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多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト
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まちの話題／新成人のつどい／プールが始まります／防災

多賀町スポーツ少年団

５月４日：午前の部、午後の部

日本・滋賀県スポーツ少年団創設５０周年記念表彰・感謝状受賞!!

化石発掘体験

昭和３７年６月に日本スポーツ少年

お お や よ し お

年団本部長の大矢好夫さんと副本部

町民グラウンド駐車場で開催され、

つ じ ま さ と

方もいれば、発掘できなかった方もお

団、昭和３８年７月に滋賀県スポーツ

長の辻正人さんが日本スポーツ少年

１１２人の参加がありました。家族で

られるなど、まさに宝探しでした。植

少年団が創設され、
５０周年の節目を

団功労者表彰を受賞、
また、辻さんに

参加された方も多く、
皆さん真剣に探

物や貝の化石などが発見され、発見

されていました。
２つ３つ発掘された

できた方は記念に持ち帰られました。

迎えたことを記念して、永年、スポー

は滋賀県スポーツ少年団感謝状が贈

ツ少年団の充実・発展に功労のあっ

られました。大矢さんと辻さんは、単

た方などに対し、その功績を称える表

位スポーツ少年団の指導者、本町ス

彰がありました。

ポーツ少年団の役員として広く活躍

多賀町からは、多賀町スポーツ少

されています。

生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
▲受賞された大矢さん（右）
と辻さん

「平成２６年 多賀町新成人の集い」のお知らせ
４月１日生まれの方。

社 会 の 一 員として自覚と責 任を

４月２７日〜５月１日

〔お願い〕

持って人生を歩まれる新成人の門出

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト
第１次発掘が四手の㈱住友セメン

①多賀町出身で進学や就職など

思い出に残る
「新成人の集い」を

を開催します。

で、町外に住民登録をされてい

企画してみませんか？

日時■平成２６年１月１２日（日）

る方で、
「 多賀町新成人の集い」

受付：１０時〜

に参加をご希望される方がお知

２７日は青空が広がる発掘作業日和

第１部

り合いにおられましたら、お名前

でしたが、前日の雨の影響で発掘場

式典の部

所は少し足元が悪い中での作業とな

第２部

ようお願い致します。
（ 参加者登

りました。

懇談会の部 １１時３０分〜

録用紙は多賀町のホームページ

け付け、化石が出土するように応援し

②毎年、第２部に行われる懇談会

▲発掘現場の様子

い ん と う し

てくれていました。そのおかげか、植

咽頭歯、
シカと思われるセキツイ動物

家や町民の方やボランティアの方な

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

物、貝、昆虫、
魚ののどの奥の方にある

の骨の化石などが出てきました。専門

ど、
のべ８０人程が参加してくれました。

プールの一般開放について
もうすぐ夏ですね！ 日頃の健康づく

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。

Ｂ＆Ｇ海洋センター

滝の宮スポーツ公園

のお越しをお待ちしています♪（休館

開放期間■６月２２日（土）〜９月１６日（月）

開放期間■７月１９日（金）〜８月２５日（日）

日は、
月曜日と祝日の翌日）

開放時間■９時〜１２時、
１３時〜１６時

開放時間■１３時〜１６時

りにプールを活用しましょう！ 皆さん

★

★

彦根市消防署

いずみ

み

泉

さ

き

岬希ちゃん

こ

や

ま

小山

は

く

と

珀虎ちゃん

犬上分署 （電）
３８-３１３０

風水害への備えについて
風水害とは

し げ も り

さ

ら

咲良ちゃん

広報たが 201３年６月号
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た に ぐ ち

谷口

た

ま

き

玉樹ちゃん

も

り

の

森野

み

は

な

光華ちゃん

や ま も と

山本

お

お

が

大雅ちゃん

風水害への対策

正確な気象情報の収集をする
• 停電に備え懐中電灯や携帯ラジオ
の準備（予備電池も忘れずに）

台風や集中豪雨により発生し、主な

風水害の威力は計り知れない反

災害には、洪水、浸水、土砂災害など

面、事前の対策で被害を最小限に抑

• 避難に備えて、非常持出品の準備

があります。これらは、山間部や河川

えることができます。いざというとき

• 飲料水、非常食の確保

部でのみ発生するものではなく、
近年

に日頃から備えて万全の対策を立て

• 避難場所の確認

では集中豪雨による都市部への被害

ておくことが大切です。

• 自主的に防災活動に取り組む

も発生しています。

茂森

でご連絡ください。

にも掲載しています。）

大ホール

対象■平成５年４月２日から平成６年
▲野洲のおっさんとたがゆいちゃん

※興味をお持ちの方は生涯学習課ま

とご連絡先をお知らせくださる

１０時３０分〜

会場■中央公民館 ２階

がゆいちゃんや野洲のおっさんも駆

ただいております。仲間と一緒に

をお祝いする
「多賀町新成人の集い」

ト滋賀鉱産敷地内で行われました。

また、開会式にはゆるキャラのた

を新成人の方で企画運営してい

• 家庭においては、あらかじめ窓や雨
戸の補強をする

• 地域住民の参加のもとで実効性の
ある防災訓練の実施

• テレビやラジオの気象情報を聞き、
広報たが 201３年６月号
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ふれあい幼稚園／学校支援ボランティア
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２５年度

子ども家庭応援センター （有）
２‐８１３７ （電）
４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ふれあい幼稚園のおさそい

とその保護者の方を対象に園を開放し
『ふれあい幼稚

対

どをおこなっています。
象
よび保護者

大滝幼稚園■多賀町内にお住まいの満２歳〜３歳児お

広げてみませんか。
また、保護者の方同士もつながりを深め、子育ての情

相談やご質問は電話や来所で受け付けています。お気軽にご相談ください。

多賀幼稚園■多賀町内にお住まいの満１歳〜３歳児お

園』
を実施します。
幼稚園で園児と一緒に遊び、子どもたちの遊びの輪を

こんにちは、多賀町子ども・家庭応援センターです!!
子ども家庭・応援センターでは、多賀町の子どもたちが健やかに成長できるよう、さまざまな相談事業や支援事業な

多賀幼稚園・大滝幼稚園でいっしょに遊びませんか
多賀幼稚園・大滝幼稚園では、多賀町内の就園前児

子ども・家庭応援センター

よび保護者

〜主な事業概要〜
きなど）

☆相談事業

• おしゃべりデーの開催（子育てについて情報交換した

実施日時

• 子育て相談

報交換をする場としてお気軽にご来園ください。お待ち

月１回（夏季休業期間は除く）

• 不登校・いじめの相談

しています。

１０時〜１１時

• 発達相談（発達検査の実施） ※予約制

• にこにこ広場（遊びの教室）

• 虐待相談

• こあら０歳児（月１回）、ぺんぎん１歳児（月１回）、
きり

☆支援事業

ん２歳児（月１回）、
にじ３歳児（年７回）、保幼３歳児と

• 保育園・幼稚園・小学校・中学校への巡回訪問

交流（年５回）

多賀幼稚園
６月２１日（金）好きな遊び
７月１２日（金）水遊び
９月２１日（土）運動会
１０月４日（金）秋の好きな遊び
２６日（土）ふれあいバザー
１１月１５日（金）木の実・木の葉遊び
１２月１８日（水）クリスマス会
１月１７日（金）お正月遊び
２月１８日（火）一日入園

