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4月からスタート
本人通知制度

No.789

まちの話題

まちの話題

２月８日〜１０日

１２月２０日

第１０回

多賀町美術展覧会

絵画の部（審査員

写真の部（審査員

小田柿寿郎 先生）

大賞■蔵Ⅰ（静）

堂中

紀子

土田勇さんが「秋の詩」で食味コンクール優良賞受賞！

会期■２月８日〜１０日
会場■多賀町中央公民館
総出品数■７８点
〜多くのご来場ありがとうございました〜
寿福

大津市で、平成２４年度近江米「秋

滋 先生）

大賞■多賀に珍客

神田

裕弘

（近江米振興協会

会長賞）を受賞

の詩」食味コンクール表彰式が開催

されました。土田勇さんは６月にも滋

されました。近江米振興協会では、粘

賀県土地改良事業団体連合会会長賞

りと甘みがあるおいしい「秋の詩」を

を受賞されており、無農薬栽培など新

近江米のシンボルとして消費者に広

しい技術の導入とともに「近江米」の

くＰＲするとともに、生産者に対して

品質向上に取り組むなど、多賀の農

生産意欲の高揚を図っています。

業の発展に貢献されています。

第１次審査から第３次審査を受け
た県内の約７０点余りの出品の中か
ら、大字土田の土田勇さんが優良賞

▲受賞された土田勇さん

２月８、
９日

保育園・幼稚園

生活発表会開催

町内の保育園・幼稚園で生活発表会が行われました。日ごろ、園でしていることを保護者の方に発表しました。先生と
一緒に作った衣裳を着て元気な姿を見せてくれました。

特選■初秋の伊吹山

樋口

伸子

特選■花に架かる橋

宮下

特選■冬山

筒川

静

佳作■登山靴

碓井

静子

佳作■葵の花

特選■日本海に響く御陣乗太鼓

品居九一郎

佳作■渓流の流れ

川越

正雄

松宮紀久子

佳作■伊吹山と三島池

横山

宏一

佳作■おばあちゃ〜ん

曽我

君子

佳作■撮影の朝

石原

髙顕

佳作■静物

礒野

公子

佳作■晩秋

増田

茂治

佳作■静物

大杉庸紫子

佳作■さんざしの実

野崎

明夫

佳作■闘い

野村

惣蔵

書の部（審査員

小林

工芸の部（審査員

巧 先生）

大賞■白居易詩

疋田

礼子

神山

大賞■南のたわむれ

重和

▲ささゆり保育園 お話しあそび「てぶくろ はじまるよ」あひる組

▲多賀幼稚園 げきあそび「しんせつなともだち」もも・ちゅうりっぷ組

▲たきのみや保育園

▲大滝幼稚園 「おおきなかぶをよっこらしょ、どっこいしょ」
もも組、
ちゅうりっぷ組

直彦 先生）

新谷

清子

手話ソング「あったかいね」全園児

キラリとひかる ★

特選■李嶠詩

諸岡冨美子

特選■舞

若林

秀幸

特選■四言句

川瀬あき子

特選■花園

礒野

公子

佳作■千字文
（行書）

西澤

エミ

佳作■波紋（五枚組）

品居

初江

佳作■杜甫の詩

梅本

皆代

佳作■花入

松宮佳津子

佳作■張十八員外籍に逢ふ

西䑓

久子

広報たが 201３年３月号
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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。
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り

陽葵ちゃん
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まちの話題／学校支援ボランティアさん募集

本人通知制度／国民健康保険税／ねんきんだより

スノーボード スロープスタイル

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

本人通知制度が４月からスタート

古川亜希子さん ワールドカップ出場決定！
！

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を
本人にお知らせするものです。

スノーボードのスロープスタイルで、本町の古川亜希
子さんがワールドカップに出場されることが決まりまし

多賀町では、平成２５年４月１日から始めます。

た。古川さんは、
２０１４年にロシアのソチで開催予定の

これにより、不正な請求により取得した戸籍謄本などを使用した人権侵害の防止や、委任状の偽造、不必要な身元
調査の未然防止につながります。

第２２回冬季オリンピック日本代表を目指して、
ワールド
カップを転戦されることになっています。なお、出場予定
のワールドカップの日程は、以下の３戦となっています。

制度の利用には事前登録が必要です

• ２月１０日〜１１日 ソチ（ロシア）:雪不足のため中止

必要なもの
• 本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写
真入りの証明書）

３月１日（金）から事前登録の受付を始めます。

• ３月１５日〜１６日 スピンドレルフ・ムリン
（チェコ）
• ３月２５日〜２６日 シエラ・ネバダ
（スペイン）

• 代理人の場合は委任状
▲古川亜希子さん

▲競技のようす

• 法定代理人の場合は、資格を証明する書類（戸籍

登録できる人

謄本など）。確認できる場合は不要。

多賀町に住民登録している人、本籍がある人（除か
生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

皆さんの力をお貸しください！「できる人が、できるときに、できることを」
生涯学習課では、
学校支援ボランティアさんを募集しています。
ボランティアの内容は草刈り・花植え・図書の整理・本の読み聞かせ・プールの監視・遠足の引率などいろいろあります。
学校からの依頼を受けて学校支援地域コーディネーターが、登録していただいた内容に合ったボランティアさんに
ご連絡します。

れた人も含みます。）
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

国民健康保険税の納め忘れはありませんか？
の被保険者証を送付する予定ですが、国民健康保険税

興味のある方・協力していただける方は、生涯学習課までお気軽にお問い合わせください。ボランティア加入登録書を
送付いたします。

納め忘れの有無がご不明な方や滞納がある方は、そ

国民健康保険被保険者には３月中旬に平成２５年度

のままにせず、
お早めに税務住民課にご相談ください。

に滞納がありますと、有効期間の短い短期被保険者証や
１０割負担になる被保険者資格証明書を交付する措置

まだまだ体力もあるし、
課外活動もＯＫ

登録から活動まで
１. 学 校 支 援ボランティアの 登 録をお願 いします。
（登録用紙は生涯学習課にありますので、
ご連絡い
ただければ送付いたします。）
↓

読み聞かせや
花壇の整備ならできるかしら？

子育ても終わったし、空いた
時間に活動してみようかしら

２.学校から、
コーディネーターにボランティアさんの
要請があります。

をとる場合があります。
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
日本年金機構

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

国民年金〜こんなときには手続を！〜
国民年金は、
日本国内に住む２０歳以上６０歳未満の方すべてが加入する制度です。
次のいずれかに該当するときは、税務住民課またはお近くの年金事務所への手続きが必要です。届出を忘れて、保険料

コーディネーターから、登録していただいている内

を納めていないと、将来に受給する年金額が少なくなったり、年金そのものが受給できなかったりする場合がありますの

容にあったボランティアさんにお願いします。

でご注意ください。

↓
３.了解していただいたボランティアさんの連絡先を先

○２０歳になったとき
（誕生日の前日）

生に伝えます。

…会社員（厚生年金の加入者）、公務員（共済年金の加

先生、またはコーディネーターからボランティアさ

入者）
などを除きます。

国民年金被保険者の種別
第１号被保険者

自営業者・学生など、日本国内
に住む２０歳以上６０歳未満の
方

第２号被保険者

厚生年金保険・共済年金に加入
している方で原則６５歳未満の
方

第３号被保険者

第２号被保険者に扶養されてい
る配偶者で２０歳以上６０歳未満
の方

んに作業の内容や時間の連絡があります。
今までの知識や経験を活かし
て何かできることはないかな？

↓
４.当日、活動開始です。
学校の指示にしたがって活動していただきます。

※ご協力いただく内容によっては、作業の詳細や時間などの打ち合わせ、
日程の変更などの連絡のため、
ボランティアさ
んの連絡先を学校へ伝えることがありますのでご了承ください。

○会社などを退職したとき
…被扶養配偶者がいる場合は配偶者の方の届出も必
要です。
○第２号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき
…収入が増えたとき、離婚したとき など

※詳しくは生涯学習課学校支援地域コーディネーターまで
皆さんのご協力をお願いいたします!!
広報たが 201３年３月号
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○住所、
氏名が変更になったとき
広報たが 201３年３月号
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就学援助制度／農村ホームステイ

公共交通

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

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

平成２５年度

バスを積極的に利用しましょう

就学援助制度について

多賀町では、
町内にお住まいで小中学校に就学されているお子さんがおられるご家庭のうち、
経済的な理由により就学に
必要な経費の負担にお困りの保護者を対象に、
学用品費・学校給食費・校外活動費・修学旅行費などの一部を援助します。

１.援助の対象となる世帯および必要書類
以下の①〜④に該当される方が対象となります。
援助対象世帯
援助対象世帯
①

て各学校へ提出してください。

必要書類

生活保護を受けている世

—

帯

町民税が非課税または など昨年の所得が分かる
減免されている世帯

もの（同居する家族全員）
の写し

③

児童扶養手当の受給世 児童扶養手当受給者証
帯

の写し

経済的な理由により、学 源泉徴収票・確定申告
④

資の支弁が困難と認め 書など昨年の所得が分
られる世帯（ただし所得 かるもの（同居する家族
制限があります）

全員）
の写し

にさまざまな事業をおこなっており、その中の一つに、都
会の中学生を町内の皆さんの家庭が受け入れる教育旅
行
（修学旅行）
があります。
教育旅行の受け入れにより子どもたちから得られるも
のは、地域に対する愛着と誇りです。皆さんが代々引き
継いでこられたものを、都会の子どもたちにぜひ伝えて
いただけませんでしょうか。子どもたちと一緒に生活す
ることで心が温まり、大きな感動を得ることができます。
このたび、平成２５年５月と６月の受け入れ校が決定

