでも元気で……と望むの

○会社、工場、自動車教習所内など、

クラブなどの活動において、高齢者

であれば、適度に体も心も使い続け

一般の交通のため開放されていな

の方々を対象に「介護予防」活動に取

ることが必要です。その手段として、

い場所で負傷した場合

り組んでいただいています。

もっとも有効なおすすめは、地域の老

「介護予防」とは、高齢者がいつま

人会の活動や、福祉会のサロン活動

による交通事故の場合

でも元気で、自分らしく、住み慣れた

などにすすんで参加することです。こ

○交通事故以外での負傷

地域で暮らしていく活動や取り組み

のことがまさしくいろんな意味で介

○天災そのほかこれに類するとき等

のことをいいます。適度な運動で特

護予防につながります。ぜひ、身近な

※詳しくは総務課までお問い合わせ

に足腰の筋力をつけることや、認知症

地域でおこなわれている活動に積極

予防、お口の中を清潔に保ち虫歯や

的に参加し、なじみのお仲間みんな

歯周病を予防する、バランスの良い

で、
「 いつまでも元気で自分らくし暮

食事で体の老化を予防するなど、い

らせること」をめざしましょう！

○飲酒運転、無免許運転、重大な過失

ください。

１.歩行中、
走行してきた自転車に接触
して負傷した。

▲はつらつご利益体操のＤＶＤを活用し体
操を実施

ろんな取り組みがあります。
高齢者のみなさんからは、
「もう、

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

▲皆で昔なつかしいおやつづくり

こんにちは保健師です
多賀町地域包括支援センター（福祉保健課内）
では「いつまでも、元気で安心して暮らせるまち」をめざし、町全域

大腸がん検診を受けていますか？
「大腸がん」はがんの中で２番目に
多いがんです。大腸がんは早期に見

検診の方法は？

でこのような取り組みが展開できるよう、今後も活動を推進していきます。みなさまのご協力をよろしくお願いいた
は下記の日程で検診を実施しますの
で、
お申し込みください。
日時■３月１日（木）

つかった場合、治る率の高いがんで

大腸がん検診では便潜血検査（一

す。早期発見、早期治療のためにも検

次検査）をおこない、必要に応じて大

３月２日（金） 13:30〜１5:30

診を受けることが重要です。

腸内視鏡検査など精密検査をおこな

場所■多賀町総合福祉保健センター

います。

自覚症状がなくても
まず検診

○便潜血検査とは……

９:30〜１1:00

「ふれあいの郷」
受診料■５００円

便に混じった大腸からの出血を調

※ 事 前に検 便 容 器を送 付しますの

早期の大腸がんではほとんど自覚

べる、いわゆる検便で検査します。自

で、お申し込みはできるだけお早め

症状を感じることはありませんが、症

覚症状のない人々の集団から、大腸

にお願いします。

状を感じてから病院で見つかるのは

がんの危険性がある人を絞り込む検

進行がんになっていることが多いの

査で、大腸がんの死亡を減少させる

です。早期の段階でがんを見つけ治

十分な科学的根拠がある検査として

療するためには、早めに定期的な検

認められています。

診を受けることが大切です。

何歳から大腸がんに
なりやすくなるの？
がんは高齢になるほどかかる危険

便の採取は自宅ででき、検査前の

（有）２-２０２１ （電）
４８-８１１５

サンタさんがやってきた〜♪

した雰囲気で楽しみました。
今回はちょっとしたサプライズとし
の衣装を着た6人の委員が、杉の子

作業所の皆さんと合同クリスマス会

の皆さんにプレゼントをお渡ししまし 「来年も、やろうね！」と約束しました。

を開催しました。部会の一番大きな活

た。委員は恥ずかしそうでしたが、張

杉の子の皆さんとの心を通わせる出

動として、他部会からの協力も得なが

り切っていました。思いがけないサプ

会いの場として、いつまでも大切に関

らの開催です。

ライズに皆さん大喜びでした。

係を育んでいきたいと思います。

ル 入 れ ゲ ー ム などを 楽し

双方の先輩方が積み重ねてきた活動

んだあと、杉の子さんから、

も受診していただけます。
受診は年に１回となります。今年度

い時間を過ごすことができました。

１４日、中央公民館において、杉の子

今回で２４回目を迎えます。これまで、

に大腸がん検診を実施しています。

さんに囲まれて元気モリモリで楽し

て、昼食後サンタクロースやトナカイ

日に分けて便を採取し、提出します。
多賀町では４０才以上の方を対象

て、元気いっぱい、笑顔がすてきな皆

障がい者福祉部会では、去る１２月

じゃんけんゲームやボー

同様です。男女とも４０歳代から、大

6

福祉保健課

-心のふれあいをたいせつに-

お互いの「絆」を深める場として、

４０才以上の住民の方ならどなたで

広報たが 201２年2月号

お申し込み・お問い合わせ

たが民児協だより 民生委員・児童委員

食事制限もない簡単な検査です。二

性が高くなる病気です。大腸がんも
腸がんになる可能性が高くなります。

します。

の礎があってこそだと思います。

ジングルベルの余韻に浸りながら、

「マルマル・モリモリ」やク

今回は、杉の子作業所から７２人を

リスマスソングの披露があ

迎え総勢９２人のにぎやかなクリスマ

り、終始笑顔が絶えず大盛

ス会を楽しみました。

り上がりでした。
「マルマル

（平成２３年４月〜平成２４年３月）ま

昼食は、
カレーやスープ、サラダな

モリモリ〜」では、一緒にリ

だ大腸がん検診を受けていない方

どがあり、和気あいあい、ほのぼのと

ズムに合わせて体を揺らし
広報たが 201２年2月号
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社会を明るくする運動標語

社会教育委員会／いくせい
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１２３ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

