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５月

５月２２・２３日、
６月５・６日

民泊受入

木の伐採

静岡県浜松市立東部中学校を５月

験をしたことのある生徒さんたちは

布やたきぎ割りなどを体験してもら
いました。

大滝山林組合の職員さんが、霜ヶ

そうです。狙った方向に木を切り倒す

かもしれませんが、大滝山林組合で

に、横須賀市立大津中学校を６月に

少なく、緊張しながら、
ワクワクしなが

原地先において木の伐採をしておら

技術は見事なものです。切り倒され

も後継者不足に頭を悩ませておられ

それぞれ民泊受入しました。農林業体

ら田植えや野菜の収穫、除草剤の散

▲東部中学校入村式にて

▲東部中学校 田植え

▲東部中学校離村式にて

▲大津中学校 プランター植え替え

▲大津中学校 畑仕事

▲大津中学校 たきぎ割り

ば

れました。伐採された木材は、高取山

た木の「い張り
（木の根元に近い広く

ます。林業もかつてのにぎわいを戻し

ふれあい公園に建設予定の宿泊施設

なっていく部分）」を切り、形を整えた

て欲しいものですね。

に利用したり、市場に出荷したりする

後で出荷されます。どこでもそうなの

▲手に持つ「クサビ」で、切り倒す際にチェン
ソーが木に挟まれないようにします

▲狙った方向に切り倒します

▲枝を払い、
木から木材へ様変わり

５月３０日
▲切り倒したあとの木材

▲長さを揃えたり、
形を整えたりします

▲木材を集積します

５月２５日

大滝小学校木おこし

多賀幼稚園保護者サークル

ぶらんこ

全ての園児の保護者を対象に、保

スの伝統的な手芸のことで、厚紙（カ

にボンドで貼り付けて名刺入れやパ

護者同士が仲良くなりお互いに協力

ルトン）
に紙や布を張り付けて組み立

スケースを作られました。おしゃべり

しやすい雰囲気となれるよう活動さ

てていくものです。作成にはかなり応

を楽しみながら作成し、親睦を深めて

れています。今回は講師に各地で教

用が利き、
名刺入れなどの小物から大

おられたようです。参加者の方は「育

きいものはタンスまで作られることも

児のいい息抜きになった。」
「楽しかっ

が も う か お り

室を開かれている蒲生香織先生をお

壷地先にある大滝小学校の学校林

招きし、
カルトナージュ教室を初開催

あるそうです。保護者の方たちは厚紙

た。機会があれば他の物も作ってみた

で、
６年生親子と大滝柔道スポーツ少

されました。カルトナージュとはフラン

と紙の間に空気が入らないよう慎重

い。」
と、
おっしゃっていました。

年団による木おこしが今年も行われ
ました。後援会の方に指導してもらい
ながら、
まっすぐに育つよう雪で倒れ
た木に縄をくくっておられました。
「昨
年は雪が少なかったし、あまり倒れて
はいないなぁ。」と後援会会長は言っ
ておられましたが、参加された方は汗
をかきながらたくさんの木をおこし
ておられました。
広報たが 201３年７月号
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▲シカに防護ネットを破られた跡がありました

▲木おこしのようす
広報たが 201３年７月号
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まちの話題

ねんきん

６月１１日

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

水谷地域に地域おこし協力隊がやってきました!!