移動手段として長年利用されてきました。また、
１度に多

また、
ご要望がありましたら企画課までご連絡ください。

渋滞の緩和などの役割も果たしてきました。
しかし、少子高齢化やマイカーの普及に伴い年々利用
者が減少しています。運行収入だけでは採算が取れず、
多賀町と滋賀県が赤字額を補助して、なんとかバス路線

に認定されていた方も、援助を希望される場合は必ず

を維持していますが、財政状況も厳しい中、
このまま利

申請してください。

用者が減少していけばバス路線を維持していくのは難し

• 平成２５年１月１日現在の住所が他市町村の場合は、

くなってきています。

所得を証明する書類（１月１日現在の住所地が発行し
た課税証明書など、収入や各種控除が証明された書
類）の添付が必要です。

平成２４年度多賀町路線バス収支状況（平成２３年１０月１日〜平成２４年９月３０日）
路

３.受付期間
４月８日（月）〜１８日（木）
※お申し込みは、年度の途中でも受付しています。ただ
し、受付日以降の月額の援助しか受けられません。ご
注意ください。

ご協力いただける家庭は、産業環境課までご連絡くだ
さい。

線

萱 原・大 君 ケ 畑 線

線

収

入

８,４３１,３６３円

５５１,２３４円

６,２１０,０７３円

運

行

経

費

２７,８８９,８５８円

２,７８１,８１９円

１７,３７３,２８３円

額

１９,４５８,４９５円

２,２３０,５８５円

１１,１６３,２１０円

県

３,７１７,０００円

２５７,０００円

２,３０５,０００円

町

１５,７４１,４９５円

１,９７３,５８５円

８,８５８,２１０円

赤

字

ご存じですか？ バスのあれこれ
ワンコインエコパスとは？
マイカーやバイクで通勤されている方を対象に、毎週

• 中学校の修学旅行（教育旅行）
を受け入れます。

バーによる交通事故の防止を目的に、
運転免許証を早期

金曜日は１乗車１００円でバス・近江鉄道をご利用いた

• 初日の１６時ごろから２日目の１５時ごろまでの受け入

に自主返納された方に
「路線バスの回数券」
または「愛の

だけるワンコインエコパスがあります。

りタクシーの回数券」
どちらか６,０００円相当分を無料交

れです。
• ありのままの暮らし
（田舎の日常生活や家庭料理な
ど）
を一緒に体験していただきます。
• 事前説明会や研修会などを実施し、不安の解消に努め
ます。
• 必 要 経 費 とし て 、３人 の 受 け 入 れ 家 庭 に は 、約

件はありません。普段通りの生活に家族が増えたという

２７,０００円、
４人の受け入れ家庭には約３３,０００円を

気持ちで、
気軽にチャレンジしてみてください。

受け取っていただきます。

付します。
彦根警察署で免許証を返納して免許取消通知書を受
け取り、町企画課の窓口に申請してください。

１乗車１００円で乗車できる「小判手形」とは？
満６５歳以上の方を対象に、
１乗車１００円でバスを利
用できる「小判手形」が近江鉄道・湖国バス各窓口で販
売されています。料金は１カ月券２,０００円、
３カ月券５,

6

賀

公共交通の利用促進と増加している高齢者ドライ

し、受け入れ家庭を募集します。特に受け入れ家庭の条

受け入れ中学校名

受け入れ期日

受け入れ家庭数

受け入れ生徒数

浜松市立東部中学校

５月２２日（水）〜２３日（木）

約１０軒

３〜４人
（１軒当たり）

横須賀市立大津中学校

６月５日（水）〜６日（木）

約１０軒

３〜４人
（１軒当たり）

広報たが 201３年３月号

多

賃

運転免許自主返納支援制度とは？

受け入れにあたって

ブ リ ヂ スト ン 線

運

補 助 金
内
訳

多賀町では民泊（農村ホームステイ）を進めています
の交流を通じて生き生きとした感動体験の町にするため

通手段を少し見直し、積極的にバスを利用してください。

• この援助は、毎年申請が必要ですので、平成２４年度

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

多賀町は、地域の豊かな農林資源を活かし、人と人と

一つです。特に高齢者や学生にとって、
なくてはならない
くの人を運ぶことができるため、環境負荷の軽減や交通

• 援助を希望される方は、申請書（教育委員会・学校に
あります）
に必要事項を記入のうえ、必要書類を添え

源泉徴収票・確定申告書
②

２.申請手続き

バス路線を維持していくためにも、皆さんの日常の交

バスは住みやすい町づくりに欠かせない公共交通の

０００円、半年券９,０００円です。

週に１度は車通勤をやめて、バス、電車を利用しま
しょう。
※ご利用されるにはお勤めの事業所からの登録が必要
になりますので、お勤め先の担当者の方にご確認を
お願いします。
お問い合わせ
近江鉄道
（電）
２２-３３０３
滋賀県バス協会

お問い合わせ
湖国バス彦根営業所 （電）
２５−２５０１
広報たが 201３年３月号
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民児協だより／ガソリン費補助

いくせい／子育てちょこっと情報／農業委員会だより

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 民生委員・児童委員

人を笑顔にする算数

〜おもいやり算〜

中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

人と人とのつながりを大切に
多賀町青少年育成町民会議

先日、ラジオから流れてきたあることば。ちょっと気に

たす・ひく・かける・わるというやさしい「おもいやり

なって調べてみると、
こんな内容で、
ぽかぽかとあたたか

算」。困っていたり、悩んでいたり、心の中は見えにくいけ

青少年育成町民会議では、今年度も「たくましく伸び

さが伝わり、
心の笑顔も増えたようでした。

れど、
たす、
ひく、
かける、
わる。小さなやさしさで、気持ち

よう伸ばそう多賀の子」
と
「大人が変われば、子どもも変

は通じ合うような、笑顔にする算数、
「おもいやり算」。一

わる」のスローガンのもと、
さまざまな活動を進めてきま

人を笑顔にする算数だそうです。

人ひとりの心づかいが、大きな答えになるのかとそんな

した。

• たす
（＋）
たすけあうと大きな力に

感じがしませんか。

• ひく
（−）
ひきうけると、
喜びが生まれる

行き過ぎれば
“おせっかい”
、何もしなければ
“無関心”

青少年・家庭教育部会では、今年から新たな取り組み
１９日に多賀中学校を訪問させていただき、今年度より

• わる
（÷）
いたわると、
笑顔が返ってくる

てはめてみれば、誰でもがごくごく自然に行動できるの

始まった給食・授業の風景を参観させていただきまし

ではないでしょうか。

た。また子育てカレンダーにつきましては、町内の幼稚

「気軽にあいさつ、困ったときはお互い様」の気持ちで
助け合える、
誰もが安心して暮らし続けることができるよ

田中

伸幸

何より将来へ向けて大きな夢を持って成長してくれること
が私たち大人の願いであり責任ではないでしょうか。
最後に、今後とも多賀町青少年育成町民会議の活動
ます。

として、活動計画にあがっておりました、学校訪問を２月

になりがちな「思いやり」
という行為も、算数の公式にあ

「おもいやり算」を思い出してください。

青少年・家庭教育部会長

に、
ご理解とご協力を賜りますこと心よりお願い申し上げ

• かける
（×）
声をかけると、
一つになれる

困っている人や悩んでいる人を見かけたとき、この

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

園・保育園・小学校・中学校の皆さんのご協力のもと作
成し、
この３月初旬には関係各所に配布したいと思って
います。
さて近ごろでは青少年を取り巻く環境の中で、いじめ・

うに、私たち民生委員児童委員もつながり、支えあう人

体罰などさまざまな問題が起きております。
このようなこ

の輪を育む担い手でありたいと思います。

とで子どもたちの未来を奪ってしまうことは、決してあっ

ちょっと気になることや困りごとなどありましたら、お

てはいけないことです。学校・家庭・地域のすべての大

気軽に声を掛けてください。明るい笑顔を広げたい……

人たちが一つになり、人と人とのつながりを大切に、子ど

頼られてうれしい私たちです。

もたちが豊かな心、個性や創造性、正しい社会性、そして

▲１月１８日 青少年・家庭教育部会

笑顔の家庭とふれあいのまちづくりを民生委員児童
▲２月８日 町長とのふれあいトーク

委員がお手伝いします。

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

障がい者に対する自動車ガソリン費補助のお知らせ
多賀町では、障がいをお持ちの方が、社会参加をして
いくため、
自ら所有し運転する場合、
ガソリン費の一部を
補助する事業をおこなっています。
詳細は次のとおりですので、該当すると思われる方
は、
福祉保健課まで申請してください。

対象者
（１）身体障害者手帳（１級または２級）をお持ちで、自ら
運転している方
（２）
療育手帳をお持ちで、
自ら運転している方
（３）精神障害者保健福祉手帳（１級または２級）
をお持ち
で、
自ら運転している方
（４）利用者の送迎を行っている町内の障がい福祉サー
ビス提供事業所
（５）送迎をおこなっていない障がい福祉サービス提供
事業所へ家族によって送迎されている方
広報たが 201３年３月号
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補助限度額
ガソリン５４円（軽油３２円）／１ℓ
（ただし、
１カ月につき
３０ℓ以内）

