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まちの話題／緑のふるさと協力隊／たが写真館

まちの話題

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール一般開放

プールの季節がやってきました

５月１６日〜１８日

５月２４日

６月３日

民泊受入

大滝小全校ウォークラリー 防災訓練

静岡県浜松市立東部中学校修学旅

大滝小学校で全校ウォークラリー

消防本部や自衛隊の人たちと一ノ

７月１日（日）から９月９日（日）まで、
Ｂ

翌日が日曜日にあたると

行の農業体験として民泊受入をしま

が開催されました。
１〜６年生までの

瀬で防災訓練を実施しました。滝の宮

＆Ｇ海洋センターのプールが一般開

きは開館します。）帽子を

した。生徒さんたちには、田植えやト

縦割り班で協力してクイズに答えて

スポーツ公園でおこなわれた、ヘリで

放されます。今年度は、
９時〜１２時と

着用していただいていま

マトの収穫、薪割やそば打ちなどを体

いました。手作りお弁当給食には大

の搬送訓練も見学しました。

１３時〜１６時に開放する予定です。

すので、お忘れのないよ

験してもらいました。

海洋センターの休館日は月曜日と祝

うにご注意ください。

日の翌日となっております。
（祝日の

※7月7日（土）、14日（土）、21日（土）は午後のみ一般開放致します。

滝小で収穫したイチゴも入っていま
した。

緑のふるさと協力隊

栗栖に一年間住むことになりました！
ほ ん

だ

む ね ゆ き

お世話になります、本多志行です

カメラの方も毎日楽しく撮らせて

趣味、私生活

いただいています♪今は景色ばかり
撮っているのでそろそろ地域の方も

５月２４日

５月２６日

６月３日

協力隊としてこの多賀町に来て早、

有り難 いことに以 前 から趣 味 で

２カ月が経ち起承転結でいえば「起」

やっていたフットサルをこちらに来て

撮らせていただけたらと思っていま

の部分が終わり、
「承」に指しかかろう

からもやらせていただいています♪

す♪よろしければ皆さん写ってくださ

としています。まだ具体的な目標が

毎週火曜日、金曜日と週２回練習に

い♪皆さんの元気な笑顔をたくさん

ささゆり保育園と多賀幼稚園の５

壷地先の大滝小学校の学林で、6

多賀大社でお田植祭が執りおこな

決まっているわけではないのですが、

参加しています！いい汗を流す機会を

撮りたいと思っています♪今回、
ここ

歳児交流がありました。すぐに仲良く

年生親子木おこしがおこなわれまし

われました。
５７名の早乙女が御神田

漠然と観光系統で企画を起せればと

いただいて本当に嬉しい限りです♪

に載せるのは今まで撮った写真の一

なり、楽しく遊んでおられました。

た。後援会の方の指導で、雪で倒れた

に御神米を植えられました。

思っています。図書館で本をお借りし

一緒に練習しているチームとは別

て知識を蓄えている段階ですが、い

５歳児交流をしました

大滝小学校木おこし お田植祭

部ですが、
お気に入りの写真です♪

木を縄でまっすぐに育つようにくくり

チームでの参加なのですが、先日、多

緑のふるさと協力隊の私の日々の活

ました。

かんせん自分のキャパシティが把握

賀町で開かれた大会に出て、優勝しま

動はブログで発信しています。下記

できてないので何ができるのかまっ

した！これからもフットサルがんばる

のアドレスからご覧ください。

たくわかりません。いろいろな方に相

ぞー!!

（ＨＰ）
ｈｔｔｐ://ａｍｅｂｌｏ.ｊｐ/ｍｕｎｅｙｕｋ
ｉ１９/

談し、何ができてなにができないの
か、その中で自分はどの程度のことが
できるのか把握することができれば
と思っています。なんにしても自己満
足で終わるのではなく、
この町の役に

５月２４日

立てるような企画を立てることがで

滋賀県中学校春季総合体育大会 大君ヶ畑ステーション祭り開催 町の花「ささゆり」

きればと思っています。ほんのわずか
でも多賀町に貢献したいです！!!

▲栗栖へ向かう道

キラリとひかる ★

★

お

も と あ お

ば

★

尾本葵羽ちゃん
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★

▲芹川と空

たが写真館

ふ る か わ

こ

と

古川琴都ちゃん

6月

２４日、
２５日の両日に春の中体連

お天気にも恵まれ、
たくさんの方に

ささゆりが高取山ふれあい公園で

が県内各地でおこなわれました。野球

きていただきました。東日本大震災

も咲いていました。見頃は６月中ばで

は町民グランドで開催され、多賀中学

義援金にも多くの賛同をいただきま

すが、
７月初めも見ることができるか

の郷で撮影しています。

校は豊日中学校と対戦し、
０-４で敗戦

した。

もしれませんね。

※詳しくは企画課広報担当へお問い

しました。

毎月の１０カ月健診時に、ふれあい

★

５月２７日

合わせください。

ま つ

だ

れ

ん

松田蓮生ちゃん

も り も と あ き

な

森本晶南ちゃん
広報たが 201２年7月号
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湖東定住自立圏

湖東定住自立圏

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

湖東定住自立圏（多賀町と彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町との広域連携）の
具体的な取り組み
湖東圏域全体の公共交通を持続的に維持発展させていくため、運行コストの削減と利便性向上の両立をめざして、鉄
道やバス等の公共交通機関の連携によるネットワーク化を図り、定住しやすい公共交通まちづくりの構築に向けて取り

交通手段を持たない人の日常生活を支える路線バス
路線バスは、昨年１０月に彦根市
内の買物客を対象とした「南彦根ベ

予約型乗合タクシーと路線バスの利用状況等をお知らせします
利用者が大幅に増加した予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」

