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ささゆりむすめを
紹介します！

No.780

まちの話題／ささゆりむすめ／たが写真館

まちの話題／人事異動

企業誘致

第５０回滋賀県優秀農家表彰

滋賀県土地改良事業団体連合会会長賞受賞

多賀第二工業団地にパン工場が進出！

大字土田の土田勇さんが、
６月５日

して８年前に専業農家になることを

「ヘアリーベッチ跡水稲栽培」などに

多賀町は平成２３年度から、元住友

ンは、大手コンビニエンスストア・量

に滋賀県優秀農家表彰の滋賀県土

決め、無農薬・無化学肥料栽培に取

取り組み、麦や大豆、露地ニンジンの

セメントグランド跡地への企業誘致活

販店への商品を納入されています。

地改良事業団体連合会会長賞を受

り組んでおられます。田に紙を敷い

転作で経営の安定化を図るなど、新し

賞されました。滋賀県優秀農家表彰

て除草の手間を省く
「紙マルチ栽培」

い技術を積極的に取り入れておられ
ます。

動を行っていましたが、その結果、
フ

今後、地域経済の活性化はもとよ

ジパングループの㈱エフベーカリー

り、地元の雇用の創出に貢献いただ

とは先進技術の導入や経営改善に取

や、種もみを直播して生産コストを下

コーポレーションが当該用地への進

けるものと期待されます。

り組 み 、湖 国 農 業 の 振 興に尽 力 さ

げる「鉄コーティング種子」、
レンゲや

今回受賞されたことで「ほかの農

出を決定され、去る５月２８日にフジ

れた 方 を 表 彰 する制 度 で 、毎 年８

ヘアリーベッチを田で育て、その跡に

家の見本となれるように、身の引き締

パングループ本社㈱と土地の売買契

名 が 表彰を受けられています。土田

水稲を植え、肥料を使わないことで

まる思いです。」とのお話をいただき

約の締結を行いました。
６月１５日に

さんは会社勤めをしたのち一念発起

コスト削減する
「レンゲ跡水稲栽培」
や

ました。

は、現地で起工式が行われ、現在、来
春の操業開始に向けて工場の建設
工事に取り掛かっておられるところで
す。㈱エフベーカリーコーポレーショ

▲起工式のようす

▲土地売買契約締結のようす

ささゆりむすめ

今年のささゆりむすめのお二人を紹介します！
い ち

の

せ

一之瀨

ま な

み

に し ざ わ

愛美さん

な る

み

西澤 成美さん

１９歳（敏満寺）

１９歳（木曽）

☆性格は？

☆性格は？

マイペース・楽天的

負けず嫌い

☆夢中になっていること（趣味）は？

☆夢中になっていること（趣味）は？

友だちとカラオケに行くこと

おしゃれや美容のこと。
☆将来の夢は？

☆将来の夢は？

７月２日

たかとりぶぶるツアー

社会を明るくする運動

遊ぶ・学ぶ・感じるとして高取山ふれあい公園で山野

と、本を読むことです。特に恩田
隆さんの小説が好きです。

６月１０日

役場玄関前で法務大臣からのメッセージの伝達式が

草ツアーや各種体験教室などが開催されました。当日は

おこなわれました。多賀町推進委員会の委員をはじめ、

高取チェンソーＣＬＵＢさんによるチェンソ—アートのデ

多くの方が見守るなかメッセージが伝達され、改めてこ

モンストレーションもあり、出来上がった作品を来場者の

の運動の重要性を考える機会となりました。

方は喜んで持ち帰られました。

ネイリストになること！

大学で図書館司書になるための勉強をしているので
司書になれたらいいなと思っています。

☆多賀町の好きなところは？

☆多賀町の好きなところは？

自然がいっぱいで空気が綺麗なところ。

自然豊かで落ち着くところが好きです。

☆ささゆりむすめとしての抱負は？

☆ささゆりむすめとしての抱負は？

大好きな多賀の役に立てるように頑張りたいです。

多賀の良いところを多くの方に知ってもらえるように、
１年間頑張りたいです。
１年間よろしくお願いします。

キラリとひかる ★

★

★

★

★

たが写真館

毎月の１０カ月健診時にふれあいの郷
で撮影しています。
※詳しくは企画課広報担当へお問い
合わせください。
広報たが 201２年8月号
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人事異動のお知らせ
7月1日付けで人事異動が発表されましたのでお知らせします。
町長部局
い し と び

り く

と

石飛 陸翔ちゃん

か た や ま

と

き

片山 虎稀ちゃん

た け

だ

竹田

ち

か

千花ちゃん

一般職

地域整備課

吉

村

清

香 （ 企 画 課 ）

広報たが 201２年8月号
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まちの話題／言の葉書道展

新成人の集い／民児協

６月１３日

生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

言の葉教育

多賀町新成人の集い

大滝小学校で言の葉教育の教職員

くりは人づくり、人づくりは教育にあ

に向けた美しい豊かな言の葉の町を

平成２５年多賀町新成人の集いを下記の通り開催い

全体研修会がおこなわれました。
５校

り」と申されています。言の葉教育を

つくることをめざしています。子ども

たしますのでお知らせいたします。なお、
８月現在多賀町

時を公開授業として、町内の各園・校

しっかりすることで、豊かな語彙力を

たちは普段とは違う緊張した中で授

に住民登録されている方（平成４年４月２日〜平成５年４

ご家族の中に、就職や進学などで町外に住民登録を移

の先生方が授業を見学されていまし

身につけ、言語活動による思考力・判

業を受け、
日ごろ練習している暗唱を

月１日生まれの方）
には、秋ごろにご案内を送付いたしま

された方で、多賀町の「新成人の集い」に参加を希望さ

た。円城寺教育長が常日ごろ「まちづ

断力・表現力の深化を図り、
学力向上

発表するなどしました。

すので連絡は不要です。

れる方がおられましたら、
ご連絡をお願いいたします。

日時■平成２５年１月１３日（日）

期限■平成２４年９月２１日（金）

受付■１０時〜
（開式１０時３０分〜）

対象■住民登録を移された方で、多賀町新成人の集い

場所■多賀町中央公民館

大ホール

お知らせください

に参加希望の方（平成４年４月２日〜平成５年４月１
日生まれ）

「新成人の集い」の実行委員を募集します!!
毎年、第２部におこなわれる懇談
会を新成人の方で企画運営してい
ただいております。仲間と一緒に思
い出に残る「新成人の集い」を企画
してみませんか？興味のある方は生
涯学習課までご連絡ください。
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２４年度

