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新成人の集い

No.786

まちの話題

まちの話題

１月１３日

平成２５年

１２月１８日

多賀町新成人の集い

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９２人のうち７２人の皆さんが出席され、成人として
の決意を新たにされていたようでした。

県立甲良養護学校高等部１年生の

式典では新成人の竹内大貴さんが、 ます。後に続く後輩たちの良き見本
「私は昨年１２月に行われた国政選
挙に参加し、成人したことを改めて実
感しました。私たちも二十歳を迎えた

ハボタンありがとうございました

となれるような社会人を目指します。
（一部抜粋）」と新成人としての抱負
を述べられました。

からには、一人ひとりが自分の行動に

式典後の懇談会では、久しぶりに

責任を持ち、社会の一員として、常に

会った同級生と時が経つのを忘れる

向上心を持って前進する覚悟でおり

ぐらい話に花を咲かせておられまし

にも伝わり、温かい穏やかな気持ち

生徒さん７人が来庁され、
ハボタンの

を持っていただけることと思います。

た。新成人の

プランター５個をいただきました。日

これからも元気でがんばってくださ

皆さん 、これ

ごろお世話になっている人たちへ贈

い。」
とエールを送られました。県立甲

からも が ん

ろうと、生徒さんたちがていねいに育

良養護学校の皆さん、丹精込めて育

ばってくださ

てられたそうです。円城寺教育長から

てられたハボタンをありがとうござい

「花を育てるということは、花だけで

ました。いただいたハボタンは役場正

なく優しい心も育ちます。皆さんの優

面玄関に飾ってありますので、ぜひご

しい心は、役場に来庁された皆さん

覧ください。

いね。
▲竹内大貴さん

１月６日

賀状展表彰式
今年も多賀大社で賀状展の募集が

今回は、
５,６３４点の応募があり、そ

開催されました。
Ｅメールが普及して

の中から最優秀賞５点を含む入選作

きた昨今ですが、
「日 本 の 文 化 で あ

１８０点が表彰され、町内の児童・生

る年 賀 状 を 続 けて い きた い 、年 賀

徒の受賞者は５６人でした。受賞され

状を書く機 会をもって い ただきた

た皆さん、
おめでとうございます。

い 。」と毎年、県内の児童・生徒を対

作品は多賀大社参集殿のほか、あ
けぼのパークでも展示されました。

象に募集をされているものです。
１月１３日

１２月２３日

中央公民館の大掃除を
していただきました
日ごろ中央公民館でサークル活動をされている皆さ

平成２４年度

「多賀町芸能発表会」のお知らせ
町内で芸能活動をされている皆さんが、日頃の活動
の成果を発表されます。ぜひ、皆さんの発表をご鑑賞い

多賀町消防出初式
多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター屋内多

には、多賀町役場前で、恒例の消防車

目的運動広場にて、今年も多賀町消

一斉放水がおこなわれ、出初式を飾り

防出初式が挙行されました。

ました。

早朝の非常に寒い中でしたが、各

昨年、町内では2件の火災がありま

んや、有志の方々約３０人により大掃除をしていただき

ただき、一足早い春の訪れを感じてください。

字自警団、婦人消防隊、消防団の皆さ

したが、今年は１件でも少なくなるよ

ました。

開催日■３月２日（土） １０時〜１６時

んは地域の安全、安心のために決意

う、皆さんもお気をつけください。

場所■多賀町中央公民館 ２階大ホール

を新たにされました。また、式典の後

館内はもちろん、外回りまできれいにしていただきま
した。ありがとうございました。

主催■多賀町文化協会 【入場は無料です】

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 201３年２月号
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若者定住支援／国保からのおしらせ

後期高齢者医療制度／いくせい

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

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

平成２４年度多賀町若者定住支援事業の申請はお済みですか？

肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成のおしらせ

多賀町では住宅の新築や、親世代との多世代同居により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、取得さ
れた住宅に課税される固定資産税相当額を３年間助成します。

肺炎球菌ワクチンは、肺炎の中でもっとも多い原因である
『肺炎球菌』
を防ぐワクチンです。
滋賀県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療にご加入の皆さんの健康の保持・増進を図るため、肺炎球菌ワ

申請は毎年度必要になり、期限を過ぎた場合は当該年度分の助成を受けられませんので、必ず期限内に申請をお済ま

クチン予防接種費用の一部を助成しています。

せください。
平成２４年度分助成金の対象住宅（家屋）

申請方法

実施期間■通年（年間を通して受けることができます）

• 平成２４年度から新たに固定資産税を課税された住宅

• 企画課へ必要書類を添

対象者■接種日において後期高齢者医療被保険者証を

（平成２３年１月２日から平成２４年１月１日の間に取得

え、申請してください。

された住宅）
※平成２５年度以降に課税を受けることとなる住宅（平

※３月３１日は閉庁日です
ので、当直者に申請書

お持ちの方で、医師が接種を認める方
ひ ぞ う

注意事項■①この予防接種は、あくまでも接種を希望す
る方に行う
『任意接種』です。そのため、健康被害
を受けた場合は、
独立行政法人医薬品医療機器総

※ただし、脾臓の摘出により健康保険が適用になる

合機構法にもとづく救済を受けることになります

方、公害補償制度が適用になる方は除きます。

が、
予防接種法による救済に比べて対象や額等が

成２４年１月２日以降に取得された住宅）
については、

をお渡しください 。後

平成２５年5月からの申請受付になります。

日、書類の審査結果を

※指定医療機関はお問い合わせください。

師とよくご相談し、予防効果や副反応などについ

通知します。

※やむを得ず滋賀県外の医療機関での接種を希望

て、
十分理解した上での接種をお願いいたします。

平成２４年度分助成金の申請期間
• １年間分の固定資産税を完納していただいた日から
平成２５年３月３１日まで
助成額

※申請書等については、企画課窓口または多賀町の
ホームページから入手していただけます。
（ｈｔ
ｔｐ://ｗ
ｗｗ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/ｃｏｎｔｅｎｔ/ｖ
ｉ
ｅｗ/５３６/２/）

• 対象住宅（家屋のみ）
に課税される固定資産税相当額

その他

（新築軽減適用後の額）を３年間助成します。ただし、

• 多賀町若者定住支援事業の詳細や助成を受けるため

接種場所■滋賀県内の指定医療機関での個別接種

異なります。接種を希望する方は、かかりつけの医

される方は、事前に後期高齢資料広域連合まで

②肺炎球菌ワクチンは、接種後５年間有効とされ

ご連絡ください。

ており、
毎年受けるものではありません。

接種方法■接種を希望される指定医療機関で予約し、
当広域連合指定の問診票をご記入ください。
※問診票は指定医療機関に備え付けてあります。

③接種前に、接種医療機関でワクチンについての
説明を必ずお受けください。
④ほかの予防接種
（インフルエンザワクチンなど）

１年あたり１０万円を上限とします。また、対象住宅の

の要件等につきましては、企画課へお問い合わせくだ

助成金額■３,０００円

を受ける前、
または受けた後に接種を希望される

工事を町内建築業者が元請けで行ったときは１年目

さい。

自己負担額■接種費用は医療機関により異なります。接

場合は、
かかりつけの医師とご相談ください。

の申請時に限り、
別途割増助成があります。
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

種費用から助成金額を差し引いた額を医療機関

⑤助成金総額が予算額を超過する場合には、年

の窓口でお支払いください。

度の途中でも終了する場合があります。

持ち物■後期高齢者医療被保険者証をご持参ください。

整骨院や接骨院（柔道整復師）のかかり方について
被保険者証（国保）の使用について

お問い合わせ

滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）
０７７-５２２-３０１３

施術をうけるときの注意

整骨院や接骨院での施術（治療）
には、被保険者証（国

• 整骨院や接骨院で施術（治療）
を受け

保）を使える場合が限定されていますので、受診の際に

るときは、負傷の原因を正確にきちん

は気をつけてください。

と伝えましょう。また、交通事故に該

中央公民館内

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
社会環境部

当する場合は、税務住民課に届出をお願いします。
被保険者証が「使える」場合
• 骨折、脱臼、打撲およびねんざ（いわゆる肉ばなれを
含む）の施術を受けた場合
※骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あら
かじめ医師の同意を得ることが必要です。
被保険者証が「使えない」場合