ています。

や県が補助しています。

路線バスは、自らの交通手段を持

お出かけ前に無意識にクルマの鍵

の接続ダイヤや運行形態の見直しな

たない人にとっては、通勤や通学、病

を手にしている人は、ぜひ、月に１回

ど、利便性の向上と運行コストの適正

院への通院、買物などの日常生活を

でも、
２回でも「バス」を選択肢の一つ

支えるのに、なくてはならない存在

に入れて、積極的なご利用をお願いし

です。

ます。多くの人のご利用が路線バスを

化を図りました。
ていましたが、平成２３年度（Ｈ２２年

湖東圏域でのバス運行を維持して

１０月〜Ｈ２３年９月）は、約６４万人

いくため、運行にかかる経費を運賃

の利用で、平成２２年度（Ｈ２１年１０

収入等では賄いきれない赤字分約

支えます。

湖東圏域路線バス利用状況

利用者数
（万人）
100

湖東圏域では、公共交通空白地域

１億２千万円（平成２３年度）
を各市町

ルロード線」の開設をはじめ、各駅で

利用者数は、これまで年々減少し

組んでいます。

月〜Ｈ２２年９月）とほぼ同数となっ

補助金額

86万人

の解消に向けて、
予約型乗合タクシー

77万人

80

「愛のりタクシー」を圏域全体で現在

67万人

１４路線運行しています。
平成２３年度は、多賀町ふれ愛タク

利用者数

64万人
64万人

10,000

利便性の向上に努めました。
その結果平成２３年度の利用客数

0

は、圏域全体で延べ１２,４４３人の利
用があり、平成２２年度の利用者数延
加となりました。

証について、
アンケートや動態調査等
平成22利用者人数

1,609

1,536
1,331

平成２３年度までの取組の効果検

湖東圏域予約型乗合タクシー路線別利用実績

平成23利用者人数

1,503

1,220

745

704
331

406

372

463

338

289

189

257

265

640

627

613

156

201

133
大君ケ畑線

萱原線

河内線

彦根・豊郷線

甲良線

金剛輪寺線

愛荘西部線

亀山線

河瀬東・豊郷線

日夏線

石寺線

新海浜線

小野線

山手線

宮田線

57 63

502 508

362

公共交通サービスに関する情報提供
（紙媒体での情報提供、駅周辺時刻
表等作成）

平成23年

0

機会を作ります。
※モビリティマネジメント教育…一人
ひとりの移動手段や社会全体の交

によりダイヤ改正等による効果把握

駅周辺での情報提供やホームペー

通流動を「人や社会、環境にやさし

をおこない、改善点やダイヤ改正の

ジ・携帯電話、紙媒体での情報提供

い」という観点から見直し、改善し

必要性の検討をおこないます。

を充実し、利用しやすさの向上をめざ

ていくために自発的な行動を取れ

平成２３年度までの実証運行を踏
まえて、予約型乗合タクシー「愛のり

るような人間を育成することをめざ
した教育活動。

予約型乗合タクシー本格運行

925
494

平成22年

します。

1,000

0

路線バス実証運行

▲愛のりタクシー利用イメージ

平成22・23年度

524

平成21年

平成２４年度実施予定の事業

※「彦根・豊郷線」は平成２３年１０月

500

平成20年

5,000

公共交通を利用しましょう！

べ４,９２１人と比較して約２.５倍の増

1,500

平成19年

1億2︐
800万円

20

1億4︐
300万円

一し、回数券を新たに発行するなど、

1億3︐
000万円

げして、
４００円、
８００円の２段階に統

1億3︐
700万円

40

1億2︐
700万円

クシー」
としました。また、運賃を値下

（人）
2,000

15,000

60

シーを統合し、圏域全体で「愛のりタ

に廃止しました。

補助金額
（万円）
20,000

公共交通利用促進（モビリティマネジ
メント教育）

公共交通サービス向上（企画切符等）

タクシー」を本格運行します。ご利用

未来の公共交通利用者を育てる取

鉄道事業者、バス事業者との連携

実態や利用者の声等を踏まえ、必要

り組みとして、小学校を対象に、総合

により、市民、観光客向けの企画切符

があれば停留所位置の増設および変

学習の一環として、
環境や交通につい

の導入等を通じて、鉄道・バス双方の

更、鉄道駅へのダイヤ接続向上など

て考えてもらうモビリティマネジメン

乗継改善と利用者数の増加をめざし

の路線、ダイヤの一部見直し等の検

ト教育 を実施します。

ます。

討もおこないます。

※

また、各種イベント時にバス車両を
展示し、親子がバスに親しく触れ合う
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4

広報たが 201２年7月号

5

レンタサイクル／農業委員会だより

後期高齢者医療

産業環境課（商業観光） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@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

後期高齢者医療制度のお知らせ

「めぐりんこ」が始まりました
このたび、多賀町、彦根市、豊郷町、甲良町、愛荘町は、

８月１日から有効の新しい被保
険者証を７月にお送りします

シーなのが魅力です。季節の

湖東定住自立圏のレンタサイクル事業として「めぐりん

風を感じながらペダルを踏ん

こ」をオープンしました。

で、小さな道や隠れ家スポッ

新しい被保険者証は、
７月中に簡易
書留郵便で発送します。

これは、今までレンタサイクルは借りた場所へ返すシ

ト探索、ちょっと足を伸ばして

ステムでしたが、観光圏の広域化に伴い、湖東定住自立

スポーツ気分など、湖東路を

圏内の指定場所ならどこにでも返すことができるように

満喫してみてはいかがでしょうか。

なったものです。
圏域内のレンタサイ
クルは、下表の指定場
所で借りることができ、

８月１日は、年に一度の被保
険者証の更新日です

この「めぐりんこ」は、普通の自転車に加えて、電動

更新に伴い、現在、後期高齢者医療

タイプのものも用意してありますのでぜひご利用くだ

制度に加入しておられる方全員の被

また、近江鉄道は持ち込み無料（運賃のみ）で自転車

ことができます。

ますので、多賀大社前駅から自転車を乗せることができ

旅ができ、エコでヘル

ちの被保険者証は使えませんので
ご注意ください。
（有効期限をお確か
めください。）

ます。

平成２４年度の保険料の額を７月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成２４年度

いろんな方法でレンタサイクル「めぐりんこ」をお楽し
みください。

の１年間の保険料の額や、
お支払の方法についての通知
書を７月に郵便でお送りします。なお、平成２４年・２５年
度については、
保険料率を以下のとおり改定しました。被
保険者の皆さまにこれからも安心して医療を受けていた

指定貸出・返却場所
もんぜん亭

多賀町多賀１３２２-１

だくため、
ご理解賜りますようお願いいたします。

多賀町観光案内所

多賀町多賀３８９-１

彦根駅前サイクルステーション

彦根市大東町２-２８ ＊アルプラザ彦根１階

平成２４年・２５年度保険料率

五環生活

彦根市中央町７-４０ ＊ＮＰＯ法人五環生活事務所１階

近江鉄道尼子駅

甲良町尼子１７１２-２

豊郷小学校旧校舎群内観光案内所

豊郷町石畑５１８

近江鉄道愛知川駅 コミュニティハウスるーぶる愛知川

愛荘町市８９５-３

料

金
種

３.５時間

１日

２日以上の場合の１日

スポーツサイクル

３００円

６００円

５００円

電動アシスト

６００円

８００円

７００円

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
５月１４日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１号

農地法第２条第１項の規定による

現況農地でない旨の証明書交付申請について……１件
※現 況が農地以外に利用されていることの証明に必
要な申請です。
• 議案第２号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定にもとづく
広報たが 201２年7月号
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保 険 料 率
平成２２年・２３年度 平成２４年・２５年度
被保険者均等割額
３８,６４５円
４１,７０４円
所 得 割 率
７.１８％
８.１２％
年間保険料の上限額
５０万円
５５万円
区

分

保険料引き上げの理由は次のとおりです
車

▲うぐいす色（薄緑色）
になり、二つ折りにし
て使います。

さい。
を持ち込むことができる「サイクルトレイン」となってい

クが 軽く、計 画 通りに

８月１日からは、今お持ちの
被保険者証は使えません
平成２４年８月１日以降は、今お持

ほかの指定場所へ返す
自転車は、
フットワー

保険者証が新しくなります。

農用地利用集積計画の決定について…………１件
※所 有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する
制度です。
• 報告第１号

農地法第３条の３第１項の規定による届

出について…１件
※相続等によって、農地の権利を取得された方がおこ
なう届出です。

保険料の計算のもとになるのは？
支払い方法は？
平成２４年度の保険料は、平成２３年中の所得に基づ
いて計算します。
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれ
ば、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か
口座振替でお支払いいただきます。
※所得の低い方等には保険料の軽減がございますの
で、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
多賀町役場 税務住民課 保険年金係
㈲2-2031 （電）
４８-８１１４
滋賀県後期高齢者医療広域連合