第５回『豊かな 言の葉 書道展』開催

多賀町では、
「未来にはばたく心豊

読等の発表会をおこなったりするとと

本であり、見る力を育て作法としての

かでたくましい人づくり」を教育基本

もに、名文の筆写作品を校内に常時

人間の品格形成に寄与するものと考

目標として、町内保・幼・小・中学校

掲示発表するなど児童生徒の言語へ

えます。

の連携『言の葉教育』の実践に取り組

の興味関心、意欲を育てるように努め

んでいます。とりわけ、学力向上の基

ています。

今回、下記のとおり
「第５回豊かな

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
〜北アルプスと田園風景

信州

池田町（いけだまち）を訪ねて〜

言の葉書道展」を開催します。規定に

民生委員児童委員活動は広範囲にわたり、相談支援

則り力作をお寄せいただきますよう

活動も複雑多様化し、委員の資質向上、民児協活動の充

ご案内申し上げます。

実強化は重要な課題です。

盤は思考力の深化をはかることにあ

古くから「一写十読に当たる」の言

ると考え、豊かな語彙力を身につける

葉があるように、
「書く」が真の語彙力

ため古典や漢文をはじめ多くの名文

を育てると考えるとともに、美しくて

こうした課題に対応するため、各種の研修や他の民児

を暗誦したり筆写し、校内で暗誦・群

いねいに書くその「所作」は学びの基

協と交流を図り、先進的な事業について研修し、委員活
動について意見交換を行っています。

会期■１１月２０日（火）〜１１月２５日（日）
９時〜１６時まで（最終日は正午
まで）
会場■多賀町中央公民館
部門■小学校１・２年生…硬筆
小学校３〜６年生…毛筆（半紙）
中学校１〜３年生…毛筆（画仙紙）
募集地域■彦根市、愛知・犬上郡内
各小中学校
作品内容■字形はできるだけ整い、
ていねいに書かれていて、筆遣
いが明快なものが望まれます。

広報たが 201２年8月号
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以下の語句を課題とします。
小学１年
小学２年

一、
ふじ 二、
たか 三、
なすび
くさのはに かえる かくれんぼ
人

学ばざれば 道を知らず

年よりや 月をみるにも ナムアミダ

小学３年

月日

日光

小学４年

山河

天空

小学５年

創造

青雲の志

小学６年

夢の実現

言葉の力

中学１年

大器晩成

伝統の美

中学２年

温故知新

名月白雲

中学３年

大銀河系

林泉読書

今年度は、
５月２５日、
２６日の両日、長野県北安曇郡池
田町を訪問しました。
１日目は、池田町の『親と子の愛着を結ぶための支援』

田園風景の中にある木造建築の施設です。
「一人ひとりの思いに寄り添い、安心の暮らしをお手
伝いする」を理念に事業を展開されていました。両日と
も大変参考になる有意義な研修会と交流会でした。
さて、今年の夏は、全国的に省エネ対策の重要性が高
まっていますが、過度の節電は熱中症の危険性もあるた
め、注意が必要です。こまめな水分補給や暑さを避ける
などの熱中症予防に気をつけてください。
お困りのことがあれば、
気軽に声をかけてください。

についてお聞きしました。妊娠から出産、子育てまで連
続的・継続的な支援として、行政や社協、そして民生委
員との連携により展開されています。子どもから大人ま
で思いやりのある心を育む取組みの実態から、
きめ細や
かな体制づくりを学びました。
また、
グループに分かれ、地域での様々な取り組みな
ど意見交換を行い、交流と相互理解を深めました。
２日目は、池田町にある特別養護老人ホーム「高瀬荘」
を訪問し、利用者の生活状況、運営等説明を受け、施設
内を見学しました。平成２３年１１月に改築した、のどかな

▲池田町民児協との交流会
広報たが 201２年8月号
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緑のふるさと協力隊／農業委員会だより

ねんきん

産業環境課（商工観光） （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

緑のふるさと協力隊

日本年金機構

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。
５月〜６月の終わりまで高取山ふれあい公園で、県
内の小学校４年生を対象とした体験的な森林環境学
習 「やまのこ」の活動のお手伝いをさせていただきま
した。

栗栖に来てから自分の畑を始めました。
４月に植えたピーマン、ナス、
トマトがそろそろ収穫の
時期を迎えます♪

高取山ふれあい公園では、多賀町の周辺市町の小学
４年生を受け入れています、毎回凄く楽しみながら環境
学習をおこなわせていただいています♪どの小学校の
子どもたちも凄く元気で楽しそうに学習に励んでいるの
で、いつも元気を分けてもらっています♪
多賀町に来てまだ数カ月ですが、毎日楽しませていた

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、保険料を納めた
期間や保険料免除期間などが、原則
として２５年以上あると６５歳から受
給できます。
年金額は、
２０歳から６０歳までの
４０年間（４８０カ月）すべて保険料を

納めている場合に、満額の７８６,５００
円（平成２４年度）
となります。
なお、保険料を納めていない期間
や保険料免除期間がある場合は、そ
の期間に応じて減額された年金額と
なります。

あまり作物のお世話をできていたわけではないので
すが、
うまく育ってくれました！
僕の知らないところで栗栖の方がお世話をしていてく
れたのかもしれません（-^□^-）
収穫できたらどんな料理に使おうか今から迷っていま
す♪

障害年金について
国民年金加入中（もしくは６０歳以

免除期間（若年者納付猶予期間・学

気やケガによって障害の状態になっ

上６５歳未満で日本に住んでいる）
に

生納付特例期間を含む）をあわせた

た方は、障害等級の１級または２級に

初診日がある病気やケガなどで政令

期間が３分の２以上必要となります。

該当すれば２０歳から
（障害認定日が

トマトは一人では食べ切れそうにないのでミートソー

に定める１級または２級の障害状態

（初診日が平成２８年３月３１日以前

２０歳以後の場合は、障害認定日か

も高取山ふれあい公園での活動も、もんぜん亭での活

スにしようと思います、
ピーマンは肉詰め、ナスはどうし

になった人が申請により受けることが

にあるときは、特例として初診日の

ら）受給できます。ただし、
この場合本

動も私的な時間も凄く充実しています♪今のところ楽し

よう
（/_;）
なにかおすすめがあったら教えてください♪

できます。

前々月までの直近の１年間に保険料

人に一定額以上の所得や他年金の受

の未納がなければよいことになって

給がある場合、支給が制限されます。

だいて感謝の気持ちでいっぱいです。地元、栗栖の活動

ませていただいているばかりで何もできてないので、
こ
れからは地域に貢献できるような行動をするよう心掛け

写真は僕の畑と、高取山ふれあい公園に咲いていた
「ササユリ」です♪

てがんばっていきたいと思います。

ただし、初診日の前日において、初
診日の属する月の前々月までの被保
険者期間のうち保険料納付済期間と

います。）
なお、
２０歳前に初診日のある病

遺族基礎年金について

▲僕の畑

▲ササユリ

遺族基礎年金は、次のいずれかの

保険料納付済期間と免除期間（若年

２２６,３００円、
３人目以降は１人につ

方が亡くなられたときに、その方に

者納付猶予期間・学生納付特例期

き７５,４００円）
を加えた額です。

よって生計を維持されていた「子のあ

間を含む）を合わせた期間が３分の

る妻」または「子」に支給されます。

２以上必要となります。
（平成２８年３

①国民年金の被保険者

月３１日以前に死亡された場合は、死

での子、もしくは２０歳未満で１級・

②国民年金の被保険者であった方

亡月の前々月までの直近の１年間に

２級の障害の状態にある子をいい

で、日本国内に住所がある６０歳以上

保険料の未納がなければよいことに

ます。

６５歳未満の方

なっています。）

③老齢基礎年金の受給権者、また
緑のふるさと協力隊の私の日々の活動はブログで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。