大滝幼稚園
７日（金）水・砂場遊び
１２日（金）水遊び
２６日（木）運動遊び
１７日（木）公園で遊ぼう絵を描こう
１日（金）木の実・木の葉遊び
１８日（水）クリスマス会
１６日（木）お正月遊び・冬の遊び
２１日（金）好きな遊び

り、相談したり…）

• 連携する機関（療育教室・通級指導教室・児童相談所・健
康福祉事務所など）
との会議や支援業務
• 虐待対応
• 発達支援事業（個別支援計画作成等）
• 通園児発達支援グループ教室の開催

※詳しい内容については、各園にお問い合わせください。

• カウンセラーによるセラピーの実施（不定期）

※園の都合や天候で多少変更する場合があります。

☆子育て支援事業
• わくわくランド
（プレイルームの開放）の随時実施

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

• お話ポケット
（月１回）

学校支援地域本部事業

• 支援センターで遊ぼう
（折り紙、おもちゃ作り、お絵か

学校支援ボランティアだより
学校支援ボランティアとは、できる人が・できるとき
に・できることを、経験や知識を活かし、先生や子どもと
一緒に学校をより良くしていく活動です。

職員会議におじゃましました
４月４日多賀中学校、
４月８日多賀小学校、
４月１０日大
滝小学校の職員会議で、学校支援ボランティアの説明を
しました。今年度も、
たくさんのボランティアの方々と学
校との橋渡しをさせていただきます。

多賀町地域教育力推進協議会が開催されました
４月１８日に第１回の協議会が開催されました。多賀町
や地域の教育力の向上を図ることを目的に、毎月１回、

連絡先

町内の各団体・企業・学校・行政が一堂に会して連携を

平

深めるためのもので、学校支援地域本部の運営委員を
兼ねています。
日頃活動している内容について、活発な意見の交換を
しました。

校・多賀小学校でのプールの監視ボランティアをお手
伝いしていただける方を募集しています。
他にも「こんなお手伝いならできるかな？」という方

日 多賀町子ども家庭応援センター

▲「第１回多賀町地域教育力推進協議会」の様子

（有）
２‐８１３７ （電）
４８‐８１３７

夜間・休日 多賀町役場

（有）
２‐３７４７ （電）
４８‐８１１１

２ ４ 時 間 虐待ホットライン

（電）
０７７‐５６２‐８９９６

子ども・家庭応援センタースタッフ紹介
山口

正明 （やまぐち まさあき）

所

長

藤井

純子 （ふじい じゅんこ）

教

諭

大田

和美 （おおた かずみ）

保

健

師

細川寿賀美 （ほそかわ すがみ）

保

育

士

伊東

保

育

士

悦子 （いとう えつこ）

中井由佳子 （なかい ゆかこ）

がおられましたら、お気軽に生涯学習課までご連絡くだ

4

• 秘密は守られます
• 匿名でもかまいません

６月から小学校のプール授業が始まります。大滝小学

広報たが 201３年６月号

• 連絡は子どもや家族を守るサポートの始まりです

地域教育力推進協議会とは、子どもたちの健全な育成

プール監視ボランティア募集

さい。

〜虐待かな？ と疑ったら連絡を〜

カウンセラー

よろしくおねがいします！
広報たが 201３年６月号
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地域創造事業

地域創造事業

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

湖東定住自立圏（多賀町と彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町の広域連携）の具体的な取組

平成２５年度の地域創造事業が決まりました
湖東定住自立圏構想に基づく取り組みとして、圏域（多賀町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町）
を対象に、地域創造事業
の募集を行い、圏域全体で２８事業を決定しました。地域創造事業は、提案団体が企画から実施まで積極的に事業展開さ
れます。ご期待いただくとともに、多数のご参加とご協力をお願いいたします。
（※内容などは提案時点のものであり、変更されることがあります。）
事業名

開催時期

会場など

ささゆり保育園
９月１日〜９月１０日 ささゆり保育園
冒険ハウス（木製大型遊 （１０日間）
具）製作ワークショップ
古民家の夏
７月２８日
「なつかしい田舎の おば
あちゃんの家」事業
昔話で
“ふるさと”
を盛り上 〔寸劇発表〕
げたい！
５月、
１０月、
平成２６年２月

一圓屋敷

鳥居本地区公民館
豊郷町・岡村本家 他

中 山 道 恵 智 川 宿にぎわ １０月・１１月 の 中山道筋の空き店舗
い創出
“恵智の駅（仮称）” 土日を含む週３日
事業

主催団体

事業概要

滋賀県立大学多賀木匠塾

保育園内の広場に、園児たちが野外
で遊べる冒険ハウスの製作を、
ワーク
ショップ形式で実施する。

多賀「里の駅」

竹とんぼ作り、昔懐かしいお菓子の提
供、日本庭園の仕組みを知る講座な
ど、里山での自然とのふれあい体験を
実施する。

ひこねを盛り上げ隊
小江戸実感劇団

近江の名産や、昔からの逸話を織り込
んだオリジナルの台本を作成し、各地
の公民館や祭り会場へ出向き、寸劇で
表現する。

愛荘町愛知川観光協会

秋のウォーキングシーズンに、
「 無料
休憩所」兼「街道案内所」を設け、中山
道歩きの旅人と地域住民との交流の
場を創出する。
みやこ

「湖東に残る城跡と武将を ６ 月 〜 １１ 月 の 佐和山城跡、敏満寺城 淡海観光ボランティアガイド 都に隣接する重要な地にあって、多く
訪ねて」
土曜日
跡、久徳城遺跡、勝楽 連絡協議会湖東ブロック 武将が活躍した夢の跡をテーマに、参
寺城跡、高野瀬城跡、
加者の皆さまを案内する。
八町城跡
婆娑羅大名佐々木道誉公 ５月２６日
と芸能

勝楽寺境内

佐々木道誉公顕彰会

広く佐々木道誉公の偉業を湖東圏域
の方々に知ってもらうことを目的に、
「バサラ道誉まつり」を開催する。

歩行ラリー大会を
核とした地域振興事業

長寺ゆず公園、
甲良町内田畑等

甲良町商工会青年部

長寺地区で新しい特産品として栽培
されているゆずの収穫体験、甲良町
流の食べ方
（果肉に醤油をつけて食べ
る等）
での試食体験を行う。

１１月３日

「湖東圏域の埋もれた古 ５月、
１１月、平 成 愛荘町、彦根市、豊郷 地域支援グループ
城阯を訪ねる歴史ウォー ２６年３月
町、多賀町、甲良町、東 「さざなみ」
ク」の開催
近 江 市 などにある城
址
吉本新喜劇と滋賀大学の 〔ミニ新喜劇講演〕 ひこね文化プラザ
コラボによる
“お笑いから ６月８日
学ぶ地域の活性化を”
（仮称）

先人の武将の功績に光を当てるべく、
平城址、山城址を訪ね歩くウォークを
実施する。

彦根地域住民の参加する 滋賀大学のプロジェクト事業として、
吉本新喜劇実行委員会
ひこね新喜劇塾参加等の校外授業と
学内事業を行い、
「ミニ新喜劇」の公
演を行う。

９月下旬〜
１０月上旬

夢京橋キャッスルロー （仮称）ＨＩＫＯＮＥ甲冑サ 甲冑姿での街の散策、歴史講座、武者
ド、四番町スクエア、花 ミット実行委員会
コンテストなど、観光客と市民が共に
しょうぶ通り
楽しんでもらう参加型イベントを開催
する。