• 被保険者一人当たりの医療費が増えていること

（電）
０７７-５２２-３０１３

• 人口全体に対する高齢者の割合が増えていること

（ＨＰ）ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａｋｏｕ
ｉ
ｋ
ｉｊ
. ｐ/

公的機関の職員を装った不審者・不審電話にご注意を！
高齢者を狙った還付金等詐欺が、全国各地で多数発

「おかしいな」
と思われる場合は、ひとりで判断せず家

生しています。滋賀県内においても、後期高齢者医療制

族や友人に相談したり、警察、お住まいの市町の後期高

度の被保険者宅に還付金等に関する不審な電話があっ

齢者医療担当課または広域連合へご連絡ください。

たとの報告が、複数寄せられています。
手口はいずれも、厚生労働省、県、市町や広域連合な
どの職員を装い、電話をかけたり訪問したりして金銭や
被保険者証をだまし取るなどというものです。
市町や広域連合などの公的機関が、金融機関のキャッ

お問い合わせ
多賀町役場 税務住民課 保険年金係
（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４
滋賀県後期高齢者医療広域連合

シュカードを渡すよう求めたり、
ＡＴＭ
（現金自動払出機）

（電）
０７７-５２２-３０１３

を操作するよう指示したりすることはありません！

（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａｋｏｕ
ｉ
ｋ
ｉｊ
. ｐ/
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子ども議会開催／ねんきん

民児協／いくせい

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@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

「多賀町子ども議会」を開催します

民生委員・児童委員

‐心のふれあいをたいせつに‐

未来を担う小・中学生のみなさんに、多賀町のことで

ささやかな関わりで

疑問に思っていることや考えていること、多賀の将来に

笑顔のつながりを！

多賀町民児協「障がい者福祉部会」は、福祉へのささ
やかな関わりを大切にして輪を広げ交流を深めつつ、
こ

対して聞きたいことを質問したり、提案したりすることを

障がい者福祉部会では、去る５月２０日に彦根市高宮

のような協力活動もおこなっています。何かございまし

通じて、
町政や議会の仕組みを理解し、
より身近なものと

町にあります「彦根学園」に袋いっぱい、重量にして１.０

たら地域の民生委員児童委員に声をかけていただけれ

して感じてもらうことを目的に開催します。

kgの古切手とベルマークをお届けしました。

ば幸いです。

毎月行われる定例会時に、委員から持ち寄られた『古

これからも施設を訪問したり、
また、対象者の方とのか

（使用済）切手』や『ベルマーク』を年に一度ですがお届

かわりをもちながら研鑽をつみ、
ひとりでも多くの皆さん

期日■７月２７日（金）１３時３０分〜１６時

けしています。届けた古切手等は資金化され、福祉用品

に喜んでいただけるよう努めて参りたいと思っておりま

場所■多賀町議会議場

の購入に当てられておられます。また、杉の子作業所の

す。地域の方々の笑顔のつながりが、
私たちの喜びです。

出席者■子ども議員…１２名（各小学校５年生１人、
６年

アルミ缶回収事業にも協力をさ

また、子どもたちからの要望や意見を受け止め、今後
の町政運営の参考としていきます。

さん

せていただいています。

生２人、中学生１〜３年生各２人 うち１人は議長）

さて、来月の万灯祭（８月３日

／議会議長、
議員、事務局長、町長、副町長、教育長、

〜５日）
では、
「多賀町手をつなぐ

会計管理者、
課長
その他■傍聴を希望される方は、人数に限りがありますので議会事務局まで申し込んでください。
（子ども議員の保護者

育成会」が、障がい者の「グルー
プホーム」建設に向けての資金

１人は優先します。）

づくりに支援の輪を広げ、継続を

お問い合わせ
多賀町教育委員会 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ （Ｆ）
４８-８１５５

支えていきたいとの思いから、

多賀町議会事務局 （有）
２-２０１１ （電）
４８-８１２６

今年も万灯市にチャリティーバ
ザーを出展されます。皆さんの

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

あたたかいご支援、
ご協力をよろ

日本年金機構

しくお願い申し上げます。

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料の免除制度について

中央公民館内

国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困

除」は８分の４、
「１／４納付」は８分の５、
「１／２納付」は

難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除され

８分の６、
「３／４納付」は８分の７と受給額が少なくなり

る「保険料免除制度」があります。この制度は、本人とそ

ます。

の配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以
下の場合に承認されます。免除種類としては「全額免除」

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

多賀町青少年育成町民会議
多賀町青少年育成町民会議では平成２４年度総会を

これらの保険料免除期間については７月から翌年６月
までですが、全額免除または若年者納付猶予が承認さ

会

役員、部会役員、予算案等を審議し可決決定しました。

副会長

馬場和雄・池尻力

監

西澤徹・山本吉洋

れた方が、申請時に翌年度以降も申請をおこなうことを

『たくましく伸びよう伸ばそう多賀の子』
と
『大人が変

（一部免除）」には１／４納付（３／４免除）、
１／２納付（１

あらかじめ希望された場合は、翌年度以降は改めて申請

われば、子どもも変わる運動』をスローガンとして掲げ、

／２免除）、
３／４納付（１／４免除）の３種類があります。

をおこなわなくても、継続して申請があったものとして

青少年育成運動を積極的に展開します。今年度も町民

一部免除の場合、一部納付保険料が未納になりますとそ

自動的に審査をおこないます。

の皆さんのご支援よろしくお願いいたします。

の期間の一部免除は無効（未納と同じ）
になりますので

免除の対象となる所得の目安

また、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当し
ない場合でも、
３０歳未満の若年者の方については本
人および配偶者のみの所得で審査して基準を満たせ
ば、保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」が
あります。
これらの保険料免除期間（一部納付を含む）は、年金
受給に必要な期間に参入されますが、年金額を計算する
場合は保険料を全額納付したときと比較して、
「 全額免
広報たが 201２年7月号
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世帯構成

全額免除

一部納付
１／４納付 １／２納付 ３／４納付

４人世帯
１６２万円 ２３０万円 ２８２万円 ３３５万円
（夫婦、子２人）
２人世帯
９２万円 １４２万円 １９５万円 ２４７万円
（夫婦のみ）
単身世帯

５７万円

９３万円 １４１万円 １８９万円

詳しくは、役場税務住民課または彦根年金事務所国民
年金課までお問い合わせください。

平成２４年度の組織と役員名（敬称略）

５月２０日に開催し、今年度の活動方針、活動計画、本部

のほかに、
「一部納付
（一部免除）
」があります。
「一部納付

ご注意ください。

（電）
４８-１８００

部会名簿 （◎…部会長
総務部会

長
事

小菅辰一

名誉会長

久保久良

顧

夏原覚・澤田藤司一・松宮忠夫・土田雅孝・
山本房子

問

〇…副部会長）
◎安田良介・〇石田茂夫・○平塚一弘・小菅辰一・馬場和雄・池尻力・原田亀雄・木村慶之・小菅建
次・西河仲市・西澤彰芳・火口悠治・福戸藤佐夫・大道吉兵衛・西澤徹・社会環境部会代表・青少
年・家庭教育部会代表