（HP）http://ameblo.jp/muneyuki19/

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

農業委員会だより
６月１５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３条の規定による農地所有権の移転許可申請……………２件

※農地である田や畑を、売買や贈与で耕作権や所有権を変更するための申請です。
議案第２号

農地法第５条の規定による農地転用許可申請について……………２件

※他人の農地を農地以外に転用し、賃貸や売買するために必要な申請です。
広報たが 201２年8月号
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※「子」
とは、
１８歳到達年度の末日ま

は受給資格期間を満たしている方
ただし、①②の場合は、死亡月の

遺族基礎年金の額は、
「子の
あ る 妻 」が 受 け る 場 合 は 、基 本
額（７８６,５００円 ）に 子 の 加 算 額

前々月までの被保険者期間のうち、 （１人 目と２人 目 の 子 は そ れ ぞ れ

「不審な電話や訪問」にご注意ください！
！
社会保険庁などの職員と称した、 日本年金機構、および当機構が業務
現金の搾取が増えています。

委託を行う民間事業者は…

不審な電話や訪問があった場合は…

• お客様の銀行口座番号や振込先な

• できるだけ１人で対応しない。
• 相手方の名前や所属、用件を聞い
て、
メモを控える。
• 家族などに相談する。

どは電話で聞きません。
• 銀行振込やATMの操作は指示し
ません。

金は預かりません。
• 各種手続きは代行しません。
「怪しいな」と感じたら……
→お近くの年金事務所や警察へお問
い合わせください！

• 届出や申請書の手数料と称して現
広報たが 201２年8月号
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いくせい／コミュニティ助成事業
中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