日本年金機構

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

国民年金保険料の免除制度について

水谷地域の活性化を図るため、
６月からおおむね３年
間、
「地域おこし協力隊」を受け入れ、地域活性化の原動
力としてまちづくりに参画いただくとともに地域の皆さ

国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困

い場合でも、
３０歳未満の若年者の方については本人お

んと一緒に獣害対策や耕作放棄地をはじめとする地域

難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除され

よび配偶者のみの所得で審査して基準を満たせば、保

課題の解決に向けてご協力いただきます。

る「保険料免除制度」があります。この制度は、本人とそ

険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」がありま

の配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以

す。

また、隊員の個性や特技を活かして地域に定住してい
ただくために必要な起業や就業を目指す活動を隊員自

これらの保険料免除期間については７月から翌年６月

下の場合に承認されます。

身からの提案に基づき行われます。今回は、水谷地域に

ただし一部免除の場合、一部納付保険料が未納になり

来られた隊員の紹介をさせていただきます。

ますとその期間の一部免除は無効（未納と同じ）
になり

詳しくは、税務住民課または彦根年金事務所までお問
い合わせください。

また、世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しな

染森

よ し た か

い

義孝 隊員

ど

ゆたか

井戸

この 度 、地 域 おこし協

なります。

ますのでご注意ください。

▲委嘱式のようす

そ め も り

までとなり、平成２５年度分の受付は７月１日から開始と

裕 隊員

免除の対象となる所得の目安

はじめまして。この度、

世帯構成

全額免除

一部免除（一部納付）
３／４免除

１／２免除

１／４免除

力隊員に任命されて、北

多賀町の地域おこし協力

九州・小倉からやってま

隊の隊員として活動させ

４人世帯
（夫婦、
子２人）

１６２万円

２３０万円

２８２万円

３３５万円

いりました。温かく迎えて

ていただくことになりまし

２人世帯
（夫婦のみ）

９２万円

１４２万円

１９５万円

２４７万円

くださって、ほんとうにあ

た井戸裕と申します。

単身世帯

５７万円

９３万円

１４１万円

１８９万円

りがとうございます。

縁あってこのまちでお

以前、兵庫県播州の山

教えて年金 Ｑ＆Ａ

世話になることになった

間部の町で５年間働いたときに、自然の厳しさと素晴ら
い け い

しさを知り、
自然を畏敬し、大切にする精神が培われまし

こと、
とてもうれしく思うと同時に新しい出会いや経験に
わくわくしています。
簡単に自己紹介させていただきますと、
２００９年から

た。
それが機会となり、いつか将来、人手不足の農村部で
力になりたいという願いを抱くようになったのです。
多賀町水谷集落に立って、第一に驚いたことは、空気

２年８カ月でアメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジから
スタートして南米アルゼンチン最南端の町ウシュアイア
まで自転車旅をしてきました。旅と同じように、新しいこ
とにチャレンジすることで自分の経験や能力を広げ、皆

の美しさと芹川の清らかさでした。
これからは多賀の歴史、風土、気候をしっかりと学び、
土を知り、水を知って、人にもあらゆる命にも優しい地域

さんの役に立てたら最高だと思います。
人との係わり合い、それが人生の醍醐味だと思いま

作りを目標に、精いっぱい献身したいと願っております。

す。皆さんどうぞ気軽に声かけてやってください。いろい

よろしくお願いいたします。

ろと分からないことや、至らないこともあるかと思いま

Q

老後の生活は、個人年金や貯蓄があれば、
公的年金に頼らなくてもいいのではない
ですか？

A

仕組みです。つまり、現在の受給者を現在の加入者が支
えるので、実質的に価値のある年金を生涯にわたり受け
取ることができます。自分の寿命がどれくらいかわから
ないため、個人の貯蓄のみでは経済の変動に対応する

個人年金や貯蓄と違い、公的年金は現在の受給

のは困難ですが、公的年金では一定価値の給付を生涯

者の給付を現役世代が納めた保険料で負担する

受け続けることができます。

もし公的年金がなかったら……？
自分たちの将来のための貯蓄や子どもの養育費、親の生活費の仕送りや扶養するための費用などのすべてを自分たち
の収入のみでまかなうという生活設計になってしまいます。