平成２３年度

平成２３年度

社会を明るくする運動標語

第２回『多賀町社会教育委員会』報告

１２月２２日に第２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。

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。

日ごろ、各分野で活動されている委員７人と行政から教育長をはじめ４人の出席を得て、今年度の事業経過報告につ
いての討議をおこないました。
議論の中心は、来館者数が減少している中央公民館の現状を踏まえて、将来の「中央公民館をどのようにするか」につ

（順不同・敬称略）

いてでした。各地域で活動されている分館との協力が重要との指摘があります。数値目標の設定や民間活力の導入が必
要との意見もありました。討議を通して、今後の活動課題が見えてきた委員会となりました。

《多賀中学校２年》

標

語

笑顔はね 心をキレイに するんだよ
あいさつで 笑顔あふれる 故郷に
笑顔は まわりの人達を 元気にさせる
自分の宝物 家族の絆は 大切に
あいさつは みんなをつなぐ 見えない糸
友達は 生きていくうえで 大切なもの
「友達」を 笑顔のチカラで「親友」に・・・ いや、
「心友」に！
意識して 一人が笑顔で みんなも笑顔
たくさんの 絆で守ろう その笑顔
ふるさとや ああふるさとや ふるさとや
友達は 明るく話せる 宝物
友達と ふれあう時間を 大切に
友達を 大切に！！
大切にしよう 僕らの家族
いつまでも 笑顔のたえない 家族で
きれいに守ろう 自然の町多賀
ふるさとに かえってみれる 友の顔
友達の 笑顔は僕の 宝物
友達は 一生の 宝物
たのしいな みんなで笑うと 笑顔がふえる
嫌なこと 忘れたいなら 笑っていこ
守ろうよ 自然豊かな 多賀の町を
元気でる みんなが笑らう その笑顔
けんかして 笑っていられる 友達は
ふるさとは 自分で守って 大切に
笑顔がね 絆を強める カギになる
笑顔には 友達との絆が 必要です
ふるさとの 自然はいつも 宝物
変なギャグ その一言に 母の愛
人間とは不思議な生き物 人と仲よくなりまたケンカしたりわかれたり
そうして一人一人できていく絆と言う不思議な物にむすばれる
家族とね 食べるご飯は おいしいね
ふるさとは 大切にしよう いつまでも
家族はね 一番大事な ものなんだ
この瞬間 生きてる実感 ありがとう

名
瀧川
辰野
田中
種村
玉村
辻田
土田
天南
富田
豊田
夏原
西澤
西嶋
林
原田
樋栄
平居
平塚
平塚
廣田
深尾
深田
古川
前川
増田
松原
村川
森杉
山

前
俊輔
奈穂
理恵
翔太
依子
瞳
汐莉
星香
友菜
育也
好史
和香
将崇
直正
華奈
圭亮
大輝
智大
瑠奈
裕季
理史
実優
瑞穂
春佳
陸登
仁
萌
亮太
大地

山根ゆきの
山本 彩実
山本幸士郎
山本 勇希
吉岡 大輝

《一般》

あいさつで

心も笑顔

広報たが 201２年2月号
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そのちょうし

亀井

早苗

『今年度の活動をふり返って』
多賀町社会教育委員会
委員会は、
６月に第１回を開催して

と災害にも遭遇しました。その惨状を

会長

野村茂太郎

そのほか、いろいろな活動から私

きずな

以来ですが、各委員さんとは日々の

目の当たりにして、人と人との「絆」の

自身を育ててくれた年となりました。

活動でご一緒する機会が多いことか

大切さを知り、地域力の重要性を再

「心の成長」を実感した年でもあり、

ら、親しく活発な意見交換ができまし

認識した１年でもありました。同時に、

社会教育活動をしていて良かったと

た。事務局も私の要望から資料づくり

その手段としての社会教育の果たす

思えた年でもありました。

に苦労をしていただきました。数値は

役割の大きさと必要性を感じました。

一緒に活動した委員さんと事務局

前年度との比較を前提に一覧表とし、 特に生涯学習の充実は、暮しの中で

に感謝です。そして、応援していただ

掘り下げた議論をするために、資料は

の生きがいや心の豊かさ作りにつな

いた皆さんにお礼を申し上げます。

事前配布としました。こうした資料に

がり、高齢者の多い多賀町には重要

より、中央公民館の問題点が浮き彫り

と思われます。さらに、青少年育成も

になってきて、事務局との連携の成果

将来の多賀町のために重要です。

が出ています。今後も協力体制を強

また、全国大会で学んだ「社会教育

めて、即効性のある運営を心がけた

委員は、人の痛みを知る人権感覚が

いと思います。

必要」の言葉も心に響きました。目標

改めて今年度を振り返りますと、い

としている
「学び、行動し、発信する社

ろいろなことがありました。
３月の東

会教育委員」に、今後は「人権感覚」も

日本大震災、
９月の台風１２号の大雨

プラスしたいと思います。

中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

（電）
４８-１８００

常任委員・代議員合同研修会に参加して
青少年育成町民会議
今年度の合同研修会は、
「おやじ

験がおこなわれ、つくったお餅は、あ

の会」から紹介していただいた京都

べかわ餅、きなこ餅、ぜんざいなどに

市伏見区板橋小学校でおこなわれた

されました。お餅を食べて自然と会話

「もちつき大会」に参加させていた

がはずみました。協力された補導員、

だき、
交流のたいせつさを肌で実感し

ＰＴＡ、体育振興会、消防団、おやじの

ました。地域の一人暮らしの方や、保・

会の皆さんの準備の大変さも感じつ

幼園児、小・中学生、一般の方たちと

つ、みんなの笑顔がとても印象に残り

大勢の参加でした。女子プロ野球の

ました。地域の子どもたちの健全な

京都アストドリームスの宮原投手、荒

成長を願って、いろんな年代の人が、

井投手を迎えてのイベントでした。昔

子どもたちを見守っていると強く感じ

懐かしい杵と石臼を使った餅つき体

ました。

副会長

馬場

和雄

広報たが 201２年2月号

9

定住（バイコロジー）／コミュニティ助成事業

地域創造事業募集

地域整備課（道路河川）（有）
２-２０２０ （電）
４８-８１１６ ｋｅｎｓｅｔｓｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