防災／フリーマーケット
（電）
４８-１８００

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

大根炊き
青少年育成町民会議会長

小菅

辰一

電気器具の安全な取り扱い

ゴールデンウィークに狭い苗箱から広々とした圃場

く、大根さんは周りのお味をうまく吸収する名人なんだ

電気器具は便利なものですが、使用者の取り扱いの不注意や誤った使用方法から火災となる場合があります。

に移され、心細げに水間に揺れていた早苗が３カ月余り

よ。こうしておなべで暖かい火でコトコトと煮ると周りの

電気器具を使用する際には、次のことに注意しましょう。

経った今日、大地にしっかりと根を張り、
８月の青空に向

おあげさん､ごぼう天さん、ちくわさんたちのお味を上

かってスックとたって自己を主張している姿に、健やかに

手に吸収してこのように美味しいお味になるんだよ。」元

スクスクと成長する多賀の子どもたちの姿をダブらせて

町長さんのようにうまく話せませんが大筋このようなお

みる今日このごろ、町民の皆さんならびに特別会員の皆

話であったと思います。

電気器具の点検の実施
扇風機や電気ストーブなどの季節的に使用する電気

許容量を超えて電気器具を使用するとコンセントが過
熱し、火災の原因となるので、たこ足配線は絶対にやめ
ましょう。

さんにおかれましては、日々に精励・ご壮健にてお過ご

賢明な皆さん方ならすでにお気づきのことと思いま

しのこととお慶び申しあげます。平素は青少年育成会議

すが、多賀町を大きな鍋になぞらえ、真白な大根を多賀

使用中にふだんと違った音や動きに気付いたときは、す

コンセントに差し込んだ状態にしておくと、
ショートして

の活動に対し、深いご理解とご支援ご協力を賜り厚く御

の子どもたちに、そしてまわりの大人達の経験、知識、知

ぐに使用を止め、
コンセントから差込プラグを抜いて、専

火災になることがあります（トラッキング火災）。外出時

礼申しあげます。

恵等をおあげさん、
ごぼう天さん、ちくわさんに例え、皆

門の業者に点検をしてもらいましょう。

や就寝時はもとより器具を使用しない時には差込プラグ

器具は、毎年使用する前に必ず点検をしましょう。また、

また、差込プラグにほこりなどが付着したまま長い間

さて、
５月２０日に開催されました町民会議総会におい

さん方の暖かい愛情という炎でコトコトと暖めてやるこ

てご承認をいただき、あと一期会長を勤めさせていただ

とで、子どもたちは大人たちのいいところを貪欲に吸収

くこととなりました。浅学非才の身、力不足ではございま

していくものだから、あせらずゆっくりゆっくり愛情と言

電気器具を本来の用途以外に使用した場合、器具に

た状態であるとその部分に負荷がかかり、断線して出火

すが、誠心誠意努めさせていただきたく存じます。そこ

う炎で暖め続けてやってほしい。このような元町長さん

負荷がかかり、火災の原因になることがあります。使用に

する可能性があるので大変危険です。傷ついたコードは

で、総会の席で新任に当たってのごあいさつの中でも申

の真意に気づくのに３０数年かかった私ですが、牛の歩

際しては取扱説明書をよく読み、正しく使用しましょう。

早めに交換し、束ねた状態や、重い物を載せた状態での

しあげました「大根炊き」の話をご紹介申しあげて皆さ

みの如く一歩一歩ゴールのない駅伝の一走者として前

また、
アイロンやヘアードライヤーなどは、
スイッチを

ん方のご理解とご協力をお願い申しあげます。

に向かって走る所存です。昔から子育ては古くて新しい

切り忘れたまま放置しておくと火災の原因となります。

テーマと言われています。今からでも遅くないと自分に

使用しないときは、機器のスイッチを切るだけでなく差

コンセントを抜く。
① 使用しないときには、

言い聞かせながらー。

込プラグをコンセントから抜いておきましょう。

② たこ足配線は、絶対にやらない。

今から３０数年前、
私の子どもがまだ幼かったときの話
です。大根炊きの話題ですので育成町民大会で元町長
さんがごあいさつの中でされたお話と記憶いたしてお

『どの子にも、目をかけ、声かけ、愛かけよう』私の、世

ります（当時、育成の会長は町長さんが勤めておられま

界一好きな言葉です。この素晴らしい標語を持つ多賀

した）。
「昨晩、孫たちと晩御飯を一緒しまして大根の炊

町、その青少年育成会議をお預かりすることに責任と誇

いたものをいただきました。そのとき孫たちが『おじい

りを持って職責を果たしていきたく存じます。

ちゃんこの大根おいしいね』
と申しますので、
うんおいし
いね。でも大根さん自体にはそんなにおいしいお味はな

電気配線等からの出火防止
数多くの電気器具を使用することでコンセントが不

を抜き、付着したほこりなどを取り除くようにしましょう。
傷ついたコードの使用、束ねた状態や重い荷物が載っ

使用はやめましょう。
【注意事項】

③ 差込プラグに付着したほこりなどは取り除く。
④ 傷んだコードは使用しない。
⑤ コードは束ねた状態で使用しない

足し、たこ足配線になりがちです。コンセントの電気の

皆さん方の暖かいご理解とご指導ご協力を心からお
願い申しあげ、
ごあいさつといたします。

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

コミュニティ助成事業

電気器具の正しい使用

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

多賀ふるさと楽市フリーマーケット出店者募集
今年は１０月２１日（日）に開催します。家で不用なもの、

申し込み締切■９月７日（金）
１７時まで

ご自分でおつくりになった小物など、
この機会にフリー

※申込多数の場合は抽選となります。

活用して、多賀町消防団に簡易担架、
ウォーターチャー

マーケットで販売してみませんか？

※申し込み用紙は、産業環境課または町のホームペー

ジャー、背負式消火水のう、
ワイヤレスアンプが整備され

日時■１０月２１日（日） １０時〜１５時（予定）

ました。

場所■多賀大社前駅周辺または絵馬通り
（場所は選べ

平成２４年度コミュニティ助成事業（宝くじ助成）を

これは、消防団がおこなう防災活動に必要な設備の整
備を図り、防火防災活動の向上を図るため、財団法人自
治総合センターの補助を受けて整備されたものです。
火災や災害は起
きな いことが 一 番
ですが、万一起こっ
た際には、
これら資
機 材を活 用した活

ません）
資格■町内在住の方（町内在住の方が代表者であれば、
町外の方も可）。未成年は不可。

ふるさと楽市実行委員会事務局（産業環境課）
（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ （Ｆ）
４８-０５９４

※机、いす、
シート等は出店者でご用意ください。
販売品■家庭用品、衣類、おもちゃ、古本、参加者が自分
で作ったものなどに限る。
※飲食物、生き物、営業用商品、薬品薬草、危険物、盗
品のほか実行委員会が販売不可と判断したものは、

ろです。

お断りします。
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お問い合わせ・お申し込み

区画■２ｍ×４ｍ
（予定）

動が期待されるとこ

広報たが 201２年8月号

ジで入手できます。

広報たが 201２年8月号
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こんにちは保健師です

こんにちは保健師です／がん検診のおしらせ

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

子どもの予防接種について

風しんの予防接種が勧奨されている方
①麻しん・風しんの定期予防接種対象者（対象者は無料
ですが、接種期間を過ぎると有料となります。）

子どもは病気にかかりやすく、かかると重症化する

も高くなります。すべての感染症に対して予防接種で防

第１期■生後１２カ月以上２４カ月未満

ことがありますが、予防接種で予防できる病気もあり

げるわけではありませんが、できるものには予防接種で

第２期■小学校就学前 （Ｈ１８年度から）

ます。

免疫をつけ、感染症にかからないようにまたほかの人に

第３期■中学１年生相当（Ｈ２０〜２４年度まで）

感染させないように予防しましょう。

お母さんから赤ちゃんにプレゼントされた病気に対す

第４期■高校３年生相当（Ｈ２０〜２４年度まで）

る抵抗力（免疫）
は、百日せきや水痘（みずぼうそう）
では

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者

生後３カ月までに、麻しん（はしか）やおたふくかぜでは

および接種期間などが定められた定期の予防接種と、

生後１２カ月にはほとんどが自然に失われていきます。

それ以外の任意の予防接種があります。多賀町では、

防ぐため、風しん予防接種の記録がない者、あるいは、

そのため、
この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫を

現在、下記の予防接種に関して、接種費用の助成をおこ

風疹ＨＩ抗体が陰性または低抗体価の女性※ただし、

つくって病気を予防する必要があります。子どもは発育

なっています。有効性と副反応についてよく知り、正しい

妊婦は接種不適当者に該当します。妊娠していない時

とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性

理解のもとで、予防接種を受けましょう。

期に接種をおこない、その後２カ月間避妊をおこなっ

対象疾病

定期の予防接種

ＢＣＧ、三種混合（ジフテリア、百日咳、破傷風）、
ポリオ、麻しん・風しん、
日本脳炎

②妊婦の夫、子どもおよびそのほかの家族

インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）
ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン

風疹ＨＩ抗体が陰性または低抗体価の女性

風しんの予防方法
※できるだけ人混みを避け、外から帰ったら、手洗い・う
がいを励行しましょう。
※急な全身性発疹や発熱などの症状が出たら、早めに医

③１０代後半から４０代の女性：妊娠中の感染・発症を

療機関を受診しましょう。
※医療機関受診の際は、
マスクを着用し、咳エチケットを
守るなど、感染を広げないように注意しましょう。
※予防接種を受けましょう。特に定期予防接種対象者の
方は確実に受けてください。

てください。

がん検診のお知らせ

〜定期的ながん検診の受診を！〜

今年度のがん検診はもう受けられましたでしょうか？
任意の予防接種

④産褥早期の女性

肺がん検診のくわしい日程が決まりましたので、お知ら

胃がん検診と大腸がん検診

せします。また、ほかのがん検診の日程についても、
もう

対象者■４０歳以上の男女

一度お知らせします。

検診料■胃がん検診＝９００円

まだお申し込みをされていない方は、
この機会にぜひ
お申込ください。

注）
ポリオ予防接種は、
Ｈ２４年９月から不活化ワクチンの導入が
予定されており、接種回数、方法、間隔が変更になります。その

肺がん検診

ため、
１０月１９日（金）に予定しておりました集団でのポリオの予
防接種（生ワクチン）
を中止させていただきます。今後、詳細に

対象者■４０歳以上の男女（65歳以上は結核健診も兼

つきましては、
分かり次第、
ご案内させていただきます。

ねます）
検診料■２００円

風しんが流行しています!!
風しんは２０１１年、もっとも多い年間報告数となって
います。さらに２０１２年第１〜１５週の報告数は、
２０１１
年の同時期と比較して約２倍になっています。
風しんとは、風しんウイルスによっておこる急性の発
疹性感染症です。潜伏期間は２〜３週間（平均１６〜１８