• 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられま
すので、医師の診断を受けましょう。
• 署名（サイン）
は、柔道整復師が患者の方に代わって保

部会長

大久保喜久夫

社会環境部会では、家庭の環境はいうまでもなく社会

活動について、
６月末から７月末までの１カ月間、町内２４

環境がいかに重要であるかを再認識し、昨年度に引き続

カ所に１４８本の啓発のぼり旗を設置しました。同日、落

き活動を実施しました。まず、青少年育成強調月間啓発

書きの調査も実施しましたが、今年は幸いにも目につく

険請求を行うために必要ですのでご自身が記入してく

ところはありませんでした。落書きのない町になること

ださい。

を願っています。

• 領収証は必ずもらって保管しておき、町から送付する

また、
酒・タバコの自販機深夜稼動状況調査について、

医療費通知（医療費のお知らせ）で金額・日数の確認

町内４カ所に設置されている自販機の深夜パトロールを

• スポーツなどによる肉体疲労改善

をしてください。

実施し、
稼動しているところには自粛を申し入れました。

• 神経痛、
リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等に

また、
領収証は所得税・町県民税の医療費控除を受け

（例）
• 肩こり、
腰痛

よるコリや痛み

る際にも必要です。大切に保管してください。

• 仕事中や通勤途上に起きた負傷（労災保険の対象
となる場合） 等
広報たが 201３年２月号

広報車による「愛の呼びかけ運動」について、夏休み
期間中、毎週火曜日に６回、土日の１０回、広報車による
巡回パトロールを実施しました。

• 脳疾患後遺症等の慢性病

4

（電）
４８-１８００ ｋｏｕｍｉ
ｎｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

※施術日や施術内容について、
税務住民課からお尋ねす
ることがありますので、
ご協力をお願いします。

取り組みで、多賀町が非行や犯罪の起こりづらい環境
に変わっていくことを願っています。
広報たが 201３年２月号
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確定申告が始まります

確定申告が始まります／ねんきんだより／農業委員会だより

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

所得税・町県民税の確定申告が始まります！

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。
上記の手続きは、確定申告の前に福祉保健課窓口にて手続きをお願いします。

①彦根商工会議所 ４階大ホール
２月１２日（火）〜３月１５日（金）
９時〜１７時
②多賀町役場 １階会議室
２月１８日（月）〜３月１５日（金）
８時３０分〜１７時

※いずれも土・日曜日を除きます。
※１６時３０分までに入室願います。
※なお、
２月１日（金）から２月８日（金）までの平日
は、彦根税務署で還付申告の方の受付がで
きます。

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
金取引）等
※内容が複雑なものは役場では受付しかねますので、税
務署で申告をお願いします。
お問い合わせ

申告が必要な人
所得税
• 事業所得（営業、農業）
や不動産所得などがあり、所得
金額が所得控除額を上回る人
• 給与収入が２千万円を上回る人
• 年末調整済の給与以外に、
２０万円を超える所得また

税務住民課 （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３
• 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

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

• 医療費の領収書
（Ｈ２４年中に支払った原本。受診者、
病

日本年金機構

院ごとに集計してください。会場では計算しません。）

は給与収入がある人（２０万円以下の場合は町県民税

• 障害者手帳・療育手帳など
（控除を受ける人）

の申告が必要）

• 収支内訳書（農業、事業、不動産所得のある人）

• 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
• 公的年金等の収入が４００万円以上または公的年金所
得者で公的年金以外の所得が２０万円以上の人

彦根税務署 （電）
２２-７６４０（代）

• 寄附金控除証明書・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

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を！
〜平成２５年１月末から「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を開始しています〜
年金記録問題の解決に向けて、
これまで「ねんきん特別便」などをお送りし、
ご確認をお願いしてまいりました。それで

• 住宅ローン控除関係書類（控除を受ける人）

も、いまだ約２２００万件の持ち主が確認できていない記録が残っている現状ですが、
ご相談された方の約９人に１人、年

• そのほかの所得や経費の証明書類

金記録が見つかっています。

• 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

• 医療費控除、
雑損控除、寄附金控除、生命保険料控除、

• 若いころに勤めていた記録が見つかった
• 結婚前の旧姓の記録が見つかった

住宅借入金等特別控除等の控除を受ける人など

• 名前の読み方が誤って記録されていた

町県民税

などさまざまなケースがありますので、
ご自身の年金
記録に「もれ」や「誤り」があるのではとご心配の方は、
こ

• 年金所得者または年末調整済みの給与所得者で、別

の機会にぜひお近くの年金事務所にご相談ください。

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）

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

を上回る人
• 所得がない人で課税上、
誰の扶養にも入らない人など
（国民健康保険に加入されている人は、申告をされな
いと国民健康保険税の軽減が受けられません。）

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

申告に必要なもの

ける場合は、医療機関発行の「おむつ使用証明書」が必

• 申告書（税務署から送付されている人は必ずご持参く

要になります。

農業所得を申告される場合

• 源泉徴収票（給与収入もしくは年金収入のある人。コ

一つの事業所得として農業所得を申告される場合、収

ピーは不可。紛失の場合は必ず再発行してもらってく

支内訳を事前に作成ください。自家消費のみの農家は

ださい。）

農業所得の申告対象にはなりません。

広報たが 201３年２月号
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農業委員会だより
１２月１２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４条の規定による農地転用許可申請について………１件

※自分の農地を農地以外に転用し、倉庫を建てるときなどに必要な申請です。
・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………１件

※他人の農地を賃貸や売買により農地以外に転用するときに必要な申請です。

ださい）
• 認印

▲誕生月にこのようなハガキが届きますので、
内容をご確認ください

・議案第３号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にもとづく農用地利用集積計画の決定について…………４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１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知書の受理について…………４件

※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。
広報たが 201３年２月号
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社会教育委員会