補助対象期間
認定された日から年度末（３月３１日）
まで
※毎年申請が必要です。現在認定を受けておられる方に
は、
３月中旬ごろに更新の案内文書を発送します。

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

子育てちょこっと情報
多賀町では、子育て家庭への応援の一つとして満１歳までのお子さんを養育されている方に
育児用品にかかる費用の助成をしています。
紙おむつ・粉ミルクを購入された場合に１カ月２,０００円を限度として、
４月と１０月に前月分まで
を支給します。
該当する方は、
４月１０日（水）までに領収書を添付して請求ください。
詳しいことは、福祉保健課へおたずねください。
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
１月９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。

度です。
• 報 告 第１号

農地

法第３条の３第１項
に規定による届出について…………１件
※相続などによって、農地の権利を取得された方が行う

農業経営基盤強化促進法第１８条の規

届出です。

定にもとづく農用地利用集積計画の決定について

• 報告第２号

…………７件

※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除

• 議案第２号

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制

農地法第１８条第６項の規定による

した旨の報告です。
広報たが 201３年３月号
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社会教育委員会

定住自立圏

生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@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

社会教育委員活動報告

地産地消の取り組みを進めています

１月３０日、滋賀県庁において平成２４年度 「滋賀県社会教育研究会

生涯学習フォーラム」が開催されました。滋賀

湖東圏域地産地消推進協議会では、
湖東定住自立圏共生ビジョンに記載された地産地消事業を具体的に推進するにあた

県内の生涯学習・社会教育関係者が、
「今日の生涯学習・社会教育の現状と課題について、学習・交流し、今後の社会教

り、
昨年６月に
「湖東圏域地産地消行動方針〜地産地消の人づくり・まちづくり〜」
を策定し、
湖東圏域で地産地消を推進す

育の振興と活動の一助とする」を趣旨に、当町から社会教育委員２名と事務局２名が参加しました。当日は、大阪青山大

るため、
今後３年間の基本的な考え方や活動分野、
関係者の役割などを明確化しました。

学教授と滋賀大学名誉教授を兼ねておられる住岡英毅（すみおか・ひでき）氏による基調講演と、コーディネーターとパ
ネラーによる「社会教育を通じた人づくり」と題したシンポジウムが行われました。
今後「新しい公共」の担い手づくりとして、社会教育はますます重要になってきます。本フォーラムでは、先進的な事例
報告の中から見える「社会教育を通じた人づくり」について学びました。

基本理念 「顔が見え、話ができる」関係の構築
施策を推進するための４つの柱
【生産振興】

滋賀県生涯学習フォーラムに参加して
社会教育委員

小菅

辰一

は自分たちで考え、皆でつながりあって考えながら解決

全体についてご報告することは私の能力では大変難

する必要があります。人々がお互いに育て合い、
育て合う

しいことですので、基調講演のごく一部に過ぎませんが

（教え合い、学び合う）世の中になってきたことからそれ

感じたままをご報告いたします。
今なぜ「社会教育を通じた人づくり」が必要なのか、
と
いう演題で基調講演がありました。グローバル化した世

ぞれの体験、経験、知識を出し合い、
「学びの成果の社会
的還元」をお互いの間で活発にしていくことが、地域の
向上にとって大変必要となってきました。

の中、異常に発達したマスメディア、いろいろな課題が世

家族構成の変化、経済優先のための職住分離などに

界規模で渦巻いている中で生活している現在、若者の考

よって地域力が低下し、地域による青少年の健全育成に

え方や、世の中の価値観が大きく変化してきており、今

影を落としているといわれる今日、地域の人たちのさま

までのような縦割り、中央集権的な教育では解決できな

ざまな経験や、知識を発揮していただける育成協議会に

いこと、隙間ができてきました。その隙間を埋めるために

していくことが大変重要なことだと考えさせられました。

社会教育委員

火口

２.地元農林水産物を利用してより豊かな学校給食にしよう

• 圏域内消費者の需要に応じた生産の振興

学校給食において地元農林水産物の利用を増やす取

• 付加価値を付けた商品開発

り組みを通して、子どもたちに安全・安心な農林水産

• 食育活動や地域活性化策との連携

物を提供するとともに地域の農林水産業への関心を

【消費拡大】
• 地元農林水産物への消費者意識の高揚

深めることを目指します。
３.身近な消費者に地元農林水産物を届けよう

• 圏域内での流通・販売

直売所において消費者のニーズに応えられる品揃い

• ブランド化や新商品開発

を増やします。また、直売活動が農業者の所得を増や

【人づくり】

し活動の張り合いとなるとともに、消費者の評価が高

• 生産者から消費者まで幅広い参画

まり
「地域ブランド」として認められるように推進しま

• 生産者と消費者が互いに身近に感じ、生きがいを持

す。

ち、圏域への愛着心を醸成
• 地域の食や農の担い手を育成し、地産地消推進
リーダーの発掘・育成
【まちづくり】

４.地元農林水産物の新たな利用者を増やそう
圏域内の外食産業や流通業・サービス業で地元農林
水産物の利用を呼びかけ、販路を拡大します。
５.農林水産業を体験しよう

• 住民が「食」と「農」に積極的に関心を持ち、地域へ

生産者と消費者が一緒に食材を自らが育て、収穫し、

の誇りを育み、子どもたちに伝承できる地域づくり

調理する体験活動を推進します。活動を通して、
「命を

• 人と物と情報に関わるネットワークの構築

社会教育を通じた人づくりについて

届けられるように努めます。

大切にする」や「食の乱れを改善する」
といった意識を
育て、普段の生活や社会の中で楽しく取り組めるよう

６つのスローガン

悠治

研究会の後半でシンポジウムがあり、二つの発表があ

１.安全・安心な地元農林水産物の生産を増やそう

に努めます。
６.みんなで地産地消活動に参加しよう

地元農林水産物に対するニーズを把握し、求められた

みんなが気軽に地産地消活動に参加できるよう情報

一つは、滋賀県立大学の「近江楽座の取り組み」で、大

農林水産物を生産者や関係機関が協力して生産しま

を発信します。

学の指導の下で活動するのでなくて、大学生が主体的に

す。また、生産された農林水産物が消費者に安定して

りました。

プロジェクトを組み立て、地域に貢献する活動をすると

多賀町では、次のような取り組みを実施し
ました

いうものでした。
もう一つは、草津市の「地域共同合校の取り組み」でし

秋冬野菜栽培研修会

た。そこでは、地域と学校と家庭がそれぞれの教育機能
を十分に発揮し、互いに協働することにより、子どもが健

地産地消の担い手を育てるという目的のもと、生産者

全に育ち、人が輝く地域づくりを目指すというものでし

の技術向上を目指して秋冬野菜栽培研修会を開催しま

た。

した。秋冬野菜を育てるために必要な土づくりから種の

二つの事例は、
とても素晴らしく、
これからの健全育成

播き方、育て方などについて滋賀県湖東農業農村振興

や自分育ちに大変参考になりました。

事務所の井上技師からアドバイスをいただきました。次
は春夏野菜の栽培研修会を３月に実施する予定です。
▲研究会のようす

広報たが 201３年３月号

10

▲秋冬野菜研修会
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レジ袋有料化／防災

警報システム

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

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

滋賀県下「レジ袋有料化の一斉実施」が始まります

全国瞬時警報システム（Ｊ−ＡＬＥＲＴ）
試験放送について

４月１日から、滋賀県内の多くのスーパーマーケットで、食品を中心としたレジ袋の有料化が実施されます。
レジ袋の削
減はごみの減量だけでなく、省資源や地球温暖化の防止につながるものです。買い物にマイバックを持参する行動をきっ
かけとして、
地球にやさしいライフスタイルを考えてみませんか？

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
急情報が、確実に住民の皆さんへ届くか、試験放送を実施します。

多賀町におきましては、お買い物袋持参運動協力店で

また、併せて有線放送と連携のもとに「緊急放送」の試験放送も実施をしますので、お知らせします。

レジ袋を使わずマイバックでお買い物いただいた場合、
エコポイントを加点し、
ポイント数に合わせて町指定のご

放送日時

み袋と交換できるごみ減量運動を実施しています
（エコ
スタンプ２０個でごみ袋５枚と交換）。お買い物の際は、

３月１１日（月） 午前９時ごろ

ぜひマイバックを持って、多賀町の商店へお出かけくだ
さい！

「これから緊急放送の試験放送を行います。」

どうして『レジ袋』を削減する必要があるの？
ことができます。

①ごみの減量
国内では年に約３００億枚のレジ袋と約２８億枚の紙
袋が使い捨てられています。
１人当たりにすると年間

③ライフスタイルの変革
レジ袋削減の取組は「使い捨てのライフスタイル」か

３００枚近くレジ袋が使われています。

ら、
「もったいないの心を大切にするライフスタイル」へ

②省資源

変えるきっかけとなります。

レジ袋を１０枚つくるのに２００㏄のコップ１杯の石油
が必要です。国内で捨てられるレジ袋だけで毎年６億リッ

節約することで６０Ｗの電球１時間分の石油を節約する
彦根市消防署

「これで緊急放送の試験放送を終わります。」

レジ袋削減の取組は、誰にでも、簡単にできる取組で
す。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

トルの石油が使われていることになり、
これは東京ドー
ムの容量のちょうど半分に相当します。
１枚のレジ袋を

有線
サイレン
緊急放送 「ただ今緊急放送の試験放送中です。」×３回

【参考資料】
環境省「３Ｒまなびあいブック」
２０１１年３月改訂

犬上分署 （電）
３８-３１３０

消火栓の付近での駐車禁止

「ジェイアラートの試験放送です。」×３回
Ｊ-ＡＬＥＲＴ
「ジェイアラートの試験放送を終わります。」
※上記の放送内容は、当日の放送内容と若干異なる場合があります。