すが、一生懸命がんばりますので、
ご指導ご鞭撻の程よ
ろしくお願いします。皆さんにお会いできるのを楽しみ
にしています。

キラリとひかる ★

★

★

★

家計簿

たが写真館

※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７月号

（同居の場合）扶養

子ども

★

毎月の１０カ月健診時にふれあいの郷で撮影しています。

4

養育

貯蓄

し げ も り

重森

か

い

と

海斗ちゃん

つ じ し た

辻下

みやび

雅ちゃん

（別居の場合）仕送り

両親

自分たちの将来
広報たが 201３年７月号
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後期高齢者医療制度

肺炎球菌ワクチン／子ども議会

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@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

〜後期高齢者医療制度からのお知らせ〜

後期高齢者医療制度のお知らせ

肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成をします
「肺炎球菌ワクチン」は、肺炎の原因の中で最も頻度の高い「肺炎球菌」による肺炎を予防するワクチンです。免疫効

平成２５年度の保険料の額を７月にお知らせします

果は、接種後５年間有効といわれています。
※この予防接種は、あくまでも接種を希望する方に行う

後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成２５年度
の１年間の保険料の額や、お支払いの方法についての
通知書を、
７月に郵便でお送りします。
●保険料の計算のもとになるのは
平成２５年度の保険料は、平成２４年中の所得に基づ
いて計算します。

●保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれ
ば、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か
口座振替でお支払いいただきます。

助成内容
対象者■後期高齢者医療の被保険者で、医師が接種を
認める方
実施期間■通年
接種方法■滋賀県内の医療機関に直接予約し、備え付

８月１日から有効の新しい被保険者証を７月にお送りします

けの問診票に必要事項を記入してください。
助成金額■３,０００円

使えませんのでご注意く

自己負担額■接種費用は医療機関により異なります。接

ます。

ださい。
（有効期限をお確

種費用から助成金額を差し引いた額をお支払い

●８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です

かめください。）新しい被

新しい被保険者証は、
７月中に簡易書留郵便で発送し

更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入し
ておられる方全員の被保険者証が新しくなります。

保険者証は、びわ色（薄橙

ください。
持ち物■後期高齢者医療被保険者証

注意事項

平成２５年８月１日以降は、今お持ちの被保険者証は

※予防接種を実施していない医療機関もありますので、

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新します
医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」

●手続き方法
平成２５年７月３１日まで有効の「限度額認定証」をお

（以下、
「 限度額認定証」という。）を提示すると、窓口で

持ちの方で、平成２５年８月以降も該当する方には、新し

の医療費のお支払いの上限が限度額までとなり、入院時

い被保険者証に同封して郵送いたします。
（申請手続き

の食事代も減額されます。

は不要です。）

●対象となる方

●対象となる方で限度額認定証をお持ちでない方は

後期高齢者医療制度の被保険者の方で、平成２５年度
の住民税が世帯全員非課税の方（課税世帯の方は交付

被保険者証と印鑑（認印で可）
をご持参のうえ、税務住
民課の窓口で申請してください。

対象外です。）

生しています。
滋賀県内においても、後期高齢者医療制度の被保険

を操作するよう指示することはありません！
「おかしいな」
と思われる場合は、ひとりで判断せず家
族や友人に相談するか、警察、税務住民課または広域連

者宅に還付金等に関する不審な電話があったとの報告

合へご連絡ください。

が、多数寄せられています。手口はいずれも、厚生労働

お問い合わせ

省、県、市町や広域連合などの職員を装い、電話をかけ

税務住民課

たり訪問したりして金銭や被保険者証をだまし取るなど
というものです。
市町や広域連合などの公的機関が、金融機関のキャッ
シュカードを渡すよう求めたり、
ＡＴＭ
（現金自動払出機）
広報たが 201３年７月号
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て、十分理解した上での接種をお願いいたします。
※肺炎球菌ワクチンは、接種後５年間有効とされており
毎年受けるものではありません。
※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。
※ほかの予防接種（インフルエンザワクチンなど）を受
ける前、
または受けた後に接種を希望される場合は、
かかりつけの医師とご相談ください。
※助成金総額が予算額を超過する場合には、年度の途
中でも終了する場合があります。
お問い合わせ
滋賀県後期高齢者医療広域連合
（電）
０７７−５２２−３０１３