社会教育委員会／民児協だより

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

社会教育委員活動報告
社会教育委員は、日常の活動を通して得た町民皆さ
んの要望を教育委員会へ助言することを職務とされて

ます。過去の２回も盛況でした。二つのお寺ともに明治

多くなりました。これは、
ご近所に迷惑をかけない、奉仕

の廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）
まで神仏混合だった多賀

を強要しないという社会の流れの一つと考えます。こう

大社と関わりがあって、仏像は慈非に満ちたやさしい眼

した社会の変化に向き合い、対応することが必要ではな

差しでした。そこには仏像との出会いの感動と同時に多

いでしょうか。改革をすることは、大きなエネルギーが必

賀町の宝物を見つけた喜びがありました。
「地域おこし」

要です。現状のままに放置することは楽ですが、必ず将

につながるタイムリーな企画と評価をしています。

来に反動として歪みが生じるでしょう。社会教育活動も
今こそ、将来を見据えた提案が必要と思います。企画段

います。具体的には、学校教育を除いたすべての教育

活動の核となる中央公民館のあり方について、
「文化

活動が対象となり、生涯学習・青少年育成・家庭教育

協会等公民館利用団体のアンケート集計結果」を基礎

階から若い人に参加をしていただき、
また委員さんや私

支援・地域教育推進・生涯スポーツさらに公民館・図

資料として使用し、建て替え計画を含めた討議を行いま

が「ご用聞き」のように動き、若い人の情報を集めて意見

書館・博物館事業も含まれて、活動は広範囲にわたり

した。建て替える中央公民館へは、少子高齢化が続く現

を活動へ反映させる必要を感じています。大きな課題で

ます。

状から１０年先を見越した若い人が活動できる魅力あ

すが、知恵と情熱と努力で対応する決意でいます。今後

１２月５日に「第２回多賀町社会教育委員会」があけぼ

る施設の建設が求められ、多賀町の特色を出すことも

も町民皆さんのご協力をお願い致します。

のパーク多賀の会議室で開催され、生涯学習のあり方

希望されています。活動内容には、削除を含めた事業の

と平成２５年度事業計画（案）についての討議が行われま

見直しと人集めの検討への意見が出ました。確かに、今

した。会議の後には図書館見学を行い、西河内館長から

は「過渡期」の状況で、少子高齢化が続く将来の見通し
を誤ると活動が立ち行かなくなり、消滅する危機感があ

「差し込み見出し」や図書館の新鮮さを維持する工夫の
説明を受けました。

ります。各地域の行事も同様と思いますが、若い人が少

▲図書館を見学しました

ない、参加をしない現状に対して、対策を施さずに放置
すると活動の存続が危ぶまれます。雇用状況の厳しさで

「町民とともに歩む社会教育活動をめざして」

休めない状況において、平日に行う行事に「当番」
という
野村茂太郎

強制力を使ってまで参加させることは正しいのでしょう

今回の委員会では、生涯学習のあり方についての議

も薄いと考えます。このことから皆さんの生涯学習の

か？ たとえば、お葬式が家から葬儀場で行われることが

案を中心に活発な討議をしていただきました。計画をさ

学びが、ボランティア活動や地域社会の発展に生かさ

れている中央公民館建て替えへの要望を含めた案件で

れることを願っています。

多賀町社会教育委員会

会長

▲第6回町民大学「多賀の仏像めぐり」
（西徳寺にて）

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

す。提案が飛び交う中で、私は委員皆さんの強いパワー

町民皆さんの要求に合った、役に立つ事業を見極める

を感じました。もし、
このメンバーで３年程度の活動期間

ことも大切です。それを誤ると多くの方の利用は望めま

を与えられれば、理想とする社会教育の集大成が可能と

せん。たとえば、パソコン教室が開講されて多くの方が

確信するほど有意義な多くの意見を得ました。委員さん

受講されています。これからの情報化社会の中で生きて

の意見を参考に、協力も得ながら私は活動の方向を誤ら

いくには、パソコンでインターネットやメールをすること

昨年１２月１３日、中央公民館において杉の子作業所

ないように、お預かりをした社会教育委員会の運営を心

が必須となっています。離れて暮らす家族への連絡や地

の皆さんとクリスマス会を開催しました。今回で２６回

がけたいと思います。

域の情報を得る手段として重要です。高齢者の方へもぜ

目、障がい者福祉部会の中でも一番大きな事業で、ほか

ひともに受講をお勧めしたい役に立つ事業です。

の部会委員からの協力も得ながらの開催となりました。

杉の子さんの輪投げゲームを楽しんだ後、サンタク

今、多賀町に求められているのは、滋賀県下でもっと

たが民児協だより

民生委員・児童委員 〜心のふれあいを大切に〜

今年もサンタが やってきた〜♪
〜」
って笑顔で話しかけてもらうとさらにです。
「ありがとう」につながる瞬間は、何とも言えない幸せ
な気持ちになります。

も高齢化がすすむ現状を踏まえて、充実した老後生活

町民大学講座の一つ、
１１月２５日に実施された「多賀

当日は、総勢９７人の「にぎやかなクリスマス会」、
ゲー

ロースやトナカイの着ぐるみを着た委員が登場すると大

を送るための「生きがい」づくりの応援です。現役時代

の仏像巡り」は３３名の参加者を得て、大盛況でした。多

ムや踊り、歌などが盛りだくさん。男性委員は会場設

歓声、白い大きな袋の中のクリスマスプレゼントをお一

の会社の仕事に代わって打ち込める何かを持つこと、

賀大社近くの安養寺、西徳寺を琵琶湖文化館学芸員の

営、女性委員はごちそうづくり。つくった料理を「おいし

人おひとりにお渡ししました。

自分なりの楽しみを持つことは気持ちに余裕が生まれ

井上ひろ美さんと一緒に巡る企画で今回は３回目になり

い」と言ってもらえるとうれしく、
「 おかわりしようかなぁ

また、委員の電子ピアノ演奏に合わせ、
「花は咲く」を

ます。人間関係も広がります。それをサポートするため

全員が大合唱。
「じゃんけんゲーム」では、
じゃんけんを

のスポーツ・文化芸術活動などの学習機会を提供する

制した優勝者に金メダルが贈られ、会場中からは拍手喝

生涯学習支援事業の重要性が高まっています。町の施

采。次は、みんなで手をつなぎ、輪になって曲に合わせ、

設や地域活動の情報を発信して、高齢者の「集える場」

楽しい気持ちを身体いっぱい、一緒に踊ると心もほっこ

づくりと地域参画の「きっかけづくり」を促進することが

り軽やかです。

重要で、それが「生きがいづくり」につながると思いま

最後は、杉の子さんのクリスマスソング。アットホーム

す。さらに学習機会の提供と同時にそれを発表（実行）

な雰囲気の中でのクリスマス会、みんなで笑って、楽し

する場をセットにした施策が必要ではないでしょうか。

い時間を過ごすことができました。

ちょうどシルバー人材センターのように能力を発揮す

心のふれあいを大切に、お互いの「きずな」を深める

る場があることで、人は活気が出ます。
「生きがい」とな
ります。学ぶだけの一方通行では士気も上がらず、効果
広報たが 201３年２月号
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機会として、かけがえのない関係をこれからも育んでい
▲第6回町民大学「多賀の仏像めぐり」
（安養寺にて）

▲杉の子作業所とのクリスマス会

きたいと思います。
広報たが 201３年２月号
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緑のふるさと協力隊

あなたの声をお聴かせください

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

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

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！

多賀町の「生涯学習のあり方」について
『あなたの声』をお聴かせください！

来栖の綺麗な雪景色に感動しました!!!
冬の入り口が見えてから、地元の方々や彦根の方々に
「多賀の雪はすごいよ！特に栗栖は！」と脅されビクビク

箱に入れ
（ここまでずっと中腰）→箱
を軽トラに積み→洗浄します。収穫

していたのですが、いざ降ってみると驚きや焦りよりも

作業のほとんどが中腰です。この

感動が大きく一人でキャッキャしていました♪ 本当に綺

作業をほぼ毎日おこなってい

麗な景色で、一人で観ているのがもったいないと思い、

る農家さんの足腰の強さに

の建設を計画しております。新しい施設は、利用される

財の各事業についてのご意見・ご提案を広くお聴きし、

写真を東京に住む友だちに送り自慢しました！ 友だちは

驚かされます!!! 毎回お昼ご

皆さんにとって使いやすく、かつ、楽しく集える場所にし

生涯学習のあり方について考えていきます。

「今度休み入ったら見に行く!!!」や「もっと写真撮って

飯をいただいているのですが家族と食事していたことを

たいと考えています。

送って!!!」、
「何月まで降るの？？」などみんな興味津々で

思い出してなんだかホッコリした気持ちになります♪ 晩

建設までには数年かかりますが、地域に密着した生涯

した♪ この原稿を書いている今も雪が降っているので

ご飯の分も用意してくださるので大変助かっています!!!