皆さんは町内に設置されている
「消火栓」や「防火水槽」はご存じですか？
「消火栓」や「防火水槽」は道路脇や道路上に
設置されており、
標識のあるものや蓋などにマーキングされているものもあります。
これらは、火災時の消火活動で欠かすことのできない施設で、消防車に使用する水を供給するものなのです。
しかし
「消
火栓」や「防火水槽」付近に駐車車両があり、消防活動の障害となるケースも発生しています。消火栓、防火水槽付近での
駐車は禁止です。また、道路交通法で定められている次のことを守りましょう。

消防水利周辺の駐車禁止部分
１.消火栓から５メートル以内の部分
２.防火水槽の側端または、これらの道路に接する出入り
口から５メートル以内の部分
３.防火水槽の吸水口もしくは、吸管投入口から５メート

Ｊ−ＡＬＥＲＴ
（ジェイアラート）
とは
多賀町では、平成２３年４月１日から、有線放送を活用
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
イル情報といった対処に時間的余裕のない事態が発生
した場合に、国が人工衛星を用いて情報を送信し、役場

ル以内の部分

で受信するとともに、有線放送の緊急放送を自動起動

以上の３項目となっています。また、
「消火栓」や「防火

することにより、各ご家庭に設置してある有線放送のス

水槽」付近以外の場所でも、路上駐車車両により緊急自

ピーカーから、緊急情報を伝達するシステムです。

動車が通行できない場合があります。緊急活動は一刻を

すばやく情報を伝達することによって、早期の避難や

争うものとなりますので、住民の皆さんのご理解とご協

予防措置などを促し、被害の軽減につながることが期待

力をお願いします。

されます。

広報たが 201３年３月号
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海外派遣事業／軽自動車税

海外派遣事業／湖東・湖北医療ネット

生涯学習課（役場内） （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@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

ＮｅｗＺｅａ
ｌａｎｄの海外派遣に行って

海外研修報告

多賀中学校２年生

多賀中学校２年生

神細工友梨

初めての海外にドキドキしての出発でした。
現地に着いてすぐ、冬の寒さを感じ、南半球に来たのだと感じました。ベツレヘムカレッジに着いて、敷地の広さなど日
本の学校と全然違う様に思いました。初めてのホストファミリーのお迎えに、初めはドキドキしたけれど、自分の英語が通
じたことがうれしく、少しホッとしました。きれいな白い家に着くと土足であることに違和感がありましたが、とてもＦｒｉｅｎｄｌｙな
ホストファミリーで、すぐに緊張がほぐれました。
私は毎日、夕食後にホストファミリーと話すことが大好きで、いつも１時間くらい話しました。マザーのシャランさん、ファ
ザーのべリーさんのほかに、韓国から来た高校の留学生のユジュンさんもいたの
で、聞き取りが難しかった英語の解読を助けてもらったりもしながら、にぎやかに
過ごしました。
学校では、私と同じ学年のクラスに入り、理科や国語の授業などを受けま
した。もちろん英語での授業なのであまり理解しづらかったけれど、図などをヒン
トにして理解しやすいところもありました。５０分間の授業を受けた後は、英語
への集中と緊張感で、ヘトヘトになりました。
日曜日には、モグヌイ山の登山や近くのビーチに連れて行ってもらったりして、
ホストファミリーとゆっくりと楽しい時間を過ごせ、理解も一層深まりました。ま
た、夕食には私がつくったちらし寿司を食べてもらって、みんなが美味しいと言っ
てくれたことも、とてもうれしかったです。でも、楽しい休日はあっという間に過ぎ
▲ホストファミリーと
てしまい、ずっと長くこのまま一緒に過ごすことができるならと思いました。
私は今回の海外派遣に参加できて本当によかったと思います。たくさんの人
に出会い、この方たちのおかげで、このニュージーランドの海外派遣ができている
のだと感じました。その多くの人とのコミュニケーションにより、人との関わり合い
を学ぶことができました。また、日本と違う文化や習慣もたくさん学ぶこともで
き、よかったと思いました。この経験を将来に活かせたらいいなと思います。
ホストファミリーの皆さん、お世話になった皆さん、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）

▲休み時間

川島

功聖

僕は、今回、多賀町の海外研修で、ニュージーランドに行かせていただきました。海外に行くのは、もちろんのこと、
初めてで、初の海外がニュージーランドでした。
ニュージーランドでは、タウランガでホームスティをしました。ホームスティ先の家族は、みんな優しく温かかったです。
その家には、ジェットバスがあったのでビックリしました。毎日ジェットバスに入れて嬉しかったです。夕食の時には、家
族の人が英語で話しかけてくるので、少し戸惑いました。学校で一緒に行った友だちとだけ日本語で話せたので
「ほっ」としました。
授業の時には、英語で、聞き取れるようにがんばりました。その時は、ま
だ友だちと授業を受けていたので良かったのですが、ホームスティ先の兄弟
の人と会話する時や授業を受けるときには、ニュージーランドでいう「国語」
日本で言う「英語」で本当に何を話しているのか分かりませんでした。で
も、理科の授業の時は、何を話しているか分かりました。アクティビティは、
乗馬体験をしました。馬の上から見る景色はとっても綺麗でした。写真も
たくさん撮りました。休日は、兄弟が出場しているサッカーの観戦をしたり、
山に行ったり、とっても大きなモールに行きました。モールは、いろいろな店が

▲ホストブラザーたちと一緒に

あってすごく楽しかったです。食事は、ニュージーランドのお寿司を食べまし
た。意外に美味しかったです。そのほか、ニュージーランドの名物を食べたり、
写真を撮ったりいろいろなことができて、楽しい日々を過ごしました。初の
海外は、僕にとって楽しかったです。
今後、今回、ニュージーランドで学んだことや感じたことを自分に生かし
ていきたいです。本当に、ニュージーランドに、行けて良かったです。
（原文のまま掲載しています）

▲全校集会のようす

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

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

軽自動車の廃車手続きはお済みですか？

湖東・湖北医療圏地域医療連携ネットワ−ク（名称：湖東・湖北医療ネット）

軽自動車税は、毎年４月１日

４月から、彦根市立病院・市立長浜病院・長浜赤十字病院に入院・外来受診した患者さんの診療に関する情報（血液

現在に軽自動車（バイク、農耕

税が課税されます。手続きが必要な方は、
３月２９日（金）ま
でに下記の場所で手続きをお願いします。

用車両、ミニカーなどを含み
ます）
を所有または使用してい
る人に課税されます。
すでに、車両を処分したり、
他人に譲ったりした場合でも、
廃車や名義変更を済まされな
いと平成２５年度の軽自動車
広報たが 201３年３月号
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検査結果、
ＣＴやエックス線写真、薬の処方内容など）医療機関でを共有できる医療連携ネットワ−ク
（湖東・湖北医療ネッ
ト）が稼働します。

原動機付自転車（１２５㏄以下）
・農耕用車両など
税務住民課 （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３
軽二輪（１２５㏄超 ２５０㏄以下）
・小型二輪（２５０㏄超）
滋賀運輸支局 （電）
０５０-５５４０-２０６４
軽自動車（三輪・四輪）
軽自動車検査協会滋賀事務所 （電）
０７７-５８５-７１０３

共有先である湖東および湖北地域内で参加する病院
や診療所においては、
この診療情報を利用して、
これま
でより安心・安全かつ適切な医療を提供することができ
ます。
このネットワ−クは、患者情報が外部に漏れないよう暗
号化して厳格に情報を保護するしくみを構築しています

ので、安心して利用することができます。
また、診療情報は、事前に同意いただいた患者さんの
情報に限って利用いたします。
詳しくは、湖東・湖北医療ネット整備運営事務局（滋
賀県長浜保健所（電）
０７４９-６５-６６６０）
にお問い合わせ
ください。
広報たが 201３年３月号
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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

３月１日から３月８日までは、
「女性の健康週間」です。いつまでも美しく健康でいるために、自分の体を知り毎日の生活

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目指して、啓発事業・広報活動などを展開しています。こ
の運動の一つとして、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
おいしく食べよう

笑いましょう

笑うと幸せ

笑顔が

強くする

僕を

家族との

深い絆を

ニコニコと

女性の体は女性ホルモンによって変化します。長い人生を健康で快適に過ごせるよう、心と体の特徴を知っておきま
しょう。

《多賀中学校２年》

あげたらら

を見直してみましょう。

語

みんなでね

やってくる

大切に

みんなの笑顔

あたたかい

名
辻

女性の体と心の変化

前

明 日 輝

思春期

また、更年期にあらわれる症状は体ばかりではなく、不

土 田

美 智

徳 留

魁 人

女性ホルモンの分泌量が急激に増え、大人の女性へ

安感やうつ状態、
イライラといった心の変調などもかな

と成長していきます。
しかし、体の成長に比べて心の発

り見られます。そのような場合は、
ひとりで悩まず婦人科

富 田

卓 磨

達が未熟でアンバランスになることもあります。

などの医師に相談しましょう。

中 居

深 紅

性成熟期
心身ともに成熟期に入り、就職、結婚、出産など充実し

この時期は、子どもの独立に伴って感じる寂しさや親

友達の

嫌がることは

やめようよ

夏 原

好 望

育もう

やさしい心と

笑顔の輪

西 川

千 尋

It’s FRIEND!!

