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久保町長
新年のあいさつ

No.785

謹賀新年

新年のあいさつ

自ら進んでコツコツと、いつも現場へ地域の中へ

５年前の初心・原点に返り、
全力で行財政運営に努めます!!
少子化・若者定住化対策の推進を
本町では、依然として少子化が進んでおりま
す。そのためにも、若い世代が安心して子育て

巳年はどんな年？／たが写真館

巳年！

今年は

巳年を迎えました。今年はどんな年になるでしょうか。
はてさて、過去の巳年を振りかえると……どんなことがあったかな？ 少し見てみましょう。

昭和４０年（１９６５年）
町内のできごと

世間のできごと

流行語・名言

• 第１回町内少年少女ソフトボール

• 農地報償法公布

「アイビールック」
「しごき」

• 名神高速道路西宮〜小牧が全線開通

「スモッグ」
「フィーリング」

• 朝永振一郎氏がノーベル物理学賞

「期待される人間像」

大会開催

できる環境づくりや若者が定住しやすい魅力

• 町政１０周年記念式典

あるまちづくりを進めていかねばなりません。

• 多賀町観光協会設立

受賞

昨年は、中学生までの医療費の完全無料化

		

や、ランチルーム方式による中学校給食の実
施などの取り組みを進めてまいりました。
今後とも、子どもたちや若い世代が未来に希

昭和５２年（１９７７年）
町内のできごと

• 多賀町文化協会設立

望の持てるまちづくりを目指してまいりたいと

• 多賀町同和教育推進協議会設置

• ダイニック㈱操業開始

• 王貞治に第１号の国民栄誉賞

思っております。

• 多賀小学校芹谷分校が１００周年

• 町立霜ヶ原生活改善センター竣工

流行語・名言

• 多賀町庁舎新築工事入札

「カラオケ」
「たたりじゃー」

世間のできごと

「天は我を見放した」

記念式典を挙げる

地場産業活性化への取り組みを

• 第２期山村振興事業

イワナ生産

施設竣工（大杉）

が代」を国歌と規定

• 小中学校の新学習指導要領で「君

かつて多賀町では、農林業が本町の基幹産
業として、
また商業も多賀大社の門前町として
栄えていたころがありました。かつてのにぎわ
新年あけましておめでとうございます。

いを取り戻すためにも、地場産業の再生を図る

町内のできごと

ポンプ車の部で多賀町消防団が

• ベルリンの壁崩壊

皆さまには、
日頃から町政に対し深いご理解と

取り組みを進めていかねばなりません。

• ダイニックアストロパーク天究館が

優勝

• 竹やぶから２億円

多賀町長

格段のご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し

農業では多賀そばの６次産業化など付加価

• 第２４回全国鳥獣保護実績発表大

• 任天堂「ゲームボーイ」発売

• 小原橋竣工式

会が開かれ、大滝小学校萱原分校

流行語・名言

昨年は、皆さまの温かいご支援のもと再び

源を循環させ地元産材を利活用する取り組み

• 多賀町大君ヶ畑と甲良町北落が兄

が林野庁長官賞受賞

「けじめ」
「Ｘデー」
「ツーショット」

町政を担わせていただくことができました。

を、商業では創意と工夫のもと絵馬通りの活性

５年前の初心に返り、全力で町政運営に努める

化に向けた取り組みを進めていく必要があり

所存でございます。皆さまのご支援・ご協力を

ます。

久保

重ねてお願い申し上げます。

地場産業の再生は自立した多賀町を目指す
うえで、大きな課題であり、その課題解決のた

さて、平成２３年度にスタートしました第５次

め全力で取り組んでまいります。

弟邨（むら）提携
• 第２４回滋賀県消防操法訓練大会

世間のできごと

「ぬれ落ち葉」
「ほたる族」

• 横綱千代の富士に国民栄誉賞

平成１３年（２００１年）

久良

町内のできごと

• 多賀町ホームページ開設

• 愛子様ご誕生

多賀町総合計画も今年度で３年目を迎えます。

•「平和の塔」除幕式

• 湖東地域市町合併研究会発足

流行語・名言

総合計画のもと、
「自然と歴史・文化に包まれ、

• 第４次多賀町総合計画「山蒼く水清

世間のできごと

「聖域なき改革」
「米百表」
「狂牛病」

• 小泉内閣スタート

「塩爺」
「抵抗勢力」

キラリとひかる自立した多賀町」を目指し、小さ

芹谷地域振興実現へ全力を

く生んで地道にコツコツと、創意と工夫のもと

芹谷地域の皆さまには、
長きにわたりご心労を

に、多賀町らしいさまざまな取り組みを進めて

おかけしておりましたが、水谷地域での家屋支

まいりたいと思っております。

援事業も２４年度中に完了の予定であります。

そして、皆さまからいただいた貴重なご意

今後とも、芹谷地域全体の進行事業が早期

見・ご要望を真摯に受け止め、できうる限り反

に推進されるよう、全力を尽くしてまいります。

かねばならないとその思いを強くしているとこ
ろでございます。

2

新小惑星「１９８９ＡＢＩ」発見

値のある農業づくりを、林業では町内の森林資

上げます。

映できるように努め、皆さまの期待に応えてい

広報たが 201３年1月号

平成元年（１９８９年）

結びに皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈
り申し上げ、新年のごあいさつといたします。

く心豊かな多賀のまち」策定

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。

さ か が み

と

あ

坂上 叶愛ちゃん
広報たが 201３年1月号
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まちの話題

まちの話題

１１月１０〜１２日

１１月１１日

１１月１４日

犬上郡展覧会

ウォーキングイベント開催 義援金

特集
１２月２日

オープニング

人権尊重のまち

犬上郡の展覧会が今年は滝の宮

あるいてまいろう多賀三社まいりを

多賀中学校より東北大震災の義援

体育館を会場に開催されました。保

開催しました。小雨の降る中ではあり

金をあずかりました。
「東北地方がん

育園から中学生までの作品、
７３４点

ましたが、参加者の方から「少人数で

ばれ！」
という思いのもと、今年度も前

が展示されていました。どれも力のこ

の開催だったので、
ボランティアガイド

年度と同様、生徒会で集められてい

私たち町民一人ひとりが、思いやりやふれあいの心

もった作品で、総勢２，
１４０人の方が

さんの話がよく聞け、
とても有意義な

たそうです。生徒会費より２１,３００円

をもった明るいまちづくり、互いに尊重しあえる住みよ

◀②サ イン・ドー ル ズ の

来場されました。

時間が過ごせた」とのコメントをいた

集められ、生徒会長である池 原 恵 子

いまちづくりをめざしていくため、
このつどいを開催し

皆さんによる「手話ダ

だきました。

さんが町長に手渡されました。

ました。

ンス」

い け は ら けい

こ

▶①大 滝 小 学 校５、
６年 生
の皆さんによる
「郡読」

町民のつどい開催

人権に関する啓発作文発表
大滝小学校５年

田中

敦士さん

「命を大切にすること」
多賀小学校６年

古川和圭乃さん

「あいさつはみんなを笑顔にしてくれる」
多賀中学校１年

桂木洸太朗さん

「一人じゃないひとつに」

11月15日

なお、桂木洸太朗さんの作文は、
「 第３２回全国中学生人

CO2固定証書〈木造建築〉

権作文コンテスト滋賀県大会」において、
ＮＨＫ大津放送局長

湖東地域に広がるびわ湖水源の

会（座長 小林紀之氏／日本大学大学

森林を元気にする取り組みを続けて

院法務研究科教授）」において、
「使用

いる湖東地域材循環システム協議会

された材料（湖東材）
にどれだけCO2

（kikito／会長 澤田藤司浩氏）
より、 が固定されているか」が評価され、杉
「CO 2固定証書〈木造建築〉」が久保
町長に手渡されました。
昨年度竣工した多賀中学校ランチ