湖東定住自立圏 〜インターチェンジ・バイコロジー〜

平成２４年度 地域創造事業の提案を募集します

湖東三山
スマートインターチェンジ

多賀町では、湖東定住自立圏の取組として、湖東圏域（多賀町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町）
を対象に、地域創造事
業を募集することとなりました。

スマートインターチェンジは、サー

湖東圏域内の団体のみなさんが、
イベントや事業の企画から実施まで、
すべて主催者として取り組まれるもので、地域

ビスエリアなどから高速道路の本線

の観光テーマに関連する事業や湖東圏域の活性化につながる事業などを対象としています。皆さんの積極的な提案をお

にアクセス（接続）できるように設置

待ちしています。

されるインターチェンジ（以下ＩＣ）で

募集要領

す。通行可能な車両を、
ＥＴＣを搭載し
た車両に限定しているＩＣです。

対象となる提案

湖東三山スマートＩＣは彦根ＩＣから

地域の観光テーマに関連するイベント
（事業）、地域

審査方法
①予備審査

八日市ＩＣのほぼ中間地点に位置する

資源の再発見・掘り起こしにつながるイベント
（事業）、

秦荘パーキングを活用し、国道３０７

団体や個人の交流を通じて参加者の資質向上を誘導

施するにあたっての問題点を検討します。予備審査の結

するイベント
（事業）
または湖東圏域の活性化につなが

果は、提案の採否を決定するものではありませんが、別

るイベント
（事業）で、応募者が事業主体になるものとし

途設ける審査機関による審査での参考資料となります。

ます。

②審査機関による審査

号にアクセスするものです。中日本高
速道路（株）
（ＮＥＸＣＯ中日本）
と滋賀県

▲湖東三山スマートインターチェンジのイメージ図

が平成２５年度末を完成目標として工
事をすすめています。
現在、滋賀県施工分は、国道３０７
号から秦荘サービスエリアまでの取

自転車を利用することで大気汚染な
どの公害を防止しようとするアメリカ
の市民運動がはじまりです。

これまでの取組状況
バイコロジー推進イベントの実施

提案できる団体
湖東圏域内に事務所のある団体もしくは、圏域内にお

昨年、実施された多賀ふるさと楽

住まいか在勤、在学されている方が主な構成員となって

り付け部（イメージ図手前のＳ字形状

さまざまな利点を持つ自転車を活

市でブースを設け、自転車発電機の

いる団体で提案した事業を的確に遂行する能力を有す

の部分）
について、舗装を残し道路形

用することや、
自転車を安全で快適に

体験をしていただきました。そのほか

る団体が対象となります。

態がほぼ完成しています。
ＮＥＸＣＯ施

利用できる環境づくりをすすめること

に、バイコロジーマップやサイクリン

募集する提案

工分は、名神本線接続部の下り車線

で、自然豊かで人間味あふれる社会

グルートの展示、アンケートなどを実

地域創造事業（圏域全体で２８事業）

への本線跨道橋の下部工事に着手し

の構築を図ることがバイコロジー運

施しました。

• 実施時期は、平成２４年４月から平成２５年３月までと

ています。

動です。

バイコロジーマップ更新版の発行

こ

ど う きょう

バイコロジーの推進
バイコロジーとは？

圏域でも、安全で快適に利用でき

平成２２年度に作成したバイコロ

る自転車道の整備促進を図り、公共

ジーマップをもとに、実地走行による

交通と連携しながら環境にやさしい

情報収集などをおこなっています。そ

バイコロジーとは、バイク
（自転車） 自転車の利用促進を図っています。

の内容を反映させた更新版を３月中
に発行する予定です。

とエコロジー（生態学）の合成語で、

します。
• 現行の事業をそのまま応募することはできません。
• 応募者が事業の主体になることを前提とした提案に限
ります。
• 事 業 実 施に係る周 知（ＰＲ）や参 加 者 募 集は、湖 東
圏域または、これを超える範囲でおこなうこととし
ます。

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

コミュニティ助成事業

提案の方法
様式第１号「提案書」
と様式第２号「提案団体等調書」
（多賀町のホームページのほか、彦根市、愛荘町、豊郷

提案された内容について、法的制限や提案内容を実

予備審査の結果と各種団体から提案説明を受け、さ
らに、提案内容の実現の可能性、地域創造事業の趣旨に
沿っているかを中心に提案の採否を決定します。
（※１参加者、提案団体の構成員、または事業内容等が
湖東圏域の複数自治体にまたがる等、湖東圏域としての
取り組みがみられる場合は採択を優先します。）
（※２当該事業がほかから補助金等を受けている場合
は、提案数の状況により採択の調整をさせていただくこ
とがありますので、あらかじめご了承ください。）
審査結果の通知
提案の採否については、審査終了後、速やかにすべて
の提案者に通知します。
提案内容の公表
採用された提案内容は、個人情報を除き、湖東圏域
１市４町のホームページ等で公表します。
提案事業への支援
採用された提案を実施するために必要な経費に対し
て、
１事業あたり上限２０万円の支援をおこないます。