学習の拠点として、皆さんに望まれる施設としていくた

すが、気が付いたら外を見ています♪ １２月は友だちが

土田の農家さんや、
もんぜん市に出店している農家さ

現在、多賀町中央公民館の老朽化に伴い、新しい施設

めにも公民館をはじめ社会体育・博物館・図書館・文化

今後の生涯学習のあり方については、
「生涯学習のあ
り方検討委員会」を設置し、検討し、基本構想を策定して
いきますのでご協力をお願いします。

遊びに来る予定はないのですが、
１月は来てくれるよう

ん、栗栖の農家さん、役場の方々、多くの方々にいろいろ

ご意見・ご提案は、お手数ではありますが、裏面にご記入いただき、
ファックス・Ｅメール、
または郵送でお送りくだ

です♪ これからも多賀町の魅力をガンガン伝えていこ

なものをいただいています♪ これだけではない魅力が

さい。
（宛先は、裏面に記載しております。）
また、役場庁舎内生涯学習課・中央公民館・あけぼのパーク多賀・Ｂ＆Ｇ

うと思います♪ 多賀そばや多賀にんじん、
ｗａｋｋａｙａさ

いっぱい！多賀町は本当に温かい町です!!!

海洋センターに投函箱を設置しておりますのでご利用ください。

んの美味しいドーナツとか♪

先日、多賀幼稚園と大滝幼稚園のクリスマス会に参加

多賀にんじんの収穫作業をお手伝いさせていただい

させていただきました!! 子どもたちが本当に可愛くて凄

て、その工程のほとんどに関わっています! にんじんを、

く癒されました♪ また参加できる機会があればぜひ参

土から引っこ抜き並べ→葉っぱを切り落とし→収穫用の

加させていただきたいと思います♪

「生涯学習のあり方検討委員」を募集します
「生涯学習のあり方検討委員会」を設置するにあたり委員を募集します。委員の役割は、皆さんからいただいたご意見・

趣味、私生活

ご提案を基に計画する基本構想に向けての協議・提言等さまざまな形でのご検討をお願いします。

１２月から、関わらせていただいた方、もしくは多賀

まとめようと思っています!!! できるだけ多くの写真を撮

町に住む皆さんに写真を撮らせていただいています!!!

りたいと思っているので、
この広報を読んでいる皆さん

任期等については、次のとおりです。

よろしければ撮らせてください!!!

任期■２年

締め切り■３月２２日（金）必着

募集人数■２人程度

その他■応募者多数の場合には、書類による選考とさせ

「スケッチブックに何か文字を書いていただき、それと
一緒に写真を撮る」
という構図で写真を集めて模造紙に

応募資格■町内に在住する満１８歳以上の方

ていただきます。

応募方法■下記の応募欄に必要事項をご記入いただ

※お送りさせていただく応募用紙では、応募理由等

き、
ファックス・Ｅメール、
または郵送でお送りくだ

のご記入をお願いしますので、早めにご応募くだ

さい。応募用紙をお送りさせていただきます。

さい。

（お送りいただいて５日以内に応募用紙が届かな

※お送りいただいた個人情報につきましては、今回

い場合には、お手数ではありますが、
ご連絡くだ

の応募に関してのみ使用し、そのほかの目的には

さい。）

使用しません。

……………………………………………………… キ … リ … ト … リ ………………………………………………………

「生涯学習のあり方検討委員」の応募【３月２２日（金）必着】
▲「魚保ｋｅ
ｉ
ｊ
ｉ」さん

▲多賀幼稚園クリスマス会

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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お 名 前
郵 便 番 号 〒５２２ ご 住 所
電話番号

犬上郡多賀町大字
-
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あなたの声をお聴かせください

野良猫対策／防災

「生涯学習のありかた」についてのご意見・ご提案
送り先

考えてみませんか？ 飼い主のいない猫のこと
近年、
「野良猫が増えて困っている」
「ふんを何とかしてほしい」などの、野良猫に関する苦情や問い合わせが増えてい

〒５２２-０３４１犬上郡多賀町多賀３２４番地
多賀町教育委員会事務局 生涯学習課
有線ファックス：２-３７４０ 電話ファックス：４８-８１５５
メールアドレス：ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
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ます。猫は犬と異なり、野良と認められた場合でも捕獲・処分できる法的根拠が存在せず、また、そもそも飼い猫と野良
猫を区別するのが難しいという問題があります。こうした問題を解決するためには、どうすればよいでしょうか。

どうして野良猫は増えるの？

ご年齢をお聞かせください。
□１０代

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

□２０代

□３０代

□４０代

□５０代

□６０代

□７０代以上

書ききれない場合には、どのような用紙でも結構ですので、書き増してください。

飼い猫の正しい飼い方

最初のうちは、
「心ない飼い主に捨てられること」が直

猫を放し飼いにされている方も大勢見られますが、飼

接的な原因です。
しかし、猫は１年間で２、
３回の妊娠が

い猫を外で放っておくと野良猫と交配し、新たな野良猫

可能であり、
また１回の出産で３〜５匹ほど子どもを産む

を増やす要因となります。必ず屋内で飼うようにしてくだ

ため、放っておけばどんどん増えていきます。そのため、

さい。また、万が一失踪したときに備えて、首輪等に飼い

もし捕獲等で一時的に数を減らしたとしても、根本的な

主の名前等を表示するように

問題を解決しなければ、野良猫は再び増えていきます。

お願いします。また、猫が無制
限に増えることをさけるため、

「地域猫」という考え方

なるべく不妊・去勢手術をす

野良猫とはまったく別に、
「地域で管理している」猫の
ことを地域猫と呼びます。実際に、野良猫を捕獲し、不
妊・去勢手術をすることで、地域内の猫の数を減らしつ

るようにお願いします。

野良猫にエサを与えないで

つ、地域で猫を管理しているところもあります。野良猫だ

野良猫にエサを与えることは、自分が飼っている猫で

からと放置せず、地域に住む皆さんの問題だということ

あると認めているのと同じことです。自分の飼い猫でな

を認識し、人と猫の共生について考えてみてはいかがで

いのなら、
エサを与えることは絶対にやめるよう、お願い

しょうか。

します。

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

平成２５年春季全国火災予防運動
『消すまでは 出ない行かない

離れない』
を平成２４年度全国統一防火標語とし、平成２５年３月１日（金）から７日（木）ま

での７日間にわたり、平成２５年春季全国火災予防運動を実施します。
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあた
り、火災予防思想の一層の普及を図ることにより、火災

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

の発生を防止し、火災による死者の発生や財産の損失を

〜３つの習慣・４つの対策〜

防ぐことを目的として毎年実施されているものです。特

３つの習慣

に３月から５月にかけて火災が多発しており、
より積極的

• 寝たばこは、絶対やめる

な防火対策の周知が必要です。

• ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する

この運動を機に、
日ごろ忘れがちな火災に対する警戒

• ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

心の喚起を行い、住民、事業所の関係者および消防機関

４つの対策

等が一体となり火災予防を推進し、火災による死傷者の

• 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する

発生や財産の損失を防ぎましょう。そして、
この期間中に

• 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

は、各地で住宅用火災警報器の設置推進、防火講演会、
防災訓練などさまざまな行事やイベントの開催が予定
されていますので、積極的に参加し、防火に対する正し
い知識・技能の習得に努めてください。このほか、春季
全国火災予防運動と同時期に、
「全国山火事予防運動」
と

防炎品を使用する
• 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設
置する
• お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる

「車両火災予防運動」もあわせて実施します。
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社会を明るくする運動標語