材が２７.２７㎥、桧材が４６.４9㎥使わ
※

れていることから「50.3t-CO2」
と認

（優秀賞）
を受賞されました。
（県内７１校から計１１,９８９編）

講演「笑顔の戦士 〜生きているって幸せ〜」
１９９６年に生を受けられた道志さんの長女
‘弓香（ゆ
みか）’
さんは、世界で数十例の染色体異常と診断され８

定されました。

歳で他界されました。歩くことも話すこともできません

ルームには多賀町産木材（杉、桧）が

※CO2固定量＝材積量×容積密度（材

でしたが、亡くなる直前まで笑顔の絶えない日々でした。

使用されており、7月31日開催の「び

種で異なる）
×炭素含有量×CO2換

わ湖の森ローカルシステム専門委員

算係数

その体験をもとに、娘が私たちに教えてくれたこと、家
族であること、生きるということを皆さんとともに考えら
れたらと、全国各地で講演をされています。

１１月１６日

高速道路

冬の無事故大作戦

エクスパーサ多賀において過積載

▲講師

ナレーター

アンケート結果

車両の排除や冬期の交通事故防止に

• 涙、涙で聞きました。

向け、交通安全啓発運動がおこなわ

• ただただ感動、親として子どもに対

れました。多賀小学校の６年生たちが

する愛情の深さ痛切に感じました

作った折り鶴や啓発グッズを運転手

• 命を守るということは命がけでする

の方に手渡ししました。
たがゆいちゃんやココラちゃん、ひ
大使である近江八幡市出身でＡＫＢ

ことの大切さを学ぶことが出来よ

べ

み

く

４８の田名部生来さんと一緒に、交通
マナーを守るようにお願いしました。
広報たが 201３年1月号
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ホッと一息
休憩中のお楽しみ

打たれた講演でした。
• 命の大切さ、生きる（生かされる）

な

ま ゆみ

こと、だから大切なんだと思う、心

こにゃんと滋賀県交通安全ふるさと
た

どう し

道志真弓さん

かった。
（一部抜粋）

▲社会福祉法人杉の子会のコーヒーコーナー
（今年も昨年同様、大変賑わっていました。）

広報たが 201３年1月号
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海外派遣

言の葉書道展／防災

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

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

海外派遣ｉ
ｎ Ｎｅｗ Ｚｅａ
ｌａｎｄ

すばらしい作品が勢揃い！「豊かな言の葉書道展」

多賀中学校２年生

古石

春佳

多賀町では「未来にはばたく心豊かでたくましい人づくり」を教育基本目標として、町内保・幼・小・中学校連携の『言

今回、多賀町青少年海外派遣事業でニュージーラン
ドへ行かせていただきました。日本を旅立つ前は、初めての
海外そして知らない人の家に１週間もお世話になるなん
て想像もできませんでした。でも、この研修で多くの事を感
じ、学ぶことができたと思います。
まず、行きの飛行機の中、日本からのフライトでしたが
外国人が多くで驚きました。機内食は英語で 『Chicken
or Fish？』と聞かれ、ちゃんと『Fish，please．』と答えること
ができました。空港に着くと、やはり南半球、肌寒かったで
▲私のホストファミリー
す。入国検査では、少し怖そうな女性でした。緊張して何
を聞かれたか覚えていません。適当に 『 Yes．』と言ってすり抜けました。
車窓から見るニュージーランドの景色はなだらかな丘が多く、そこに羊や牛 ・ 馬などが放牧されていました。のどかな良
いところだなと思いました。
ベツレヘムカレッジでのオリエンテーションの後、緊張のホストファミリーとの対面でした。ホストマザーのJenniferとホスト
シスターのSophieが迎えに来てくれました。家に帰って、ホストブラザーのCameronとRowanに会いました。２人とも優しそう
だったけれど、男の子なので最初はしゃべりにくかったです。そしてホストファザーのNeilとは夕食を食べている最中に会いま
した。怖そうな人だったらどうしようと思っていたけれど、とても温かそうな人で、ホッとしました。
そして次の日からベツレヘムカレッジでの学習が始まりました。先生にタウランガのスポットに何か所か連れていっても
らったり、英語で質問されたことに英語で答えたりしました。実際にカレッジでの国語や体育、地理の授業にも参加しま
した。とても良い雰囲気で、生徒達で授業を作り上げている感じでした。スクールバディがわらないところを助けてくれまし
た。友達も出来ました。たくさんの人と接せて良かったです。
さよならパーティでは、多賀音頭と二人羽織を披露しました。多賀音頭は、まず私達が踊って、その後一緒に踊っても
らいました。踊っただけになるかと思っていましたが、とても盛り上がって、みんなで踊った後に大きな拍手がわき起こりまし
た。二人羽織も、みんなの笑いをとることができて良かったです。
とうとう、ホストファミリーとの別れの時がきました。せっかくホストファミリーのみなさんに馴染んできたところだったので、
もう少し滞在したかったです。特にSophieは、私のことを本当のお姉さんのように慕ってくれました。そして家族みんなか
ら、手紙をもらいました。うれしかったです。見送りに来てくれたJenniferとSophieとハグをして別れました。またホストファミ
リーと会うためにここへもどってきたいと強く思いました。その時には、もっと英語が話せるようになっていたいです。
この研修に参加して、私は、多くの外国人の方と出会いました。髪の毛や目、肌の色が違っても、笑うところや楽し
いと思うところは一緒だなあと感じました。また、とてもフレ
ンドリーで優しい人達ばかりでした。今後もいろいろな人と
もっと交流を深めたいので、英語の勉強をもっと頑張ってい
きたいです。そしてこの体験が将来の役に立てばいいと思
います。
最後に、この海外研修でお世話になったみなさん、本当
にありがとうございました。
（原文のまま掲載しています）

▲お世話になったクルーガー先生

広報たが 201３年1月号
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の葉教育』の実践に取り組んでいます。今年度は、第５回「豊かな言の葉書道展」を、
１１月２０日〜２５日の６日間、中央公
民館において開催しました。応募作品総数は、
３８３点で、その中から最優秀賞９点、優秀賞（中日新聞社賞）
１５点、優秀賞
（（株）呉竹賞）
１５点、特選６３点を展示しました。
優秀賞以上の受賞者一覧（多賀町）
・最優秀賞
ひら

き

なつ

は

み

らい

ひろ

と

み

い

多賀小学校 １年…平木

七葉

え ん じょう

深愛

大滝小学校 ５年…圓城
・優秀賞（中日新聞社賞）
お

の

多賀小学校 １年…小野

浩斗

た ばやし

海唯

多賀小学校 １年…多林
こ

すが

多賀小学校 ３年…小菅みらい
大滝小学校 ３年…集治

しゅう じ

りょう い ち

たな いけ

杏奈

ふか

樹暉

大滝小学校 ５年…棚池
だ

多賀中学校 ２年…深田

燎一
あん

な

たつ

き

▲表彰式のようす

・優秀賞（（株）呉竹賞）
多賀小学校 ４年…市橋

いち はし

直

とよ はら

香音

多賀小学校 ５年…豊原

なお

か

のん

み

ゆ

はる

ほ

じょう ぼ う

大滝小学校 １年…上坊

美優

さか がみ

晴穂

多賀中学校 １年…坂上

▲書道展のようす

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

住宅の耐震化と家具の転倒防止について
地震はいつどこで起きるかわかりません。平成７年の阪神・淡路大震災、平成１６年の新潟県中越地震、平成２３年の東
日本大震災などが記憶に新しいと思われます。地震による被害には建物の倒壊、家具の転倒・落下・散乱等による避難の
遅れや津波などがあります。このような被害を少しでも軽減するためには、
日ごろから地震に対する備えの意識を持つこ
とが必要です。

地震に対する備えとして次の点に注意しましょう！
〈住宅の耐震化について〉

〈家具の転倒防止について〉

・自宅の建築年度の確認

・家具配置等の工夫

・耐震診断の相談

・具体的な転倒防止対策

・耐震補強の実施
住宅の耐震化や家具の転倒防止は、確かにコストを要しますが、既存の制度を活用することなどにより、通常より安価に
対応できる場合もあります。ちょっとした意識の違いによって大きな被害を避けられることがありますので、手軽にできる
ことから始めてみてはいかがでしょうか。
広報たが 201３年1月号
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社会教育委員活動報告

社会を明るくする運動標語

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

の

き み

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

こ

礒野公子さん（大字川相）、洋画部門で『特選』受賞
多賀町社会教育委員として、日々の活動にご尽力されている礒野さんが、
１０月に開催された東近江市美術展覧会洋
画部門において「特選」を受賞されました。今年度は５月の大阪洋画展コンポジション部門の特選に続いて２度目の快挙
です。過去にも知事賞をはじめとして数多くの賞を受賞され、多賀町の文化芸術の発展に貢献をしていただいています。