町、甲良町のホームページからダウンロードしていただ

募集期限等

佐目区で平成２３年度コミュニティ

貢 献 広 報 事 業とし

けます。）
を多賀町産業環境課または彦根市産業部観光

提案募集期限■３月９日（金）必着

助成事業（自治宝くじ助成）の助成を

て、地域社会の発展

振興課に提出してください。

審査期間■３月

受け、
除雪機５台を購入されました。

や住 民 福 祉 の 向 上

※多賀町ホームページ
（ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/）

審査結果通知■３月下旬ごろ

高齢者世帯が増加する中、今回購

に寄与するためにお

入された除雪機を活用し、区民相互
の助け合いにより生活道路の除雪が
なされ、安心して暮らせる地域づくり

こなう事業です。

お問い合わせ
多賀町役場産業環境課

彦根市産業部観光振興課

に取り組まれることと思われます。

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ （Ｆ）
４８-０５９４

〒５２２-８５０１ 彦根市元町４番２号

※コミュニティ助成事業は、財団法人

（Ｅｍａ
ｉ
ｌ）
ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

（電）
２２-１４１１
（内線３３３・直通３０-６１２０）（Ｆ）
２２-１３９８

自治総合センターが宝くじの社会
広報たが 201２年2月号
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（Ｅｍａ
ｉ
ｌ）
ｋａｎｋｏ@ｍａ.ｃ
ｉ
ｔｙ.ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｊ
ｐ
広報たが 201２年2月号
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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

読書会へのおさそい

「多賀町立図書館応援団」活動日

現在は、高齢者ばかりの４人で活動を続けています。
多賀町老壮大学が開講された時からこの会は続けられ

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをします。
日時■２月１１日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

ておりますが、以前と違い、現在は読書の好きなお年寄

対象■中学生以上の方

りの会となってしまいました。毎回、県立図書館の読書
会用図書を１冊借りて読んでいます。

「ドリームサークル」

皆が同じ本を読んで、次回の読書会でそれぞれが感

おはなし会用の作品づくりなどをしています。
日程■２月４日（土）
（毎月第１土曜日）

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
日時■２月４日・１８日（土） １３時３０分〜（毎月第１・３土曜日）

読書会
日時■２月１日（水） ３月７日（水） １０時〜（毎月第１水曜日）

参加受付■カウンター・電話等で受付中 １０時〜

アニメ「ちびねこチョビ」

※活動時間中であれば、
ご希望の時間帯に参加していただ

場所■２階

大会議室

『思いを言葉に！４コマ漫画をかこう！』を開講しました

大好きなちびねこのお話。

１２月２３日、
イラストレーターの柳深雪さんを講師に迎

おはなしのじかん

え、
４コマ漫画づくりに挑戦しました。参加者は思い思い

合っていますので、ほとんどの時間が雑談になり、地域

場所■おはなしのへや

会員はかなりの高齢者ばかりで、読書会の維持継続を

のキャラクターをつくり、
楽しみながら制作していました。

「蔵書点検応援団」募集

かろうじて支えている状態ですので、新しい会員の加入

２月１５日（水）〜２４日（金）の特別整理休館日に先だって

を得て、世代交代をしていただき、多賀町の読書会がよ

おこなう閉架書庫資料の点検をお手伝いしていただけ

り発展向上していくことを願っています。参加費は無料

る方を募集しています。

です。

事前期間■１月７日（土）〜２月１４日（火）開館時間中

お気軽にお越しください。
（一会員より）
※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

子ども夢基金助成事業

「魔女の宅急便」の原作者・角野栄子が贈るいたずら

日時■２月１１日（土） １５時〜

の情報交換の場になっています。

けます。※参加前日までに図書館にご連絡ください。

日時■２月２５日（土） １５時〜
（４０分）

想を話し合いますが、特に決まりごとはなく、自由に話し

対象■一般

休館期間■２月１５日（水）〜２月２４日（金）
９時〜１７時
活動場所■図書館内
活動内容■閉架書庫資料の点検作業等

あけぼのパーク多賀（休館日）

一般書

ロートケプシェン、こっちにおいで

平清盛 １

２月の休館日

３月の休館日

相沢

藤本

■……休館日

■……休館日

沙呼／著

有紀／作

東京：東京創元社 ９１３.６アイ

東京：ＮＨＫ出版 ９１３.６アオ

学園内に広まる
「赤ずきん」の謎を、女子高

混迷を極めた平安末期。本当の親を知らない

生マジシャン酉乃初が鮮やかに解く！ 須

まま、武士の新興勢力・平氏のもとで育てら

川くんのなかなかすすまない恋の行方も含め、学園内外

れた少年・平清盛は、やがて一人前のサムライへと成長し

で起こる謎をセンシティブに描く。

ていき…。
２０１２年ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」
ノベライズ。

児童書

スウィング！

でっかいねずみとちっちゃなライオン

横沢

イブ・タイタス／ぶん

彰／作

東京：童心社 Ｋ９１３ヨコ

東京：大日本図書 Ｋ９３３タイ

父親が亡くなった後、残された田んぼを耕

人間の世界を見に行こうとしているねずみ

す決意をする直。野球部のチームメンバー

とライオンに、妖精が魔法をかけました。人

が人間の世界へ着くと…。

絵本

東京：鈴木出版 ＫＥアヒ

東京：ポプラ社 ＫＥムサ

たまごのままでいる、あひるのたまごねえ

くもの子どもたちはすこし大きくなると、新しい

ちゃんは、
まるいものが大好き。まんまるい

すみかへと空中飛行する旅立ちの時をむかえま

ものを集めて、
“まんまる生活”
を楽しんでいました。とこ

す。ニーサンは海のそば、ネーサンはお花畑にいくそうです。だ

ろがある日、
まんまるい石で転んでしまい……。

けどムーサンは、どこへいったらいいのかわからなくて…。

広報たが 201２年2月号

木
２
９
１６
２３

金
３
１０
１７
２４

土
４
１１
１８
２５

日

月

火

水

４
１１
１８
２５

５
１２
１９
２６

６
１３
２０
２７

７
１４
２１
２８

木
１
８
１５
２２
２９

金
２
９
１６
２３
３０

土
３
１０
１７
２４
３１

※２１日（水）は振替休館日。
※２９日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館『さんさん号』
２月・３月の巡回
２月