事前にご確認ください。
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
議会事務局 （有）
２-２０１１ （電）
４８-８１２６ ｇ
ｉ
ｋａ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「多賀町子ども議会」を開催します
未来を担う小・中学生の皆さんに、多賀町のことで疑問に思っていることや考えていること、多賀の将来に対して聞き
たいことを質問したり、提案したりすることを通じて、町政や議会の仕組みを理解してもらい、より身近なものとして感じ
てもらうことを目的として開催します。
また、小・中学生の皆さんからの要望や意見を受け止め、今後の町政運営の参考としていきます。

注意！公的機関の職員を装った不審者・不審電話にご注意を！
高齢者を狙った還付金等詐欺が、全国各地で多数発

の医師とよくご相談し、予防効果や副反応などについ

色）
になります。

●８月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは

『 任意接種 』です。接種を希望する方は、かかりつけ

（有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４
滋賀県後期高齢者医療広域連合

期日■７月２９日（月） １３時３０分〜１６時
場所■多賀町議会議場
出席者■・子ども議員 １２人（各小学校５年生１人、
６
年生２人、中学生１〜３年生各２人 うち１人は議
長）
・議会議長、議員、事務局長、町長、副町長、教育
長、会計管理者、課長
その他■傍聴を希望される方は、人数に限りがあります
ので議会事務局まで申し込んでください。
（ 子ど
も議員の保護者１人は優先します。）

（電）
０７７-５２２-３０１３
ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａｋｏｕ
ｉ
ｋ
ｉｊ
. ｐ/

▲平成24年度「多賀町子ども議会」のようす
広報たが 201３年７月号

7

おとなの風しん予防接種助成／コミュニティ助成
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

民児協だより／いくせい
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

おとなの風しん予防接種費用の一部助成を行います
全国的に風しんが流行しています。妊娠中の女性が風しんにかかると、生れてくる赤ちゃんの耳が聞こえにくい、目が
見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど「先天性風しん症候群」という病気にかかってし
まうことがあります。

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−
民生委員児童委員協議会の部会の一つである障がい
者福祉部会の活動の一部をご紹介します。
毎年、
５月に開催される
『杉の子祭』
と
『彦根学園祭』
に

そこで、
「先天性風しん症候群」の発生を予防するための緊急対策として、妊娠を希望する女性と、妊婦の配偶者を対
象に、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種費用を一部助成します。