会長

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）

礒野さんの受賞を祝って
多賀町社会教育委員会

平成２４年度

野村

茂太郎

今年度の社会教育委員会は、将来を担う子どもたち

いつもご一緒に活動をしている礒野さんの朗報を知

への青少年育成事業と高齢者の多い多賀町の実情か

り、事務局の建部さんとお祝いにアトリエのある川相の

ら、生きがいや心の豊かさづくりにつながる生涯学習事

ご自宅を訪ねました。受賞作品や制作中の創作する絵画

業の充実を活動の重点にしています。その活動のために

といわれるコンポジション作品を見せていただき、その

社会教育委員は、
つねに「学び、行動し、発信する」熱意と

絵の迫力に圧倒されました。さらに絵画だけにとどまら

情熱が必要と思っています。礒野さんは、私がめざす社

ず、
アトリエには多くのパッチワークや手芸作品もあって

会教育委員の理想像そのもので、改めて今、
このような

改めて礒野さんの多才な才能を知りました。どの作品に

素晴らしい方と活動をご一緒している幸せを感じていま

も卓越した技能とともに温かみのある優しさが感じられ、

す。礒野さんの今後のますますのご活躍をお祈りします

「このパワーはどこから？」と考えたとき、礒野さんのお

とともに、
これからの多賀町社会教育発展の大きな力と
なっていただくことを願っています。

人柄が浮かんできます。
社会教育委員として礒野さんは、川相の６０歳以上を
対象にサロン「たんぽぽ」を立ち上げ、公民館で定期的
に活動されています。会員約２０人が絵手紙、
パッチワー
ク、前掛け、人形「サルボボ」作り等の取り組みを通して
の交流やご自身が人権学習等の講演で学んだことをサ
ロンの場で皆さんへ伝えておられるとのことです。また、
夏休みには老友会の有志の方とともにラジオ体操の後、
子どもたちに「命の大切さ」を教える目的で、紙芝居や読
み聞かせ、お寺での講話などをされています。同時にこ
れは、子ども、付添いの親、老人とのふれあいと交流の場
にもなっているとのことです。

《多賀小学校６年生》

標
語
やさしさを もつこころが だいじだよ
友達は ぼくの中の たからもの
友達の 元気と勇気は とっこう薬
親友との 絆はぜったい はなれない
毎日を 支えてくれる 家族たち
ふるさとは いろんな人の 愛がある
多賀町を 笑った顔で いっぱいに
笑顔はね 勇気をくれる まほうだよ
つらい時 かなしい時こそ にっこりと
あいさつは みんなを笑顔に してくれる
あいさつは 地域のきずな 深めるよ
こまった時 元気をくれる 友達は
大丈夫 いつもだれかが そばにいる
友達は 自分にとって 最高の宝物
あいさつは やさしい心の 花がさく
だれとでも 笑顔であいさつ 気持ちいい
友達を たいせつにして 絆ふかめる
つらい時 いつもとなりに 友がいる

西
早
原
久
平
平
平
廣
古
古
堀
丸
宮
宮
安
安
山
山

名 前
村
唯
坂
太
田
里
田
居
奈
居
真
木
拓
田
紗
川 永 乃
川 和 圭
川 紗 也
尾
秀
戸 め い
野 明 日
田
伊
田 奈 津
口
駿
本
幸

翔
我
奈
椿
緒
弥
斗
季
香
乃
華
幸
子
香
織
希
介
輝

池
岸
木
久
古
重
城
田
地
富
富
平
藤
深

名 前
本
瑠
本
悠
下
果
保 田
石 浩 太
森 菜 々
貝
優
辺
将
本
光
田
清
田
菜
塚
廉
内
悠
田
悠

誠
弥
歩
陸
郎
美
亜
司
佑
香
葉
也
河
斗

▲礒野公子さんと受賞作

《大滝小学校６年生》
平成２４年度

文化活動推進事業

第１０回

多賀町美術展覧会の開催について

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。皆さんのご来場を心よりお待ちしております。入場は無料です。
会期■２月８日（金）〜２月１０日（日）
９時から１７時まで
（※１０日のみ、
１６時まで）
場所■多賀町中央公民館

大ホール

表彰式および講評会■２月１０日（金） １４時から
審査員■《絵画》小田柿寿郎氏
《 書 》小林

巧氏

《写真》寿福

滋氏

《工芸》神山

直彦氏

※礒野公子さんの作品も出展されます。
※審査員の皆さんの作品も展示されます。
広報たが 201３年1月号
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▲昨年の美術展覧会のようす

標
そう朝の ラジオ体操 広がる輪
ふるさとの みんなあつまる 運動会
毎日の あいさつでみんな つながるよ
日本一 心のこもった あいさつを
ふるさとの みんな見とれる 緑町
友達は 絆をつなぐ みんなの輪
多賀町の 地域みんなが たからもの
家族には いろいろな思い つまってる
すばらしい あいさついっぱい 大滝小
あいさつは その一言で つながるよ
どこよりも 絆が深い 友だちに
八年後 幸せ広がる 多賀町へ
多賀町の 笑顔はずっと 限りなく
友達の 笑顔絶えない 多賀の里

語

広報たが 201３年1月号
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緊急速報メール／国保からの重要なおしらせ／芹川清掃

農業委員会だより

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

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

緊急速報メールの運用を開始

農地利用状況調査の報告
農地法第３０条で定められている、年１回の調査です

災害・避難情報を皆さんに伝える手段として、平成２３年１２月１日からＮＴＴドコモのエリアメールの運用を開始してい
ましたが、
加えて、
ソフトバンクとａｕの「緊急速報メール」の利用を開始しました。
今後、
緊急時の情報伝達手段のひとつとして活用していきます。

「エリアメール」
「緊急速報メール」とは？
多賀町域の電波エリアの範囲内に滞在するＮＴＴドコ

どんな情報が届くのか？
緊急地震速報、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、

１１月１４日、
９時から農業委員１６

ですが農地の利用がされていないと

棄されることがないよう引き続き調

名が３班に分かれ町内農地の利用状

ころもありました。農業委員会として

査を行ってまいりますので、皆さんご

況を調査しました。平成２１年度から

は、耕作環境が良好な農地が耕作放

協力をお願いします。

▲役場前で調査の最終確認

▲耕作環境の悪化により放棄された山間農地

本格的に獣害対策として電気柵が設
置されたこともあり、耕作放棄地で

モ、
ａｕ、
ソフトバンクの携帯電話に対して、一斉にメール

ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、避難情

あった農地も概ね解消されており農

を配信するサービスです。メール配信時に町域にいれ

報など。

地が適正に利用されていました。

ば、観光客や通勤中の人など町民以外の方の携帯電話

※一部の機種で受信できない場合や、設定が必要な場

しかし、
山間地では担い手の高齢化

にも配信されます。ただし、配信時に町域外にいるとき

合がありますので、各社のホームページをご覧になる

もあり獣害対策が遅れていることか

は、
町民の方でも受信することができません。

か、販売店等でご確認ください。

ら今もシカ・イノシシの被害があり、
耕作環境が著しく厳しい状況で残念

※事前登録は不要です。
※月額使用料、
通信料はかかりません。
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ご注意ください！
資格喪失後の受診は、医療費を返還いただくことになります
国民健康保険からの重要なお知らせです
就職して会社の健康保険の資格（家族も含む）がある
にもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをせずに

本年は、岐阜県で視察研修を実施。

いつまでも健康でいてほしい。料理と

かけとなった農家の主婦約２０名が駅

１日目は、
農家の主婦が資本金を出

会話も一緒に楽しんでほしい。地元の

前の空き店舗を借り営業されている

し合って（株）菜ちゃんを設立し、中津川

伝承料理を残したい。環境にもやさし

直売所「アグリハウス菜ちゃん」を視

長期的な勤務を前提にしているという考え方から臨時雇

の「ちこり村」で営業されている農家

くなってほしい。バランスの良い食事

察しました。シャッター街の一角にあ

いとは違い、
試用期間の最初から会社の健康保険に加入

レストラン「バーバーズダイニング」

をしてほしい。心から満足していただ

る小さな直売所でしたが気軽に立ち

を視察しました。

きたい。」をもってがんばってきたこ

寄れる雰囲気があり、多賀町での今

となどを伺いました。

後の取り組みのヒントとして大いに参

（会社の健康保険の資格が発生）
することになります。
会社の健康保険に加入したら（家族の加入も含む）、

保険証を使用されているケースがあります。こうした場

必ず税務住民課の窓口で、新しい保険証を持参して、脱

合、会社の健康保険の資格が発生した時点にさかのぼっ

退の手続きを行ってください。

て医療費を返還いただくことになります。
（ 家族を扶養

※会社などからの報告により自動的に手続きがされるも

認定された場合も同じです。）過去には、
この返還額が数

のではありません。

百万円と高額になったこともあります。

なお、医療機関にかかりたいのに、会社からの新しい

就職したときは、
自分が会社の健康保険に加入できる
か、
まず確認をしましょう。よくある試用期間というのは、

去る１１月２４日、美しいまち「たが」の実現に向け、芹
川沿岸一斉清掃活動を行いました。当日は天気にも恵ま

２日目は、
（株）菜ちゃんの設立のきっ

考になる施設でありました。

▲「バーバーズダイニング」での研修

▲スプラウト栽培のようす

▲中津川サラダ農園の視察

農業委員会だより
１１月１４日に開催された委員会の審議内容です。

れ、総勢１０４人のご参加をいただき、合計１７５㎏のごみ

議案第１号

を回収することができました。ご参加いただいた皆さん、

農地法第３条の規定による農地所有権の移転許可申請……………５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。