西 澤

拓 未

野 村

健 太

野 村

咲 帆

女性ホルモンの分泌量が減少し、
ホルモンバランスが

女性ホルモンの分泌が停止し、体のさまざまな部分で

樋 栄

桃 香

乱れやすく、いわゆる更年期障害といわれる心身の不調

少しずつ老化が始まります。内臓機能が低下し、
しみやし

平 居

凛 華

があらわれる時期です。ほてり、のぼせ、発汗、冷え、肩

わができ、白髪が増え、骨がもろくなるなど、
これらの変

こりなど症状の出方や程度は人によってさまざまです。

化はふだんの心がけや生活習慣によって、その出方とス

助け合い

絆を深める

ふるさとの

景色やにおいは

宝物

の介護など、いろいろな出来事が重なりストレスの要因

増えてきます。ふだんの健康管理に気をつけ、定期的な

をかかえやすい時期ともいえます。

健診を習慣づけたいものです。

更年期

老年期

友達と

たくさん笑えば

友達と

笑いあって

友達と

笑顔がたえない

友達の

笑顔が絆を

強くする

平

友達は

一生大事な

人達だ

平 塚

丈 裕

なかには、
まったく感じない人もいれば、いくつか重なっ

ピードに個人差があらわれます。若い時以上に健康に気

て、日常生活にも支障をきたすほど強く症状があらわれ

をつけ、
これからの人生を楽しみたいものです。

深 田

樹 暉

る人もいます。

藤 井

柊 斗

ふかめよう

藤 内

未 来

楽しいね

絆が深まる

た時期です。さまざまな女性特有の病気もこの時期から

楽しいね
毎日だ

友達の

毎日ワイワイ
笑顔を見ると

たのしいな

笑顔でね

うれしいな

みんなと絆を

田

倫

健康を支える基本は生活習慣です

ふるさとは

笑顔が光る

いいところ

藤 内

理 真

いつまでも

家族の絆を

大切に

藤 谷

雅 也

みんなのね

笑顔はいつも

堀 江

巧 真

本的な生活習慣を整えることです。食事のバランスに気

無理なダイエットによる「やせ」は、低体温などの原因

堀 川

拓 真

を付け、運動の習慣をとり入れるなど、毎日の小さな積

になります。肥満は生活習慣病の原因になるばかりで

み重ねが、健康と美を保つためのポイントです。

なく、
ホルモンの分泌リズムを狂わせます。

友だちと

すごす時間は

あったかい

たのしいよ

たのしいな

いつでも

まいにちワイワイ
スマイル

にぎやかだ

YES

水 口

たくさんの

笑顔があふれて

しけわらい

それでもわらえりゃ

友達を

作って笑顔を

ふるさとの
一緒に

うれしいね

大切に！！

居

華 帆
佑

山 口

愛 菜

みんなでね

山 本

涼 太

吉 川

甲 斐

渡 辺

翔 貴

ふるさとは

とってもいいな
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安

かの子

大切にしよう

大事にしよう

広報たが 201３年３月号

森 杉

奨 基

菜 美

ふるさとを

みんなの笑顔を

宮戸

那々子

柳 澤

いてくれる友達を

その笑顔

それでいい

あふれさそう

動物たちを

三木

ふるさとは
作るだろう

いつまでも美しく健康でいるために必要なことは、基

• バランスよく食べましょう

•「やせ」も「肥満」も要注意です

• 体を冷やさないようにしましょう。

１日３食、栄養のとれた食事をとりましょう。
「ごはん」

季節を問わず手足が冷える「冷え症」は女性に多くみ

のほかに、
タンパク質を中心としたメインの「おかず」

られます。冷えると体の免疫力が落ちます。夏の冷房

（肉、魚など）
と、もう１品（野菜、きのこ、海藻など）つ
けましょう。
• 運動を無理なく楽しく続けましょう
適度な運動は自律神経のはたらきを活発にし、全身

対策に１枚はおる、冬は体を温める食べ物を積極的に
とる、
シャワーだけでなく湯船につかるなどふだんか
ら体を冷やさないように気をつけましょう。
• タバコはダメ、お酒は控えめに