社会環境部会

◎大久保喜久夫・〇山本吉洋・〇大谷修子・川口秀和・小林美智子・小財進・米谷ふみ子・澤田藤司
浩・田中和彦・田辺憲司・富田和平・藤川幸洋・藤森美智子・星居洋子・本多正浩・若林幸雄

青少年・家庭教育部会

◎田中伸幸・〇城貝康弘・○木戸美樹・福本香苗・大岡秀行・新谷純子・田辺由子・塚口博・馬場研
二・林壽美子・一之瀬浩治・森清美・安田忠久・重森一真・川岸喜代一・髙橋守

広報たが 201２年7月号
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けんこう

防災

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

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

熱中症に注意しましょう

火災に気を付けて

暑いときには汗をかく。こうした働きにより私たちの体は体温を正常に保ちます。しかし、この調節機能がう
まく働かなくなると体内に熱がこもり、めまいや不快感、意識障害などの症状があらわれます。このような状態が
「熱中症」です。重症の場合、命にかかわることもあり重症化しやすい高齢者は特に注意が必要です。

★気を付けたいのはこんな時

夏の夜の風物詩『花火』
！
子どもたちにとって、楽しみな季節になってきました。

次のことに注意しましょう！

しかし、毎年、花火による火災が発生しています。一例と

花火をするときの注意点

して、子どもが手持ち花火を振りながら走り回って遊ん

• 広くて安全な場所を選びましょう。

でいるうちに、花火の火の粉が着衣に燃え移ったものが

• 水の入ったバケツを用意しましょう。

環境

• 体育館

あります。
（この子どもは腕などに火傷を負いました。）夏

• 子どもだけで絶対に花火をさせない。

• 気温が高い、
湿度が高い

• 閉めきった室内・車内

の風物詩である
『花火』
を楽しい思い出とするためにも、

• 花火は安全な場所に保管する。

• 急な気温の上昇
• 風通しが悪い

なりやすい人

• 日差しが強い

• 高齢者
• 乳幼児

場所
炎天下の屋外で起こるとは限りません。室内にいても

火遊びは危険です！
子どもの『火遊び』による火災は、大人がいない時や

子どもの『火遊び』では、
ライターやマッチによるもの

• 暑さに慣れていない人

人目につきにくい場所で発生することが多く、
このため

が多いため、親や周りの大人が次の点に注意を払いなが

• ふだんから運動していない人

に火災の発見が遅れ、初期消火が困難になり、火災が大

ら、子どもに対して、火の恐ろしさや防火の知識につい

起こり、
重症化する例が増えています。

• 肥満の人

きくなることがあります。

て、年齢に応じた教育をおこないましょう！

• 日陰のない場所

• 寝不足、体調の悪い人

火遊びをおこなわせないためには

★予防のポイント

• ライターやマッチを子どもの手の届くところに置か
ない。

①暑さをさける

• 運動前、運動中にも水分補給をする

• 外出時は日傘や帽子を使う

• 熱帯夜には就寝前にも水分をとる

• 火遊びをしている子どもを見かけたら注意する。

• 室内ではクーラーや扇風機を使う

• 食事からも必要な水分をとっているので食事は抜かない

• 子どもだけでは絶対に火を取り扱わせない。

クーラーは扇風機とあわせて使うと体感温度が下がり、
涼しく感じられます。クーラーがない場合は扇風機をつか
い、
窓を開けて風の通り道を作りましょう。

• 遮光カーテンやすだれを使って直射日光を防ぐ

• 子どもだけを残して絶対に外出しない。
• 火災の恐ろしさ・正しい火の取り扱いについて教
える。

④急に暑くなる日に注意
• 熱くなりはじめ、急に暑くなった日は危険。梅雨明け後
の数日間は要注意

放火による火災予防について

②涼しい服装

⑤暑さにそなえた体力づくり

• 通気性がよく、
吸汗・速乾性がある衣類を選ぶ

• ふだんからウォーキングなどの運動で汗をかく習慣を

年以降連続して全国の出火原因のトップを占めていま

• 不用意に車を放置しないようにする。

• 襟元を緩め熱を逃がす

⑥体調に合わせて行動する

す。彦根市消防署管内でも、昨年２３年中の火災は合計

• ボディーカバーをする際には防炎製品を使用する。

• 熱を吸収しにくい白っぽい色のものを選ぶ

• 寝不足や二日酔い、風邪、下痢の状態、心臓や肺・腎

８７件あり、その内、放火・放火の疑いが３１件で、全体の

• 車両の施錠管理をしっかりおこなう。

３６％を占めています。

• 荷台に可燃物を積んだまま駐車しない。

③こまめな水分補給

臓機能が低下している人は熱中症になりやすいため、

• のどが渇いたと感じる前に飲む

より注意する

★熱中症が疑われるときは
次のような症状は熱中症のサインです

「放火」および「放火の疑い」による火災は、昭和６０

放火予防対策の基本は、地域住民が自ら放火火災に

そのほかのものに対する放火防止対策

対する危機意識を持ち、安全で住みよいまちづくりをす

• 夜間にゴミを放置しないようにする。

すめていくことです。特に次の点に注意し放火されない

• ゴミは指定された場所、日時以外は搬出しないように

環境をつくるよう心掛けましょう。
意識がない、返事がおかしい場合

建物に対する放火防止対策

●大量の汗が止まらない

• すぐに１１９番通報

• 施 錠 管 理をきちんとおこない 、外 部からの 侵 入を

●筋肉痛、
こむらがえり

意識がある場合

●頭痛

• 涼しい場所に移動し、衣類を脱がせて体を冷やす

• 照明器具の設置等により暗がりをなくす。

●吐き気、
嘔吐

• 自力で水分が摂取できれば水と塩分を補給

• 建物の周囲を整理整とんし、燃えやすいものを放置し

●体がだるい、
ぼんやりして力が入らない

• 自力で飲めない場合や症状が改善しない場合は医療

●体にさわると熱い
広報たが 201２年7月号
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機関へ

する。
• ゴミ集積場所の環境づくりを地域ぐるみで実施しま

対処方法

●めまい、
立ちくらみ

●意識がない、返事がおかしい、けいれん、まっすぐ歩けない

車両に対する放火防止対策

防ぐ。

ないようにする。

しょう。
地域における放火防止対策
• 防火座談会や防火・防災訓練を開催するなどして、地
域住民の防火意識を高めましょう。
• 広報誌やチラシ、回覧板等を利用し地域住民が放火に
対する危機感を持てるようにしましょう。
• 火の取り扱い、火遊びの危険性について指導するな
ど、幼少年に対する防災教育をおこないましょう。
広報たが 201２年7月号
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あけぼのパーク多賀

多賀町立

図書館

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

第2回おはなし会
なつのおもいで〜パネルシアターと工作〜

雑誌のおわけ会

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

図書館で不要になった雑誌をおゆずりします。

日時■７月１４日（土）
１３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

対象■幼児〜児童
（小学校低学年程度）
とその保護者

場所■対面朗読室

定員■３０名
（定員になり次第締切）

内覧期間■７月１４日（土）〜７月２０日（金）

内容■パネル布を舞台にして、絵や文字で、おはなし、歌

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

など、
みんなで楽しい時間をすごします。

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって
います。

後半：８月７日（火）〜８月２６日（日）

あそび、ゲームなどをします。ほかにも絵本や工作

ドリームサークル（毎月第１土曜日）

７月２１日〜８月２０日は「雑誌愛読月刊」です。
期間■前半：７月２１日（土）〜８月５日（日）

日時■ ７月２８日（土） １０時３０分〜１１時３０分

「多賀町立図書館応援団」活動日

サークルのご案内

おはなし会用の作品づくりなどをおこなっています。

本の寄贈をお待ちしております。

場所■図書館内
対象■中学生以上の方

図書館では、皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本と
して受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させていた
だいています。また、多賀町に関する資料の収集に努め