出張「おとくら」
ｉ
ｎ不破邸

８月

不破邸（高宮町）

おとくらプロジェクト

わがまち自慢レポーター

４月〜１０月

彦根市内

エフエムひこねコミュニ まちの自慢話作成、ラジオの組み立
ティ放送株式会社
て、ラジオ収録を通して、住むまちを
自身で「見・聞・録」する。

ＨＩＫＯＮＥ甲冑サミット
もののふ

〜集え武士、いざ出陣〜

花しょうぶ・七曲りマップ 〔マップ作成〕
花しょうぶ通り、七曲り まち遺産ネットひこね
を作ろう！
春から夏にかけて
〔まち歩きイベント〕
秋ごろ

広報たが 201３年６月号
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近江商人のルーツである「不破邸」に
てワンコインコンサートを実施する。

花しょうぶ通りと七曲りを対象とした
マップをそ れぞ れ作 成し、マップを
使ったまち歩きイベントを開催する。

事業名

開催時期

会場など

豊郷小学校旧校舎群光の １２月〜平成２６年 豊郷小学校旧校舎群内
祭典
１月頃

主催団体
豊郷町商工会青年部

事業概要
電飾モニュメントを設置するとともに、
樹木を電飾し、ライトアップを展開す
る。

湖東圏域探検隊『 われら ６月〜平成２６年２ 湖東圏域の街角、喫茶店 ウィズ・フリートーク
幻燈倶楽部♪』
月
（５回）

湖東圏域の街角で撮影会を行い、そ
の画像をスライド化し、鑑賞会を実施
する。

湖 東 中 山 道「まち あるき ４月〜
マスターマップ」制作プロ
ジェクト

未定

中山道を中心に、鳥居本・高宮・豊
郷・愛知川までを一つのパンフレット
でカバーするマスターマップを企画
し、制作する。

映画制作にかかわるとい ６月、
８月、
１０月
うこと

戦國丸、多賀町福祉会館 彦根を映画で盛り上げる会

湖東街かど音楽会

花しょうぶ商店街、夢 エコーメモリアル・チェン 湖東圏域の行事に合わせて少人数編
京橋キャッスルロード、 バー・オーケストラ演奏会 成で音楽会を行う。
銀座商店街、ダイニッ 実行委員会
ク天球館、一圓屋敷な
ど

６月頃〜１０月頃

街なか・商店街 ぶらり ４月〜
（随時）
写真散歩イベントの実施
と写真情報投稿サイト
（仮
称）
「ひこね一会（絵）」の製
作・運営

湖東移住・
交流プラットフォーム

〔ぶらり写真散歩イベ ＮＰＯ法人 Ｌ
ｉ
ｎｋｓ
ント〕彦根市内各所

七曲り探検イベント −仏 ８月下旬
壇・街並みの探検を中心
とした散策で楽しもう−

七曲り街道一帯

未評価の文化資源を発掘 ６月、
９月、
１１月
し紡ぐ事業

一圓屋敷、岡村本家、 空の旅人舎
滋賀大学
き ら く し ゃ

落 語 会「やたろうで あ そ ５月、
７月、
１０月、 ギャラリー「寺子屋」 「やたろうであそぼ」
ぼ！」春夏秋冬
１２月
をする会
曽根沼湖岸緑地公園

フェイスブックを活用した写真投稿サ
イトを製作・運営し、参加者が写真を
投稿しながら街なか・商店街ぶらり散
歩をする新しい形の散策型イベントを
実施する。

彦根仏壇事業協同組合青 仏壇や古い町並みを探検するイベン
年部
トを開催し、七曲りの拠点施設をつな
ぎ、参加者にワクワクしながら楽しく
散策できるイベントを実施する。

湖東の果てまでイッテ「Ｊ〔アンケート〕
〔アンケート場所〕
ひこね亀樂車
（Ｊｉｎｒ
ｉｋｉｓｙａ）」カレン ４月上旬
ビ バ シ ティ彦 根 、ア
ダーＰＪ２０１３
〔写真撮影〕
モール平和堂愛知川
４月〜平成２６年３月 店、丸善スパーチェー
ンアスト店
〔撮影場所〕
湖東圏域一帯

「常識がかわれば環境がか １０月下旬
わる！」 〜未来の当り前プ
ロジェクト〜

映画制作の内側に潜入し学ぶことによ
り、映画作りと地域の関係をより近い
ものにするためのワークショップをシ
リーズで展開する。

公益社団法人
彦根青年会議所

「彦根屏風」に潜む幽霊の話など、湖
東地域の神聖なるものや怨霊にかか
わるものを追及し、その話を聞く。
「地域のたから、地域資源」について
街頭アンケートを行い、ベスト１２を決
定。毎月１カ所人力車とともに各所へ
出向き写真撮影を行い、
カレンダーと
して加工し、
ホームページ上で公開す
る。
落語家・桂弥太郎さんとともに、落語
とワークショップを組み合わせた公演
を行う。
地域を取り巻く環境問題について、講
義と体験を通じて内容を楽しみながら
学べるブースを設置する。

料理を通した地域活性化 ４月末〜
事業

花しょうぶ通り商店街、 滋賀大学ＳＩ
ＦＥ
彦根中心市街地

わがまちシネマ
わがまちライヴ

岡村本家

ＮＰＯ法人
映画「家」
（原作：島崎藤村）の公開に
とよさとまちづくり委員会 併せ、映画の舞台となった岡村本家の
酒蔵をステージに、
スティーヴ・エトウ
氏のライヴコンサートを行う。

彦根市と
その近辺の近代建築

ＮＰＯ法人スミス会議

彦根市近辺の近代化遺産の調査を行
い、
マップを作成する。近代化遺産マッ
プを活用したツアーを開催する。

ＮＰＯ法人五環生活

まっくら農産カフェ、農産物夜市を実
施し、いつもは眠った商店街の新しい
夜の楽しみ方を提案する。

５月１２日

彦根近代化遺産マップの 〔マップ作成〕
作成
４月〜８月
〔ツアー開催〕
年９月〜
湖東ナイトマルシェ

〔まっくら農産カフェ〕 彦根市中央町７-４
７月の満月の日
五環生活１階カフェ
〔農産物夜市〕
１１月
（えびず講開
催にあわせて）

彦根初の西洋料理店「金亀食堂」のレ
シピを再現し、そのレシピをもとに街
をめぐりながらのレクリエーションを
実施する。
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ねんきんだより

民児協だより／水道料金審議会委員募集／農業委員会だより

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

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

国民年金課 （電）
２３−１１１４

年金受給者の皆さんへ！
「年金振込通知書」が送付されます
日本年金機構では、年金受給者を対象として、毎年６
月にその年度に支給される年金額をお知らせする
「年金

があった場合は、改めて「年金振込通知書」が送付されま
す。

この通知書は、原則として向こう１年間の年金支払額

民生委員・児童委員−心のふれあいを大切に−

支えあいのまちづくりに向けて
民生委員児童委員は、社会福祉の精神を持ち、安全

年金受給の参考資料となりますので必ず確認し、保管

振込通知書」を送付しています。

たが民児協だより

くださいますようお願いします。

をお知らせするものですが、支払額や支払機関等に変更

で安心な福祉のまちづくりを目指して、住民の立場に立

握し、子育て支援につなげてまいります。登下校時の声
かけや通学路の見守り活動も継続して取り組んでいき
ます。
地域の皆さんの温かいご支援ご協力をよろしくお願

ち、
自らも地域住民の一員であるという強い思いのもと
で、住民の見守り活動をおこなっています。

いいたします。

何よりも、地域の皆さんとの信頼関係を築くことが重

教えて年金Ｑ＆Ａ

要であると考え、担当地域の家を定期的に訪問し、高齢
者や子育て中の方々とお話しする中で、皆さんの良き相

年金は支え合いのシステム

談相手としてお役に立てるように努めているところです。
しかしながら、社会情勢の変化とともに、人と人とのつ

公的年金＝生涯の生活設計のベース
新聞やテレビのニュースなどで話題に取り上げられることの多い「年金」ですが、正確に理解されていなかったり、大き
な誤解が元になっていたり…ということが多いようです。公的年金制度の役割や意義などについて、皆さんの素朴な疑問