の血行を促します。習慣化することで、生活習慣病

喫煙は美容の大敵です。妊娠、出産やこどもの成長

の予防やストレス解消など、さまざまな効果がありま

にも悪影響を及ぼします。また、飲酒の機会があると

す。自分に合った運動やスポーツを楽しみながら続け

きは「ひかえめ」を心がけ、飲み過ぎないようにしま

ましょう。

しょう。
広報たが 201３年３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

おはなしのじかん

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

日時■３月３０日（土） １０時３０分〜１１時３０分

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

日時■３月６日（水）、
４月３日（水）

大会議室

内容■館内にあるチラシをご覧ください。

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

対象■幼児〜児童
（小学校低学年程度）
とその保護者

対象■大人の方

平成２４年度子どもゆめ基金助成活動

季節風びわこ道場2012
こ し み ず

り

え

こ

春を呼ぶ風

れいじょう

越水利江子さんとの読書会

令丈ヒロ子さんの講演会

日時■３月１６日（土） １５時〜１７時

日時■３月１７日（日） １０時〜１２時

参加費■無料

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

受付■３月９日（土）〜 先着順（定員３０人）

講師■越水利江子さん

講師■令丈ヒロ子さん

定員■２５人

司会■越水利江子さん

内容■作家さんを囲んで、本の感想を話し合います。

定員■７０人

本の読み聞かせボランティア募集

お申し込み・お問い合わせ■多賀町立図書館

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

随時、
メンバーを募集しています。

参加費■無料

参加費■無料

ださい。

申込受付■３月２日（土） １０時〜

申込受付■３月２日（土） １０時〜

主催■季節風びわこ道場

本の紹介

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

特別整理期間（蔵書点検）が終了しました

一般書

ふる

老年力

西

三浦

朱門／著

大会議室

内容■児童文学作家、令丈ヒロ子さんによる講演会。

ています。興味のある方は多賀町立図書館までご連絡く

詳しくは図書館までお問い合わせください。

加奈子／著

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

※令丈ヒロ子さんも参加されます。

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

サークルのご案内

大会議室

「多賀町立図書館応援団」活動日

長期休館により、皆さんには大変ご迷惑をおかけいた

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

しましたが、
ボランティアの方々のご協力を得て、無事点

います。

東京：河出書房新社 ９１３.６ニシ

東京：海竜社 Ｓ９１４.６ミウ

検作業を終了しました。皆さんのご理解・ご協力に感謝

日時■３月９日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

池井戸花しす、
２８歳。誰にも嫌われない

歩ける体力、頼らずに生きる力、一人で

し、
お礼申し上げます。

場所■あけぼのパーク多賀

よう、つねに周囲の人間の「癒し」である

生きる力、過去を生かし創造する力、さ

ことにひっそり全力を注ぐ日々。だが、彼

さやかな自立力…。作家・三浦朱門が、

女にはポケットに忍ばせているＩＣレコーダーで、日常の

充実した第二の人生を生きるために必要な力について

会話を隠し録るという変わった趣味があった…。

綴ったエッセイ。

対象■中学生以上の方

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

（毎月第１・３土曜日）

予約資料の取置期間について

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。

予約資料がご用意できましたら、予約時にご選択いた

特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも

児童書

ちいさなおはなしやさんのおはなし

ジャコのお菓子な学校

竹下

ラッシェル・オスファテール／作

文子／作

図書館内

だいた方法で連絡します。連絡から１週間以内に受け取

参加していただけます。

りに来てください。取置期間を過ぎますと予約が取り消
しになりますのでご了承ください。

東京：小峰書店 Ｋ９１３タケ

東京：文研出版 Ｋ９５３オス

ちいさなおはなしやさんは、
ふるいおは

食べることが大好きな小学生のジャコ

なしのきになる
「おはなしのみ」
をうってく

は、ある日、図書館でクッキーの作り方

３月の休館日

らしています。やわらかくにた「おはなし

が書かれた本を見つけた。お菓子（か

※２１日（木）は、振替休館日です。

※２５日（木）は、
月末整理のため休館です。

のみ」
をくちにすると、
たのしいおはなしがくちのなかにひ

し）をつくるたびに、算数も長い文章も

※２８日（木）は、
月末整理のため休館です。

※３０日（火）は、振替休館日です。

ろがっていくのです。あるあきのひ、
ふるいおはなしのきが

ニガテじゃなくなってきた。ところが、お菓子屋さんを始

おれてしまい…。

めたら、
らんぼうな中学生たちがやってきて…。

ミカエル・エスコフィエ／文

東京：西村書店

東京：光村教育図書 ＫＥレイ

ＫＥナニ

４月

1

12

日

ホセ・カンパナーリ／文

３月
日

れいぞうこにマンモス！？

第１金曜日 第２金曜日

なにか、わたしにできることは？

４・１１・１８・２１・２５・２８日

４月の休館日

１・８・１５・２２・２５・３０日

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
Ａコース（大滝） Ｂコース（多賀）

絵本

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）

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

毎日、おじさんは新聞を読む。そこに

ノエがおうちの冷蔵庫を開けたら、そ

は、全身がふるえあがるような記事も

こにマンモスが！消防署の人に捕まえ

あり、おじさんは不安でたまらなくなる。あるとき、口を

てもらおうとしますが、マンモスは、外に逃げ、大きな木

ひらくとこんな言葉がとびだした。
「なにか、
わたしにでき

の上に登ったまま下りてきません。ノエたちは諦めてお

※利用カード、本ともに図書館と共通です。 天候などの都合で巡回中止になる場合があります。

ることは？」すると…。

うちに帰りますが…。

※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。

19

日

18

日

広報たが 201３年３月号

8

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

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

アケボノゾウは成人式を迎えました

あけぼのパーク

多賀町立博物館

トピック展「多賀のワニ化石」
２０１０年春、古琵琶湖層の粘土から化石を探す「親子

湖層から産出したさまざまな化石やワニの全身骨格な

化石発掘体験」に参加していた小学生の女の子が、黒く

ど貴重な関連資料を展示します。初公開となる多賀のワ

然のことながら、子どもた

てツヤのある小さな化石を見つけました。この化石、実

ニ化石をぜひお見逃しなく！

ボノゾウは、
この２月で発見されて２０年になりました。

ちにとっては生まれる前

は多賀町では初めてとなるワニの歯の化石だったので

会期■３月２日（土）〜３月３１日（日）

１８０万年ぶりに四手の里山から姿を現し、全身骨格と

の出来事。町内で起こった

す。このトピック展では、
ワニの歯をはじめ多賀の古琵琶

会場■あけぼのパーク ギャラリー

して生まれ変わってから、いわば成人式を迎えたことに

大事件も教科書に載って

なります。いまや、
この全身骨格は大昔の日本列島の自

いる遠い世界のお話のよ

然の様子を教えてくれる標本として、全国の小中学校の

うに思っているようです。

発見から２０年
あけぼのパーク多賀のホールに展示されているアケ

教科書に載るまでになっています。その一方で、時が経
つにつれて、地域の皆さんをはじめ、関わってくださった
方々の記憶からも薄れつつあるように感じています。当

▶「 わくわく理 科（ 啓 林 館 発
行）」に紹介されています

心を培うふるさとの自然
アケボノゾウ化石の発見は１９９１年から始まった「び

２０年前の発掘が終わった次の日、ニュースを聞いて、

わ湖東部中核工業団地」の造成工事がきっかけでした

降りしきる雨の中発掘現場を訪れた子どもたちがいまし

が、多賀町の先輩方はそれよりずっと以前から、自然を

た。
しかし、せっかく訪れた現場には、ひとかけらの骨も

題材に心豊かな子どもたちを育てる教育に力を注いで

残っていませんでした。がっかりした子どもたちの顔、顔

きました。
４０年以上前に始まった「大君ケ畑の花暦」、そ

……。それ以来、私たちは、再び機会が訪れたときには、

の後の「オシドリの里」は学校あげての多賀町の自然環
境を考える取り組みでした。また、多賀の自然を調べよう

「ふるさとから化石が発見された！」という感動を、子ど
もたちと共有したいものだと思い続けてきました。

と地元の先生方が集まって「多賀町自然を探る会」がつ
くられたこともありました。

▲ネパールの川に生息するインドガビアル。多賀のワニもこんな感じだった？ （岡村喜明さん撮影）

〜ワニ小噺〜
今度のトピック展の主役であるワニ。残念ながら現代

ことを言います。簡単に言うと、卵の時期にどんな温度

の日本にワニは生息していませんが、動物園や水族館で

で過ごすかによって、オスになるかメスになるかが決ま

ンゾウ化石。伊勢の国まで通じていると言い伝えられて

置き物のようにじっとしている姿を見たことがある人は

るのです。温度で性別が決まってしまうなんて、
なんだか

きた「河内風穴」。
「星がよく見える」
ということで建設さ

多いかと思います。そのするどい歯や大きなあご、
ごつ

不思議な感じですね。ちょっと信じられないかもしれませ

れた「ダイニックアストロパーク天究館」。そして、里山か

ごつした皮膚など、外見からはとてもこわい印象を受け

ん。でも、
このことは、多くのカメや一部のトカゲなどで

らは１８０万年間も埋まっていた「アケボノゾウの全身骨

る生き物ですが、その体にはいろいろな不思議がつまっ

確認されていることなのです。そして、実はワニも温度

格」。地中から宇宙まで自然へのロマンをかき立てる贅

ています。

依存性決定であることが知られていて、今も研究が進め

１００年も昔から、何個も見つかっている芹川のナウマ

沢な資源がこれほどそろっている町はありません。多賀

突然ですが、私たち人間を含む多くの生き物の性別

られています。たとえば、温度が低いとメス、中間だとオ

町の子どもたちはそのようなふるさとで育てられ、美し

は、性染色体と呼ばれるものによって決められます。この

ス、高いとメス…というようになることを、人工的に孵化

い星空、清き流れの川、そして森や里山に抱かれて郷土

ような遺伝的要因による性決定様式を遺伝性決定（ＧＳ

させて調べたりしているのです。

の自然を大切に思う心が培われてきたように思います。

▲発掘現場を訪れた子どもたち

未来を切り拓く

Ｄ−Ｇｅｎｅｔ
ｉ
ｃ ｓｅｘ ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎａｔ
ｉ
ｏｎ）
と言い、理科や生

今回ご紹介した性決定の話題は、生理学という分野で

物の教科書で勉強するのはこの決定様式です。
Ｘ染色

体の中で起きる現象についてでした。パッと目につくワ

体、
Ｙ染色体という言葉に聞き覚えがあるのではないで

ニのその迫力ある見た目はもちろん、
どんな生活をして

しょうか。オスとメスの比率がどのようになるかは、生き

いるんだろう、
どんな仕組みが体の中で働いているんだ

広報１２月号でお知らせしました通り、現在、住友大阪

のは初めての経験。
「自然を大切に思う人々の住む多賀

物がうまく子孫を残していくことに大きく影響することか

ろうと、ぜひいろいろな視点から今回の展示を見てみて

セメント滋賀鉱産様のご協力をいただき、来年度の「ア

町であれば……」
と姿を現してくれたアケボノゾウ。多賀

ら、性比がほぼ１：１になる遺伝性決定はとても有利な

ください。きっと、新たな発見ができると思います。

ケボノゾウ発掘２０周年記念事業」に向けて準備を進め

町立博物館はその心づか

戦略であると考えられています。

ています。この事業では、地域の皆さんとの共同発掘も

いを裏切ることなく、成人

しかしながら、
自然界には遺伝性決定とは異なる、温度

視野に入れ、多賀町の自然遺産がより充実したものとな

した彼の未来を切り拓け

依存性決定（ＴＳＤ−Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ-ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｓｅｘ

り、町づくりに貢献できるように努力するつもりです。

るように考えていきたい

ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎａｔ
ｉ
ｏｎ）
という機構が存在することを、皆さん

と思います。

ご存じでしょうか。温度依存性決定とは、胚が発生すると

１８０万年前、日本列島には人は住んでいませんでし
た。里山から出てきたアケボノゾウにとって、人と出逢う
広報たが 201３年３月号
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きに経験する温度によって性別が決まる性決定様式の
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緑のふるさと協力隊