けんこう

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

平成２４年度

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

こんにちは保健師です

社会を明るくする運動標語

新たな国民病「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」

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）

標
やめて笑顔で

すごそうよ

語

名

前

有 元

隼 太

ふるさとを

よくしていこう

自分らで

池 尻

宇 範

ふるさとに

帰るとやっぱり

あったかい

石 原

雄 斗

いじめなし

みんな笑顔で

すごそうよ

植 野

亜 美

いじめをね

やめれば笑顔

増えるでしょ

浦 井

優 衣

たのしいね

まいにちえがお

話そうよ

学校のこと

えがおはね

なってしまうと、元の正常な状態には回復しませんが、生

など、慢性に経過するすべての腎臓病を指します。あま

活習慣の改善や薬物療法により病気の進行を遅らせる

り耳にされないかも知れませんが、慢性腎臓病の患者さ

ことができます。

んは１３３０万人（２０歳以上の成人の８人に１人）いると

生活習慣を見直して慢性腎臓病
（ＣＫＤ）
を
予防しましょう

考えられ、新たな国民病ともいわれています。

《多賀中学校２年》

悪口を

慢性腎臓病（ＣＫＤ）
とは、慢性的にたんぱく尿がある

あふれるよ

両親に

すごい力を

大 久 保

岬

大 久 保 怜 菜

持っている

岡

伶 美

腎臓は一度機能が低下すると、元に戻りにくい臓器で

ＣＫＤの予防には、定期的に健診を受けて、生活習慣を

す。そのため、
ＣＫＤが進行し重症化すると、
人工透析が必

見直すことが大切です。食生活の改善と運動で肥満を解

要になります。生活習慣病やメタボリックシンドロームと

消し、禁煙を実行しましょう。また、血圧が高めの方は、血

の関連も深く、
誰もがかかる可能性のある病気です。

圧の管理をしましょう。

慢性腎臓病（ＣＫＤ）の初期症状
慢性腎臓病
（ＣＫＤ）
は、
初期には自覚症状がほとんどあ

１.食生活を改善しましょう
①腹八分目でよくかんで食べる
②栄養バランスよく、主食・主菜・副菜をとりそろえて食べる

りません。慢性腎臓病
（ＣＫＤ）
が進行すると、
夜間に何度も

③脂質の多い料理を減らす

トイレに起きる、
むくみ、貧血、倦怠感、息切れなどの症状

④塩分を取り過ぎないようにする

が現れてきます。
しかし、
これらの症状がでるころには、
すで

⑤タンパク質をとり過ぎないようにする

に慢性腎臓病
（ＣＫＤ）
がかなり進行している場合が多いと

⑥お酒を飲み過ぎないようにする

言われています。そのため、
ＣＫＤの予防や早期発見には、

２.運動習慣を身につけましょう

毎日を

楽しくすごそう

友達と

奥 山

淳 平

学校で

みんなの笑顔が

見たいから

織 田

祐 矢

定期的に健診を受け、
尿や血液、
血圧の検査を受けること

①いつもより歩数を増やす

神 細 工 友 梨

が大切です。健診でたんぱく尿がある、
クレアチニン値が高

②筋力トレーニングをする

め、
血圧が高め等を言われた方は、
注意が必要です。

３.禁煙をしましょう

家族と一緒だと
友達と

笑顔が自然と

一緒にいると

ふるさとの
友達と

あふれる

おちつくな

景色はやっぱり

話す日は

きれいだな

楽しいな

あなたのね

笑った顔は

超サイコー

みんなでね

なかよくしよう

楽しくね

黎 奈

川 島

功 聖

川 原

那 美

岸 辺

尽

岸 辺

美 羽

岸 本

優

笑顔だと

周りも温か

楽しいね

みんなでわいわい

にぎやかだ

喜 多 美 乃 里

楽しいね

まいにちわいわい

にぎやかだ

喜 多

理 子

地域のね

みんなが笑顔

北 川

美 翔

小 菅

真 優

小 西

直 子

小 林

蘭

心と心

柴 田

遥 香

平和だな

関 森

拓 未

髙 橋

拓 光

悪口は

人の心に

友だちは

いい気持ち

川 上

うれしいな

ケガさせる

友達は

笑顔でいっぱい
笑顔をくれる

あいさつで

たのしいな

宝物

田舎だな

うちとけていく
僕らのふるさと

これからも

あいさついっぱい

ふるさとは

思い出たくさん

家族の

笑顔が絆を

多賀中へ
たからもの

強くする

なにげなく

笑顔があふれる

その手と手

つないでつくろう

あなたのね

笑った顔は
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毎日に
心の輪

超サイコー

髙 橋 穂 乃 香
棚 池

志 仁

田 中

美 沙

田 辺

絃

田 辺

沙 和

慢性腎臓病（ＣＫＤ）が進行すると？
慢性腎臓病（ＣＫＤ）があると、脳卒中や心筋梗塞など

喫煙はＣＫＤを悪化させます。腎臓の機能が低下して
いる方は、必ず禁煙しましょう
※食事や運動は、治療中の方は必ず主治医の指示にし

の発症のリスクが高くなることがわかっています。また、

たがってください。

慢性腎臓病（ＣＫＤ）が進行して腎不全になると、体内か

なかなか症状が現れず、
自覚しにくい慢性腎臓病（ＣＫ

ら老廃物が除去できなくなり、最終的には人工透析や

Ｄ）
を、定期的に健診を受けて早期発見し、生活習慣を改

移植が必要になります。腎臓は病気がある程度まで悪く

善して予防しましょう。

私と大切な人のために……認知症を学ぶ集い
日時■２月２３日（土） １３時〜１５時３０分
１３時〜１３時１０分（受付）
会場■ふれあいの郷 ３階

多目的運動室

※どなたでも参加できます。申し込みは不要です。

講演
最新情報！
「認知症の気づき〜治療・予防のおはなし」
講師■豊郷病院 認知症疾患医療センター
センター長

成田

実 先生

質問コーナー■私のもの忘れ大丈夫？／認知症に効く
薬はあるの？／認知症の介護。こんなとき、
どうす

ドラマ放映

「バアちゃんの世界」

ればいいの？ など

アルツハイマー型認知症のバアちゃんとその家族が

認知症専門の医師や介護のプロに聞きたいこと

織りなす少しヘンテコだけど前向きな物語……

を、
当日質問票を出して、
その場で回答してもらう
ことができます。

主催■福祉保健課・多賀町認知症キャラバン・メイト連絡会 共催■多賀町社会福祉協議会

広報たが 201３年２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 （有）
２-１１４２ （電）
４８-１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「多賀町立図書館応援団」活動日

季節風びわこ道場２０１２冬の風「迷路を書こう！」が開催されました。

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

多賀町立図書館

きました。

ベントが開催されました。昨年度に引き続き今年度も

います。

日時■２月６日（水）、
３月６日（水）

イラストレーターの柳深雪さんを講師にお迎えし、迷

日時■２月９日（土）
１３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

場所■あけぼのパーク多賀２階 小会議室

路の書き方を教えていただきました。大人と子ども合

場所■あけぼのパーク多賀

対象■大人の方

わせて２６人とたいへん多くの方々に参加していただ

子どもの本のサークル

とで、迷路の年賀状をみんなでつくった後、少し大き

図書館内

中旬まで図書館に展示し、
たくさんの方に見ていただ

昨年１２月１５日に季節風びわこ道場さん主催のイ

き、会場がいっぱいになりました。開催が年末というこ

対象■中学生以上の方
（毎月第１・３土曜日）
「このゆびとまれ」

本の読み聞かせボランティア募集

い迷路にも挑戦していただきました。子どもたちは、

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への

それぞれが工夫を凝らし個性豊かで素敵な作品がで

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

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

きあがっていました。子どもだけでなく、大人も一緒に

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

す。特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも

なって迷路づくりを楽しんでおられ、親子のふれあい

ています。

参加していただけます。

の場にもなっていたように思います。なお、作品は１月

興味のある方は図書館までご連絡ください。
だけます。

蔵書点検応援団募集

本の紹介

※参加前日までに図書館にご連絡ください。

２月１３日（水）から２２日（金）までの特別整理休館期間お

雑誌スポンサー募集

よび先だっておこなう閉架書庫資料の点検をお手伝い

一般書

ことり

父のひと粒、太陽のギフト

していただける方を募集しています。

小川

大門

事前期間■１月８日〜２月１１日
（月・祝）開館時間中

洋子／著

東京：朝日新聞出版 ９１３.６オガ

剛明／著

東京：幻冬舎 ９１３.６ダイ

図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の
購入費をご負担していただける方を募集しています。

休館期間■２月１３日（水）〜２月２２日（金） ９時〜１７時

図書館司書との淡い恋、鈴虫を小箱に入

「本当は、農業はクリエイティブでかっこ

れて歩く老人、文鳥の耳飾りの少女との

いいはずだ」そう訴え続けた若き天才農

活動内容■閉架書庫資料の点検作業など

出会い…。世の片隅で小鳥のさえずりに

業家はなぜ死んだのか。その背後に浮か

参加対象■大人の方

じっと耳を澄ます兄弟の一生を描く、やさしく切ない長

び上がった悲しき因習とは。農薬、雇用問題、
ＴＰＰ…。日

編小説。

本に累積する問題に迫る社会派ミステリー。

活動場所■あけぼのパーク多賀

その雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を
掲載させていただきます。詳しくは図書館までお問い合