読書会 （毎月第１水曜日１０時〜）

ていますので、資料を作成・出版されましたら、ぜひ図書
館へご寄贈ください。

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任いた

日時■７月４日（水）、
８月１日（水）

申し込み日時■７月７日（土）１０時〜

随時、
メンバーを募集しています。

場所■２階 小会議室

申し込み先■多賀町立図書館へお電話ください。

詳しくは図書館までお問い合わせください。

対象■一般

だきます。
※図書館で受け入れしなかった資料は、公共施設、おわ
け会にて必要とされる方に提供させていただきます。

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
（毎月第１・３土曜日）

本の紹介
一般書

場合によっては処分することもあります。
※コミックは受け入れていません。

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

コンカツ？

パンとスープとネコ日和

石田

群 ようこ／著

衣良／著

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。

本の読み聞かせボランティア募集

特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも
参加していただけます。

東京：文藝春秋 ９１３.６イシ

東京：角川春樹事務所 ９１３.６ムレ

理想の結婚をめざし、
デートや合コンをくり

母を突然亡くしたアキコは、永年勤めてい

本の読み聞かせなどをおこなっていただける方を募集し

かえす仲良しアラサー４人組。晴れてウエ

た出版社を辞め、母が経営していた食堂を

ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く

ディングドレスを着ることになるのは？女性の視点から、

改装して再オープンさせた。安心できる食材を使い、手

結婚という
「絆」の意味を問い直すストーリー。
「ＣＲＥＡ」

間ひまをかけるのがアキコのこだわりだ。そんな彼女の

連載を書籍化。

元にネコのたろがやって来て…。

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

ださい。

あけぼのパーク多賀（休館日）
７月の休館日

児童書

２・９・１７・２３・２６・３０日

６・１３・２０・２７・３０日
※３０日（木）は、
月末整理のため休館です。

チョコレートと青い空

だれも知らない犬たちのおはなし

※１７日（火）は振替休館日です。

堀米

エミリー・ロッダ／著

※２６日（木）は、
月末整理のため休館です。

薫／著

やってきた。ガーナといえばチョコレート。
しかし、周二

６ぴきの仲間たちは、ペット（＝飼い主）たちが出かけると、いつ

は、
チョコレートの原料のカカオ畑で働くガーナの子ども

もバーニーの家の前庭に集まります。まずはおしゃべりを楽し

たちが、高級品であるチョコレートをめったに食べること

み、それからお気に入りのテレビ番組をみるのですが、
ときには

ができないと知り…。

いっぷう変わった、おもしろい事件が起こって…。

絵本

ぼくがきょうりゅうだったとき

とうだいのくま

まつおか たつひで／作・絵

ひるた りょうこ／作

東京：ポプラ社

東京：タリーズコーヒージャパン ＫＥトウ

ＫＥボク

もらったぼくは、
うれしくて公園に着て

のくまが住んでいました。くまの楽しみ
は宝さがし。灯台の階段には、
ひとつの段にひとつずつ、

へ遊びに来てよ」
と誘われて…。

くまが見つけた宝ものがおかれています。ある日、
くま
が出会ったすてきな宝ものとは…。
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巡回場所・駐車時間
大

滝

幼

稚

園

川

相

藤

瀬

たきのみや保育園

（「皆様の店くぼ」さん横） （ 草 の 根 ハ ウ ス 前 ）
１４：０0 ～ 1４：２５

14：３５〜1５：００

15：１０〜15：3５

15：5０〜16：20

多 賀 清 流 の 里

多

犬 上 ハ ート フ ル

多賀ささゆり保育園

賀

幼

稚

園

セ
13：00〜13：3０

14：00〜14：30

ン

タ

ー

14：40〜15：10

15：55〜16：25

)

行った。すると、本物の恐竜たちがきて「ぼくたちの世界

6

８月

日

小さな島にたっている古い灯台に、一匹

7月

日

誕生日に恐竜の着ぐるみパジャマを

移動図書館『さんさん号』
７月・８月の巡回

３日

２号、そして、
メイビス。
ドラン通りに住んでいる

日

ガー ナという国から研修生のエリックが

第２金曜日

スクラッフイ、ジーナ、バーニー、マックス１号・

第１金曜日

周二（しゅうじ）の家は専業農家。ある日、

Ｂコース 多(賀

東京：あすなろ書房 Ｋ９３３ロツ

Ａコース 大(滝）

東京：そうえん社 Ｋ９１３ホリ

12

８月の休館日

※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。
広報たが 201２年7月号
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あけぼのパーク多賀
ｈｔ
ｔｐ://ｍｕｓｅｕｍ.tａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/