ありがとうございました。

議案第２号

後日策定予定の環境基本計画においても、基本方針

農地法第５条の規定による農地転用許可申請について……………１件

※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。

として「潤いと安らぎのある生活空間の形成」という文

議案第３号

言があります。これからも多賀町に関わる私たちが力

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……………３件

※農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。

を合わせ、
より住みやすい多賀のまちをつくっていきま

10

が育て料理したものを食べてほしい。

税務住民課にご相談ください。

「芹川沿岸一斉清掃活動」を実施しました

広報たが 201３年1月号

後藤社長から、
７つの想い「私たち

保険証が届いていない場合には、勤務先（会社）
または、

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

しょう。

農業委員の県外視察研修報告

報告第１号
▲清掃活動のようす

農地法第５条第１項第６号の規程による農地転用届出について…１件

※市街化の農地を転用し、第３者と売買等を行うことの届出です。
広報たが 201３年1月号
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緑のふるさと協力隊

いくせい／障害者控除

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

中央公民館内

緑のふるさと協力隊
ほ ん

だ

む ね ゆ き

多賀町、栗栖でお世話になっています、本多志行です！
来る冬に恐怖を感じつつ、今月もがんばってまいります!!

多賀町青少年育成町民会議

（有）
３-３９６２

（電）
４８-１８００

第４４回青少年育成大会を終えて
青少年育成総務部会
「多賀町青少年育成大会」を去る１１月２３日に中央公

副部会長

石田

茂夫

く話していただきました。

民館にて開催いたしました。オープニングセレモニーと
①５歳児への調査結果から、睡眠の乱れは脳の発育に好

作業を毎日のようにしている農家さんて

して「Ｄドラファミリー」のみなさんによる心温まる演奏

元の方々や彦根の方々に「多賀の雪はすごいよ！ 特に栗

本当に凄い根気と体力を持っているん

が行われ、会場から大きな拍手が送られました。

栖は！」と脅され東京で生まれ育った僕は雪に耐性がな

だなと思いました。今年のにんじんは

続いて、
この一年間に各方面で活躍された青少年４

いためビクビクしています。。。東北、北陸に派遣されて

サイズの大きいものが多いらしく、

名と１団体、青少年の健全育成に長年に渡り尽力され

早寝・朝ご飯」である。早起きすることで早く寝られる

いる同期から
「こっちは雪が降り始めたよ！」
（１１月中旬）

例年と比べて袋詰めで出荷するものが少ないようです。

た指導者１名に小菅会長より表彰状と記念品が贈られ

ようになる。

という連絡が続々と来ています。東北、北陸に派遣され

生き物を相手にした作業はやはり難しいそうです。

ました。

多賀町に来て初めての冬を迎えようとしています。地

なくて良かったと心の底から思いました。
先日、滋賀県高島市朽木で行われた「緑のふるさと協
力隊 北陸近畿ブロック交流会２０１２」石川県、福井県、

ましくない。睡眠の過不足は悪影響が出ている。
②「早寝・早起き・朝ご飯」ではなく、正しくは「早起き・

③「脳だけは眠らないと疲労がとれない」寝る前に学習

収穫した多賀にんじんを洗って食べましたが、甘くて

次に小学生４名と中学生３名に青少年の主張発表をし

（暗記）
したことは、眠ることによって定着度が高くな

とてもおいしかったです♪ にんじんを口にする機会があ

ていただきました。多賀小学校と大滝小学校からは家族

る。大脳が大きくなると眠りが発達する。眠りが大脳を

りましたら、ぜひ「多賀にんじん」を！
！
！

について、今までのつながりを見つめ直し、感謝の気持

大きくする。

富山県、滋賀県に派遣された同期、各自治体の協力隊担

ちを新たにした思いを発表されました。多賀中学校から

④「光…明るさ」
と睡眠は密接な関係がある。光があるとホ

当者さんが集まり、交流会 朽木地区の視察研修に参加

は命の大切さと今を精一杯生きることの大切さを、海外

ルモンの分泌が妨げられ眠れなくなる。特に蛍光灯の青

してきました！ 研修当日に日程を合わせてくれたのか、

派遣での人々との交流を通じて人と関わることや家族と

い光は眠りを妨げる。夜には、
電球の光の方が眠りには

たまたまなのか分りませんが、朽木の小学１年生による

の対話の大切さを、読書の楽しさとこれからの自分の生

よい。朝は光を浴びることが大切で、
カーテンを１０㎝開

記念植樹に立ち会わせていただきました。町道わきに毎

き方の道標となったことを、胸を張って発表していただ

けて朝陽が室内に入るとよい寝覚めにつながる。

年植えているようで、何本もの桜の木が立っていました！

きました。
この後、大滝柔道スポーツ少年団と多賀剣道部スポー

景観も良くなるし子どもたちの経験にもなるし、良い取

告をしていただきました。

土田では、
多賀にんじんの収穫が始まりました！思って
▲「北陸近畿ブロック交流会」

趣味、私生活
紅葉ベストシーズンの今、写真をバシバシ撮っていま
す!!！ 権現谷のピンクの紅葉は撮り損ねてしまったので

なる。適切な睡眠は健康に密接な関わりがある。

ツ少年団の代表児童各１人から第６２回妙円寺詣りの報

り組みだなと生意気ながら思いました。
いたより作業はしんどく、若干腰が痛くなりました。この

⑤必要な睡眠時間は、その人の生活や年齢によっても異

講演会では、滋賀医科大学特任教授の宮崎総一郎先

子どもも大人も多忙な現代社会では、睡眠時間を削っ
て何かをするということになりがちですが、健やかな眠り

生をお招きして、
「健やかな眠りのために」
と題して、眠り

をとることがいかに大切であるかを学ぶ貴重な講演会で

のメカニズムについてユーモアを交えながら分かりやす

した。

宮神社の紅葉も素晴らしいのですが、僕は栗栖にある調
宮神社の紅葉が最高だと思います!!！

すが、町内いろいろなところの写真を撮っています♪胡

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

記念植樹「桜ウエル」

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。

ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｍｕｎｅｙｕｋ
ｉ
１９/
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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
上の高齢者の方で一定の要件に該当した場合には、障
害者控除対象者として認定され、所得税法上および地方
税法上の障害者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は、
「障害者控除対象
者認定書」の提示が必要です。
認定書の発行および詳しいことについては、福祉保健
課までお問い合わせください。
広報たが 201３年1月号
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ねんきんだより／民児協だより

けんこう

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

彦根年金事務所

こんにちは保健師です

国民年金課 （電）
２３−１１１４

２０歳からスタート！「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

立て、自分自身の将来のため、国民年金に加入し、保険
料を納めてください。なお、収入等がなく保険料の支払

います。

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

国民年金はすべての公的年金制度の基礎となるもの

いが困難な場合は「学生納付特例制度」や「若年者納付

で、
日本国内に住所のある２０歳から６０歳までのすべて

猶予制度」などの保険料納付猶予制度がありますのでご

の方は、国民年金に加入することが法律で義務付けられ

活用ください。

ています。学生の方も加入しなければなりません。

お酒を飲む前に知っていてほしいこと
この季節、お酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか。
しかし、飲む楽しさゆえについうっかり飲み過ぎて
しまいがちです。お酒を飲むことで起こる事故や問題、楽しく健康的に飲んでいくためのポイントを紹介します。