図書館内

参加受付■あけぼのパーク多賀

わせください。

サークルのご案内

図書館カウンター・

電話などで受付 １０時〜

随時、
メンバーを募集しています。

※活動期間中であれば、
ご希望の時間帯に参加していた
児童書

詳しくは図書館までお問い合わせください。

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）

０てんにかんぱい！

りんちゃんともちもち星人

宮川 ひろ／作

令丈 ヒロ子／作

２月の休館日

東京：童心社 Ｋ９１３ミヤ

東京：講談社 Ｋ９１３レイ

※１２日（火）は、振替休館日です。

※２１日（木）は、振替休館日です。

て つ

哲男の算数のテストは６１点。
８０点はとっ

りんちゃんは小学３年生。お正月に食べ

※１３日（水）から２２日（金）までは、蔵書点検のため休館です。

※２８日（木）は、
月末整理のため休館です。

ていないと、
おかあさんのこごとが２日は

ようとしたおせちりょうりに、
もちもち星

※２８日（木）は、最終木曜日ですが開館します。

つづくので、
こっそり点数を書き直してし

人がばけていました。
「おいしい」は、え

お

う え

き

や

まいましたが、
すっきりしません。植木屋のおじさんに話す

いようをとるのにとてもだいじだと気づいたもちもち星

と
「むかし、
０点にかんぱいした」
と話してくれて…。

人は、
「おいしい」
とはなにかを学びにきたのですが…。

8

日

8

日

大きなさかなから帽 子を盗 んだ、

巡
大

滝

幼

稚

園

１４：００〜１４：２５

日

関ヶ原の決戦に日本中の動物がぞくぞくと

日

東京：クレヨンハウス ＫＥチガ

1

1

第２金曜日

東京：講談社 ＫＥケツ

３月

第１金曜日

ちがうねん
ジョン・クラッセン／作

2月

Ｂコース（多賀）

決戦！どうぶつ関ヶ原
コマヤスカン／作

３月の休館日

４・１１・１８・２１・２５・２８日

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
Ａコース（大滝）

絵本

４・１２〜２２・２５日

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

集まってきた！ 東軍をひきいるのは、
タヌキ

いっぴきの小さなさかな。気づきっこないと逃げていき

家康。西軍をひきいるのは、サル三成。勝負の行方はい

ます。
しんと静かな海の中、
ぐるぐるといろいろな思いが

かに？ 史実を基にした大合戦をパノラマで紹介。見返し

渦巻いて…。さて、逃げ切れるでしょうか？ 絵本作家・長

※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。

に動物関ヶ原武将一覧あり。

谷川義史の大阪弁翻訳絵本。

※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。

広報たが 201３年２月号
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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

広報たが 201３年２月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

古琵琶湖発掘調査隊（琵琶湖博物館 はしかけ）メンバー募集

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

「寒い…」でも、
こんなときこそＢ＆Ｇをご利用ください！
「気軽に身体を動かしたい」、
「ス

は団体利用もできます。ご利用の際
は、海洋センターへお気軽にお問い

来年度から、多賀町立博物館では四手の古琵琶湖層

滋賀県立琵琶湖博物館では古琵琶湖発掘調査隊のメン

ポーツをしたい」、
「家族で遊びたい」

の発掘調査を開始します。この調査は、アケボノゾウが

バーを募集することになりました。古琵琶湖発掘調査隊

とお考えの皆さん。そういうときは、 合わせください。また、スポーツ施設

いた時代（約１８０万年前）の動物化石の探索や自然環

は、
“はしかけ”
（琵琶湖博物館を拠点とするボランティア

ぜひ多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターをご利

を利用して「多賀やまびこクラブ」な

境の解明をめざし、
アミンチュ制作委員会（びわこ放送）

＆自主活動サークル）の一つで、地質や化石についての

用ください。バドミントン・卓球のラ

ど、たくさんのクラブやサークルが活

や滋賀県立琵琶湖博物館とも共同して取り組むプロジェ

知識・技術を身に付け、一般の人たちの発掘体験の指

ケットなどの備品を無料で貸し出しし

動されていますので、
ご自分に合った

クトです。化石の発掘というと、砂漠で研究者たちが数

導や研究への参加もできる人材となることを目標に活動

ています。さらに生涯スポーツ施設で

スポーツを探すのも楽しいですよ。

週間のキャンプ生活をしながら行う特別なものというイ

します。地質学や古生物学の実践的な勉強ができ、発掘

メージが強いかもしれません。でも、今回の調査は、身近

や研究にも参加できるまたとない機会です。全国的にも

な場所で市民参加によって何年かにわたる継続的な活

まれな市民参加による化石の発掘調査にあなたも参加

動をめざしておこなわれます。こうした計画をふまえて、

してみませんか？

活動予定（会場は主に滋賀県立琵琶湖博物館）
２月２４日（日）
３月２４日（日）
４月２１日（日）
５月１９日（日）
６月３０日（日）
７月２８日（日）
８月２５日（日）
９月２９日（日）

古琵琶湖層と地層の学習会
骨
（ゾウとシカ）
の学習会
発掘現場見学
古琵琶湖の植物化石の学習会
花粉化石の学習会
古琵琶湖層の観察
足跡化石の学習会
古琵琶湖の動物化石の学習会

リフレッシュセミナー開講中！
昨年１１月から、健康運動指導士の

教育委員会事務局生涯学習課 （有）
２-

奥村留美子さんを講師に迎え、地域

３７４０（電）
４８-８１３０ までお問い合

スタッフ育成を目的に体操教室（全５

わせください。

滋賀県立琵琶湖博物館地学研究室

リズム体操・リンパマッサージやリラ

高橋

クゼーションなどの指導方法を学び

啓一（ｈａｋｋｕｔｓｕ@ｌ
ｂｍ.ｇｏ.ｊ
ｐ）

※多賀町立博物館でもお申し込みやお問い合わせ
に対応いたします。
※１８歳未満の方は保護者の同意が必要です。
※登録の際に、
ボランティア保険に加入していただき
ます。
（年４２０円）