博物館

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

観察会

第４回

今月は「夏の植物の観察」がテーマです。興味のある

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターの体育

闘茶会
お茶の銘柄や産地を当てる簡単なゲームです。
“ちが

方は、
お気軽に博物館までお問い合わせください。

いの分かる方”
の挑戦をお待ちしています。

日時■７月１９日（木） １０時〜１２時

日時■７月１５日（日） １１時〜１５時

集合■多賀町立博物館駐車場（９時３０分）

会場■あけぼのパーク多賀

参加費■１００円
（保険料）

あけぼのカフェ

※参加無料です！お菓子もついてくる予定です！

※事前のお申し込みは不要です。
※ハイキングのできる服装でご参加ください。

対象■小学生〜中学生と保護者の方

須田郡司写真展「世界の巨石」

展示会

ギャラリー展

猿楽の時代と闘茶展

ています。

れん・熱疲労・熱射病などを総
称したものですが、中でも熱射

専門指導者によるマット運動・跳び

病はもっとも重く最悪の事態に

箱・平均台・鉄棒などの実技指導に

もなりかねません。近年では熱

より、生涯にわたって体を動かすこと

射病は労働現場よりスポーツに
よる事故が問題になっています。
運 動 中 などに次 の 症 状が現

滋賀県民体育大会犬上郡予選開催！

れたら熱中症の危険性があるの
で、すぐに涼しい場所で休み、水

５月２６日（土）に甲良中学校体育館

ソフトボール■優勝 ジャガーズ

分補給をしてください。また、ひ

でバレーボール大会、
６月３日（日）には

※優勝チームは犬上郡代表として、
７

奇石・巨石の数々を、迫

多賀町民グラウンドでソフトボール大

月下旬から８月上旬に開催の滋賀県

どい場合はすぐに病院に行かれ

力の写真で紹介します。

会と軟式野球大会が開催され、多賀

民体育大会に出場される予定です。

地球の営みが生んだ奇

町からバレーボールはピース、軟式野

跡 のような 景 観をぜひ

球はオール多賀、
ソフトボールはジャ

• いつも通りに動けない

お見逃しなく。

ガーズが出場されました。

• 疲れてやる気がない

なお、結果は次のとおりです。

• 耳の中でキーンと音がする

多賀 ギャラリー
▲デビルズマーブルズ（オーストラリア）

多賀町スポーツ少年団入団式および交流会開催！
６月１７日（日）に、滝の宮スポーツ公

ワークショップ 親子で楽しむ石のお話し会
「小さな石から大きな石」

園で多賀町スポーツ少年団の入団式

この交流会を通じて、参加されたみ
なさんの交流も深まったようです。

および交流会が開催されました。

そこら辺に転がっているただの小石にも、
じっと見て

当日は、
７つのスポーツ少年団など

みるとそれぞれ個性的な雰囲気があることに気が付き

から１２３人の参加があり、
入団式の後

ます。それは、
どの小石もみんな地球の歴史を背負って

は団の枠を超えてチームを編成しての

熱中症にみられる症状

• ボーッとする

軟式野球■優勝 オール多賀

場所■あけぼのパーク

ることをお勧めします。

• 身体がおもくて力が入らない

バレーボール■準優勝 ピース

関連イベント
大会議室

ください。

熱中症とは、熱失神・熱けい

郡司さんが世界各地

また、標本をつくる方法やとっておきの楽しい実験もお

場所■あけぼのパーク多賀

（火曜コース・土曜コース）を開催し

熱中症とスポーツ

（２０ヶ国 ）で 出 会った

自由研究に楽しく取り組むヒントやコツを紹介します。

日時■７月２１日（土） １４時〜１６時

す。興味のある方は、ぜひ見学に来て

基盤づくりをおこなっています。

９月２日（日）

見せしちゃいます！

年長児を対象に、ちびっこ体操教室

し込みください。

期間■７月２１日（土）〜

夏休み自由研究応援講座

から１１月１７日（土）まで開催していま

に親しみ、健康な生活を送るための

石 の 写 真 家 、須 田

講座

スポーツ推進委員かわらばん

ちびっこ体操教室は、
５月１５日（火）

館では、幼稚園・保育園の年中児と

※電話、
ＦＡＸ、あるいは博物館カウンターで直接お申

企画展

▲ヤブコウジ
（中川信子さん提供）

海洋センター

（有）
２-１６２５ （電)４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ちびっこ体操教室開催中！

関連イベント

多賀の花の観察会

Ｂ＆Ｇ

生涯学習課生涯スポーツ係 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町立

スポーツ

多賀町

• 人の声が聞きとりにくい
• 筋肉が痛い、
しびれる
• きもちが悪い、吐きそう
• フラフラして立っていられない
• 頭が痛い、目がまわる など
水分補給に関しても、スポー

いるからなのかもしれません。お気に入りの小石を拾っ

キックベースボールやお楽しみ抽選会

ツドリンクが手軽で効果的です。

能や狂言のルーツといわれる猿楽。その猿楽の座（芸

て、小石たちが巨石だったころの思い出話しを聞いてみ

で、
会場はとても盛り上がりました。

能集団）
が、
中世の多賀町にもあったことを皆さんはご存

ませんか？そして、映像を見ながら巨石をめぐる世界旅

こまめな水分補給が大切と言わ

じでしょうか？ このギャラリー展では、猿楽の発達した

行へ出かけましょう！

中世の庶民の暮らしや当時流行していた闘茶（お茶の産

日時 ７月２２日（土） １４時〜１５時３０分

地などを当てる遊び）を紹介し、あわせて近江猿楽多賀

場所■あけぼのパーク多賀

座が上演に使用している衣装なども展示します。

対象■幼児から小学生と保護者の方

町体育協会主催による多賀町民ボウ

ぜひ皆さんご参加ください。詳細

“ がぶ 飲 み ”
しても 効 果 的に体

期間■６月２６日（火）〜７月１５日（日）

講師■須田郡司さん（Ｖｏ
ｉ
ｃｅｏｆＳｔｏｎｅ 代表）

リング大会が愛知川ボウルで開催さ

は、多賀町体育協会事務局（多賀町Ｂ

内に吸収されませんのでご注意

場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

※電話、
ＦＡＸ、あるいは博物館カウンターで直接お申し

れます。

＆Ｇ海洋センター内）へお問い合わせ

を。

主催■近江猿楽多賀座
共催■あけぼのパーク多賀
広報たが 201２年7月号
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込みください。

大会議室

多賀町民ボウリング大会開催！
７月２２日（日）
１３時１５分から、多賀

対象は、町内在住・在勤の方定員
４０名（先着順）
となっています。小学

生以下の方も大歓迎です。

ください。

れ、運動中の給水は「のどが渇
いた」
と感じる前に飲むことが熱
中症予防につながります。
しかし、

スポーツ推進委員

田中

広報たが 201２年7月号
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おしらせ
滋賀県多賀町職員採用初級
試験のお知らせ