スポーツ

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

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

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！

平成２５年度多賀町スポーツ少年団団員募集中！
もうすぐ心躍る４月ですね♪ いま、
小学生の皆さんの心の中には、たく

多賀剣道部スポーツ少年団

さんの夢が膨らんでいるのでしょう

団費■月額１,０００円

ね。春は、何かを始めるには最高の季

活動日■水曜日１８：００〜１９：３０

山林組合では、先日初めての枝打ち

節です。はじめの一歩として、たくさ

木曜日１９：３０〜２０：３０

に境内にあるご神木が鳥居を巻き込み倒れてしまいまし

の作業を体験させていただきました!! ど

んのお友だちが待っているスポーツ

※木曜日は場所と時間に変更

た。僕がこっちに来たころにはご神木も鳥居も撤去され

の作業員さんもスムーズにこなして

少年団に入りませんか？ 詳細は多賀

あり

ており、
まだ鳥居のある「調宮神社」の姿を知りません。

いたので、なんとなくできるだろう

町スポーツ少年団事務局（多賀Ｂ＆Ｇ

場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海

協力隊任期であるこの一年はずっと鳥居のない状態で

と思っていたのですが、見るとや

海洋センター内）へお問い合わせく

いろいろな行事をおこなってきました。この文章を書い

るのとでは大違い!! 下手に木に傷をつけてしまいました

ださい。

ている現在はまだ完成していないのですが、
この記事が

（練習用の曲がった木なのでまだ良かったですが）、、、

皆さんのお目にかかるころにはできているはずです! 今

また機会を設けていただけるとのことなので、帰るまで

後、
「調宮神社」に鳥居のない期間はないと思います、そ

にはマスターしたいと思います!!！

多賀町栗栖「調宮神社」に鳥居が復活!!!
僕がお世話になっている「栗栖」では、昨年４月あたり

う願っています! なので、僕は非常に貴重な体験ができ
たと思っています! 完成後と完成前の記録をとっておこ

協力隊の任期もあとわずか!!! 後悔しないように思っ
たことにどんどんチャレンジしていこうと思います！

うと思います！

多賀少年野球スポーツ少年団

多賀ｋ
ｉ
ｄｓバレーボール
スポーツ少年団

団費■月額 クラブ生２,０００円

団費■月額１,０００円

教室生５００円

教室生…火・木曜日

させていただいています! 収穫作業も先が見えてきて

（ 年 中 〜６年 生 ）

ぼちぼち休憩しながらおこなっています♪ 栗栖での作

１８：３０〜１９：３０

業はいつもリードしてもらっていましたが、多賀にんじん

場所■滝の宮スポーツ公園など

の収穫は僕の方が先輩なので教える側に回り作業をお

公式ＨＰ■ｈｔｔｐ：//ｔａｇａｂｂｃ.ｆｃ２ｗｅｂ.ｃｏｍ/

（別に保険代など１,０００円）
活動日■水・木曜日
１８：００〜２０：００
土・日・祝日（日曜日は午前中）
※練習試合に変更の場合あり
場所■多賀勤労者体
育センター

進めさせていただいています♪

▲栗栖「地鎮祭」

趣味、私生活
先日、東京の友人が遊びに来てくれました!!! 栗栖の
雪景色に感動し、
終始写真を撮っていました♪ 僕は多賀

春に向かい始め、気分的にも「暖
かくなったら何か身体を動かす
ことを始めてみよう」
と計画や目
標を立てるにはいい時期かもし
れません。
今回は、いつからでも気軽に
始められる「ウォーキング」につ

ＴＡＧＡミニバスケットボール
スポーツ少年団

日本正剛館空手道湖東多賀
スポーツ少年団

団費■月額１,０００円

団費■月額１,５００円

活動日■火・木曜日

活動日■水・土曜日

すぎたことだと思います!!! これからは少し控えめにしな

１８：３０〜２０：３０

ければ。。。

土曜日

特別な技術もいらず、何といって
もあまりお金をかける必要があ
りません。
【効果】有酸素運動をすることに
より心肺機能を高め、刺激を与
えることで筋力の低下を防ぎ、骨
を強くします。また、血行が良く
なり持久力も高まります。
【歩く】
１回の運動の目安は２０分
から３０分以上が理想です。週１
回から始めて徐々に時間を増や

こなっています。こっちに来てから教えていただくことば
かりで今の立ち位置は少し慣れないですが楽しく作業を

３月に入り寒いと感じる冬から

【特徴】いつでもどこでも行えて

（小学１〜６年生）

じんの収穫作業、最近では栗栖の仲間とともにお手伝い

ウォーキング

いて簡単に触れてみます。

活動日■クラブ生…土・日・祝日

１１月くらいから関わらせていただいている多賀にん

洋センター

スポーツ推進委員かわらばん

１９：００〜２０：３０
場所■大滝武道館（水曜日）

すのもＯＫ。時間帯で効果の違
いはありませんが満腹・空腹時
をさける方がいいでしょう。コー
スは安全で楽しんで歩ける場所
を選びましょう。歩き方は基本的
にリラックスして背筋を伸ばして

の雪にはだんだん慣れてきましたが、今も山や田んぼに

９：００〜１２：００

多賀町Ｂ＆Ｇ海

胸を張り、少し大きめの歩幅が理

向けてシャッターを押し続けています♪ ふわふわした雪

※試合前には練習試合あり

洋センター

想です。

が降り積もる山その先に見える青い空、朝の雪かきには

場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

慣れそうですが、
この綺麗な景色にはいつまでも感動し

（土曜日）

大滝小学校

【その他】目標を持って歩くこと
も大切ですが、挫折するとすぐに

ていると思います♪

止めてしまうので、楽しみながら

大滝柔道スポーツ少年団

多賀ジュニアフットボールクラブ
スポーツ少年団

できる方法を見つけましょう。
１

いくらいお肉が付いてきました、、、原因の一つとしては、

団費■月額１,５００円

団費■月額１,０００円

ここのところ全然フットサルやバスケットに全然行けて

活動日■火曜日１９：００〜２０：００

数百円から気軽に購入できる万

いないので運動不足だと思います。ただ、最大の原因は

土曜日１８：００〜２０：００

最近、
「少し顔が丸くなった？」
「太った？」などときどき
言われるようになりました。お腹回りを見てみると笑えな

年末年始にいろいろな方に美味しいものをご馳走になり

▲栗栖

雪景色

（冬期は１７：３０〜１９：３０）
場所■大滝武道館

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/

広報たが 201３年３月号

22

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

緑のふるさと協力隊

Ｂ＆Ｇ海洋センター

（別に保険料など１,５００円／年）
活動日■土・日曜日
９：００〜１２：００
場所■多賀小学校他

日１万歩と言われていますので、
歩計を身に着けるといいでしょ
う。まずは、ふだんの生活の中で
も意識して歩いてみてはいかが
でしょう。
スポーツ推進委員

田中

一則

広報たが 201３年３月号

23

おしらせ

おしらせ

婚活パーティー参加者募集中！

公開セミナーのおしらせ

〜林道ドライブ＆数種のワイン付きアウトドア☆お見合いバスツアー〜

テーマ■〜豊かな郷で心と体の健康を〜

大人気企画の第８弾！ 毎回キャンセル待ちになりますので、お申し込みはお早めに！
日時■３月２４日（日） １１時〜
集合■彦根駅東口１１時集合・出発

１１：００

年齢■男女とも２５歳〜４０歳くらい
のアウトドア好きの方

１１：３０

参加費■男性７,５００円
女性４,０００円

１２：１０

持ち物■筆記具、本人確認できる証
明書

彦 根 駅 東 口 に て 集 合・ １３：２０

１３：１０

己紹介タイム

１５：３０

最 終 投 票 カ ード 集 計・
彦根駅へ移動
彦根駅到着前にバス内で
カップル発表後解散

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

の受講申込書は、
この説明会でのみ配

場所■滋賀県立視覚障害者センター

布いたします。養成講習会を受講希望

（彦根市松原１丁目１２-１７）

気象庁では、平成２５年３月７日か

くか、もしくは検索サイトで「津波警

ら改善した津波警報の運用を開始し

報が変わります」
と入力し、そのリンク

ます。巨大地震の発生により東日本

先に移動してください。

することが重要です。海岸付近で「強

①氏名

いるときにこのような言葉（キーワー

い揺れ」
「長くゆっくりとした揺れ」を

ド）を見聞きしたときには、最大限の

感じた場合など、いざという時には、

避難を行いましょう。

自らの判断で直ちに安全な場所へ避

さい。説明会参加→受講申込→選考

での来所はご遠慮ください。

→受講決定（４月下旬）
となります。説

内容■視覚障害者に情報を伝える

明会参加＝受講決定ではありません。

意義、点訳とは何か、音訳とは何

日時■４月９日（火）
・１０日（水）

か、講習会のスケジュール、受講

滋賀県立視覚障害者センター

１３時４０分〜１６時

申込手続き、漢字読み問題 など

（電）
２２-７９０１ （Ｆ）
２２-７８９０

参加」
と書いてください。
申込締切■４月５日（金）

新しい津波警報などの詳しい内容
は、
気象庁ホームページをご覧いただ

しが地域支え合いフォーラム〜死なせたらアカン！命の灯台・東尋坊からのメッセージ〜
１３時３０分〜１５時４５分
会場■草津市立市民交流プラザ
大会議室
（草津市野路一丁目１５番５号
フェリエ南草津５階）

内容■講演、
トークディスカッション
対象■地域福祉に興味のある方なら
どなたでも

お問い合わせ・お申し込み

公益財団法人おりづる会のご案内
公益財団法人おりづる会は、不幸

りづる」を年２回発行）

または両親を亡くされた県内在住の

公益財団法人 おりづる会 事務局

子どもたちに対して、経済的援護など

大津市京町四丁目１-１

を行う団体として昭和４５年に設立さ

滋賀県庁

交通政策課内

議会 地域福祉担当

対象者■滋賀県在住の交通遺児（高

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｓｈｉｇａ.ｊｐ/ｃ/ｋｏｔｓｕ-ｓ/

（電）
０７７-５６７-３９２４ （Ｆ）
０７７-５６７-５１６０

申込締切■３月８日（金）まで

ｖｃ１@ｓｈ
ｉ
ｇａｓｈａｋｙｏ.ｊ
ｐ

ので、
ぜひ多賀大社前駅コミュニ
ティハウスへお立寄りください。
☆旬の野菜☆
ふきのとう、ほうれん草、菜の
花、
キャベツ、小松菜など
開催日■３月２日・６日・９日・１３日・
１６日・２０日・２３日・２７日・３０日
開 催 時 間 ■９時３０分〜１１時
３０分ごろまで