3月

巡回場所・駐車時間
大

滝

小

学

校

16

１２：５０～１３：３０
多
1０

賀

小

学

校

※ 藤 瀬（ 第１金 曜 ）
※多賀清流の里
（ 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

９

日

いとう ひろし／作

水
１
８
１５
２２
２９

※１５日（水）から２４日（金）は、蔵書点検のため休館です。

日

あきやま ただし／作・絵

７
１４
２１
２８

第２金曜日

ムーサンのたび

６
１３
２０
２７

)

あひるのたまごねえちゃん

５
１２
１９
２６

２日・ 日

は全力で駆けぬける！

火

３日

みより小さく見えるようになりました。ねずみとライオン

月

第１・３金曜日

間の目に、
ねずみはライオンより大きく、
ライオンはねず

日

Ａコース 大(滝） Ｂコース 多(賀

たちは直の決断に揺れる。中学最後の公式戦まであと２
カ月。
「野球も田んぼも、本気でやる」 仲間とともに直

12

参加条件■大人の方

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2月号
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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

フリースポーツ

博物館では、地域の自然や歴史などに関するさまざまな調査をおこなっていますが、地元の方の協力や関係団体との

「 苦 手をなくそう」を合 言 葉にフ

共働が不可欠です。立命館大学の探検部は、長年にわたって洞窟の探検・調査に取り組み、博物館の活動にも協力してい

リースポーツが１２月１７日におこな

ただいています。今回、
３０年ぶりの再発見となった洞窟「一風洞」についてレポートをいただきましたのでご紹介します。

われ、学校の先生、地域の指導者、ス

幻の洞窟「一風洞」再発見！

スポーツ推進委員かわらばん

「お部屋で体操を！」
みなさん寒い日が続いています

ポーツ推進員、役場職員など多くの

が、身体を動かしていますか？ 寒

講師からスポーツ指導をいただきま

いとなかなか外へ出るのも億劫に

洞窟といえば、多賀町が日本に誇る大洞窟「河内風

すぐバラバラになってしまう遺体がこのような状態で残

した。子どもたちは雪の寒さにも負け

穴」を連想する方が多いと思いますが、多賀町ではこの

るのは、外部と隔絶され安定した洞窟の特殊な環境なら

ずに、元気いっぱいスポーツに取り組

なりがちですね。そんな時はお部

「河内風穴」以外にも多くの洞窟が確認されていること

ではと言えます。また、新発見の洞窟として認められるに

みました。

屋でできるちょっとした運動で、寒

をご存じでしょうか？霊仙山に存在する竪穴「一風洞」も、

は、洞内地図を公表しなければならないため、測量調査

こうした洞窟の一つです。

もおこないました。さらに、洞内の生物相調査も実施。独

“いきいき”健康教室

特の生態系をつくる洞窟内の生物達は貴重なものが多

１２月８日に第８回目の
“いきいき”

「一風洞」は、約３０年前に発見されました。
しかし、当
時の記録に記されていた地図上の位置が間違っており、

く、
さまざまな成果を得ることができました。

椅 子 を 使った 運 動に取り組 みまし

洞」の全貌を明らかにしようと、一年半に渡る洞口捜索、

にはまだまだ未知の洞窟が存在しているはずです。もし

た。参加者からは「先生の動きに合

調査準備をおこない、
ついに２０１１年１０月、洞内調査に

かしたらあなたの身近な場所にも前人未到の洞窟があ

わせて運動するうちに、自分でもびっ

漕ぎ着けました。事の発端は、
地元の洞窟に詳しい方から

るかもしれません！
「山を登っていて洞窟を見かけたョ！」

くりするような、動きができるように

「一風洞」のウワサを聞いたことでした。このウワサを元

など、
洞窟についての情報をお持ちの方は ｕｎｅｘｐ
ｌ
ｏ
ｒ
ｅｄ

なりました。」との声を多くいただき

ｃａｖｅｓ@ｇｍａ
ｉ
ｌ.ｃｏｍ までぜひご連絡ください！

ました。

に当時の資料集め、関係者への聞き込みなどの下準備

（立命館大学探検部

を経て、立命館大学探検部のメンバーで洞口の捜索を

岡坂

た活動の末、
２０１０年６月１７日に「一風洞」の洞口が再

します。
まず、あおむけに寝て両足をそ
ろえてあげます。
（ひざは曲がって

８月１７日から２２日にかけて実施された「体験クルーズ」に参加

確認されました。

された久田椿さん（多賀小学校５年生）の体験記をご紹介します。

この「一風洞」、竪穴洞窟であるため、内部調査には

「楽しかった体験クルーズ」

ロープを使って昇り降りする技術が必要となります。そ

◀「一風洞」の洞口。
50×40c mしかありま
せん

のため、調査はメンバーのロープ技術の熟練を待つ形と
なりました。そして今年の１０月末、いよいよ内部調査が
おこなわれました。体がつかえる程狭い入り口を抜け、
ロープを頼りに降りていくと、洞窟の底にはニホンジカ
の子どもの全身骨格が！骨格は原形を留めた状態で、専
門家によるとここ数年のものではないとの事。地上では
▶「 一 風 洞 」の 底 へ 吸
い込まれてゆくロープ
（深さ13ｍ）