最近は不況により、実習受入先企業が激減し、
また、就
労受入先企業も減少しており、就労困難な人が増加して

奏の練習の成果を発表する機会でもあり、皆さんの生き

いるとのことでした。多くの人が、自立でき、生きがいを

生きとした笑顔が印象的でした。彦根学園では、電動車

持って生活できるように、経済情勢、就労状況の好転を
祈らずにはいられません。

接種時に多賀町の住民で、次のいずれかに該当する方

６月１日から９月３０日（月）までの間に接種した人

いすの試乗体験をさせていただきました。民生委員で毎

①平成７年４月１日以前に生まれた、妊娠を予定または

※申請の受付期間は１２月２７日（金）までです。

月ベルマークと使用済み切手を持ち寄り、
１年分まとめ

※妊娠中の女性は予防接種を受けることができません。
※女性が接種した場合は、接種後２カ月間は避妊してく
ださい。

福祉保健課で、多賀町風しん任意予防接種費用助成金
交付申請書（兼請求書）を記入し、次の書類等を添付ま

②妊婦の配偶者

たは持参して申請をしてください。

※妊婦の風しんの抗体価が１６倍以下の場合は、特に接

①医療機関発行の領収書（被接種者名、予防接種名、接

種をお勧めします。

種費用、接種日がわかるもの）

て彦根学園祭にお渡ししています。使用済み切手は、海
外で医療支援の資金の一部となるそうで、少しでもお役

昨年１１月９日には信楽学園を訪問しました。学園で
は、
１５歳から１９歳までの知的ハンディキャップを持った
う、
３年間の職業支援の実施と日々の暮らしを充実して

予防接種にかかった費用の２分の１
（上限５,０００円）

④振込を希望する本人名義の口座番号のわかるもの

過ごせるようサポートされています。

※費用助成は１人１回限りです。

※申請後、申請した方の口座へ助成金を振り込みます。

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

▲彦根学園電動車いす試乗体験

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

多賀町青少年育成町民会議では平成２５年度総会を５月２６日に開催し、今年度の活動方針、活動計画、本部役員、部会
役員、予算案等を審議し可決決定しました。
火災や夜間活動等災害時における自警団活動の向上が

治宝くじ助成）の助成を受け、小型消防ポンプ、背負い式

図られます。

消火水のう、
投光器および発電機を整備されました。

※コミュニティ助成事業は、財団法人自治総合センター

応、消防団と連携した消火活動が可能になり、
また山林

で陶器づくりの作業をしています。訪問当日は、神社な

多賀町青少年育成町民会議

自治宝くじ助成事業

今回の整備によって、不慮の火災時における迅速な対

毎年、
２０人ほどの入園者があり、
１年生は園内の工場

中央公民館内

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

河内自警団が平成２５年度コミュニティ助成事業（自

※かわらけ……素焼きの陶器。

います。

③印鑑

福祉保健課

ていけるよう、研鑽を重ねていきたいと思っています。

また、毎年、福祉施設を訪問しての研修会も実施して

子どもたちが「働く喜び」を感じ、社会的に自立できるよ

５．
申請場所・お問い合わせ

今後とも、民生委員児童委員で協力・支援をおこなっ

に立てればとの思いで取り組んでいます。

②妊婦の配偶者である場合は、妊婦の母子健康手帳

２．
助成額

ています。

念でしたが、
どちらもにぎやかに開催されました。歌や演

３．
助成期間

４．
助成を受ける方法

年生は地域での実習、
３年生は職場体験の実習を行われ

参加をしています。今年の杉の子祭はお天気が雨で残

１．
助成対象者

希望する女性

どで使用される「かわらけ※」を製作されていました。
２

『たくましく伸びよう伸ばそう多賀の子』
と
『大人が変われば、子どもも変わる運動』をスローガンとして掲げ、青少年育
成運動を積極的に展開します。今年度も町民の皆さんのご支援よろしくお願いいたします。

が宝くじの社会貢献広報事業として、地域社会の発展
や住民福祉の向上に寄与するために行う事業です。

平成２５年度の組織と役員名（敬称略）
名
顧
会
副
監

誉

会

会

長
問
長
長
事

久保久良
夏原覚・澤田藤司一・松宮忠夫・土田雅孝・山本房子・小菅辰一
火口悠治
池尻力・西河仲市
馬場研二・樋栄浩之

部会名簿 （◎…部会長、〇…副部会長）
◎平塚一弘・〇大矢勝・○安田良介・火口悠治・池尻力・西河仲市・川口秀和・木村慶之・新谷
康宏・馬場研二・原田亀雄・樋栄浩之・社会環境部会代表・青少年・家庭教育部会代表
◎井上尚世・〇大久保喜久夫・〇藤森美智子・宇野直美・神細工信二・米谷ふみ子・集治靖幸・
社 会 環 境 部 会
城貝康弘・土坂淳子・富田和平・原田直美・松宮紀久子・村田和明・山本たみ子
◎古石成子・〇石田茂夫・○西倉正浩・井上誠・河池弥生・喜多武雄・田中伸幸・田辺等・林壽
青少年・家庭教育部会
美子・福本香苗・前川正義・森清美・山本明美・西尾公志
総