ながりも希薄になりつつあり、民生委員児童委員の活動
も難しい時代になってきました。
さまざまな活動を通して、人々の支えや助けがあって

にわかりやすくお答えしていきます。

こそ人は生きていけるのだということを多くの人々に伝

Q

なぜ、公的年金に加入しなければならないので

年金が支給され、
ご本人やご遺族の生活を支えてくれま

え、誰もが安心して生活できる地域社会の実現を目指

すか？

す。長い人生の「もしも」の場合にも大きな備えになるの

し、心の触れ合える活動に取り組んでまいりたいと思い

です。もし保険料を納めていなかったり、免除制度などを

ます。

A

学校などを参観させていただき、子どもたちの実情を把

老後の生活がどれくらい続くかなど将来が見通

活用していないと、
これらの年金も受け取ることができ

せない中、個人だけで対応するには限界があるた

ません。

６月は学校訪問を行います。保育園・幼稚園、小・中

▲子育てサロンの準備のようす

め、社会全体で老後の所得を保障する仕組みが不可欠

年を取る、障がいを負う、家族を残してお亡くなりにな

だからです。ほかにも公的年金には、障がいや一家の大

るといった経済的なリスクは誰もが抱えるものです。こ

黒柱の方の死亡など、長い人生の中で誰にでも起こるリ

うしたリスクに対しては、国民一人ひとりが各自で備える

スクに対して生活を保障してくれるというメリットがあり

ことが必要ですが、個人だけでは十分な備えができませ

ます。

ん。それゆえに公的年金制度では、国民がそれぞれ保険

多賀町水道事業では、今年度料金改定に向けて水道

料を出し合い、社会全体で個人を支える仕組みにしてい

料金審議会の開催を予定しています。そこで、受益者の

募集人数■２人

ます。

代表として、
この審議会の委員を務めていただく方を募

募集期間■６月２０日（木）まで

公的年金は「老後の生活保障」
として支給される老齢
年金以外にも、若いうちに障がいを負われたときや大
黒柱の方がお亡くなりになった場合に障害年金や遺族

備課にて募集要項をご確認いただき、
ご応募ください。

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

公的年金の受給権者数

約3割

日本の総人口
1億2,771万人

こんなにたくさんの方の生活を
年金が支えているんですね。

3,796万人 ※
（平成23年3月末）

（平成23年4月1日）

４月１６日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１号
• 議案第２号

老齢年金、障害年金、遺族年金を合わせると、約
数は国民のほぼ3割に相当し、年金が国民生活に
深く根づき、
また日本の経済の中で重要な位置を
占めていることがわかります。

※ 福祉年金受給権者を含んだ、重複のない実受給権者です。

農業委員会だより
農地法第２条第１項の規定による現況農地でない旨の証明書交付申請について…１件

※登記簿では農地である田や畑を、現況が農地でないことを証明するものです。

3,796万人の方が公的年金の受給権者です。
この

8

水道料金審議会委員の募集について

集します。詳細については、
ホームページまたは地域整

国民の約３割の方が年金を受給

広報たが 201３年６月号

地域整備課（上水道） （有）
２-２５８３ （電）
４８-８１２４ ｓｕ
ｉ
ｄｏ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

【資料】
日本の総人口： 総務省「人口推計月報」
公的年金の受給権者数 ： 厚生労働省「平成22年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づく農用地利用集積計画の決定について…１１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４条第１項第７号の規定による農地転用届出について…１件

※農地を転用し農地以外に利用する土地の所有者が行う届出です。
• 報告第２号

農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について…２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。
• 報告第３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…１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６月号
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緑のふるさと協力隊