められます。風しんウイルスは患者さんの飛沫（唾液の
しぶき）
などによってほかの人にうつります。
妊娠初期の女性が風しんに感染すると、胎児が風しん
ウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障などの障害がお
こる先天性風しん症候群を発症することがあります。

日）で、主な症状として発疹、発熱、
リンパ節の腫れが認

行は３０〜４０代の男性を中心に発生しています。妊娠を

ており、
２０歳以上の男性だけで報告数全体の６２％を占

希望する女性や妊婦の家族（夫を含む）
に対するワクチ

めています。
１９７７〜１９９４年は女子中学生を対象に風

ン接種が望まれます。
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場所

９：００〜９：２０

川相生活改善センター

１０：３０〜１１：００ 滝の宮体育館
１３：１５〜１３：２５ 佐目集会所
１４：３０〜１５：００ 総合福祉保健センター
一円公民館

１０：００〜１０：３０ 中央公民館

２０１２年の報告数は、男性が女性の３倍以上報告され

広報たが 201２年8月号

受付時間

９：００〜９：１５

成人男性も 風しんワクチン接種を!!

しんの定期接種が実施されていたため、
２０１２年の流

９月１９日（水）

受付時間

場所

９月６日（木）

総合福祉保健センター

９月１２日（水）

川相生活改善センター

１０月２３日（火） ９：３０〜１１：００ 総合福祉保健センター
１０月２７日（土）

（喀痰検査が必要な場合は７００円別途必要）

大腸がん検診＝５００円

総合福祉保健センター

１１月２日（金）

中央公民館

子宮がん検診と乳がん検診
対象者■子宮がん検診：２０歳以上の女性
乳がん検診：４０歳以上の女性
検診料■子宮がん検診：７００円
乳がん検診：１５００円
受付時間
１０月２４日（水）
１１月２０日（火）

場所

９：３０〜１１：００ 総合福祉保健センター

１０月３日（水） １３：００〜１３：１５ 土田草の根ハウス
１４：１５〜１４：３０ 敏満寺会議所
１５：３０〜１６：００ 総合福祉保健センター

お申し込み
福祉保健課にお申し込みください。

広報たが 201２年8月号
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あけぼのパーク

多賀町立

図書館

あけぼのパーク

（有）
２-１１４２ （電）
４８-１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

あまんきみこさん講演会にたくさんの方がお越しくださいました！

新図書館長就任

６月２４日に季節風びわこ道場さん主催のあまんき

しい語り口調に感動して涙を流しておられる方もいらっ

みこさん講演会「おはなしが生まれるとき」が図書館で

しゃいました。来場いただいた方々をはじめ図書館職員

開催されました。会場は当日参加の方も合わせ、およそ

にとっても、小学校の教科書で学んだ作品の著者から直

この多賀町でも、図書館

１１０名もの方でいっぱいになりました。講演では、あま

接おはなしを聞ける大変貴重な時間となりました。

図書館の世界にいます。

西河内新図書館長あいさつ
に し

ご

このたび、多賀町の図書館長としてまいりました西河

の魅力を伝え育てていく

んさんのご家族の話、戦争への思い、
こどもたちに伝え

季節風びわこ道場さんでは、今年度いくつかイベント

う ち

内といいます。今年の３月末まで、お隣の愛荘町の図書

ために、自分の力をそそい

ていきたいことなどさまざまなことをお話くださいまし

を予定されています。次回開催時にもたくさんの方のご

館長をしておりました。
３年前までは、東京の荒川区の

でいきたいと思っておりま

た。また「おかあさんの目」を朗読してくださり、その優

来場お待ちしています。

図書館におり、縁あって滋賀に来ることとなり、さらにこ

すので、よろしくお願いし

のたびは多賀町でお世話になることとなりました。

ます。

雑誌のおわけ会

本の読み聞かせボランティア募集

私は、もともと普通の行政マンでしたが、図書館に異
動してから図書館の魅力にはまりこみ、
この図書館の魅

▲図書館長

にし ご うち

西河内

やすひろ

靖泰

力を多くの人たちに感じてもらいたくもう２０年以上も

本の紹介
一般書

悩むが花

黒猫の接吻あるいは最終講義

伊集院

森

静／著

東京：文藝春秋 ９１４.６イジ

晶磨／著

東京：早川書房 ９１３.６モリ

一目惚れで夜も眠れません。年寄りの

黒猫と付き人がバレエを鑑賞中、ダ

わがままに困ってます。最愛の人を亡く

ンサーが倒れるハプニングが発生。
５年

しました…。伊集院静の経験が滲む人生

前にも同じ舞台・演目でバレリーナが

相談。抱腹絶倒。なのに、本物の大人の生き方が見えて

死亡する悲劇が起きていた。黒猫の過去と２つの事件の

くる。
「週刊文春」連載を単行本化。

関連を気にする付き人は…。黒猫シリーズ初長編。

７月２１日〜８月２０日は「雑誌愛読月刊」です。図書館
で不要になった雑誌をおゆずりします。

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

期間■前半：７月２１日（土）〜８月５日（日）

ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く

児童書

ださい。

後半：８月７日（火）〜８月２６日（日）

願いのかなうまがり角

よるの美容院

場所■対面朗読室

岡田

市川

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

淳／作

東京：偕成社 Ｋ９１３オカ

朔久子／著

東京：講談社 Ｋ913イチ

旅行先で、おじいちゃんとぼくは散

月曜日の夜、
「ひるま美容院」の暗い

歩することにした。おじいちゃんの歩き

店内に、あまいシャンプーのかおりが立

方はかわっていた。角があったら、まじ

ちのぼる。まゆ子の髪を、美容院の女

めな顔になってかならずまがるんだ。理由を聞くと、おじ

主人であるナオコ先生は、指をすべらせるように、
やさし

いちゃんは「願いのかなうまがり角」をさがしているとい

く洗い流していく。その指先に、心を閉ざしていたまゆ

う。おじいちゃんが子どものころ、願いごとをしながら角

子の心が、ふっくらとやさしくほどかれていく…。言葉を

をまがると、
願いがかなったまがり角があって…。

失った少女の再生をえがいた物語。

斉藤

東京：こぐま社 ＫＥオイ

東京：フレーベル館 ＫＥダレ

洋／作

な集まれー！ ネコさんは、お魚。ニ

ち。
とりとめもなく続くかと思えば、一
気にあつまり、
ひとつの世界を奏でだ

ライオンさんはなにを食べているのかな？ 呼んでいる

す…。発想の天才２人が生み落とした、
めくるめくナンセ

うちにお腹がすいてくる絵本。

ンス・ユーモア絵本。
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ワトリさんは、お米…。みんなおいしそうに食べてるね。