おしらせ
お問い合わせ
福祉保健課

平成２４年度滋賀県多賀町職員採

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

用初級試験を下記の通り実施いたし

滋賀県赤十字血液センター

自由研究担当

ヤナギ モ リ

栁森まで

場所■彦根工業高等学校各実習棟

湖東地域一般廃棄物処理
広域化事業促進協議会
講演会開催のお知らせ

荒神山自然の家では、子どもたち

（滋賀県草津市笠山７-１-４５）

に野外活動を通して、自然に親しん

第１次試験■９月１６日（日）

（電）
０７７-５６４-６３１１

でもらうことを目的として、夏休みに

試験区分・採用予定人数■保育士・
教諭／若干名
※昭和５８年４月２日から平成５年

多賀大社観月祭献詠、献句募集

キャンプを実施します。初めて出会う
お友だち、初めてのテント泊など…た

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

年、海・空３年）。選抜試験に合格

しています。また、経済的に余裕のな

すれば、曹・幹部への昇任も可

い方が法的トラブルにあったときに、

能。②曹となる自衛官を養成す

無料法律相談や必要に応じて弁護

るコース。採用後２年９カ月経過

士・司法書士費用の立て替えをおこ

以降選考により３曹に昇任③海

なっています。

上・航空自衛隊の操縦士要員。

法テラスサポートダイヤル

採用後６年で幹部自衛官。
※各種目ともに男女問わず募集。

業促進協議会では、平成２２年度から

※平成２５年３月高校卒業予定者

荒神山で、わくわくドキドキの２日間

湖東地域の新しいごみ処理施設の建

については、
８月１日から受付を

を過ごしてみませんか。

設に向けた取り組みとして、講演会を

開始します。

日時■８月１８日（土） １３時から
（受付

実施しています。この講演会では、専

作品■１人３首（句）まで。
「秋季雑詠」 くさんの経験を通して、今年の夏は、
「季題秋」自作、未発表のもの

１３時３０分の２回

こどもチャレンジサマーキャンプ

ます。
採用予定■平成２５年４月

日時■７月２８日（土） ９時３０分からと

４月１日までに生まれた者で、保

申し込み■献詠（句）料１,０００円を添え

育士資格および幼稚園教諭免許

て封書で郵送のこと。作品にはフ

の両方を有する者。または平成

リガナを記入の上、
住所・氏名・年

は１２時３０分から）
８月１９日（日）

門の方を講師として招き、近年のごみ

自衛隊滋賀地方協力本部

２５年３月３１日までに資格取得

齢・電話番号を明示してください。

１５時３０分まで

処理施設の特徴や、安全性などを分

彦根地域事務所

お問い合わせ

締切■８月５日（日）

場所■荒神山自然の家

かりやすく講演していただきます。傍

彦根市旭町１-２４

試験場所■滋賀県立彦根東高等学校

発表■９月３０日（日）の１９時３０分から

内容■テント泊、野外炊事、キャンプ

聴希望の方は、下記によりお申し込み

田中ビル２ｎｄ １階

試験内容■教養試験（高等学校卒業

多賀大社観月祭会場にておこな

ファイヤー、
レクリエーション、焼

ください。

（電・Ｆ）
０７４９-２６-０５８７

います。入選以上の方には事前

き杉クラフトなど

日時■７月３１日（火）１４時から１６時まで

ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

場所■豊栄のさと 視聴覚室（２階）

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/

見込みの者。

程度）
受付時間■７月２３日（月）から８月１０

に通知の上、観月祭会場にて表

対象■湖東定住自立圏（１市４町）在

日（金）までの執務時間中（月曜日

彰します。応募者全員を観月祭

住の小学４年生から小学６年生

から金曜日の８時３０分から１７

に招待し、献詠集を贈呈します。

時１５分）
受付場所■役場総務課へ持参または
郵送にて受付
※郵送の場合は締切日
（８月１０日）
までの消印のあるものに限り受
け付けます。
※第２次 試 験日および場 所 等 詳
細は第１次合格者に別途通知し
ます。
お問い合わせ
総務課人事給与係
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

滋賀県愛の血液助け合い運動
—７月は強調月間です—

国内の献血血液による「国内自給

お問い合わせ・お申し込み
〒５２２-０３４１
犬上郡多賀町多賀
多賀大社社務所観月祭係
（電）
４８-１１０１

夏休み自由研究講座のお知らせ

日時■７月２６日（木）〜７月２８日（土）
９時３０分から１１時３０分

場所■彦根市松原町字大洞１５５０
（東北部浄化センター内）
対象■小学生とその家族（保護者同
伴）毎日１０組程度（先着順）
費用■無料
内容■①ビデオとパネルによる下水
処理の説明

の確保」を基本理念として、安全な血

②処理場内の見学と採水体験

液を安定的に供給するために、皆さ

③水質試験体験（流入水と放流

んの善意による献血が必要となって

水の比較）

います。

④顕微鏡で水をきれいにする微

現在、
県内の医療機関で必要とされ
る輸血用血液
（４００ｍｌ献血）
が不足し
ています。皆さんの善意にもとづく献
血により、ひとりでも多くの命を助け

生物の観察
申し込み方法：先着順に電話にて受
付

平日の９時から１７時まで

お問い合わせ

３０名程度
参加費■２,5００円（自炊作業材料費
などを含む。）
応募締切日■７月３１日（火）
※定員になり次第、締め切りとさせ
ていただきます。
※参加者には、後日詳しいご案内を
送付いたします。

センターの役割〜」

第６２回「社会を明るくする運動」
—７月は強調月間です—

定員■一般傍聴 ２０名程度（申込多

（電）
０５０３３８３-５４５４

農業委員会開催のお知らせ

日時■７月１２日（木） 14時〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

７月のもんぜん市

水 曜と土 曜 の 週２回 開 催しま

す。安心と安全、そして新鮮な野菜

社会を明るくする運動は、
すべての

を皆さまにお届けすることをモッ

国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯

トーにがんばっていますので、ぜ

参加費■無料

した人たちの更生について理解を深

ひ多賀大社駅前ホールへお立寄り

申し込み期限■７月２５日（水）まで

め、犯罪や非行のない地域社会を築

ください。

お問い合わせ・お申し込み

こうとする全国的な運動です。

☆旬の野菜☆

数の場合は抽選とします）

８時３０分から１７時１５分までに、

重点事項として、
「 立ち直りを支え

とうもろこし、新じゃが、
トマト、
きゅうり、
なす、
すいか、など

る取り組みについての理解促進」な

要事項を記入の上、
ＦＡＸもしくは

湖東地域一般廃棄物処理広域化事

どを掲げています。犯罪や非行問題

開 催日■７月４日・７日・１１日・

郵送でご応募ください。申込用紙

業促進協議会事務局（彦根愛知犬

について、皆さんで考えてみてはい

１４日・１８日・２１日・２５日・

は、彦根市ホームページからダウ

上広域行政組合建設推進室内）

かがでしょうか。

２８日

ンロードすることもできます。
お問い合わせ・お申し込み
荒神山自然の家
（電）
２８-１８７１ （Ｆ）
２８-１８７２
ただし休館日
（月曜日）
は除きます。

彦根工業高等学校
「親子ものづくり体験教室」

お問い合わせ

（電）
０７４９-３５-００１５

社会を明るくする運動多賀町推進

（Ｆ）
０７４９-３５-４７１１

委員会事務局（福祉保健課）

自衛官募集

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

職種■①自衛官候補生②一般曹候補
生③航空学生
応募資格■平成２５年４月１日現在

ご存じですか「法テラス」

援センター（愛称：法テラス）は、国

彦根市および犬上郡内小学生の親

方（学歴不問）③１８歳以上２１

により設立された公的な法人です。

子を対象に、夏休み自由研究応援企

歳 未 満 の 方（ 学 歴：高 校 卒 ※

金銭問題、離婚、相続、労働問題など

画として、
「親子ものづくり体験教室」

見込含）

法的トラブルでお困りの方、
どこに相

をおこないます。午前と午後の部の２

受付期間■①男子：６月１日〜女子：

回、約２時間高校生が指導します。詳

８月１日〜９月７日
日〜９月７日

細は各小学校配布のチラシをご覧く

ため、
ぜひご協力をお願いします。

（電）
０７４９-２６-６６３３

ださい。締切は７月１０日（火）です。

②③８月１

概要■①任期制隊員のコース（陸２

開催時間■９時から１１時３０分ご
ろまで
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

京阪浜大津駅前にある日本司法支

で①②１８歳以上２７歳未満の

（財）滋賀県下水道公社東北部事務所
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テーマ■「ごみの資源化〜リサイクル

法テラス滋賀

下記へお申し込みください。

申し込み方法■所定の申込用紙に必

るため、輸血を必要とされている方の

広報たが 201２年7月号

犬上郡豊郷町四十九院１２５２

（電）
０５７０-０７８３７４

談したらいいか分からない…そんな
時、一人で悩まずどうぞお気軽にご利
用ください。解決に役立つ法制度紹
介や相談窓口の情報を無料でご案内

よろず相談

今月の相談日■７月１７日（火）
来月の相談日■８月６日（月）
時間■いずれも９時〜１１時３０分
場所■多賀町総合福祉保健セン
ター「ふれあい の 郷 」ボラン
ティア室

広報たが 201２年7月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談

し尿収集カレンダー／クロスワード／おめでた・おくやみ
相談等

すこやか相談
８月６日（月） １０時〜１１時
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。
すくすく相談
８月２１日（火） １０時〜１１時
子どもの健康、子育て等について受け付けています。

健診等

整形外科健診
８月２２日（水） １３時４０分〜１４時
Ｈ２４年５・６月生まれの乳児
４カ月児健診（離乳食教室）
８月６日（月） １３時〜１３時１５分
Ｈ２４年３月生まれの乳児
１０カ月児健診
８月６日（月） １３時１５分〜１３時３０分
Ｈ２３年９月生まれの乳児
２歳６カ月児健診
８月７日（火） １３時〜１３時１５分
Ｈ２２年１月・２月生まれの幼児
３歳６カ月児健診
８月８日（水） １３時〜１３時１５分
Ｈ２１年１月・２月生まれの幼児