けんこう

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

緑のふるさと協力隊

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

多賀町、栗栖で一年間、住むことになりました！
お

お

あ

く

ろ

う

た

お世話になります、大阿久朗太です。
自己紹介・活動内容

シなどの獣害防止設備のフェンスが家のすぐ後ろや隣に
設置されている光景を初めてみたので驚きました。

６月４日（火）から１０日（月）までは、歯と口の健康週間！
今年の標語は「健康は 食から 歯から 元気から」です。

〈歯周病も虫歯も犯人は口の中の細菌〉

まずは、自己紹介です。出身地は、栃木県下都賀郡岩

――多賀町でやりたいことは？ 農業をお手伝いさせて

健康な人の口の中には、何個くらいの細菌が住んでい

因になるほか、歯垢が増えて固まる

舟町。関東地方なのですが、北関東の３県である栃木

いただいて、
これからの農業に自分がどのように関わる

ると思いますか？ 答えはなんと２,０００億個！ よく手入

と歯石になり、歯肉に炎症を起こし

県・群馬県・茨城県は関西地方から見ると、
どれがどこ

ことができるのか、実際に体験することによって見極め

れをしている人でも、
５００億個と言われています。それ

て歯周病の原因にもなります。

が区別がつきにくいようです。栃木県南部に位置し、人

て、自分自身が多賀町を盛り上げるキッカケになれるよ

らの菌が歯についた食べかすをえさに増殖し、酸を作り

口約１８０００人、面積約４６ｋ㎡、特産物は、巨峰（栃木県

う挑戦してみたいです。また、多賀そばをいただく機会

出して歯 垢となります。酸は歯を溶かすので、虫歯の原

は生産量が第一位）
です。人口は、多賀町より１００００人

があり、
このおいしいそばをもっと、多くの人に知っても

ほど多いですが、面積は、多賀町の３分の１くらいの小さ

らうには、
どうしたら良いのか、多賀町だけでなく、周辺

な町です。大学進学を機に埼玉県に住み始め、以来、約

の市町村を巻き込んで広めてみたいです。

し こ う

〈虫歯は子どもに多い病気です〉

早速ですが、栗栖地区に住んですぐに、古例大祭に参

子どもの歯は、
からだの成長・発達にあわせて乳歯が

生付き合っていく永久歯に悪い影

ど縁がなく、修学旅行で京都・奈良を訪れたくらいで、

加させていただきました。地元の栃木県では、
こんな大

生え始め、
３歳を迎える頃には生えそろいます。そんな

響がでることにもつながります。そ

初めての滋賀県です。滋賀県と言えば、琵琶湖の印象が

きなお祭りがなかったので、
とっても楽しかったのはもち

乳歯はとてもデリケート。永久歯に比べて軟らかく、虫歯

のため、虫歯の予防は乳幼児期か

強く、琵琶湖が滋賀県の面積の半分くらいを占めている

ろんですが、参加されている栗栖の皆さんの底知れぬパ

になりやすい歯です。乳歯の虫歯がひどい場合には、一

ら始めることが大切です。

と、本気で思っていました。
（実際は、
６分の１くらいと聞

ワーに本当に驚かされました。
しかも、晴天。
「日本晴れ」

いてビックリしました。）いくつかの会社に勤務していま

とはこのことと言わんばかりの青い空でした。昨年は、

したので、社会人経験も長いです。これから一年間は、多

雨。
しかも、その前年も雨であったと、数年ぶりの青空

賀町に住んで農業などのお手伝いの体験や、お祭りなど

に栗栖の皆さんも興奮しきりでした。とても大きな太鼓

歯周病は、痛みなどの自覚症状がなく、気付かないう

ています。つまり、歯を磨か

の地区の行事に積極的に参加していきたいです。

と鐘の音で、多賀大社から来る御神輿をお出迎えしまし

ちに進行します。最初は歯肉に歯垢がたまり、赤く腫れて

ない、
偏った食生活、
喫煙、
ス

た。凄く重い大きな太鼓を皆で引っ張りました。翌日は、

出血するなど炎症が起こります。その状態がさらに悪化

トレスなど日頃の生活習慣

――緑のふるさと協力隊に志望した動機は？ 農業に

予想通りの筋肉痛で、体のあちこちが痛かったですが、

すると、次第に歯の周りの組織や骨まで破壊し、やがて

が深く関係していますので、

取り組みたい、少しでも関わりたいと思い、今までの社

気持ちの良い痛みでした。

は歯が抜けてしまうことにもつながります。

歯周病を予防することは、

２０年間、さいたま市民でした。また、関西地方にほとん

会人経験から学んだことを活かして、地域を盛り上げる
キッカケになりたいと思ったからです。

暮らしの中から

――多賀町の印象は？ まだ、全部を見ることができて

これから一年間暮らすお家を紹介します。栗栖地区で

いませんが、本当に自然が豊か・緑が豊かで、山々がこ

お医者さんをされていた方の別荘だそうです。とても広

んなに緑であふれている、そして、木々が大きく、たくさ

くて、一人暮らしには、
もったいないくらいのスペースが

ん生い茂っていると感じました。また、
シカやサル、
イノシ

あって、
どう使おうか思案中です。

〈歯周病は歯を失う原因です〉

また、歯周病の影響は口の中だけにとどまらず、動脈
硬化や糖尿病などの生活習慣病が悪化するともいわれ

全身の健康へとつながるの
です。

〈今日から始めよう！歯を守る健康習慣〉
ていねいに歯をみがきましょう
歯ブラシの毛先を軽く当てて、小刻みに動かしましょう。
１日３回毎食後すぐが理想です。
バランスのとれた食事をよく噛んで食べましょう
よく噛むとだ液がたくさん出て、口の中をきれいにし細菌の活動を抑えてくれます。
たばこやストレスも要注意
たばこは血管を収縮させ、歯肉を弱らせます。疲れやストレスがたまると免疫力が落ち、細菌が増殖します。
定期的に歯科健診を受けましょう
虫歯や歯周病は、早期発見・早期治療が大切です。
お口の元気は、体の成長・発達や生活習慣病予防な

▲とっても大きな太鼓

▲一年間暮らす家です

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/ｒ１９７２０４３０/
広報たが 201３年６月号
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ど、全身の健康につながるとても大切なことです。歯の
健康を保ち、心も身体も元気でいきいきとした生活を送
りましょう。

広報たが 201３年６月号
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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

日時■６月２９日（土） １０時３０分〜１１時

（毎月第１水曜日１０時〜）

あけぼのパーク
季節風びわこ道場２０１３初夏の風「おっと痛快

日時■６月５日（水）、
７月３日（水）
場所■あけぼのパーク多賀２階

本の読み聞かせボランティア募集

小会議室

多賀町立図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵

多賀町立図書館応援団

ています。興味のある方は図書館までご連絡ください。

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって
います。

サークルのご案内

日時■６月２２日（土） １３時３０分〜
（受付開始１３時）

参加費■無料

場所■あけぼのパーク多賀２階

主催■季節風びわこ道場

大会議室

定員■７０人

対象■大人の方

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

絵本の読み語りの旅でぃ！〜多賀町の宿〜」

〈飯野和好さん講演会〉

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 おはなしのへや

多賀町立図書館

日時■６月８日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

随時、
メンバーを募集しています。

場所■あけぼのパーク多賀

詳しくは図書館までお問い合わせください。

対象■中学生以上の方

図書館内

後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

申込受付■６月８日（土） １０時より図書館にて

多賀町教育委員会

闘病記文庫をはじめました
多賀町立図書館では、今年のはじめから、電話帳コー
ナーのところに「闘病記文庫」というコーナーを設けて
います。
５月からは、
１０００冊ほどの「闘病記」が並んで
います。
人は病気になったときに、その病気についての知識や