※１８日（火）は振替休館日です。

８月

10

9月
7

巡回場所・駐車時間
大

滝

幼

稚

園

14

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

日

つぎつぎと現れるヘンなたまごた

３・１０・１８・２４・２７日

移動図書館『さんさん号』8月・9月の巡回

日

食べるのが大好きな仲間、みん

９月の休館日

※２７日（木）は、
月末整理のため休館です。

日

かんざわ としこ／文

６・１３・２０・２７・３０日

※３０日（木）は、
月末整理のため休館です。

３日

だれのたまご

８月の休館日

第１金曜日 第２金曜日

おいしいよ

あけぼのパーク多賀（休館日）

Ａコース 大(滝） Ｂコース 多(賀

絵本

12

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

セ
13：00〜13：3０

14：00〜14：30

ン

タ

ー

14：40〜15：10

15：55〜16：25

※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8月号
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あけぼのパーク

博物館

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

海洋センター

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

プールの一般開放をおこなっています！

観察会

第５回

Ｂ＆Ｇ

待ちに待った夏がやってきました。今年も

多賀の花の観察会

小学生水泳教室、ベビースイミング教室、水
中歩行教室などを開催しています。日ごろ

今月は『湿地の植物の観察』がテーマです。気軽にご
参加ください。

の健康づくりにプールを活用しましょう！皆

日時■８月１６日（木）
１０時〜１２時

さんのお越しをお待ちしています！

集合場所■多賀町立博物館駐車場（９時３０分集合）

開放期間
使用時間
休館日

※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。

▲ミズヒキ
（中川信子さん提供）

講演会

企画展

世界の巨石を訪ねて

須田郡司写真展「世界の巨石」好評開催中！

石の写真家「須田郡司さん」は、今日も石を巡る冒険

地球の営みが生んだ奇跡のような景観をぜひお見逃

７月１日（日）〜９月９日（日）
９時〜１２時、
１３時〜１６時
月曜日、祝日の翌日

２６個でした。オリンピックの楽し
み方の一つとして自国の日本選

７月２１日（土）〜８月１９日（日）
１３時〜１６時
月曜日、祝日の翌日

手を応援することは当然の心理
ですが、今回はもう少し範囲を狭

開催期間■９月２日（日）まで

注意事項

あらゆる地域がそのフィールド。須田さんが世界各地で

開催場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

※水泳帽子を必ず着用してください。
※小学１〜３年生は、保護者（１８歳以上）の監視（プールサイド可）
が必要です。また、
乳幼児については保護者の方も入水してください。
※浮輪の中には利用不可なものもありますので、受付員か監視員に必ず確認してく
ださい。
※その他、詳細は海洋センターにお問い合わせください。

場所■あけぼのパーク多賀

大会議室

講師■須田郡司さん
（Ｖｏ
ｉ
ｃｅｏｆＳｔｏｎｅ 代表）
※事前のお申し込みは不要です。

◀へび石
（大杉）

イシガメ小噺
２０１２年６月１６日、多賀町内某所でニホンイシガメが
産卵しているという情報が博物館に寄せられました。ニ

めて滋賀県出身の選手に注目し

第１回多賀町民ディスコン大会開催！
６月１６日（土）にＢ＆Ｇ海洋センター

コン大会がおこなわれ、参加された皆

で、多賀町体育協会主催によるディス

さんは８チームに分かれて熱戦を繰

もそうであるとは限りません。皆さんは、家で飼っている

り広げられました。

カメを外に放したりしないでくださいね。

ささ ゆりディスコンクラブ から

ホンイシガメ自体は珍しい生き物と言うわけではありま

ルールを教えてもらい、楽しそうに競

せんが、産卵と言うせっかくの大きなイベントなので、様

技されていました。
笑顔と歓声の中、第１回大会は盛

子を見に行くことに。残念ながら、到着した時にはすでに

大に終わりました。

産卵を終えていましたが、母ガメはまだそこにいてくれ
ました。そのカメが産卵に選んだのは玄関前の開けた場
所で、
まわりにはドクダミの花がちょうどきれいに咲いて

マリンスポーツ体験教室開催！

いました。花とカメ、素敵な組み合わせです。ニホンイシ
ガメの卵は約７０日で孵化するそうなので、
８月後半には

クになると決まって日本選手が

ると金９個・銀６個・銅１１個、計

海岸、古代の遺跡など、地球の記憶を訪ねる旅は世界の

日時■８月１２日（日）
１４時〜１５時

が始まりました。毎回オリンピッ

大会での日本の結果を調べてみ

しなく。多賀の奇岩・奇石のコーナーもあります。

を交えて楽しくお話しいただきます。

ツの祭典『ロンドンオリンピック』

になります。ちなみに前回北京

の旅を続けています。砂漠の真ん中や絶壁に囲まれた

出会った巨石・奇岩の数々について、撮影のエピソード

いよいよ４年に１度のスポー

が集まり、
メダルの色や数が話題

滝の宮スポーツ公園プール
開放期間
使用時間
休館日

オリンピック

メダルの取れそうな競技に注目

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

参加費■１００円
（保険料）

スポーツ推進委員かわらばん

てみました。調べてみると滋賀県
に関わりのある選手も数多く出
場していることがわかりました。
●男子マラソン
山本亮選手（佐川急便）
●シンクロナイズドスイミング
乾友紀子選手（近江八幡市）
●棒高跳び女子
我孫子智美選手（草津市）
●バドミントン
垣岩令佳選手（大津市）
●フェンシング
太田雄貴選手（大津市）
●女子サッカーコーチ
望月聡（大津市）
今回のオリンピックが、滋賀県

今年も、大門池にてマリンスポー

の選手の素晴らしい成績で盛り

かわいい子ガメがこの場所で見られるかもしれません。

ツ体験教室を開催しました。指導員

上がることを期待しています。そ

カラスやヘビといったほかの動物たちに見つからずに、

からライフジャケットの着用方法や

うまく孵化して成長することを祈るばかり。

漕ぎ方などの説明を受けた後、ロー

して、近い将来、多賀町出身のオ

現在、
日本国内に生息する淡水性のカメは、ペットとし

ボートやカヌーにチャレンジされ、参

て持ち込まれたアカミミガメなどの外来種にその住みか

加された皆さんは時間も忘れるくら

や産卵場所を奪われつつあります。多賀町でも今は当た

い楽しまれたようでした。

り前にニホンイシガメに出会えますが、
１０年後、
２０年後
広報たが 201２年8月号
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▲ニホンイシガメ