14

筋力ＵＰ＆シェイプアップ！」を紹介

Ｂ&Ｇ「体験クルーズ」体験記

め、迷わないように地形図とコンパスは必須です！こうし

広報たが 201２年2月号

正月の食べすぎで気になるお腹を

遼）

実施しました。捜索は登山道を外れ山の中を歩き回るた

▲霊仙山の石灰岩台地をいく調査メンバー

今月はそんな≪ちょっと運動≫
「お

健康教室をおこないました。今回は

今回再発見し調査した「一風洞」もそうですが、多賀町

未調査のまま所在不明となっていたのです。この「一風

い冬の運動不足を解消しましょう。

久田 椿

私が、小笠原での活動で一番楽しかったのは、マリンスポーツでの活動のシュ
ノーケリングです。魚を見たことやイカを見たことがととても心に残っています。
そして、船内での生活はごはんがとてもおいしかったです。研修のレク
レーションでは、とても簡単なルールであんなに楽しかったので、私もまた
作ってみたいです。
仲良くなった友だちと別れる時すごく悲しかったですが、今では、学校がい
そがしいけれど、文通もしています。なので、クルーズにいって良かったと思って
います。
小笠原では、水不足ということなので少し植物が枯れていましたが、と
ても自然が豊かで少し感動しました。そして、もう一つ感動したことは、
やっぱり海です。初めに船で見た東京の海とはまったく違うマリンブルーの
海がありました。母も見たことのない海を１０才のわたしが見ました。友だ
ちといっしょに「きれいだねー」と言っていました。
このクルーズを通して、小笠原の人は海を大切にしているんだなと思い
ました。理由は、同じ東京都でも、まったく海の色が違うからです。東京の
色は緑色ですが、小笠原の海は水色でした。そのちがいを見れば、私の言
うことがわかると思います。
そして、私はこのことから、海を大切にしようと思いました。

いてもＯＫ！）十分あがったところか
ら、ゆっくり床から５㎝のところま
でおろして静止。再度そのままゆっ
くりと両足をあげる。これを１０回
繰り返します。息は止めずに自分の
ペースで呼吸してください。慣れて
きたら、右や左に回したり、ひらが
なや漢字で自分の名前を書いてみ
るのも変化があって楽しいですよ。
家族でやれば楽しさも倍増!?

こ

れで春にはすっきりしたお腹を自慢
できるかも…。
くれぐれもゆっくりと動かす事を
忘れないでください。無理は禁物
です！ 筋力ＵＰどころか腰を痛め
てしまいますから…。
スポーツ推進委員

藤森

▲たて穴の底にあったニホンジカの全身骨格
広報たが 201２年2月号
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おしらせ

おしらせ
ファミリー・サポート・センターのご案内

資源回収のお知らせ
実施団体
たきのみや保育園
多賀小学校
大滝小学校

実施日
２月１９日（日）
２月１８日（土）
３月３日（土）

〜みんなで子育ての輪を広げよう〜

実施場所
回収品目
富之尾バス停ロータリー
新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
多目的運動場横駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）
アルミ缶
大滝小学校グラウンド

資源回収のルール……必ずお守りください!!
紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿） ラシをご覧ください。

★分別を徹底してください。
新聞…新聞、折込チラシをひもで

などは出せません。
★古着は古着（学生服を除く）のみで

縛る。

ファミリー・サポート・センターで

内容■ごみ処理施設建設における生

ことにより、平成２１年４月１日において

活環境影響調査
（環境アセスメン

公務扶助料や遺族年金等を受ける方が

ト）
について

いない場合におけるご遺族お一人です。

は、子育ての援助をしてほしい人（依

講師■滋賀県職員

詳しくは、お住まいの市区町村の援護

頼会員）
と子育ての手助けをしたい人

定員■一般傍聴 ２０人程度（申し込

担当課までお問い合わせください。

（提供会員）が会員となり、センター

み多数の場合は抽選とします）

が条件や要望にあった会員同士を紹

参加費■無料

介し、相互援助活動を調整して子育て

申込期限■２月３日（金）まで

を支援するものです。センターでお子

お申し込み・お問い合わせ

支給内容■額面２４万円、
６年償還の
記名国債

町内の方ならどなたでも持ち込み

さんをお預かりするものではありませ

８時３０分から１７時までに、下記へ

可能です。この機会にぜひお出しくだ

ん。依頼会員や提供会員は、いずれも

お申し込みください。

請求窓口■お住まいの市区町村の援
護担当課

新酒とおでんを楽しむコトコト湖東電

雑誌…書籍、パンフレット、封筒、包

布団、毛布類、カーテン、タオルな

さい。

登録無料です。詳しくは福祉保健課ま

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

装紙等をひもで縛る。

どは出せません。

お問い合わせ

でお気軽にお問い合わせください。

業促進協議会事務局（彦根愛知犬

ください。

お問い合わせ

上広域行政組合建設推進室内）

料金■３,９００円

ダンボール…ダンボール、お菓子・
ティッシュなどの紙箱をひもで縛る。
★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

婚活パーティー
大人気企画

第４回

★古着は中身の見えるビニール袋に

産業環境課

入れてください。

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

詳しくは、各団体から配布されるチ

（Ｆ）
４８-０５９４

〜林道ドライブ&数種のワイン、オリジナルサンドイッチ作り付きアウトドア〜

婚活パーティー参加者募集中です！

お見合いバスツアー

日時■３月４日（日） １１時〜
集合■彦根駅東口１１時集合・出発
場所■高取山ふれあい公園
年齢■男女とも２５歳〜４０歳くらい
のアウトドア好きの方
参加費■男性 ７,５００円
女性 ４,０００円
持ち物■筆記具、本人確認ができる
証明書

平成２３年度
「多賀町芸能発表会」のお知らせ

当日スケジュール
１１:００
１１:３０
１２:１０
１３:１０
１３:２０
１３:５０
１４:５０
１５:３０
１６:００

彦
 根駅東口にて集合・受付・出発
 ス移動・バス内にて自己紹介タイム
バ
公
 園内「交流センター」にて一対一会話
グループ分け
（６人×６グループ）
オリジナルサンドイッチ作り&ワイン紹介
ランチタイム
フリータイム
（３分×３回）
最
 終投票カード集計・彦根駅へ移動
彦
 根駅到着前にバス内でカップル発表後解散

申込方法及び問い合せ対応
エクシオジャパン （ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｅｘｅｏ-ｊ
ａｐａｎ.ｃｏ.ｊ
ｐ （電）
０５０-５５３１-９４５１