本の紹介

治療法だけでなく、病気と生活に関する不安や疑問につ
いて少しでも応えてくれる情報を求めます。それには、医

一般書

日輪の賦

天翔る

学関係の図書や資料だけでは不十分です。
「闘病記」は

く、生活やその後の生き方など様々なことを必死で知ろ

澤田

村山

人びとが病気や障害を抱えることとなった以降に、患者

うとしているのです。私は医療・福祉行政や運動との関

瞳子／著

由佳／著

東京：幻冬社 ９１３.６サワ

東京：講談社 ９１３.６ムラ

や家族として直面することになった様々な問題など、生

わりをもとに図書館の世界に来て、患者・家族や住民の

７世紀終わり。古より蔑称「倭」の名に甘

ある事件から学校に行けなくなってし

きてきた軌跡を記したものです。

方たちの想いに応えられる図書館を少しでも広げていく

んじる小国は、唐と新羅の脅威にさらさ

まった少女・まりもを、看護師の貴子は

私は「健康情報棚プロジェクト」
（２００４年８月創立）の

れていた。改革を急ぐ女王・讃良によっ

牧場へと誘う。そこで待ち受けていたの

幹事をしています。
「闘病記文庫」は同プロジェクトが東

この多賀町立図書館の「闘病記文庫」コーナーも同プ

て、国の仕組みを根本から変える律令の編纂が命じられ

は、風変わりな牧場主と、乗馬耐久競技という未知の世

京都立中央図書館（２００５年）
を皮切りに始めた、公共図

ロジェクトの協力を得て始めることができました。今後と

る裏で、ある恐ろしい謀略が動き始め…。

界だった…。
『 小説現代』掲載を単行本化。

書館・医学図書館・病院などでの設置に協力してきた患

も、
このコーナーの充実に努めていきたいと思っており

者・家族のためのコーナーです。

ますので、
ご協力・ご要望など、
よろしくお願いします。

マリアさんのトントントトンタ

オバケたんてい

角野

藤江 じゅん／作

栄子／文

東京：クレヨンハウス Ｋ９１３カド

東京：あかね書房 Ｋ９１３フジ

ど う ぶ つ え ん

なつのよる。ダイのへやに、ふたりのお

６月の休館日

すきな、はたらきものの園長さんと、園

ばけがあらわれました。しかし、ダイは

※２７日（木）は、
月末整理のため休館です。

長さんがだいすきな動物たちが、
なかよ

ちっともおどろきません。ケーキのイチ

くくらしています。でも、
ときどき事 件がおこります。あ

ゴがなくなったはんにんにされると思い、
こまっていたの

れ？ ラマのマリアさんが、さびしがっているみたいです

です。かわいそうに思ったおばけは、
ダイのちからになる

よ！

ことに…。

なってる

なつきちゃんと、
かずとにいちゃんは、

なってる

雨ふりの森

わたしのかさが…

たんぱらん

音はどんどん広がって−。雨の日の

森の情景を楽しく描いた絵本。
広報たが 201３年６月号

歌ってる

ジェットコースターに乗りました。ゆっ
くりゆっくりのぼっていって、急降下。

14

12

日

東京：教育画劇 ＫＥビツ

７月の休館日

１・８・１６・２２・２５・２９日

※１６日（火）は、振替休館日です。

巡
大

滝

幼

稚

園

１４：００〜１４：２５

日

東京：至光社 ＫＥタン
きこえる きこえる
ぱらん

亮司／さく

７月
５日

川北

優子／絵と文

7

日

びっくりゆうえんち

山崎

３・１０・１７・２４・２７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）

たんぱらん

靖泰

※２５日（木）は、
月末整理のため休館です。

6月

絵本

西河内

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）

ここはアイウエ動物園です。動物がだい

じ け ん

12

多賀町立図書館長

患者や家族は病気について、病気の知識だけではな

児童書

たたん

ために、
このプロジェクトに関わってきました。

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

真っ暗なトンネルに吸い込まれました。その先に広がっ

※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。

ていた世界は…。

※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。

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６月号

13

あけぼのパーク

多賀町立博物館

スポーツ

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース〜第一次発掘のご報告〜
４月２７日〜５月１日にかけて、多賀町古代ゾウ発掘プ

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

スポーツ推進委員かわらばん

多賀町民ボウリング大会開催！

貯筋

ロジェクトの第一次発掘が行われました。
２０年ぶりの今

７月２１日（日）多賀町体育協会主催

皆さんは、
「貯筋」という言葉

回の発掘では、多賀町発掘隊や発掘お助け隊として町民

による多賀町民ボウリング大会が愛

の皆さんにもご協力いただくことで、
とても実りのある

知川ボウルにて開催されます。日曜

をご存知でしょうか？
「貯金」は知

調査になったのではないかと思います。

の午後のひと時を楽しみませんか♪

一体どんなものが発掘されたのか、今回の発掘でどの

ご家族やお一人での参加も大歓迎

ようなことが分かったのか、
これからどんどん紹介してい

です！詳細は、
多賀町体育協会事務局
（Ｂ＆Ｇ海洋センター内）へお問い合

きますので楽しみにしていてください。

ほたる・ホタル・蛍
今年もホタルの季節がやってきました。ホタルにまつ
わるちょっとしたお話や、多賀町で観察できるホタルに

います。

後、
１０年後、その情報がとても大事になっていきます。

しています。この教室は、体操の基本

会期■６月１日（土）〜６月３０日（日）

を学びながら、生涯にわたる基礎体

会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

力・運動能力を身につけることを目
的に開催しています。今年度から小学
生体操教室も加わり、
より元気な声が

夜のほたる散歩

体育館に響き渡っています。

第３回

６月は梅雨のイメージが

ホタルを観察しながら、夜の川沿いを散歩してみましょ

強く、出かけるのがおっくう

う。ホタルの光はもちろん、川の流れやカエルの鳴き声

になりがちですが、この時

など、いろんな音にも注目しながら歩いてみるとおもし

期だからこそ観察できる植

ろいかもしれません。

物もあります。第３回目は

思いましたので、紹介したいと思
「貯筋」
とは、何かアクシデント
があって一時的に寝込んだりし
ても、ちゃんと普通に立って、歩
ける生活に復活できる筋力の余
裕をもつために、
日頃から筋肉を
蓄えておきましょうという意味だ
そうです。
筋肉は、使えば使うほど鍛え

多賀の花の観察会

日暮れとともに、
ほんのり光り始めるホタルたち。その

実は私も、とある本を読むま

ちびっこ・小学生体操教室開催中！
大好評の体操教室を今年度も開催

観察会

うか。
で知りませんでした。なるほどと

ルが見られたなどの情報も、ぜひお寄せください。
５年

ついて簡単にご紹介します。また、多賀町のどこでホタ

られていないのではないでしょ

わせください。
▲発掘に使用した道具―これらで掘り出された物は……！
？

トピック展示

られていても、
「貯筋」はあまり知

いきいき健康ウォーキング開催中！
大好評を得たいきいき健康ウォー
キングを今年度も開催しています。
５月１９日の第１回目は、
２５人の

いわくら

る
（「貯筋」が増える）
ことができ
（「貯金」は使えばなくなってし
まいますが）、何歳からでも可能
です。筋トレといった激しい運動
ではなく、椅子に座った状態で、
つま先を上げたり、
かかとを上げ

日時■６月１５日（土） １９時〜２１時

青龍山の磐座を目指しなが

参加者があり、東近江市五個荘の伝

集合場所■勤労者体育センター

ら、植物観察を行う予定で

統的な街並みを眺めながら、健康づ

たり、膝を伸ばしたり
（キックのよ

対象■小学生以上（小学生以下は必ず保護所同伴のこと）

す。興味のある方はお気軽

くりに取り組みました。天気にも恵ま

うな状態）、太ももを上げたり、
ま

参加費■１００円
（保険料）

に博物館までお問い合わ

れ、笑顔のうちに終了することができ

持ち物■懐中電灯など

せください。

た、
ウォーキングでも効果はある

▲ヤマゴボウ

日時■６月２０日（木） １０時〜１２時（９時３０分集合）
集合場所■多賀町立博物館駐車場
参加費■１００円（保険料）
※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越し
ください。
ギャラリー展示

滋賀県立大学ミニ博物館展

３月２５日〜３０日にかけて実施さ
れましたＢ＆Ｇ
「体験クルーズ」に、本

が筋力の落ちは早いようですの
で、
「 貯筋」運動は下肢を中心に
おこなった方がよいようです。

事業は、使用客船「ふじ丸」の引退に

筋」を普段からおこなっておき、

より２４年度で終了となりました。多く

いざというときに困らないように

ございました。

会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

ところで、筋肉は腕より脚の方

何かあったときのために、
「貯

会期■前半：５月２８日（火）〜６月１０日（日）

たちがミニ展示を製作しました。異なるトピックを前半と

ようです。

町から６名の参加がありました。この

の方に参加いただき誠にありがとう

後半：６月１１日（火）〜６月２３日（日）

14

海洋教育事業Ｂ＆Ｇ「体験クルーズ」終了！

後半に分けて展示しますので、
ぜひお立ち寄りください。

滋賀県立大学で学芸員課程を選択している学生さん

広報たが 201３年６月号

ました。

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

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ｂ-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

Ｂ＆Ｇ海洋センター

しておきたいものです。
スポーツ推進委員 喜多 一司

広報たが 201３年６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

たかとりぶぶるツアー
「遊ぶ・学ぶ・感じる」をテーマとして、たかとりぶぶるツアーが今年も開催されます。ガイドさんとともに公園の豊富
な自然や山野草に会いにでかける山野草ツアー・・ピザ作り体験に模擬店での各種販売を行います。当日は高取チェン
ソーＣＬＵＢさんによる、チェンソーアートのデモンストレーションも行います。
ある場合があります。

工クラフト
（間伐材を使用）／ピ

開催日時■６月９日（日）

ザ作り体験／陶芸教室（陶器製

１０時〜
（雨天中止）

場所■高取山ふれあい公園

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日
６月２日（日）

多賀中学校

実施場所
回収品目
調整池駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター下）
新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶
大滝小学校グラウンド

資源回収のルール……必ずお守りください!!