心にかえり、お子さんと一緒に雪
私が子どものころは、
ミカン箱
でソリを作り自作の滑り台でよく
遊んだものです。
子どもたちに雪が積もると一

えが返ってきます。かまくらは積

に体感していただいています。講座

み上げた雪の山をくり抜いて空

もあとわずかですが、
１回のみの参

間と入口をつくった家のような

加もＯＫです。興味を持たれた方は、

ものですが、子どもが持つ「私た

「いきいき健康ウォーキング教室」のご案内

ちの秘密基地」願望を刺激し充
足させる根強い人気があるよう
です。

ました。
３月１４日（木）の最終回は、半日

てもなかなかつくれませんよね

日時■３月１０日（日） １３時３０分〜１７時

かけて豊郷夢街道周辺を回ります。

…… ならば、手 始 めに「 雪だる

会場■あけぼのパーク多賀

定員まであとわずかとなっています

ま」なんてどうですか？ かまくら

大会議室

ので、
ご希望の方は、海洋センターま

よりもかなりお手軽につくれま

〜獣害と文化財〜

す。玄関先などに雪だるまがあっ
たら、訪れる方も思わず笑顔に

後期ビーチボール大会報告
業被害のほかに、近ごろでは獣たちが天然記念物や文化

昨年１１月１７日に、多賀町Ｂ＆Ｇ海

はのコンビネーション、
１０代チーム

たり踏み荒らしたりする被害は獣害としてよく知られて

財を傷つけ破壊してしまう問題がクローズアップされる

洋センター体育館にて多賀町スポー

の若さ溢れるプレーなど笑顔と熱気

います。電柵の設置や駆除など、行政や村々ではさまざ

ようになってきました。シカが増加したことで天然記念物

ツ推進委員主催、多賀やまびこクラ

あふれる、あっという間のひとときで

まな対策を取っていますが、その要因は複雑で特効薬と

の植物群落が食べつくされてしまったり、アライグマが

ブ協力によるビーチボール大会が開

した。
２月には犬上郡ビーチボール大

いえるもの

住み着いて国宝の建物の柱を傷だらけにしてしまったり

催されました。さまざまな輝きを放つ

会が開催されますので、ご家族やお

もないた

というような事件が各地で報告されており、多賀町でも

１２チームの参加があり、
３コートに

友だちを誘ってご参加ください。

め 、多くの

敏満寺にある石仏谷墓跡の石仏群がイノシシの掘り返

分かれて対戦されました。家族ならで

地域では悩

しによる被害を受けています。獣たちは生きるためにエ

ましい問題

サを探したり移動したりしているだけで決して悪気はな

となってい

いのですが、
だからといって貴重な文化財に被害が及ぶ

ま す 。さら

状況を見過ごすこともできません。かつて人と獣との関

に 、一 般 に

係史を「一万年戦争」
と呼んだ研究者がいましたが、
より

よく知られ

複雑化するこうした問題とどう向き合うべきか、苦難の

ている農林

日々はまだまだ続くことになりそうです。
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タボの温床ですね。たまには童

ながら、その魅力を参加者の皆さん

シカやイノシシ、サルなどの獣が農作物や植林を食べ

広報たが 201３年２月号

か？ そういう生活習慣こそが、
メ

大抵の場合「かまくら」という答

でお問い合わせください。

▲イノシシにより掘り起こされた跡

ながらテレビなど見ていません

しかし、一口にかまくらと言っ

最新の調査・研究の成果をぜひお聴き逃しなく。

博物館から

効いた家の中で、お菓子を食べ

ウォーキング教室」も、あと１回となり

平成２４年度多賀町立博物館研究発表会
多賀町内外の自然や歴史などに関する、
１０題の発表

外の寒さに、ついつい暖房の

番作ってみたいものはと聞くと、

好評の平成２４年度「いきいき健康

が行われます
（予定）
。

雪遊びで運動を!!

遊びなんてどうですか？
！

回）
をおこなっています。ボール体操・

古琵琶湖発掘調査隊連絡先

スポーツ推進委員かわらばん

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

スポーツ

なり癒されるのではないでしょう
か。寒い冬だからこそ外に出て
体を動かせば身も心も温まるも
のです。
親子で雪遊びが一緒に楽しめ
るのもほんの数年です。こたつ
の守りは猫にまかせてレッツト
ライ！
♪ドカ〜ンと雪が積もったら、
かまくら作り♪ たまにはこんな
企画もいいかな……！ 作りたい
人この指と〜まれ!!
スポーツ推進委員

宮川

洋子

広報たが 201３年２月号
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おしらせ

おしらせ

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

「彦根市ファミリー・サポート・センター」からのおしらせ

資源回収のおしらせ
実施日

たきのみや保育園

２月１７日（日）

富之尾バス停ロータリー

多 賀 中 学 校

３月  ２日（土）

多目的運動場横駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

大 滝 小 学 校

実施場所

回収品目

必ずお守りください!!