この時期に多い急性アルコール中毒

年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、今の現役世

※２０歳を迎えられるすべての方を対象として、
２０歳の

急性アルコール中毒は短時間に多量のアルコールを

代が高齢世代になったときには次の世代が支えるという

誕生月の前月に、年金事務所からご案内（資格取得届

摂取することで起こります。アルコールの麻酔作用によ

「世代と世代の支えあい」のしくみで成り立っています。

等）
をお送りしています。必要事項を記入のうえ、年金

り意識がもうろうとし、ひどい場合には昏睡状態に陥り、

事務所まで返送してください。

最悪の場合には死に至ることもあります。

２０歳を迎えられるこの機会にしっかりと人生計画を

年金受給者の皆さんへ！
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、国民年金や厚生年金などの老齢
年金を受けておられる方を対象として、
１月下旬ごろに
「平成２４年分の公的年金等の源泉徴収票」を送付しま

ので、大切に保管してください。
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。

す。この「源泉徴収票」は確定申告の際に必要となります
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

飲んだ後の帰り道は事故に要注意
飲酒運転のように加害者になることはもちろん、実際
には被害者になることも多いです。交通事故に限らず、
転倒や凍死などで死亡してしまうリスクも高まります。飲
み過ぎてふらふらしてしまうのは、アルコールの麻酔作

制につながります。食べずに飲み続けるというのは、
アル
コールに問題のある人に見られる特徴でもあります。必
ず食べながらお酒を飲むようにしましょう。

飲んだ後のラーメンは肥満のもと
お酒を飲んだ後にラーメンを食べたくなるのは、ア
ルコールの食欲増進効果によるものです。飲んだ後の
ラーメンは１度に２食分食べていることになり、明らかに
カロリーの取り過ぎです。お酒を飲むことが肥満につな
がると考え、食べ過ぎには注意したいものです。

飲んだ後の入浴や運動はさける

用で脳がマヒしていることで起こるので、自分の行動を

お酒を飲んだ後に入浴や運動で汗を流せばアルコー

抑制したり修正したりするのが難しくなってしまいます。

ルが飛ぶと勘違いされている方もおられますが、飲酒

翌朝の運転

後の入浴や運動は危険です。飲酒後の入浴は湯船で
おぼれたり、血圧の急激な変動で脳血管疾患などが起

たが民児協だより 民生委員・児童委員

お酒を飲んだ翌朝、酔いがさめたと思って車を運転

こったりします。飲酒後の運動は反射神経が鈍くなるの

したときの取り締まりで摘発されるケースも多くありま

で事故を起こしやすくなります。また、心臓にも負担が

人がつながり 支え合う あたたかいまちづくり

す。ビール３５０ｍｌを１本飲んだとして、お酒が抜けるま

かかります。

明けましておめでとうございます。
皆さまには、輝かしい新春をお迎えのことと心からお

私たち民生委員・児童委員もつながり、支えあう人の
輪を育む担い手でありたいと思います。

慶び申し上げます。昨年もさまざまな民生委員・児童委

人と人との関わり合いを大切に、地域の皆さま、そし

員活動を実施することができました。これもひとえに、地

て行政など関係機関と互いに手をたずさえ、安全で安心

域の皆さまをはじめ関係各位のご理解とご協力のおか

なまちづくりをすすめてまいりたいと存じます。

げと深く感謝しております。
さて、私たちは東日本大震災を経験し、改めて地域の

皆さまのご支援とご協力を賜りますよう、
よろしくお願
い申し上げます。

でには約２〜３時間かかります。これが２本になると４時
間が必要です。お酒を飲んだ量に比例してお酒が抜けて
車が運転できるようになるまでに時間がかかります。

飲む前に量を決めゆっくり飲もう

ルコール濃度をあげ、気分が悪くなっているのを感覚的

とです。アルコールを代謝するスピードは大変遅いの

している人は、自分がアルコール依存症かもしれないと

で、飲むペースが速いとすぐに酔っぱらってしまいます。

認識した方がよいかもしれません。

け合いの心は、災害時ばかりでなく日々の生活において

て、明るく、幸多き笑顔あふれる一年となりますよう、心

少ない量でも急激に飲めば酔いが回り、転んだり事故に

も心の支えとなり、安心感を与えてくれるのではないで

よりお祈り申し上げます。

あったりする可能性は高まります。もっと大量に飲めば

しょうか。何かあったとき支えて

健康を害し、飲み過ぎの日が続けば肝障害を起こすこと

くれる、助けてくれる存在があ

も十分考えられます。

お酒は必ず食べながら飲む

分にとっても、相手にとっても

なったような気がする。これは飲酒により再び血中のア
にマヒさせてごまかしているだけです。迎え酒が習慣化

平成２５年の年頭に際し、新しい年が皆さまにとりまし

助けあえる存在でいることは自

つらい二日酔いの日に、またお酒を飲むと少し楽に

お酒を飲む際に大切なのは、飲むスピードを抑えるこ

「絆」の重要性を痛感しました。人と人とのつながりや助

ることは、
うれしいことであり、

迎え酒はアルコール依存症の初期症状

断る勇気を持ち週２日は休肝日を
この時期、お酒を飲む機会が多くなります。仮にすべ
ての飲み会で適量を飲んでいたとしても毎日お酒を飲
み続けることは肝臓に
かなりの負担がかかり

食べながら飲むということは

ます。週に二日はお酒

とても大切です。食べながら飲

を飲まない日を設けて

近年、急速に少子高齢化がす

むことで、アルコールの吸収速

肝臓を休ませるように

すみ、さまざまな生活課題、福

度を遅くし、アルコールの分解

したいものです。

祉課題を抱える方々が増加して

に使ったエネルギーの栄養補

大切なことだと思います。

まいりました。
広報たが 201３年1月号
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▲１０月２２日「子育てサロン」みんなで最後に〜はいポーズ〜

給ができ、さらには飲む量の抑
広報たが 201３年1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

多賀町立図書館

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

蔵書点検応援団募集

平成２４年度子どもゆめ基金助成活動

２月１３日（火）から２２日（金）の特別整理休館期間およ

体験の風をおこそう運動「絵本のおいしい世界を体験しよう」
日時■１月１９日（土） １３時〜１６時

持ち物■エプロン・三角巾・タオル

場所■多賀町中央公民館

定員■２０人（参加無料）

き りやま

調理室

け い い ち

ナビゲーター■桐山 圭市さん（絵本と料理の研究家）

申込受付■１月５日（土）１０時〜

対象■小学生以上

主催■季節風びわこ道場

内容■絵本に出てくるクッキーと白玉ぜんざいをつ

後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
・
多賀町教育委員会

くって、
試食します。

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

本の読み聞かせボランティア募集

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

活動内容■閉架書庫資料の点検作業など

び先だっておこなう閉架書庫資料の点検をお手伝い

参加対象■大人の方

していただける方を募集しています。

参加受付■カウンター・電話などで受付 １０時から

事前期間■１月８日（火）から２月１１日（月・祝）  開館時間中

※活動期間中であれば、
ご希望の時間帯に参加してい
ただけます。

休館期間■２月１３日（水）から２月２２日（金）９時から１７時
活動場所■あけぼのパーク多賀

※参加前日までに図書館にご連絡ください。

図書館内

の雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を掲載

「多賀町立図書館応援団」活動日

させていただきます。
くわしくは図書館までお問い合わ
せください。

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

います。

（毎月第１・３土曜日）

日時■１月１２日（土）１３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

日時■１月９日（水）、
２月６日（水）

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

場所■あけぼのパーク多賀

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く

対象■中学生以上の方

対象■大人の方

ださい。

図書館内

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への
絵本の読み聞かせボランティアをおこなったりしていま
す。特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも

サークルのご案内

本の紹介

参加していただけます。

随時、
メンバーを募集しています。詳しくは図書館まで

一般書

予約資料の取置期間について

お問い合わせください。

あのころの空

衣もろもろ

佐江

群 ようこ／著

衆一／著

東京：講談社 ９１３.６サエ

東京：集英社 ９１４.６ムレ

定年を迎えたあのころ、忙しかった３０代

この世に、おばさんが着る洋服はないの

のあのころ、楽しかった少年時代のあの

か？ 年齢相応、快適、お洒落な衣類や小

ころ、そして、いつか訪れる終の瞬間…。

物を探して、私の修業は５０代半ばを過

迷える熟年男性に贈る人生の短篇集。
「小説現代」
「週刊

ぎてもまだまだ続く…。中高年女子すべてに贈る衣類探

新潮」掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

索エッセイ。
「小説すばる」連載を単行本化。

児童書

予約資料がご用意できましたら、予約時にご選択いた

雑誌スポンサー募集

だいた方法で連絡します。連絡から１週間以内に受け取
りに来てください。取置期間を過ぎますと予約が取り消

図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の

しになりますのでご了承ください。

購入費をご負担していただける方を募集しています。そ

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）
１月の休館日 １・２・３・７・１５・２１・２８・３１日
※年始は、
４日（金）から開館します。