イベント内容■山野草ツアー（ガイド

のブレスレット作り）／高取チェ

※当日は入園料無料です。駐車

〜分別を徹底してください。

さんによるささゆりなどの山野

ンソーＣＬＵＢさんによるチェン

場に限りがあります。

新聞…新聞、折込チラシをひもで縛る。

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）

草の観察会）／間伐体験（山の

ソーアートデモ／足湯（木質ペ

雑誌…書籍、パンフレット、封筒、包装

などは出せません。

お話や参加者による間伐体験な

レットを使用）／模擬店 など

ど自然を感じてもらいます）／木

※当日イベント内容の一部変更が

お問い合わせ
高取山ふれあい公園
（有）
５-０６３５ （電）
４９-０６３５

平成２５年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）
ると認める者

試験区分■事務、技術、農業、農業土

なっています。

受付期間■インターネット：６月２４

木、
林業

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｉ
ｎ
ｊ
ｉ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｓａ
ｉ
ｙ

日（月）〜７月３日（水）郵送または持

受験資格■①平成２５年４月１日にお
いて高校または中等教育学校を

参：６月２４日（月）〜６月２８日（金）

ｏ/ｓａ
ｉ
ｙｏ０１_Ｂ.ｈｔｍ
お問い合わせ

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

ダンボール…ダンボー ル、お菓子・

布団、毛布類、カーテン、タオルな

どなたでも持ち込み可能です。こ

ティッシュなどの紙箱をひもで縛る。

どは出せません。

の機会にぜひお出しください。

平成２５年度滋賀県多賀町職員採用上級試験のお知らせ
平成２５年度滋賀県多賀町職員採

健師・社会福祉士１０時〜１２時

用上級試験を下記のとおり実施致し

【 イ . 場 所 】滋 賀 県 立 能 登 川 高
等 学 校（ 東 近 江 市 伊 庭 町１３）

ます。

人事院近畿事務局

２年を経過していない者および

試験地■京都市、大阪市、神戸市、奈

〒５５３-８５１３

行政職２人、保健師１人、社会福

試験（一般行政職のみ）

大阪市福島区福島１-１-６０

祉士１人

（２）第２次試験日および試験場所

中等教育学校を卒業見込みの者

※受験案内は５月１３日からホーム

②人事院が①に掲げる者に準ず

ページに掲載および配布をおこ

（電）
０６-４７９６-２１９１
（試験係）

シルバー連合会 再就職・就業支援 シニア対象『講習会』のご案内
・オフィスクリーニング技能講習
日程■６月１９日（水）〜６月２８日（金）

柳町２２-３）
※普通自動車免許保有者

会場■滋賀ビル（大津市梅林１-３-１０）

※申込受付後、面接により選考

締切■６月１０日（月）必着

面接日程■７月３日（水） １０時〜

※申込受付後、
面接により選考
面接日■６月１２日（水） １０時〜
連合会事務所にて
日程■７月１９日（金）〜７月２６日（金）
会場■クレフィール湖東（東近江市平

試験、面接試験、
グループ討議※

４月１日までに生まれた者【保健

詳細は、
１次合格者に別途通知し
ます。
受付期間■５月２７日（月）〜６月１４日

よろず相談
今月の相談日■６月１７日（月）
来月の相談日■７月１６日（火）

見込みの者。
【 社会福祉士】社会

郵送の場合は締切日
（６月１４日）

ター

日程■７月２３日（火）〜１１月１１日（月）

福祉士の資格を有する者または

までの消印のあるものに限り受

ンティア室

平成２６年３月３１日までに取得

け付けます。

９時〜１６時
定員■４０人
締切■７月１０日（水）必着

会場■龍谷大学（大津市瀬田大江町横

※申込受付後、面接により選考
面接日程■７月１２日（金） １０時〜

定員■４０人

滋賀県婦人会館にて

受講料■いずれも無料
対象者■５５歳以上の県内在住者で講習に係る就業を希望し、
ハローワークで求職登録をされている方（フォークリフト
に限り、
普通自動車運転免許保有者）
お問い合わせ・お申し込み
公益財団法人

昭和５９年４月２日から平成４年

・介護員初任者研修

日程■７月１日（月）〜１１月１１日（月）

谷１-５）

多賀町役場【ウ.試験内容】論文

分）
に総務課で受け付けます。※

会場■びわこ学院大学（東近江市布施町２９）

土日除く６日間 ８時〜１７時

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

平成２６年３月３１日までに取得

・介護員初任者研修
９時３０分〜１６時３０分

産業環境課

ら金曜日の８時３０分〜１７時１５

龍谷大学（ＲＥＣ）
にて

見込みの者
試験■（１）第１次試験日および試験
場所【ア.試験日】
７月２８日（日）／
一般行政職１０時〜１５時／保

大会議室

お問い合わせ

保健師の資格を有する者または

面接日程■６月２４日（月） １０時〜

クレフィール湖東にて

・フォークリフト技能講習

場所■役場２階

【ア.試験日】
９月中旬【イ.場所】

せん。（２）年齢…【一般行政職】

２日から平成４年４月１日までに

日時■６月１２日（水） ９時〜

（金）までの執務時間中（月曜日か

※申込受付後、面接により選考

締切■７月１日（月）必着

定員■２０人

受験資格■（１）学歴…学歴は問いま

【ウ.試験内容 】教養試験、専門

農業委員会開催のお知らせ

生まれた者。（３）資格…【保健師】

定員■２０人

土日除く８日間 １０時〜１６時

試験区分および採用予定人員■一般

師・社会福祉士】昭和５４年４月

締切■６月２０日（木）必着

※詳しくは、各団体から配布されるチ
ラシをご覧ください。町内の方なら

第１次試験日■９月８日（日）
良市、和歌山市、田辺市

入れてください。

★古着は古着（学生服を除く）のみで

紙などをひもで縛る。

卒業した日の翌日から起算して
平成２６年３月までに高校または

★古着は中身の見えるビニール袋に

採用予定■平成２６年４月
お問い合わせ

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
ふれあいの郷 ボラ

お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

総務課人事給与係
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

広告募集中
広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月

滋賀県シルバー人材センター連合会

〒５２０-００５４ 大津市逢坂１-１-１ （電）
０７７-５２５-４１２８ （Ｆ）
０７７-５２７-９４９０
広報たが 201３年６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

（標記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

すこやか相談
すくすく相談

７月２９日（月） １０時〜１１時 健康相談、
血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定など
７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。

※今回は栄養士もいますので、離乳食やおやつなど食事のご相談も受け付けています。

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４カ月児健診
７月１日（月）
１０カ月児健診
７月１日（月）
１歳６カ月児健診
７月３日（水）
二種混合予防接種（集団接種） ７月２３日（火）

１３時〜１３時１５分
１３時１５分〜１３時３０分
１３時〜１３時１５分
１３時３０分〜１４時

Ｈ２５年２月生まれの乳児
Ｈ２４年８月生まれの乳児
Ｈ２３年１１月・１２月生まれの幼児
小学６年生児童

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。／２歳６カ月児健診、
３歳６カ月児健診を受けられる方は、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。

予防接種（指定医療機関で１年中実施・予約制）
予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

種類

２期（２種混合：ジフテリア、破傷 １期追加：３回目接種日から１年
風）
：１１歳以上１３歳未満（小６相 後に１回接種
（百日せき・破傷風・ジフ 当の年齢）
２期：１回接種