▲小型消防ポンプ
広報たが 201３年７月号
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▲背負い式消火水のう

▲投光器

▲発電機

務

部

会

広報たが 201３年７月号
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学校支援ボランティア

防災／農業委員会だより

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

彦根市消防署

学校支援地域本部事業

犬上分署 （電）
３８-３１３０

放火による火災予防について

学校支援ボランティアだより

「放火」および「放火の疑い」による火災は、昭和６０年以降連続して全国の出火原因のトップを占めています。彦根
活動です。今年度新たに１１人の方に登録していただき

市消防署管内でも、平成２４年中の火災は合計３８件あり、その内、放火・放火の疑いが８件で、全体の２１％を占めて

参加を目的に、
自分の経験や知識を活かし、
できる人が・

ました。昨年度は約100回の依頼がありましたので、引

います。

できるときに・できることを自発的意思に基づいて行う

き続き、
ご協力いただける方を募集しています。

学校支援ボランティアとは、生きがいづくりや社会

放火予防対策の基本は、地域住民が自ら放火火災に対する危機意識を持ち、安全で住みよいまちづくりを進めていく
ことです。特に次の点に注意し放火されない環境をつくるよう心掛けましょう。

いろいろな活動が始まりました
☆大滝小学校「ウォークラリー」霜ヶ原〜富之尾〜高取

☆多賀小学校「本の読み聞かせ」
５月２３日から、
１２人のボランティアさんに、
１〜３年

山方面

建物に対する放火防止対策

その他のものに対する放火防止対策

建物に放火されたケースを見ると、建物外周部、倉庫、

夜間にゴミ捨て場のゴミや放置された新聞・雑誌など

５月２２日に大滝小学校のウォークラリーが開催され

生と宝学級の各クラスで本の読み聞かせをしていただ

物置、車庫、共同住宅等の玄関ホールや階段室等の共用

ました。
とても暑い日でしたが、各班で助け合って全員元

いています。子どもたちは、前に集まって静かにお話を

部分など、侵入されやすい場所や人気のない暗がりにお

• 夜間にゴミを放置しないようにする

気にゴールの高取山に到着しました。ご協力いただいた

聞いています。

ける放火が目立ちます。

• ゴミは指定された場所、日時以外は搬出しないように

ボランティアさん、ありがとうございました。

に放火されるケースが多く見られます。

• 施錠管理をきちんと行い、外部からの侵入を防ぐ
• 照明器具の設置等により暗がりをなくす

する
• ゴミ集積場所の環境づくりを地域ぐるみで実施しま

• 建物の周囲を整理整頓し、燃えやすいものを放置しな

しょう

いようにする

車両に対する放火防止対策

▲開会式

いいお天気です

▲さあ、出発です！

▲ボランティアさんとの打ち合わせ会

地域における放火防止対策

路上、建物外周部および屋外駐車場に駐車中の車両

放火の危険から地域社会を守るためには、地域の実状

の荷台やボディーカバー、施錠がされていない車両の内

に即して、町内会、自治会、自主防災組織、事業所、関係

部に放火されるケースがあります。

機関などが一体となり協力体制を確立し、放火されにく

• 不用意に車を放置しないようにする

い地域環境をつくり出す必要があります。

• ボディーカバーをする際には防炎製品を使用する

• 防火座談会や防火・防災訓練を開催するなどして、地

• 車両の施錠管理をしっかり行う
• 荷台に可燃物を積んだまま駐車しない

域住民の防火意識を高めましょう
• 広報紙やチラシ、回覧板などを利用し、地域住民が放
火に対する危機感を持てるようにしましょう
• 火の取扱い、火遊びの危険性について指導するなど、
幼少年に対する防災教育を行いましょう

産業環境課（農政） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｎｏｕｓｅ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
▲安全に横断できました

▲読み聞かせスタート

ボランティア研修会を開催します！

学習支援ボランティア募集!!