２月の休館日 ４・１２・１３・１４・１５・１６・１７・
１８・１９・２０・２１・２２・２５日

黒ねこガジロウの優雅な日々

あっちの豚こっちの豚

※１５日（火）は振替休館日です。

※１２日（火）は、振替休館日です。

丘

佐野

※３１日（木）は、
月末整理のため休館です。

※１３日（水）から２２日（金）は、蔵書点検のため休館です。

修三／作

洋子／作・絵

東京：文渓堂 Ｋ９１３オカ

東京：小学館 Ｋ９１３サノ

おれの名前はガジロウ。ご主人・おくさ

ある日、
どうぶつたちが林の木をきり、家

ん・小５のユキちゃん・２年のシンノスケ

をたて、
文化的な生活を始めました。きつ

よう

ち

えん

文化的な生活をすすめます。それを断ったのに、
豚の小屋

を、
面白くまとめたから、
読んでみてくれ。

はなくなり、
かわりに白い家がたって…。

ひっこしだいさくせん

堀川

たしろ ちさと／さく

真／作・絵

東京：教育画劇

ＫＥオベ

東京：ほるぷ出版 ＫＥヒツ
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1

18

日

おべんとうさんいただきます

2月

日

絵本

１月

第２金曜日

こ。おれが町内を散歩しながら見聞きしているあれこれ

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
第１金曜日

ねとうさぎは、
くらしぶりをかえない豚に
Ａコース（大滝） Ｂコース（多賀）

くん・幼 稚 園 のコウジくんとくらす黒ね

※２８日（木）は、最終木曜日ですが開館します。

巡
大

滝

幼

稚

園

１４：００〜１４：２５

回

場

所

・

駐

車

時

川
相
藤
瀬
（「皆様の店くぼ」さん横） （ 草 の 根 ハ ウ ス 前 ）
１４：３５〜１５：００
１５：１０〜１５：３５

多 賀 清 流 の 里

多

賀

幼

稚

園

１３：００〜１３：３０

１４：００〜１４：３０

犬 上 ハ ー ト
フ ル セ ン タ ー
１４：４０〜１５：１０

「ねえ、みんな。ぼくたち、家をつくろう

所からいい匂いがしてきました。お母さん

よ！」
５匹のねずみたちの新しい家は、ア

がおべんとうをつくっているのです。一体おべんとうの中

イディアたっぷりで食べ物もどっさり。そんなねずみに

身はどこから来るのでしょう？ そこに詰まっている、いの

ぴったりな家をのぞいてみましょう。
５匹の素敵なねずみ

※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。

ちの物語を描いた絵本。

たちの物語第２弾。

※返却日は、次の巡回日です。団体貸出の場合は、
１カ月後となります。

16

8

日
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日

今日、
てっちゃんは遠足。目が覚めたら、台

間
たきのみや保育園
１５：５０〜１６：２０
多賀ささゆり保育園
１５：５５〜１６：２５
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

スポーツ

Ｂ＆Ｇ海洋センター

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

夏休み自由研究展表彰式レポート

第７回 犬上郡ニュースポーツ大会参加チーム募集中！

１１月２５日に毎年恒例の夏

２月２４日（日）に、犬上郡体育協会主

ムを募集されています。詳細は、多賀

休み自由研究展表彰式が行わ

催のビーチボール大会が甲良中学校

町体育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋

れました。今年度は、多賀小学

体育館で開催され、
多賀町も参加チー

センター内）
へお問い合わせください。

スポーツ推進委員かわらばん
ニュースポーツ紹介

「ＳＮＡＧ・ＧＯＬＦ」
（スナッグゴルフ）

校、大滝小学校、多賀中学校
の児童生徒の皆さんより１１１

第２回 多賀町スポーツフェスティバル開催！

点の作品が出品され、とても
見ごたえのある展示になりま

１１月１１日に、多賀町体育協会主

フトボール、
バドミントンの４種目の競

した。たくさんの力作の出品、

催の多賀町スポーツフェスティバル

ありがとうございます。来年も

が多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターなどを会

当日は、あいにくの天気となりまし

さらにパワーアップした作品

場に開催、世代ミックスグラウンドゴ

たが、参加者の皆さんは熱戦を繰り

をお待ちしています。

ルフ、卓球、
ジョイフルスローピッチソ

広げられました。

▲表彰式での記念撮影

主な受賞者（敬称略）
小学生の部
教

育

長

館
長
賞 太陽光発電と気温と日射量の関係について
文 化 財 学 芸 員 賞 わたしと同じ名前の街ふくしま県富岡町〜東日本大しんさいについて考える〜
博 物 館 学 芸 員 賞 生ゴミコンポストの研究
特別賞（郡代表作品）四手川調べパート４ 巨大カワムツをさがせ
サワガニの研究No.２
パンの研究パート２ 〜多賀町産小麦でおいしいパンを焼きたい〜
私の住んでいる町多賀町四手の野生動物によるひ害・行動 最終章
食物連鎖の研究ｐａｒ
ｔ２
くだものだって電池になるよ
ユ ニ ー ク 賞 犬の見えかたのけんきゅう
優
秀
賞 生きたホシちきゅう〜きれいだな 世界の国き１９６ヵ国のたび〜
こおり方・とけ方のけんきゅう
太陽の光で何ができるのか？
夏野菜で手づくりジャム

中学生の部

特別賞
（郡代表作品） 鳥の骨の骨格標本（ニワトリの手羽先から）
物体の自由落下の跳ね返りの高さ
優良賞
風力発電について

藤河 碧衣（多賀小４年）
藤河 蒼太（多賀小３年）
藤河 青翔（多賀小１年）
集治 大晴（多賀小６年）
富岡 恭子（多賀小４年）
富岡 彩佳（多賀小１年）
多林 玲海（多賀小６年）
植野 遥人（多賀小４年）
西川 大稀（多賀小４年）
龍見 幸祐（多賀小５年）
宮野明日香（多賀小６年）
堀川紗也華（多賀小６年）
集治 燎一（大滝小３年）
原
亘輝（多賀小２年）
西川 珠李（多賀小２年）
辻
凌和（多賀小２年）
冨田結衣菜（多賀小４年）
冨田 稜太（多賀小１年）
集治 友雅（大滝小５年）
玉村彬太朗（多賀中１年）
松宮 叶恵（多賀中１年）
平塚 結菜（多賀中１年）

トピック展示「巳年にまつわる干支せとら」
「なぁなぁ、ヘビって体全部がしっぽなん？？」

ご紹介します。姿形で嫌われがちな生き物ですが、展示

さあ、皆さんはどう思いますか？ ヘビのしっぽって、
ど

を見てもらえれば少し印象が変わるかもしれません。ヘ

こからどこまでのことを言うのでしょうか？ この答えのヒ

ビってどんな生き物なのかな？ ヘビって本当にこわい生

ントはヘビのお腹側に隠れています。ヘビのお腹を見る

きものなの？ いろんな疑問にお答えします！

機会はなかなかないと思いますが、今なら博物館で簡単

開催期間■１月５日（土）〜２月３日（日）

に見ることができま

開催場所■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

すよ。この質問の答

ヘビ小噺
ある日、博物館に遊びに来てくれた子がこんな質問を
してくれました。
広報たが 201３年1月号
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ざいます。今年もよろしくお願い
致します。寒い日が続きますが皆
さん体調はどうですか？ 寒いか
らと言って運動不足になります
が、
できるだけ体を動かして新陳
代謝を高め風邪などの病気にな
りにくいからだづくりを心掛けま

賞 めだかのたまごのかんさつ

今年の干支であるヘビについて、いろいろな角度から

技大会が行われました。

新年あけましておめでとうご

えは展示の中にある
ので、ぜひ探しに来
てくださいね。
▲ひなたぼっこをしていたヤマカガシ

しょう。
さて、皆さんはスナッグゴルフ
というスポーツをご存じでしょう

Ｂ＆Ｇ「親子ふれあい体験セミナー」体験記（その３）
８月２日〜５日に実施されたＢ＆Ｇ
「親子ふれあい体験セミナー」に参加され
た森香恋さんの体験記をご紹介します。