または
３種混合

テリア）

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
不活化ポリオ
生後３カ月以上〜９
０カ月未満
追加：３回目接種日から１年後に
※１
１回接種
１期初回：６日〜２８日間隔で２回 不活化ワクチン
１期：生後６〜９０カ月未満（標準
（６日以上おいて別
接種
日本脳炎
的な時期：３歳〜４歳）
のワクチンが接種
１期追加：
２回目接種日から１年
※２
２期：９歳以上１３歳未満（小３〜
可能）
後に１回接種
４年）
２期：１回接種
初回：４〜８週間隔で３回接種
ヒブ
生後２か月〜５歳未満
（インフルエンザ菌ｂ型）
追加：３回目接種日から７〜１３
（標準的な時期：生後２〜７か月）
※３
月後に１回接種
初回：２７日以上の間隔で３回接種
追加：３回目接種日から６０日以
生後２カ月〜５歳未満
小児用肺炎球菌
上に１回接種
※４
（標準的な時期：生後２〜７カ月）
（追加接種は、生後１２〜１５月に
至るまで）
１期：１２カ月以上〜２４カ月未満
麻しん風しん混合
１期・２期ともに１回ずつ接種
生ワクチン
２期：５歳以上７歳未満の年長児
（２７日以上おいて
生後１２カ月未満（標準的な時期：
別の接種可能）
結核（ＢＣＧ）
１回接種
生後５〜８カ月）

子育て支援センター（ささゆり保育園２階）／多賀町子ども家庭応援センター主催
（有）
２−８１３７ （電）
４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

広報たが 201３年６月号

18

〈ひろばの案内〉

多賀町 し尿収集カレンダー

前

集
落
２日（火） 萱原①・川相①
４日（木） 久徳①②
９日（火） 月之木①②・猿木①②・多賀①
一之瀬①・大杉①③・仏ヶ後①③・一円
１１日（木）
①②・栗栖②・木曽①②・敏満寺①②
１８日（木） 藤瀬①③
楢崎①・中川原①・土田①②・富之尾
２３日（火）
③
２５日（木） 佐目①②③・四手①②・小原③
２９日（月） 大君ヶ畑①②・南後谷①③
３０日（火） 多賀②
３１日（水） 川相③

午

不定期
不定期
楢崎①・中川原①・土田①②・富之尾
③
佐目①②③・四手①②・小原③
大君ヶ畑①②・南後谷①③
不定期
川相③

おたのしみ
①

⑧

月曜日〜金曜日

９時〜１３時

※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回でのお申込みを表し、
「萱原①」
とある場合は１カ月に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。

後

集
落
萱原①・川相①
久徳①②
月之木①②・猿木①②・多賀①

クロスワード
ヨコのカギ

⑩

①分けること。ルーム○○○。ワーク○○○

②

②日が暮れてからまだ間もない時

⑤

③旧一万円札の裏に書かれていた鳥
④１５ページ。
７月２１日に大会が開催されます
⑤了解しました！ イエス、
○○！

⑥

⑥６ページ。○○○創造事業が決まりました
⑦食パンを数えるときの単位

③

⑨

⑦

先月号の答え

ヒ
バ
イ
ヒ
ン

①

②

③

④

タ
タガ
イオマス
シナゴ
ンジ
ミ
ミドリ

⑦

⑥

⑨

⑧

⑩

⑤

「シオヒガリ
（潮干狩り）」
でした。

タテのカギ
①大規模⇔○○○○○
⑤１１ページ。歯周病も虫歯も犯人は

④

⑧平らな魚。
しっぽには毒のある針をもつ種類も
⑨ほどよい時に降る雨。
しぐれ
⑩ふくらし粉。○○○○○パウダー

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：青や赤やはたまた緑というのも

□□□□

締め切りは６月２８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

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。
１３時〜１４時 子育て相談
支援センターで遊ぼう
７月１日（月）、
７月１９日（金）１０時〜１２時 水遊びをしましょう。
おはなしポケット
７月９日（火）
１０時〜
絵本や紙芝居を楽しんでいます。
リトミックで遊ぼう。
七夕の集い
７月３日（水）
１０時〜１１時
場所■ふれあいの郷３階 多目的運動室
にじ・きりん広場 ７月１０日（水）
１０時〜
２階のテラスで水遊びをします。お水をぴちゃ
ぴちゃ触ったり、水かけをしたりして、感触を楽
ぺんぎん広場
７月１７日（水）
１０時〜
しみましょう。★持ち物…水遊びのできる用
意、
着替え、
帽子、
水分補給のためのお茶など
こあら広場
７月２４日（水）
１０時〜
夏ならではの遊びを親子で楽しみましょう！

わくわくランドで遊ぼう

にこにこ広場
（登録制）

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

午

日（曜日）

（百日せき・破傷風・ジフ １期：生後３カ月以上〜９０カ月 １期初回：２０日〜５６日間隔で３
テリア・不活化ポリオ） 未満
回接種

※１ ポリオが未接種の方で、
３種混合を１回以上接種されている場合は、不活化ポリオワクチンの接種になります。
※２ 平成７年４月２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、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。
※３ ヒブ生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回終了後７〜１３月後に追加１回計３回生後１歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
※４ 小児用肺炎球菌生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回２回目から６０日以上後に追加１回計３回生後１歳〜２歳未満で
開始の場合：初回１回、
６０日後以上に１回計２回生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
（祖父母やおじ、おばなど）は、福祉保健課までご連絡ください。
☆予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できないとき
☆必ず予約をして、母子健康手帳と予診票を忘れず持参してください。

☆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。

平成２５年７月

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。

ひとのうごき

平成２５年４月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７７３人 （‐５）
■男性
３,７１８人 （+１）
■女性
４,０５５人 （‐６）
■世帯数
２,６９３人 （+１１）
■転入
２５人
■転出
２７人

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆大矢亜浬世（顕治・慶子） ☆西川
☆大矢 連介（利次・詩織） ☆西村
☆髙山 葵衣（祐一・佳子） ☆山田
お お や

あ

り

ぜ

にしかわ

お お や

れんすけ

にしむら

たかやま

あ お い

や ま だ

み れ い

美澪（達哉・宏美）
は る き

陽輝（知也・智美）
心春（孝司・久美子）
こ は る

おくやみ申し上げます
利 ９８歳
◆関河
務 ７１歳
◆中居
◆藤川 つよ １０１歳
せきがわ

とし

な か い

つとむ

ふじかわ

お詫びと訂正

ふ じ の

◆藤野

よしたか

義隆 ８７歳
（敬称略）

広報たが４月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）平成２５年度 多賀町主要施策の概要（単位：万円）
２ ページ 平成２５年度予算
（正）平成２５年度 多賀町主要施策の概要（単位：千円）
		
２７ページ おめでた・おくやみ

たかはし

（誤）髙井

けんた

たかい

健太 （正）髙井

放射線量（μsv/h）
5月 2日 0.08
5月17日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値

けんた

健太

広報たが 201３年６月号

19

▼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

６月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

14

（金）
日

スギ

28

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（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

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

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
6

「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%）

表紙写真■５月４日の化石発掘体験で化石かどうかを判
定している一コマです。
編集後記■５月は母の日があり、
６月は父の日がありま
す。
「親孝行したいときには親はなし」には「孝のしどきは
今とこそ知れ」
という続きがあるようです。これは何も親
孝行だけではなく、色々なことに当てはまると思います。
「いつやるの？」
「今でしょ！」
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。