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

リンピック選手を応援できれば
嬉しいですね。
スポーツ推進委員

喜多一司

広報たが 201２年8月号
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ジェイアラート・有線放送

おしらせ
夏の中山道高宮宿を歩く

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

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）
全国一斉試験放送について

第１次試験■９月１６日（日）
男性Ａ
（大卒程度）…１４人程度／女

会を開催します。

さわやかな夏の多賀を歩いてみませ

性Ａ（大卒程度）…３人程度／男性

日時■８月２６日（日）
１４時３０分〜１６

んか？今回は高宮駅からスタート。ゴー

Ｂ
（高卒程度）…１３人程度／女性Ｂ

〜多賀の地酒を楽しむ〜

ルの多賀大社前駅では、野菜などの販売
や多賀ゆかりの品物が当たるくじ引きも

（高卒程度）／３人程度
詳しくは、滋賀県警察のホームペー

お問い合わせ・お申し込み

ｃｅ/をご確認ください。
お問い合わせ

の連携のもとに実施をしますのでお知らせします。

日時■８月１１日（土）※小雨決行
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〉高宮駅→高宮神社→多賀大社一の
鳥居→高宮宿本陣跡→高宮寺→高宮
城跡→キリンビール滋賀工場→飯盛
木→延命地蔵菩薩→真如寺→多賀大

８月３１日（金） ９時ごろ

社→多賀大社前駅 ※約６．
２km
お問い合わせ

【全国一斉試験】

多賀観光協会

９月１２日（水） １０時ごろおよび１０時３０分ごろ（２回）

（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３
多賀町役場企画課
（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

情報伝達手段

内容

町内で多賀町有線放送に加入されている家庭に設置してあるスピーカーから、
多賀町有線放送スピーカー

緊急放送時の音量で次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
「これは、試験放送です。」
×３回 ＋
「こちらは、防災多賀町です。」

※この内容は予定ですので、後日あらためて回覧文書でお知らせします。

身体障害者相談員による
「身体障害相談」を行います

身体障害者相談員は、身体障害者か

した全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ：ジェイアラー
ト）
の運用を開始しています。
全国瞬時警報システムとは、緊急地震速報、弾道ミサ

購入」をテーマにしたＣＭのアイディ
アを県内在住・在学の子どもたちか
ら募集します。最優秀賞の作品はＣ
Ｍを作成しテレビで紹介します。
詳しくは滋賀ＧＰＮ事務局のホーム
ページをご覧になるか、
メール又はＦ
ＡＸにてお問い合わせください。
お問い合わせ・お申し込み
滋賀グリーン購入ネットワーク
（滋賀ＧＰＮ）事務局

宛郵送

日時■8月９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

8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、そして新鮮な野菜を皆さ
まにお届けすることをモットーにがん
ばっていますので、ぜひ多賀大社駅前

（Ｆ）
０７７-５１０-３５８６

地域福祉活動の中核となって障害者福
祉の向上を目指すために、町から委託し

ていただけます。ぜひご来所ください。
相談日■８月２５日（土）
１３時３０分〜１６時
会場■多賀町総合福祉保健センター
ふれあいの郷 ボランティア室
相談員■身体障害者相談員

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

第２回滋賀県警察官採用試験

滋賀県警察本部では、警察官を募

集しています。

されます。

受験申込受付期間■８月１日（水）〜８月３１日（金）

16

募集内容■「マイバッグ持参」や「グリーン

農業委員会開催のお知らせ

す。必要な指導や助言を行うため、また、

予防措置などを促し、被害の軽減につながることが期待

広報たが 201２年8月号
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ｓ
ｉ
ｇａｎａｎｂｙｏ@ｅｘ.ｂ
ｉｗａ.ｎｅ.ｊ
ｐ

☆旬の野菜☆

福祉保健課

すばやく情報を伝達することによって、早期の避難や

募集期間■７月１日（日）〜９月１０日（月）

（Ｆ）
０７７-５２６-０１７２

ｓｇｐｎ@ｏｒｅｇａｎｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

した場合に、国が人工衛星を用いて情報を送信し、役場

ピーカーから、
緊急情報を伝達するシステムです。

「びわっ子エコＣＭコンテスト」
アイディア作品募集

（電）
０７７-５２６-０１７１

よっては関係機関に連絡をとったりしま

お問い合わせ

することにより、各ご家庭に設置してある有線放送のス

０１２０-２０４-３１４

滋賀県難病相談・支援センター

ホールへお立寄りください。

イル情報といった対処に時間的余裕のない事態が発生
で受信するとともに、有線放送の緊急放送を自動起動

サ イ ヨ ー

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａｇｐｎ.ｇｒｊ
. ｐ/

に関することなど、さまざまな相談を受け

多賀町では、平成２３年４月１日から、有線放送を活用

フ レ ッ シ ュ

らの日常の相談に応じたり相談の内容に

ています。障害者の立場で、就職・結婚

Ｊ-ＡＬＥＲＴ
（ジェイアラート）
とは

（フェリエ南草津５階）
費用■無料

い。新しい発見があるかもしれません。

【町独自試験】

場 所 ■ 草 津 市 立 市 民 交 流プラザ

ジｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｊ
ｐ/ｐｏ
ｌ
ｉ

心地よいウォーキングを楽しんでくださ

試験放送日

時５０分

あります。歴史ある名所を見学しながら、
報が、確実に住民の皆さまへ届くか、全国一斉に試験放送が次のように実施されます。多賀町におきましても有線放送と

地震や武力攻撃などの災害時に全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ:ジェイアラート）から送られてくる国からの緊急情

の情報交換や支援を目的に医療講演

すいか、マクワ、
とうがらし、ゴー
ヤ、
トマト、モロヘイヤ、仏花、切

おうみ犯罪被害者支援センター
支援活動員養成講座

日程■９月５日（水）〜１１月７日（水）全１０
回の連続講座
場所■滋賀県厚生会館会議室

り花 など
開催日■８月１日・４日・８日・１１日・１５
日・１８日・２２日・２５日・２９日
開催時間■９時から１１時３０分ご
ろまで

人数■約３０名

場所■多賀大社前駅ホール

対象■支援活動員を目指す方、相談

お問い合わせ

支援活動について学びたい方、
聞き上手になりたい方 など
お問い合わせ
おうみ犯罪被害者支援センター
（電・Ｆ）
０７７-５２７-５３１０
ｎｐｏｏｖｓｃ@ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ
（担当 松村）

医療講演会のご案内

クローン病、潰瘍性大腸炎の患者

さん本人やご家族などの関係の方々

産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

よろず相談

今月の相談日■８月６日（月）
来月の相談日■9月17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8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
９月３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
９月１８日（火） １０時〜１１時
子どもの健康、子育てに関するご相談を受け付け
ています。

健診等
４カ月児健診
９月３日（月） １３時〜１３時１５分
Ｈ２４年４月生まれの乳児
１０カ月児健診
９月３日（月） １３時１５分〜１３時３０分
Ｈ２３年１０月生まれの乳児
１歳６カ月児健診
９月５日（水） １３時〜１３時１５分

実施日 ※いずれも予約制
１１時３０分〜
○小菅医院多賀診療所 ９月１２日（水）
○町内ほか２医院、指定医療機関で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

実施病院
○指定医療機関で１年中実施（予約制）

問票または予診票をご持参ください。／１歳６カ月

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質
児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを持っ

９月１１日（火） １３時４５分〜１４時

てきてください。
１０カ月児健診には、お子さんと

生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児

同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜ

三種混合（予約制）
３カ月〜９０カ月未満の乳幼児

ひおいでください。分からないことがあれば、福祉
保健課までお問い合わせください。

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 ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ひろばの案内
月曜日〜金曜日 ９時〜１３時

９月の広場では運動会をみんなで
楽しみます!!