『楽しかった沖縄』 森 香恋（多賀小学校４年生）
わたしは、Ｂ＆Ｇ沖縄親子ふれあい体験セミナーに参加しました。沖縄に
行くのは初めてで、飛行機に乗るのも初めてでした。台風のえいきょうで雨が
強く海の中に入れなかったり、帰る日も飛行機が飛ばなかったりと大変でし
た。でも、沖縄にはよく台風がくることをじっさいに経験し、知る事ができまし
た。沖縄の人は、台風がきても、安全にくらすために、家のつくりが平屋が多
かったです。わたしはとくにバナナボートが楽しかったです。バナナボートは初めて
の体験でした。スピードも早くて風に当たってきもちよかったです。カヌーは親
子で乗り、一人ひとりパドルを持ってこぎます。パドルを持ってこぐのはお母さ
んと息を合わせないとなかなか前にすすまなく、「みぎ ・ ひだり」とかけ声を出
してこいだけどむずかしかったです。一生けんめいしたので手がつかれて休んだ
りしたので一番おそかったけど、でも楽しかったです。それからイルカプログラム
に行ってイルカをさわりました。イルカをさわるのは初めてで、イルカのせなかは
少しかたかったです。イルカをさわる体験はめったにないのでイルカをさわれて
よかったです。それから水族館のイルカショーをするみたいにイルカにバトンをな
げてとりにいかしたり、ビーチボールをぼうで高く上げてジャンプさせたりする体
験も初めてしました。イルカは目が悪いけど人のことを感じることができるの
ですごいと思いました。わたしは沖縄で一番うれしかったことは、友だちがいっ
ぱいできたことです。全国各地から来た友だちと出会い、同じはんで時間を
守って行動したり、同じへやでねたり、しゃべったりして楽しい思い出ができま
（原文のまま掲載しています）
した。

か？ アメリカの元ＰＤＡツアープ
レーヤーの方が６年もの歳月を
費やして開発された、競技ゴルフ
の初期練習やゴルフ経験者の技

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

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

術向上のためのスポーツです。
道具は競技ゴルフと違ってプラ
スチック製のランチャー（ゴルフ
のアイアン）
とローラー（ゴルフ
のパター）の２種類でボールは硬
式のテニスボールみたいなもの
を使用します。
（大きさは少し小
さめです。）ルールを簡単に説明
しますとランチャーマットの上に
ボールを置きランチャーを使っ
て打ちます。そして距離のある
ところに置かれたスナッグフラッ
グ（ゴルフでいうグリーン内に置
きます）にローラーを使ってくっ
付けると１ホールの終了です。
一度体験・講習会を実施する
予定ですので、ぜひ体験してみ
てください。
スポーツ推進委員
委員長

小財

進

広報たが 201３年1月号
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おしらせ

おしらせ

広報たがに広告を掲載しませんか

多賀町ホームページに広告を掲載しませんか

婚活パーティー参加者募集中！

〜囲炉裏を囲んで日本酒を楽しもう会〜

広報たがおしらせページの下欄への広告を募集いた

多賀町ホームページのトップページバナーへの広

します。掲載は平成２５年４月号からです。掲載スペース

告を募集いたします。掲載開始は平成２５年４月から

セル待ちになりますので、お申し込み １１：００ 彦根駅東口にて集合・受付・出発

は下記をご参照ください（縦４７㎜、横８７㎜）。掲載をご

です。掲載スペースは天地６０ピクセル、左右１４０ピ

はお早めに！

希望の方は広告掲載申込書に掲載しようとする原稿をそ

クセルです。掲載をご希望の方は広告掲載申込書に

日時■１月２０日（日） １１時〜

え、掲載を希望する広報の発行日の２カ月前までに提出

広告案を添えて提出してください。掲載料金は１枠

集合■彦根駅東口１１時集合・出発

してください。掲載料金は１枠５,０００円/月です。詳しく

５,０００円/月です。詳しくは企画課までお問い合わ

参加費■男性 ７,５００円

は企画課までお問い合わせください。

せください。

お問い合わせ

お問い合わせ

奇跡の一本松保存募金
東日本大震災の大津波に耐えた高
田松原の一本松を整備するため、
「奇

女性 ４,０００円

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

看護職員就職フェアｉ
ｎしが
送ください。

滋賀県内の病院・訪問看護ステー

※送 付金額、住所、氏名、電話番号

大人気企画の第７弾！ 毎回キャン

定員■男女あわせて４０人

エクシオジャパン

持ち物■筆記具、本人確認できる証明書

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｅｘｅｏ-ｊ
ａｐａｎ.ｃｏ.ｊ
ｐ/ （電）
０５０-５５３１-９４５１

小学生〜高校生のための春休み海外派遣
内容■ホームステイ・ボランティア・
文 化 交 流・学 校 体 験・英 語 研

を記載した文書を同封ください。

個別に就職の面接が受けられます。

修・地域見学・野外活動など

界へ募金協力をお願いし、一本松の

後日、受領書を送付致します。

日時■１月２３日（水） １３時３０分〜１６時

保存および周辺の環境整備に充てた

３．
クレジットカード決済

会場■クサツエストピアホテル（草津

いと考えております。

Ｆａｃｅｂｏｏｋから
「がんばっぺし陸

募金方法■１．
口座振込（振込手数料

前高田」で検索し、奇跡の一本松

市西大路町４-３２
対象■看護職の資格をお持ちの方・

はお客様にご負担いただきます）

保存募金のページにて詳細をご

岩手銀行

確認ください。

内容■個別就職面接・相談会

口座：岩手銀行高田支店（０３３）

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｆａｃｅｂｏｏｋ.ｃｏｍ/

参加求人施設■約６０施設（予定）

普通 ２０５１８３６

Ｒｉ
ｋｕｚｅｎｔａｋａｔａＣｉ
ｔｙ

参加費■無料

名義：奇跡の一本松保存募金

お問い合わせ

看護学生

申込■不要

陸前高田市都市計画課

※託児有（無料）、駐車可

ゆうちょ

〒０２９-２２９２ 岩手県陸前高田

※時間内の会場への入退出は自由です。

口座記号番号：０２２９０-９-１２７０１３

市高田町字鳴石４２-５

お問い合わせ

代表

陸前高田市町

戸羽太

名義：奇跡の一本松保存募金

（電）
０１９２-５４-２１１１

２．
現金

（Ｆ）
０１９２-５４-３８８８

滋賀県ナースセンター
（電）
０７７-５６４-９４９４
（土・日・祝日

現金書留で下記連絡先までご郵

除く９時３０分〜１７時）

※多賀の農業や林業の抱える問題に

日時■２月１７日（日）
１３時３０分〜
（受付１３時〜）
場所■多賀町中央公民館

大ホール

ついて一緒に考える機会としましょ
う。詳細は、後日チラシ等でご案内

広告募集中
広報たが 201３年1月号
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します。
お問い合わせ

参加者募集

方は、早割りで１万円割引いたし
ます。

１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

締切■２月４日（月）

菜を皆さまにお届けすることを

派遣先■米国・英国・豪州・カナダ・

お問い合わせ・資料請求

モットーにがんばっています。

ニュージーランド・カンボジア・

（財）国際青少年研修協会

フィジー

〒１０８-００７３

ていますので、ぜひ多賀大社前

東京都港区三田５-７-８-９２１

駅コミュニティハウスへお立寄り

日程■３月２４日（日）〜４月５日（金） ９
〜１２日間

※事業により異なる

対象■小３〜高３の方まで
※事業により異なる
説明会■全国１２都市、
１月下旬

※

甘みの増した冬野菜をそろえ

（電）
０３-６４５９-４６６１

ください。

（Ｆ）
０３-６４５９-４６３３

☆旬の野菜☆

ｉ
ｎｆｏ@ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ

キャベツ・にんじん・ねぎ・

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ

かぶら・白菜・ほうれん草など
開催日■１月５日・９日・１２日・

入場無料・予約不要

１６日・１９日・２３日・２６

参加費■２９.８〜４３.８万円（共通経

日・３０日

費は別途）

開 催 時 間 ■９時３０分〜１１時

※１月２８日（月）までにお申し込みの

３０分ごろまで

農業委員会開催のお知らせ

よろず相談

今月の相談日■１月１６日（水）

お問い合わせ

場所■ふれあいの郷３階

来月の相談日■２月１８日（月）

産業環境課

日時■１月９日（水） ９時〜
多目的運動室

「第２４回 多賀の農業・農山村を考えるつどい」

１３：５０ ランチタイム
（３分×３回）
１１：３０ バ
 ス移動・バス内にて自己紹介タイム １４：５０ フリータイム
１２：１０ 高 取山ふれあい公園内「交流セ １５：３０ 最 終投票カード集計・彦根駅へ
移動
ンター」にて一対一会話
１３：１０ グループ分け
（６人×６グループ） １６：００ 彦 根駅到着前にバス内でカップ
ル発表後解散
１３：２０ 日本酒の紹介