日時■７月１３日（土）、
２５日（木） １３時３０分〜１６時

対象■多賀中学校１年生・２年生・３年生

場所■あけぼのパーク多賀

教科■国語・数学・英語

大会議室

内容■「本の読み聞かせ研修①、②」 本の読み聞かせ

日程■・夏休み中に１０日間程度

の基礎と実践方法を教えていただきます。受講

・２学期からの毎週水曜日

料は無料です。

１５時〜１６時

農業委員会だより
５月１４日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１号

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…… １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５条第１項第６号の規程による農地転用届出について…１件

※市街化の農地を転用し、第３者と売買等を行うことの届出です。

講師■北村惠美子さん（滋賀県児童図書研究会副会長、
しが子ども読書活動推進協議会委員
お申し込み■教育委員会事務局
広報たが 201３年７月号
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他）

生涯学習課

詳しくは、多賀中学校または生涯学
習課までお問い合わせください。
広報たが 201３年７月号
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定住自立圏

定住自立圏／ごみゼロ清掃活動

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

人は、是非、月に１回でも、
２回でも「バス」を選択肢の一

※平成２４年度は、バス車両の修繕料やリース料、保険

湖東定住自立圏（多賀町と彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町との広域連携）の

つに入れて、積極的なご利用をお願いします。多くの人

料等が増加したため、平成２３年度よりも補助額が増

のご利用が路線バスを支えます。

えたものです。

具体的な取り組み

湖東圏域路線バス利用状況

利用者数
（万人）
100
86万人

湖東圏域全体の公共交通を持続的に維持発展させていくため、運行コストの削減と利便性向上の両立を目指して、鉄
道やバス等の公共交通機関の連携によるネットワーク化を図り、定住しやすい公共交通まちづくりの構築に向けて取り組

補助金額
（万円）
20000

77万人

80

67万人

んでいます。

64万人

64万人

66万人

15000

60

3,091

2,983

平成23利用者人数
平成24利用者人数

2,169

2,085

1,331

745

査の結果を踏まえ、利用者ニーズにあった路線、
ダイヤ
1,609

1,536

1,632

1,503

1,612

予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」の本格運行

925
494

744

673

利用状況や利用者のニーズに基づき、鉄道ダイヤ等

640

627

を考慮し、必要に応じた見直しとともに、乗合率の向上を

372

図り、効率的で長期的な継続運行を目指します。

203

大君ヶ畑線

萱原線

河内線

甲良線

金剛輪寺線

愛荘西部線

亀山線

河瀬東・豊郷線

日夏線

石寺線

新海浜線

小野線

山手線

宮田線

63

613

588

508

公共交通サービスに関する情報提供
路線バスに関する駅周辺での情報提供やＷＥＢ・携帯

Ｈ.２３年９月）
と比べ約２万人の増加となっています。

の日と位置づけ、美しいまち「たが」の実現に向け、その

駅から工業団地方面）の増便と、
ブリヂストン線（南彦根

は、通勤や通学、病院への通院、買物などの日常生活を

日を中心に各集落・事業所・団体ごとに町内一斉清掃

駅から工業団地方面）の延伸をしました。また、聖泉大学

支えるのに、無くてはならない存在です。

活動を実施していただきました。総勢１３３４人のご参加

圏域全体でのバス利用者数は、
これまで年々減少して
いましたが、平成２４年度（Ｈ.２３年１０月〜Ｈ.２４年９月）
は、約６６万人の利用で、平成２３年度（Ｈ.２２年１０月〜
広報たが 201３年７月号
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加に向けて、紙媒体での情報提供を充実させ、使いやす
さの向上を目指します。
公共交通利用促進
小学校の学童に対するモビリティ・マネジメント※、
イ
ベントとの連携による啓発、企業や地域に対する公共交
通の利用啓発を行い、利用者の確保を目指します。
※モビリティ・マネジメント
一人ひとりのモビリティ
（移動）が、社会的にも個人的
にも望ましい方向に、自発的に変化することを促す、コ
ミュニケーションを中心とした交通政策。