予防接種

ＢＣＧ
８月２１日（火） １３時４５分〜１４時
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

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

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質
問票または予診票をご持参ください。／２歳６カ月
児健診・３歳６カ月児健診（視力検査・検尿あり）
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（ささゆり保育園２階）／子ども家庭応援センター主催 （有）２-８１３７ （電）４８-８１３７

ひろばの案内

☆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。

１期初回：３〜８週間隔で３回接種
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時３０分〜
○小菅医院多賀診療所 ８月８日（水）
○町内ほか２医院、町外３病院は１年中実施
※「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
誕生日を迎えるまでは、定期の予防接種として無
料で受けられます。
実施病院
○彦根市立・彦根中央・豊郷病院で１年中実施
（予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

わくわくランドで遊ぼう
月曜日〜金曜日 ９時〜１３時
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）
お話ポケット
８月７日（火） １０時〜
場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）
おしゃべりデー（子育て相談）
８月２８日（火） １０時〜
場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）
にこにこ広場
場所■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）
１０時〜
８月１日（水） きりん広場
８月８日（水） ぺんぎん広場
８月２２日（水） こあら広場
８月２９日（水） にじ広場
おもいっきり夏の遊びを楽しみましょう。
（さかなつ
り遊び、
ヨーヨー釣りをします）

持ち物■水着、着替え、タオル、
ビーチサンダル、
帽子、水筒（水分補給できるもの）
雨天の時や気温の低い時は、室内で遊びます。
支援センターで遊ぼう
８月２４日（金） １０時〜 シールで遊ぼう
場所■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）

広場登録者の皆さんへお知らせと
お願い
『にっこりメール』
は広場の入り口に置いてあ
りますので、各自がお取りください。

平成２４年８月

多賀町 し尿収集カレンダー

おたのしみ

ト
ト
ノ
ミ
ヤ

ヨタ
ルスト
ウナ
タケ
キツケ

①

⑥

②

⑧

⑨

⑤

③

⑦

④

い。都合により日程を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。

クロスワード

ス
イ
ジ
バ

⑩

ヨコのカギ

問題

②戦争と平和を執筆したロシアの小説家
③中山道４９番目の宿場。○○○宿
④陶磁器の上絵付けのこと
⑤首の後ろ側のこと。項
（読み方）

⑥日没から日の出まで
⑦浄蓮の○○、
養老の○○、ナイアガラの○○
⑧少数決⇔○○○○○
⑨千葉県勝浦市にある地名「墨名」
（読み方）
⑩台所、
キッチン

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp
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。
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ひとのうごき

平成24年5月末現在
（

）
内は前月比

■人口
7,907人
■男性
3,774人
■女性
4,133人
■世帯数
2,721世帯
■転入
３２人
■転出
１８人

（+ 2）
（- 3）
（+ 5）
（＋11）

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
あか

い

よし

だ

みつる

赤井

♥

充

な

ひら

い

た

なか

こういち

平井 幸一

♥

はる

な

田中 春奈

お

だい

だ

い

とう

◆池田 こま  １０３歳

上田 大志

し

生まれました！

かわ ぞえ

ほ

☆西村 陽奏（貴充・珠里） ◆竹内

♥

だ

いけ

川添みず穂

ひで

◆伊藤

吉田 名緒
うえ

おくやみ申し上げます

こ

い

ど

お

はやし

しょう い ち

勝一 ８４歳

◆林

ひら つか

◆平塚みえの ８８歳
ふじ

い

たけ

し

秀雄 ７２歳

◆藤井

よし

お

◆藤木 はる ９５歳

き

ぞう

◆吉川 つね ９２歳

まさ

し

◆小井戸善夫 ７９歳

にしむら

ひ な た

たけうち

喜三 ８１歳

にしむら

ひ ま り

たねむら

雅司 ５５歳

☆西村 陽愛（貴充・珠里） ◆種村
広報たが 201２年7月号

「デンタク（電卓）」

締め切りは７月３１日（火）です。正解者の中から

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

イ
⑨
メイ
ーン
ジロ
ウ

⑧

①多賀町栗栖にある神社。○○○○○神社

ヒント：仙台・平塚・安城の祭りが有名

氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご

⑦

タテのカギ

答えください。

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

タガユ
④
マ
デ
②
⑥
ノクタ
⑤
ヤマ
③
カクゴ
①

でした。

文字を並び替えてできる言葉をお

□□□□

先月号の答え

①愛知県豊田市にある自動車メーカー

クロスワードを回答して、二重枠の

☆子育て相談は、随時おこなっていますので、
お気軽に来所していただくか、お電話くださ

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申し込
みいただいた収集回数を表しています。
①は１カ月に１回、②は２カ月に１回、③は３
カ月に１回でのお申し込みを表し、
「萱
原①」
とある場合は１カ月に１回で申し込
みいただいた萱原のお宅を収集させて
いただきます。なお、収集予定のない集
落等については、翌月以降の収集となり
ます。
※１月に２回でお申し込みの場合は、原則１
回目を同集落の月１回と同じ日に、
２回目
を１回目の１５日後（２〜３日は前後しま
す）
に収集させていただきます。

午前
午後
日
（曜日）
集落
集落
２日（木） 萱原①・仏ヶ後①・大杉①・一之瀬① 萱原①・仏ヶ後①・大杉①・一之瀬①
７日（火） 川相①・藤瀬①
不定期
９日（木） 一円①・木曽①・久徳①・月之木①
一円①・木曽①・久徳①・月之木①
１６日（木） 楢崎①・佐目①・南後谷①・霜ヶ原①
不定期
中川原①・土田①・猿木①・多賀①・敏 中川原①・土田①・猿木①・多賀①・敏
２０日（月）
満寺①
満寺①
２１日（火） 萱原②
萱原②
樋田②・仏ヶ後②・大杉②・富之尾②・
２３日（木）
不定期
土田②
川相②・小原②・霜ヶ原②・藤瀬②
２８日（火） 川相②・小原②・霜ヶ原②・藤瀬②
２９日（水） 多賀③・敏満寺③
不定期
３０日（木） 大君ヶ畑③
大君ヶ畑③
３１日（金） 河内③・一円③・木曽③・栗栖③・八重練③ 河内③・一円③・木曽③・栗栖③・八重練③

ふじ

武司 ８１歳

き

よし かわ

放射線量（μsv/h）
６月１日 0.08
６月１５日 0.08
※9時の3回測定平均値

（敬称略）
広報たが 201２年7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。

ウグイス
町の鳥

スギ

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
「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

13

（金）
日

町の木

と

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

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

写真提供■多賀写真クラブ 野崎八重子
撮影日時■7月頃
撮影場所■近江鉄道多賀高宮線（土田地先）

編集後記■先月は朝に金環日食がありました。
７月から
８月にかけては流星群がよく観察でき、お盆の頃には
三大流星群の１つを見ることができます。今度は夜間
の天体観測はいかがでしょうか。
（に）
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
「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。
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（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

７

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

7月の時間外交付

[Cettia diphone]