９月３日（月） あんぱんまんのお面を作ろう

にじさん、
きりんさん、ぺんぎんさん、
こあらさん

９月２１日（金） スタンプ遊びをしよう

み〜んなあつまれ！

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
９月１１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）
９月２５日（火） １０時〜

持ち物■水筒、汗ふきタオル等
ご都合のつく、おじいさん・おばあさん・おとうさ
んもぜひ、
どうぞお越しください。

場所■子育て支援センター（ささゆり保育園２階）

☆子育て相談は、随時行っていますので、お気軽に

９月５日（水） にじ広場（多賀幼稚園児と交流）

来所していただくか、お電話ください。/都合により

９月１２日（水） こあら・ぺんぎん広場

日程を変更することがあります。詳しくはにっこり

９月２６日（水） にじ・きりん広場

メールをご覧ください。

エ
ス
サカタ
ウケツ
ナフ
ウワ

⑦

②

⑤

④
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※「ー」の日時は、他町の集落の収集日と
なっています。
※不定期でお申込みの方は、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、お申込
みいただいた収集回数を表しています。
①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ
月に１回でのお申込みを表し、
「 萱原①」
とある場合は１ヶ月に１回でお申込みい
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。

問題

クロスワード

リ
ノ

⑨

ダ
マ

⑩

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：あこがれ、熱愛。太陽。

□□□□

ヨコのカギ
先月号の答え
①やれ打つな、
○○が手をする足をする
トヨタ
ス
②○○○○○光のどけき春の日にしず心なく
トルストイ
花のちるらむ
（紀友則）
ノ
ウナジ
③河内にある、
１年を通して温度が変わらない
ミタケ
バ
場所。河内の○○○○
ヤキツケ
④最大限度まで満たされている状態
⑤名前を書いた札
「タナバタ（七夕）」
でした。
⑥ゴマなどを細かく砕くときに使います。○○鉢
タテのカギ
①ばいきんまんがするあいさつ
⑥狩野英孝の持ちネタ。
「○○○○ゥ～」
⑦旧約聖書「創世記」に出てくるイサクの双子
の兄。弟はヤコブ
⑧馬の口につける縄
⑨アメリカのネバダ州にある観光都市。州内の ひとのうごき
平成24年6月末現在
規模はラスベガスに次ぐ
（ ）
内は前月比
⑩小麦粉などが水に溶け残ったかたまり
①

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

⑧

⑩

⑨

⑤

③

⑦

④

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

氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご

⑥

②

締め切りは8月３１日（金）です。正解者の中から

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

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。

■人口
7,895人
■男性
3,773人
■女性
4,122人
■世帯数
2,718世帯
■転入
７人
■転出
１６人

（-12）
（- 1）
（-11）
（- 3）

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
生まれました！
岬希（清彦・あづさ）
☆泉
☆大久保龍羽（彰人・友希）
☆小山 珀虎（欣樹・麻由美）
☆谷口 玉樹（靖幸・真梨子）
いずみ

みさ

き

おお

く

ぼ りょう は

こ

やま

はく

と

たにぐち

たま

き

お詫びと訂正
広報たが 201２年8月号

⑥

⑧

③

時間■１０時〜

にこにこ広場（登録制）
１０時〜

ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ

①

場所■ふれあいの郷多目的運動室

広場登録者の皆さんへ
お知らせとお願い

場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）

おたのしみ

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。

多賀町 し尿収集カレンダー

日
午前
午後
（曜日）
集落
集落
４日 （火） 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
６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
１１日（火） 川相①・藤瀬①
楢崎①・佐目①・南後谷①・霜ヶ原①
１３日（木） 中川原①・土田①・猿木①・多賀①・ 中川原①・土田①・猿木①・多賀①・
敏満寺①
敏満寺①
１８日（火） 一円②・木曽②・久徳②・月之木②・ 一円②・木曽②・久徳②・月之木②・
土田②・猿木②
土田②・猿木②
２０日（木） 多賀②
ー
２４日（月） 大君ヶ畑②・佐目②・四手②
大君ヶ畑②・佐目②・四手②
２５日（火） 敏満寺②・栗栖②・水谷②
不定期
２６日（水） 萱原③・樋田③
萱原③・樋田③
２７日（木） 久徳③・月之木③
久徳③・月之木③
２８日（金） 中川原③・土田③・猿木③
中川原③・土田③・猿木③

で接種が受けられなかった方については、
２０歳の

予防接種
ＢＣＧ

平成２４年９月

た方で、平成１７年度に接種が差し控えられたこと

※「予防接種手帳」を必ずお読みください。

ささゆり保育園の２階の部屋を開放しています。子

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

１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種

Ｈ２３年１月・２月生まれの幼児

わくわくランドで遊ぼう

☆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週間隔で接種

もり

の

み

はな

おお

が

☆森野 光華（義和・浩子）
☆山本 大雅（年和・みゆき）
おくやみ申し上げます
妙 ８６歳
◆永曽
◆木下惠美子 ８７歳
やま もと

えい

そ

きの した

たえ

え

み

こ

た ばやし

つね たか

ば

かず

み

まつ

え

◆多林 常隆
◆馬場 一三
◆山本 松枝
◆吉川太一郎
（敬称略）
ば

やま もと

よし かわ

た

いち ろう

６８歳
９３歳
９７歳
８８歳

広報たが７月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
  １４ページ あけぼのパーク多賀 関連イベント （誤）日時 ７月２２日（土） （正）日時 ７月２２日（日）

放射線量（μsv/h）
7月４日 0.0８
7月１７日 0.0８
※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが 201２年8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

8月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

10

（金）
日

スギ
町の木

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

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

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２‐０３４１ 滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 多 賀３２４
電話 ０７４９‐４８‐８１２２ 		
毎月発行
8

「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

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

24

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

編集後記■今度町内に、伝統的な技術を用いて、多賀産
の木を中心に、地域の木を使用した家が建つそうです。
食べ物だけでなく、多くのことが地産地消できる循環型
社会になるといいですね。
（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。
写真提供■多賀写真クラブ
撮影日時■8月
撮影場所■多賀大社境内

と

（金）
日

小中 スガ