福祉保健課
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

平成２４年４月より
「森林の土地の所有者届出制度」
がスタートします

めざして、お医者さんの上手なか

林が所在する市町村長への事後届出

かり方についてともに考えます。

が必要となります。
届出は個人か法人かを問わず、売
所有した方すべてが対象となります。

講師：富永なおみ氏（西脇小児

詳しくは、所有者となった森林の所

・パネルディスカッション、意見交換

は本町の産業環境課林業担当までお

申込方法■電話またはＦＡＸで氏名を

納入方法■当日受付にて徴収します。

されます。ぜひ、皆さんの発表をご鑑

があります。犬上郡内の選りすぐりの名所

定員■２０人

賞いただき、一足早い春の訪れを感

を訪れる、年に１度のバスツアーです。地

申込方法■電話・ＦＡＸにて受付ます。

じてください。

域の人・歴史・文化に触れて、新しい発見

住所・氏名（参加者全員）
・電話番

開催日■３月３日（土）

をしてみませんか。※地元観光ガイドさん

時間■１０時〜１６時

や施設関係者による詳細説明もあります。

場所■多賀町中央公民館２階大ホール

日時■３月１８日（日） ９時〜１６時

主催■多賀町文化協会

集合・解散場所■多賀町役場前駐車場

（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１２３
広報たが 201２年2月号
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医療を守る会代表）

在する市町村の林務担当窓口、また

れのまちに誇れるすばらしい歴史・文化

生涯学習課

・講演「子どもを守るために、今、母
親の私たちにできることは…」

さんが、日ごろの活動の成果を発表

訪問先■多賀大社・奥書院（多賀町）

・基調報告

買や相続などによって新たに森林を

産業環境課

お問い合わせ

ル
（彦根市小泉町６４８-３）

の土地所有者となった方は、その森

参加費■２,０００円（食事代・入館料・

（８時４０分集合・１６時過ぎ解散）

多目的ホー

心して生活ができる湖東地域を

お問い合わせ

入場は無料です。

会場■ひこね燦ぱれす

伴い、平成２４年４月から、新たに森林

問い合わせください。

保険代などすべて込み）

日時■２月１８日（土）１３時３０分〜１６時３０分

内容■医療と福祉が一体となった安

食事■一休庵（甲良町）そば打ち体験あり

犬上郡はびわ湖東部に位置し、それぞ

湖東圏域医療福祉フォーラム

平成２３年４月の「森林法」改正に

いぬかみ名所史跡めぐりに
参加しませんか

町内で芸能活動をされているみな

（電）
３５-００１５ （Ｆ）３５-４７１１

２月１５日（水）までに下記まで
参加費■無料

林業担当

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８

お問い合わせ
滋賀県湖東健康福祉事務所
（電）
２２-１７７０ （Ｆ）
２６-７５４０

湖東地域一般廃棄物処理広域化
事業促進協議会開催のお知らせ

戦没者等のご遺族の皆さんへ

号をご報告ください。電話は役場開

業促進協議会では、湖東地域の新し

づいています。平成２４年４月２日ま

庁時間中、
ＦＡＸは随時受付ます。

いごみ処理施設の建設に向けた取り

でにご請求ください。

組みとして、下記のとおり研修会を実

支給対象となる方

申込期限■２月１７日（金）まで。
※定員になり次第受付終了。
お問い合わせ
産業環境課

／勝楽寺（甲良町）／旧豊郷小学

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

校・岡村本家（豊郷町）

（Ｆ）
４８-０５９４

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

施します。傍聴希望の方は、下記によ

第９回特別弔慰金の請求期限が近

戦没者等の死亡当時のご遺族で、平

りお申し込みください。

成１７年４月１日から平成２１年３月３１日

日時■２月９日（木）１４時〜１５時３０分

までの間に恩給法による公務扶助料や

場所■豊栄のさと 視聴覚室（２Ｆ）

戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺

犬上郡豊郷町四十九院１２５２

族年金等を受ける方が亡くなるなどした

電車内で新酒の利き酒をお楽しみ
※予約制

運行日■〈夜便〉彦根駅発:２月１１日、
１８日、
２５日、
３月３日
八日市駅発：２月４日、
３月１０日
〈昼便〉彦根駅発：２月１１日、
１８日
チケット発売所■近江鉄道各駅、近江
鉄道各旅行センター
お問い合わせ
近江鉄道株式会社鉄道部運輸課
（電）
２２-３３０３

２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。
多賀大社前駅ホールで開催しますの
で、
ぜひお越しください。
☆旬の野菜☆
ほうれんそう、
ねぎ、
ブロッコリー
など。
開催日■２月４日、
１１日、
１８日、
２５日
（毎週土曜日）
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■２月１６日（木）
来月の相談日■３月１６日（金）
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
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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

小菅医院多賀診療所 ３月１４日（水）
１１：３０〜

すくすく相談

※町内ほか２医院、町外３病院は１年中実施

３月１３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
３月６日（火） １０：００〜１１：００
ご自分の健康について、
ご相談になりたい方