申込方法■電話でお申し込みくださ
い。休日は、火曜・日曜・祝日・

ウィズ 調理室
新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
ア
ルミ缶

土曜午後です。

対象者■会員、活動に興味のある方
（先着２０人）
募集期間■２月４日（月）から受付開始

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。

彦根市男女共同参画センター

窓明き封筒、感熱・感光紙、複写
紙、
ワックス加工紙（紙コップ・皿）等

新聞……新聞、折込チラシをひもで

は出せません。
古着は古着（学生服を除く）のみで

雑誌……書籍、パンフレット、封筒、包

布団、毛布類、カーテン、タオル等は

装紙等をひもで縛る。

出せません。

（電）
２４-３９２０ （Ｆ）
２４-３９２０

古着は中身の見えるビニール袋に
入れてください。
詳しくは、各団体から配布されるチ
ラシをご覧ください。

釣った外来魚を琵琶湖に戻さない

２月のもんぜん市

菜を皆さまにお届けすることを
受付■県立彦根総合運動場駐車場

モットーにがんばっています。甘み

可能です。この機会にぜひお出しくだ

の大会。釣り上げに協力いただいた

えさ代として１人１００円が必要

ので、
ぜひ多賀大社前駅コミュニ

さい。

先着２００人に焼き芋をプレゼントし

です。釣り竿無料貸し出し有り。

ティハウスへお立寄りください。

（電）
０７７-５２８-３４８５

会場■彦根旧港湾

（Ｆ）
０７７-５２８-４８４７

提案の方法■様式（多賀町のほか、彦

《勤労者互助会とは》楽しく安心して働け

に関連するイベント
（事業）、地域

根市、愛荘町、豊郷町、甲良町の

る環境をつくるとともに企業の安定した労働

資源の再発見・掘り起こしにつ

ホームページからダウンロードし

力の確保と企業の発展を図ることを目的とし

ながるイベント
（事業）、団体や個

ていただけます。）
を産業環境課

滋賀県米原市の山中で年齢７０歳

て、官民が一体となって設立した組織です。

人の交流を通じて参加者の資質

または彦根市産業部観光振興課

位の男性と女性の白骨死体（死亡推

《事業内容》総合的な福利厚生事業を１

向上を誘導するイベント
（事業）

したが、身元が分かりません。近所の
方で、平成２４年１月以降見かけなく

または湖東圏域の活性化につな
がるイベント
（事業）
で、応募者が

※詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。

ほうれん草・たまご など
開催日■２月２日・６日・９日・１３
開 催 時 間 ■９時３０分〜１１時

情報をお寄せください

定平成２４年１０月ごろ）
が発見されま

対象■彦根市・愛知郡・犬上郡の１市４

なった老夫婦、連絡がつかない高齢

３０分ごろまで
者などについての情報があれば下記

場所■多賀大社前駅ホール

まで連絡してください。

お問い合わせ
産業環境課

お問い合わせ

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

滋賀県米原警察署刑事課
（電）
５２-０１１０

よろず相談

お問い合せ

今月の相談日■２月１８日（月）

入会金■１人につき５００円（初回のみ）

所のある団体もしくは、圏域内に

会費■１人につき５００円（月額）

お住まいか在勤、在学されてい

（電）
４８-８１１８ （Ｆ）
４８-０５９４

お問い合わせ

る方が主な構成員となっている

ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

相談日■２月２３日（土） １３時３０分〜１６時

団体で提案した事業を的確に遂

彦根市産業部観光振興課

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

産業環境課 （有）
２-２０１２

だいこん・はくさい・かぶら・

日・
１６日・
２０日・
２３日・
２７日

に提出してください。

市４町の支援を受けて実施しております。

☆旬の野菜☆

滋賀県琵琶湖レジャー対策室

荒天中止

対象となる提案■地域の観光テーマ

募集期限■３月８日（金）必着

の増した冬野菜をそろえています

（松原橋歩道付近）

お問い合わせ

彦根地域勤労者互助会〜ジョイフルひこね〜

彦根地域勤労者互助会

産業環境課

という
「琵琶湖ルール」を広めるため

平成２５年度 地域創造事業の提案を募集します

提案できる団体■湖東圏域内に事務

お問い合わせ

町内の方ならどなたでも持ち込み

中小企業で働く皆様のために

事業主および従業員の皆さん

的運動室

す。安心と安全、そして新鮮な野

早春の外来魚駆除釣り大会

ます。

事業主体になるものとします。

多目

水曜と土曜の週２回開催しま

日時■３月９日（土） １０時〜１３時

町に事業所を有する中小企業に働く

場所■ふれあいの郷３階

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

お問い合わせ

参加費■３００円（託児あり）

分別を徹底してください。
縛る。

（定員になり次第終了）

日時■３月９日（土） １０時〜１１時３０分
場所■彦根市男女共同参画センター

３月  ２日（土）
大滝小学校グラウンド
（予備日 3月9日（土））

資源回収のルール

日時■２月１３日（水） １３時〜

レンジで簡単にできる和菓子と抹茶で、ほっこりしませんか？

実施団体

農業委員会開催のお知らせ

身体障害者相談員による「身体障害相談」を行います

（電）
２７-６７８７ （Ｆ）
２７-６８０２

行する能力を有する団体が対象

（電）
２２-１４１１ （Ｆ）
２２-１３９８

相談員■身体障害者相談員

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｏｙ
ｆｕ
ｌ-ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｃｏｍ/

となります。

ｋａｎｋｏ@ｍａ.ｃ
ｉ
ｔｙ.ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｊ
ｐ

お問い合わせ

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

来月の相談日■３月１８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

広告募集中

広告募集中

広告募集中

広告募集中

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

引き続き広告の募集を受け付けています。
詳しくは広報たが１月号２０ページをご覧ください。

広報たが 201３年２月号

20

広報たが 201３年２月号

21

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
３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
３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

４カ月児健診
３月４日（月） １３時〜１３時１５分
Ｈ２４年１０月生まれの乳児
１０カ月児健診
３月４日（月） １３時１５分〜１３時３０分
Ｈ２４年４月生まれの乳児
１歳６カ月児健診
３月６日（水） １３時〜１３時１５分
Ｈ２３年７月・８月生まれの幼児

予防接種

ＢＣＧ
３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
１１時３０分〜
○小菅医院多賀診療所 ３月１３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
ります。

平成２５年３月
午

日（曜日）

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 201３年２月号
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わくわくランドで遊ぼう
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。
月曜日〜金曜日 ９時〜１３時（広場以外）
お話しポケット
３月５日（火） １０時〜
場所■子育て支援センター
（ささゆり保育園２階）

前

午

後

集
落
集
落
５日（火） 萱原①・川相①
萱原①・川相①
７日（木） 久徳①
不定期
８日（金） 久徳②・月之木①②③
久徳②・月之木①②③
一円①②・栗栖②・木曽①②・敏満寺 一円①②・栗栖②・木曽①②・敏満寺
１２日（火）
①②
①②
１４日（木） 多賀①・猿木①②③
不定期
一之瀬①・大杉①・藤瀬①・仏ヶ後①・
不定期
１９日（火）
楢崎①
２１日（木） 土田①②③・中川原①③
土田①②③・中川原①③
２２日（金） 萱原③・樋田③
萱原③・樋田③
２６日（火） 佐目①②・南後谷①
佐目①②・南後谷①
２７日（水） 大君ヶ畑②・霜ヶ原①・四手①②
不定期
２８日（木） 多賀②・久徳③
多賀②・久徳③

おたのしみ
①

⑧

※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。

クロスワード
ヨコのカギ
先月号の答え
①19ページ、子どもたちに「雪が積もると一番
スコ
作ってみたいものは」
と聞いて、大抵返ってく カ ウ
る答え
カイハタ
②こころみること。
「○○○にやってみるか」
アルコール
③13ページ、
「地域で管理している」猫のこと
ソイトゲ
④「野ろ」の江戸時代の誤読
ゲ
ンリ
ン
⑤物体が歪んだり、
二重に見えたりすること
⑥広く長く縫い合わせて、物の隔て、または装
「タコアゲ（凧揚げ）」
飾として用いる布
でした。
タテのカギ
①堀辰雄の小説。映画化もされました
⑦17ページ、
１２月１５日に「○○○を書こう！」
が開催されました
⑧岡山県南部の市。水島地区のコンビナートで
も有名
⑨スズ○○。カン○○。シュン○○。ハ○○。 ひとのうごき
平成２４年１2月末現在
クンシ○○
⑩ねるへや。寝室
（ ）内は前月比
⑪6〜7ページ、
確定○○○○が始まります！
■人口

⑨

①

⑦

②

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。
☆指定医療機関は、多賀町ホームページに掲載し
ていますのでご覧ください。
☆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。／１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。

⑤

※平 成２５年度のひろば申し込みは、
３月２２日（金）
までに子ども・家庭応援センターまでお願いし
ます。

⑧

③

⑨

⑤

②

⑦

③

⑩

④

⑥

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

にこにこ広場（登録制）
１０時〜 子育て支援センター
ありがとうの会（おわかれ遠足に行こう）
３月６日（水） こあら・ぺんぎん広場
３月１３日（水） きりん・にじ広場
時間■  ９時５０分 ふれあいの郷集合
１２時３０分 ふれあいの郷着
場所■彦根市子どもセンター
持ち物■おにぎり弁当・飲み物・着替え など

⑪

⑥

④

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
多賀町子ども家庭応援センター主催

ひろばの案内

多賀町 し尿収集カレンダー

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：節分といえば

□□□□

締め切りは2月28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。

7,841人
■男性
3,744人
■女性
4,097人
■世帯数
2,691人
■転入
14人
■転出
15人

(‐ 6)
(- 5)
(‐ 1)
(‐ 2)

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
奥野美津彦
♥
佐々岡綾那
お く の み
さ

さ

お

つ

ひ

こ

か あ や な

生まれました！
☆大久保友愛（友博・美咲）
お

お

く

ぼ

ゆ

あ

こ ざ わ

☆小澤
☆坂上
☆志連
☆土田
☆野村
☆藤野
さかがみ
し れ ん
つ ち だ
の む ら
ふ じ の

ゆ き と

志斗（吉範・夏湖）
優心（一真・恵理）
花梨（益博・香也乃）
和（翔一・歩）
結乃（良美・弘一）
幹人（守清・美智子）
ゆ う し
か い り

のどか

ゆ い の
み き と

おくやみ申し上げます
◆久保田 登 ６３歳
◆清水 文子 ８４歳
◆谷口
弘 ８０歳
◆平居新市郎 ９６歳
◆藤本
稔 ８４歳
く

ぼ

し み ず

たにぐち

た

のぼる

ふ み こ

ひろし

ひ ら い しん いち ろう

ふじ もと

も り の

◆森野 りん ９６歳
◆安居藤與門 ９１歳
◆山本 きさ ８４歳
（敬称略）
や す い と

やま もと

よ

も

ん

放射線量（μsv/h）
1月 7日 0.07
1月17日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値

みのる
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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

8

町の木

[Lilium japonicum]

町の花

編集後記■先日、おみくじを引いた友人との会話です。
「今日は凶や。今年は巳（ｍｅ）
にとって蛇〜（ｈｅａｖｙ）な
年になりそうや」
「それは興味（凶巳）津々やな」おもしろ
いと感じるかは人それぞれだとは思いますが、
うまいこ
と言うなと感心し、言葉遊びは楽しいと感じました。そう
いえば平安時代の人もこういう言葉遊びをして楽しんで
いたはず。日本の心はいつまで経っても変わらないもの
なのかなと思いました。
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■2月
撮影場所■多賀大社 節分祭

と
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（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

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

2

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

2月の時間外交付

[Cettia diphone]

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