申込方法および問い合せ対応

ション・福祉施設等が設けるブースで

跡の一本松保存募金」
と称して、全世

当日スケジュール

場所■多賀大社前駅ホール

時間■いずれも９時〜１１時３０分

お問い合わせ

場所■多賀町総合福祉保健セン

産業環境課

ター「ふれあいの郷」ボラン

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

ティア室

産業環境課 （有）２-２０３０ （電）４８-８１１７

広告募集中

広告募集中

広告募集中
広報たが 201３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

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
２月４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
２月１９日（火） １０時〜１１時
子どもの健康、子育てに関するご相談、身体計測を
受け付けています。

健診等
整形外科健診
２月２７日（水） １３時４０分〜１４時
Ｈ２４年１１・１２月生まれの乳児
４カ月児健診
２月４日（月） １３時〜１３時１５分
Ｈ２４年９月生まれの乳児
１０カ月児健診
２月４日（月） １３時１５分〜１３時３０分
Ｈ２４年３月生まれの乳児
２歳６カ月児健診
２月５日（火） １３時〜１３時１５分
Ｈ２２年７月・８月生まれの幼児
３歳６カ月児健診
２月１３日（水） １３時〜１３時１５分
Ｈ２１年７月・８月生まれの幼児

予防接種
ＢＣＧ
２月１２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カ月の乳幼児
１期初回：３〜８週間隔で接種
１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種
実施日 ※いずれも予約制
○小菅医院多賀診療所 ２月１３日（水） １１時３０分〜

○町内ほか２医院、指定医療機関で１年中実施
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年生
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。
四種混合（予約制）
３カ月〜９０カ月の乳幼児
１期初回：３〜８週間隔で接種
１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種
※三 種混合とポリオの予防接種を、
まだ一度も受
けていない場合のみ接種できます。
ポリオ
（予約制）
３カ月〜９０カ月の乳幼児
初回：２０〜５６日間隔で３回接種
※当分の間（３年程度）
に限り、接種間隔が５６日を
過ぎた場合でも、
２０日以上の間隔をおけば、必
要な回数の接種が可能です。
※現在のところ、追加接種は、任意接種（自費）
とな

平成２５年２月 多賀町 し尿収集カレンダー
５日（火） 萱原①・川相①
７日（木） 久徳①
８日（金） 多賀①③・月之木①・猿木①
敏満寺①③・八重練③・富之尾②・
１２日（火）
楢崎①
１４日（木） 一円①③・木曽①③・栗栖③
一之瀬①・大杉①②・藤瀬①②・
１９日（火）
仏ヶ後①②
２１日（木） 土田①・中川原①・河内③
２２日（金） 萱原②・樋田②
２５日（月）
—
２６日（火） 川相②・小原②・霜ヶ原①②
２８日（木） 大君ヶ畑③・佐目①・四手①・南後谷①

①

⑦

②

☆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

わくわくランドで遊ぼう
月曜日〜金曜日 ９時〜１３時（広場以外）
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。
支援センターで遊ぼう
２月８日（金） エプロンシアターを楽しもう
お話しポケット
２月１２日（火） １０時〜
場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）
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タテのカギ
①妻の権力がつよくて、夫の頭があがらないこ
と。○○○天下
⑥２０歳から○○○○！
「国民年金」
⑦国際連盟を設立しようと十四カ条を提唱した
アメリカの第二八代大統領
⑧大事な娘は何娘？
⑨こまごまとした点までも言うこと。また、その
言葉

⑤

④

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

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
答えください。
ヒント：正月の遊び

□□□□

締め切りは１月３１日（木）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

氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご
意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

りません。内容に関係なく抽選しています。

先月号の答え

ジユエリー
ユウセン
ウキ
パオ
ニ
イセハ
チビツコ

①

⑦

⑧

⑨

②

③

⑥

⑩

⑤

④

「ハツユキ（初雪）」
でした。

ひとのうごき

平成２４年１１月末現在
（ ）内は前月比

■人口
７,８４７人
■男性
３,７４９人
■女性
４,０９８人
■世帯数
２,６９３人
■転入
１１人
■転出
２１人

（‐１７）
（ -７）
（‐１０）
（ ‐７）

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
小菅 悠輝
♥
片岡 祥子
馬場 昭憲
♥
田中いずみ
こ

すが

かた おか

ば

ば

た

なか

ゆう

き

しょう こ

あき のり

お詫びと訂正
広報たが 201３年1月号

ヨコのカギ
①売る⇔○○
②未開の山林・原野などを切り開いて、畑地を
造成すること
③p15けんこうはこれについて書かれていま
す
④認識または行為の根本法則。原則
⑤一生夫婦として暮らす。○○○○る。
⑥西洋風の首の長いガラス製の徳利。フラ○○

⑨

子ども家庭応援センター主催
にこにこ広場（登録制）
１０時〜 子育て支援センター
１年で１番寒い２月！ おこりんぼおに・なきむしお
にをやっつけよう！ あったかいお部屋で、ふれあい
遊びやゲーム遊びをしましょう！
２月６日（水） きりん広場
２月１３日（水） ぺんぎん広場
２月２０日（水） こあら広場
２月２７日（水） にじ広場 滝の宮保育園で遊ぼう

クロスワード

⑥

③

※「−」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。

午後
集落

不定期
多賀①③・月之木①・猿木①
敏満寺①③・八重練③・富之尾②・
楢崎①
一円①③・木曽①③・栗栖③
一之瀬①・大杉①②・藤瀬①②・
仏ヶ後①②
不定期
萱原②・樋田②
不定期
川相②・小原②・霜ヶ原①②
大君ヶ畑③・佐目①・四手①・南後谷①

⑧

ります。
実施病院
○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。
☆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・３歳６カ月児健診を受けられる方は、歯ブラ
シとコップを持ってきてください。
１０カ月児健
診には、お子さんと同居されているおばあちゃ
ん・おじいちゃんもぜひおいでください。
☆詳しくは、福祉保健課までお問い合わせくだ
さい。

萱原①・川相①

おたのしみ

子育て支援センター（ささゆり保育園２階） （有）２−８１３７ （電）４８−８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

ひろばの案内

午前
集落

日（曜日）

みや した

ゆう

じ

宮下 祐二
♥
宮川ゆかり
生まれました！
☆重盛 夕輝（博・良子）
☆城貝恭太郎（文人・友美）
みや がわ

しげ もり

ゆう

し ろ が い きょう た

き

ろう

た

びら

み

さと

ど

ざかなお

し

ろう

☆田平 実里（尚己・有加） ◆土坂直四郎 ８６歳
☆前川 龍信（明宏・裕子） ◆前川 ハル ９２歳
おくやみ申し上げます
（敬称略）
◆今井 あさ ９７歳
◆酒井 秋子 ８７歳
まえ がわ

いま

い

さか

い

りゅう し ん

あき

まえ がわ

放射線量（μsv/h）
12月 3日 0.07
12月17日 0.08

こ

広報たが１２月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
１７ページ あけぼのパーク（誤）
場所■多賀町中央公民会 調理室 （正）
場所■多賀町中央公民館
２１ページ おしらせ（誤）
与良 政夫 （正）
与良 正男

調理室

※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが 201３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。

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
1

「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%）

ウグイス

1月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

スギ

11

（金）
日

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

編集後記■皆さんあけましておめでとうございます。今
年も広報たがをよろしくお願いします。今年の一年はど
んな年にしたいですか。
「一年の計は元旦にあり」
という
ことで今年こそは○○をしようと決意を新たにされる方
も多いと思います。ところが目標を高く持ちすぎるとあ
まり長続きしません。目標は少し背伸びをすれば手が届
くところにおく方ががんばれます。三日坊主でという人
は今年は理想の目標と中間の目標とを立ててみてはい
かがでしょうか。あとは、少しでもいいので続けるという
ことも重要です。
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
（に）
「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 品居九一郎
撮影日時■1月
撮影場所■多賀大社 お正月
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19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（金）
日

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