校卒業まで）

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

お問い合わせ

（電）
０７７-５２８-３６８２

参加費■無料

の増した冬野菜をそろえています

産業環境課

れ、次の事業をおこなっております。

〒５２５-００７２ 草津市笠山７-８-１３８

モットーにがんばっています。甘み

場所■多賀大社前駅ホール

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協

定員■１３０人

産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

お問い合わせ

にして交通事故によって父もしくは母

日時■３月１６日（土）

難して命を守ってください。

お問い合わせ・お申し込み

ｓｈ
ｉ
ｃｅ２@ｓｍｉ
ｌ
ｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

お問い合わせ

菜を皆さまにお届けすることを

〜海岸に出かけるときは津波への備えを〜

て発表します。海岸付近に出かけて

※Ｅメールの場合は件名に「説明会

大会議室

す。安心と安全、そして新鮮な野

下記の①②をご連絡ください。

※駐車スペースが狭いため、お車

申込方法■電話・ＦＡＸ・Ｅメールで、

平成２５年３月７日から津波警報が変わります

合、直ちに高台や避難ビルへ避難を

月１０日か

場所■役場２階

水曜と土曜の週２回開催しま

津波警報に「巨大」
という言葉を用い
②参加日は４月９日か４

日時■３月１４日（木） １４時〜

３月のもんぜん市

また、津波警報などを見聞きした場

の方は必ずこの説明会に参加してくだ

同じ内容で２日間開催します。

内科外来（３病棟１

階）待合いスペース

大震災級の津波を予想した場合、大

点訳・音訳ボランティア養成講習会事前説明会
どちらかにご参加ください。

お問い合わせ
（電）
３５-３００１（代）

フリータイム
（３分×３回）

ループ）

点訳・音訳ボランティア養成講習会

医師

場所■豊郷病院

ランチタイム

１４：５０

グループ分け（６人×６グ

実

（公財）豊郷病院 地域連携室

１３：５０

１６：００

軽にご参加ください。

講演■認知症疾患医療センター長
日時■３月９日（土） １４時〜１５時３０分

バス移動・バス内にて自

て一対一会話

皆さんお誘い合わせの上、お気

グループ毎にワイン試飲

受付・出発

公園内「交流センター」に

※事前申込・参加費は不要です。

「認知症のきざし」に気づく
成田

当日スケジュール

農業委員会開催のお知らせ

ｃｊ００ａ００２.ｈｔｍｌ

事 業 内 容 ■ 経 済 援 護（ 返 還 義 務な
し）、厚生援護、広報（機関紙「お

よろず相談

今月の相談日■３月１８日（月）
来月の相談日■４月１６日（火）

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。
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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
４月１５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
４月１６日（火） １０時〜１１時
子どもの健康、
子育てに関する相談、身体計測

健診等
整形外科健診

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。
日本脳炎
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〜９０カ月未満（標準３〜４歳）
２期：１回接種
２期対象者：９歳〜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

４月２４日（水） １３時４０分〜１４時

とで接種が受けられなかった方については、
２０

Ｈ２５年１月・２月生まれの乳児

歳の誕生日を迎えるまでは、定期の予防接種と

４カ月児健診
４月１日（月） １３時〜１３時１５分
１０カ月児健診

１期初回：３〜８週間隔で接種

２歳６カ月児健診
４月２日（火） １３時〜１３時１５分
Ｈ２２年９月・１０月生まれの幼児
３歳６カ月児健診
４月１０日（水） １３時〜１３時１５分
Ｈ２１年９月・１０月生まれの幼児

予防接種（指定医療機関で１年中実施・予約制）
※「予防接種手帳」を必ずお読みください。
☆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。
ＢＣＧ
生後３〜６カ月未満児でＢＣＧが未接種の乳児（１
回接種）
四種混合
３カ月〜９０カ月未満の乳幼児
１期初回：３〜８週間隔で接種

☆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。

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）

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

お話しポケット
４月２３日（火） １０時〜
場所■多 賀町子育て支援センター（ささゆり保育
園２階）

集
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午
落

１期追加：３回目接種日から、
１年後に１回接種

集
不定期

１２日（金）萱原②・樋田②
１６日（火）一之瀬①・大杉①②③・仏ヶ後①②③

萱原②・樋田②

不定期
一之瀬①・大杉①②③・仏ヶ後①②③

１８日（木）藤瀬①②③
２３日（火）土田①・中川原①・富之尾②③・楢崎①
２５日（木）霜ヶ原①②・南後谷①③・小原②③
２６日（金）佐目①③・四手①
３０日（火）川相②③

不定期
不定期
霜ヶ原①②・南後谷①③・小原②③
佐目①③・四手①
川相②③

おたのしみ
⑦

⑨

クロスワード
ヨコのカギ
先月号の答え
①8ページ、
人を笑顔にする算数。○○○○○算
カマクラ
②多いことと少ないこと。多少
ゼ
ランシ
③訴訟をとりさばく所。今の裁判所
タメシ
ン
④5ページ、多賀町では４月１日からスタートし
チ
イ
キ
ネ
コ
ます。○○○○通知制度
マク
⑤細い角材を縦横、あるいはそのどちらかの方 ヌ ロ
向に間をすかして組んだもの
「タコアゲ（凧揚げ）」
でした。
⑥凸
タテのカギ
①流行性耳下線炎の俗称。顔が腫れます
⑤江戸時代に使われていた薄い楕円形の金貨
⑦コーヒー豆の種類の一つ
⑧１１７に電話するとここにつながります。○○ウ
ひとのうごき
⑨与党⇔○○○
平成２5年１月末現在
⑩二十四節気の一つ。大寒と雨水の間で、今年 （ ）内は前月比
は２月４日でした
■人口

⑩

①

ポリオ
３カ月〜９０カ月未満の乳幼児
初回：２０〜５６日間隔で３回接種

②

⑥

②

過ぎた場合でも、
２０日以上の間隔をおけば、必

⑤

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。

③

⑧

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

④

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。

にこにこ広場（登録制）
１０時〜
はじめましてよろしくの会
４月５日（金） １０時〜 ふれあいの郷
・年齢別広場
４月１０日（水） にじ・きりん広場（２、
３歳児）
４月１７日（水） ぺんぎん広場（１歳児）
４月２４日（水） こあら広場（０歳児）
場所■多 賀町子育て支援センター（ささゆり保育
園２階）
内容■ふれあい遊び、
リズム遊び、手形遊びなど

⑧

⑨

⑤

※当分の間（３年程度）
に限り、接種間隔が５６日を

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質

落

萱原①・川相①
月之木①・多賀①・猿木①

①

※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など
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。

後

９日（火）月之木①・多賀①・猿木①
１１日（木）一円①・木曽①・敏満寺①

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：悩みの種ですね

□□□

締め切りは３月２９日（金）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・
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

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。

⑪

⑦

③

⑩

④

⑥

７,８１０人
■男性
３,７３１人
■女性
４,０７９人
■世帯数
２,６８３人
■転入
６人
■転出
２１人

（‐３１）
（-１３）
（‐１８）
（‐８）

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆大道 流星（吉宗・晴香）
☆奥村 実心（学・真実）
おくやみ申し上げます
◆一円 喜子 ７４歳
おおみち

おくむら

いちえん

りゅうせい

み

こ

よ し こ

お詫びと訂正
広報たが 201３年３月号

前

２日（火）萱原①・川相①
４日（木）久徳①

多賀町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
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

して無料で受けられます。
３カ月〜９０カ月未満の乳幼児

Ｈ２４年５月生まれの乳児

午

日（曜日）

三種混合

Ｈ２４年１１月生まれの乳児
４月１日（月） １３時１５分〜１３時３０分

平成２５年４月

おおはし

み ち こ

◆大橋 道子
◆大矢佐太郎
◆小菅甚太郎
◆小菅 美貴
岸
◆田畑
お お や さ

た

ろ

う

こ す が じ ん た ろ う

こ す が

た ば た

み

き

きし

７７歳
８８歳
９２歳
８８歳
８６歳

にしむら

ま さ お

◆西村 正男
きみ
◆林
◆平居ふじの
◆福戸 明生
◆堀川 義雄
はやし

ひ ら い

ふ く ど

あ き お

ほりかわ

よ し お

８２歳
９４歳
９３歳
６０歳
８１歳

広報たが２月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
１０ページ 緑のふるさと協力隊 （誤）来栖の綺麗な （正）栗栖の綺麗な
２０ページ 資源回収のおしらせ （誤）多賀中学校 （正）多賀小学校

み や の

よしはる

◆宮野 義春 ８１歳
◆森 イサヲ ８９歳
◆森杉のぶ子 ７５歳
（敬称略）
もり

もりすぎ

こ

放射線量（μsv/h）
２月 １日 0.08
２月1５日 0.07
※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが 201３年３月号

27

▼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

３月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

8

スギ
町の木

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

22

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

3

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

と

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

編集後記■３月３日は何の日でしょう？ 答えはひな祭
り、、、の他に耳の日というのもあります。
３が耳の形に
似ているからだそうです。他にも、鼻の日（８月７日）、
ひげの日（８月８日）など色々あり、
３６５日毎日が何か
の記念日になっています。語呂合わせのものはきっと
覚えやすくするためなのでしょうね。学生のころは語呂
合わせで年号を覚えました。イイクニツクロウ鎌倉幕府
（１１９２２９６０年！
？）
まだまだ先のことですね
（笑）
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
撮影日時■3月頃
撮影場所■霊仙山 福寿草

（金）
日

神田

裕弘