（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

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

お多賀さんの豆まき
（節分祭）
も過
ぎ、立春とはいえまだまだ寒い中、子

ませんか。お待ちしています！

大きなラケットとスポンジのボールを

１期初回：１〜４週間隔で２回接種

ども達がほほを真っ赤にして通学す

☆フリーピンポンのお知らせ

使って４人１組でプレーします。どれ

１期追加：２回目接種日からおおむね１年後

る姿が健康的です。

日時■毎月 第２・４火曜日

だけ長くラリーを続けられるかを楽し

日本脳炎（予約制）

に１回接種

冬だからできるスキーやスケート
を楽しむ方、いつものスポーツを継続

場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

査、体脂肪測定も無料でできます。

３〜４歳）

しておられる方と色々でしょうが、つ

【フリーピンポンとは？】

健診等

２期：１回接種

いつい炬燵で冬眠したくなる季節で

４カ月児健診（離乳食教室）

２期対象者：９歳以上１３歳未満（標準小学４

す。気持ちを変えて平日の午後、
「フ

３月５日（月） １３：００〜１３：１５

年に相当する年齢）
れた方で、平成１７年度に接種が差し控えら

３月５日（月） １３：１５〜１３：３０

れたことで接種が受けられなかった方につ

Ｈ２３年４月生まれの乳幼児

いては、
２０歳の誕生日をむかえるまでは、定

１歳６カ月児健診

期の予防接種として無料で受けられます。
３病院（彦根市立・彦根中央・豊郷病院）で１

予防接種

年中実施（予約制）

ＢＣＧ

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

３月１３日（火） １３：４５〜１４：００

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・

生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児

予診票をご持参ください。／１歳６カ月児

三種混合（予約制）

健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを

３カ月〜９０カ月未満の乳幼児

持ってきてください。
１０カ月児健診には、お

１期初回：３〜８週間隔で接種

子さんと同居されているおばあちゃん・おじ

１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種

いちゃんもぜひおいでください。

実施日 ※いずれも予約制

「相手が打ちやすいところにボー
ルを返すことが基本」の思いやりのス

平成１０年野洲市で生まれた新し

ポーツです。

いスポーツです。

おたのしみ
①

②

③

クロスワード

④

ヨコのカギ
①レアとウエルダンの中間のもの

実施病院

Ｈ２２年７・８月生まれの乳幼児

レーは禁止です。

〈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）

※平成７年６月１日〜平成１９年４月１日に生ま

１０カ月児健診

むスポーツですので、スマッシュやボ

１３：３０〜１５：００

１期対象者：６カ月以上７歳６カ月未満（標準

３月７日（水） １３：００〜１３：１５

従来の卓球台を利用し、卓球よりも

リーピンポン」で軽く体を動かしてみ

は、お気軽にご利用ください。血圧測定、尿検

Ｈ２３年１０月生まれの乳児

yamabiko@pcm.ne.jp

⑥広報では日々の○○○に役立つ情報をお知
⑥

らせします
⑦桜桃とも呼ばれる、
バラ科サクラ族の果実

⑦

⑧草や木が多い茂った一角のこと

⑤

⑨月が満ちて○○○○となる
先月号の答え

タテのカギ

⑧

①「御蓋山」の読み方

⑨

⑦

②サケの卵をばらした物

⑨

③○○○限りの力を出す

⑩

④本や衣類など陰干しして風邪を通し、虫の害

ひろばの案内
わくわくランド

３月１３日（火） １０：００〜

月曜日〜金曜日 ９：００〜１３：００

場所■子育て支援センター

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。
（下記ひ
ろば以外）
☆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。

ありがとうの会
日時■3月7日（水） １０：００〜１１：００まで
※決 定次第、
にっこりメールでお知らせし
ます。
場所■ふれあいの郷

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

滋賀県立大学のオーケストラ楽部の皆さん
と一緒に、歌ったり踊ったりして楽しみましょう！
また、
アルバムをプレゼントします。お楽しみ
にしてください！

親子で絵本・紙しばいなどお話に親しむ集

問題

答えください。

□□□

子育て相談おしゃべりデー

締め切りは2月29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

３月６日（火） １０：００〜１１：００

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と
「広報

場所■子育て支援センター

たが」へのおたよりやご意見を企画課までお送り

子育て関する心配事や悩みについて相談に

ください。
Ｅメール・有線ＦＡＸでもOKです。

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
にっこりメールをご覧ください。
子ども・家庭応援センター
（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。

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆濵野 朔良（功一・えりか）
☆岸邉 夕陽（薫・知子）
☆土田
樹（翔一・歩）
おくやみ申し上げます
實 ７５歳
◆辰巳
はま

の

さく

ら

きし

べ

ゆう

ひ

つち

だ

たつ

み

いつき

みのる

まつ

い

み

つ

こ

◆松居美津子
◆神鳥 とみ
◆安藤 きん
◆土阪 洋子
◆鈴木すみゑ
◆松宮 悦子
かんどり

あんどう

つちさか

すず

よう

こ

き

まつみや

えつ

こ

９２歳
８８歳
９２歳
６７歳
８２歳
８３歳

⑤

⑧

③

⑥

⑪

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

文字を並び替えてできる言葉をお

ヒント：代々その家に伝わる教えや戒め

いです。

④

でした。

⑤くぎって分けること

クロスワードを回答して、二重枠の

メデトウ
イ
リス
ンマイ
ンゴ
カ
イチゴ

②

「マイシン」

やカビを防ぐこと

子育て支援センター （有）
２−８１３７ （電）
４８−８１３７

オ
ト
シ
ダ
マ

①

つつ

い

◆筒井
◆棚池
たないけ

あきのぶ

昭信 ６９歳
秀雄 ８２歳
ひで

お

結婚しました！
尾田亮太郎
♥
河池
泉
お

だ りょう た

かわいけ

ろう

いずみ

いし

だ

ひ

ぐち

ゆう いち

石田 雄一
♥
樋口 亜紀
中村 泰彦
♥
山口由美子
前田 洋平
♥
石田 麻衣
あ

なか むら

やま ぐち

まえ

だ

いし

だ

き

やす ひこ

ゆ

み

こ

よう へい

ま

い

（敬称略）

ひとのうごき

平成23年12月末現在
（

）
内は前月比

■人口
7,927人 （■男性
3,773人 （±
■女性
4,154人 （■世帯数
2,693世帯 （■転入
13人
■転出
7人

6）
0）
6）
1）

広報たが 201２年2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。

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
2

古紙配合率100％再生紙を使用しています

表紙「美しく澄んだ多賀の冬空／芹川ダム湖」

2月の時間外交付

10

（金）
日

と

24

（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■２月ですね。……１月が終わるの早くありません
か？ 時間はもっとゆっくり過ぎてもいいと思う今日このご
ろです。
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