多賀町では、
５月２６日を今年度のごみゼロ清掃活動

路線バスは、自らの交通手段を持たない人にとって

を延伸しました。

電話での情報提供、予約型乗合タクシーの利用者数増

「ごみゼロ清掃活動」が実施されました

（多賀町）への通勤の利便性向上のため、多賀線（彦根

の通学に対応するため、路線バス（稲枝駅〜聖泉大学）

平成24年

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

交通手段を持たない人の日常生活を支える路線バス
路線バスの取り組みとして、
びわ湖東部中核工業団地

設定への見直しを行なうことで、利便性の向上を目指し
ます。

1,225

1,220

895

500

平成２４年度に実施しましたアンケート調査や実態調

2,054

1,547

1500

平成23年

平成２５年度実施予定の事業
路線バス実証運行

2000

平成22年

1億5,800万円※

平成21年

0

公共交通を元気にする取り組みを進めます！

湖東圏域予約型乗合タクシー路線別利用者数

2500

0

平成20年

5000

を図ってまいります。

平成２４年度の利用者は、圏域全体で延べ２１,５３１人
のご利用があり、平成２３年度の利用者数延べ１２,４４３
平成23・24年度

平成19年

1億2,800万円

指して、利用実態や利用者の声を踏まえ、利便性の向上

１４路線運行しています。

1000

0

1億4,300万円

今後も、
より皆さんに愛される「愛のりタクシー」を目

約型乗合タクシー「愛のりタクシー」を圏域全体で現在

1億3,000万円

20

人と比較して約１.７倍の増加となりました。

湖東圏域では、公共交通空白地域の解消に向けて、予

（人）
3000

40

1億3,700万円

利用者が増加し、ますます好評の予約型乗合タクシー「愛のりタクシー」

10000
1億2,700万円

予約型乗合タクシーと路線バスの利用状況等をお知らせします

湖東圏域でのバス運行を維持していくため、運行に

をいただき、合計１，
５４７㎏（約１．
５ｔ）のごみを回収する

かかる経費を運賃収入等では賄いきれない赤字分約

ことができました。ご参加いただいた皆さん、ありがとう

１億５千万円（平成２４年度）
を各市町や滋賀県が補助し

ございました。

ています。
お出かけ前に無意識にマイカーの鍵を手にしている

今後も、多賀に関わる皆さんの力で、
より住みやすい
多賀のまちをつくっていきましょう。

▲清掃活動の様子
広報たが 201３年７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

お

お

あ

く

ろ

う

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

栗栖で一年間、お世話になります、大阿久朗太です。
生まれて初めての「田植え」をしました!!
活動内容

なっていたいですね。
草取り作業も意外に重労働だと思いました。田んぼに
水を張ってトラクターで耕したあとに、草刈機で刈った草

５月に「田植え」のお手伝いをしました。栃木県の実家

などを取り除く作業なのですが、田んぼの周辺を歩きな

の周辺には田んぼがたくさんあって、小さい頃は、田植

がら熊手を使って草を取ります。これをしないと、草が風

えが終わった後の冬はちょうど良い遊び場で、サッカー

で動いて稲に絡み付き、稲を倒してしまって、稲が上手く

や野球などをしてましたが、実際に田植えをするのは初

こんにちは 保健師です

〜熱中症を予防しましょう！〜
熱中症は気温などの環境条件だけでなく、人間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほ
ど高くない日でも、湿度が高い・風が弱い日・体が熱さに慣れてないときは、特に注意が必要です。

★こんな日は熱中症に注意★

★こんな人は特に注意★

育たないそうなんです。こういう細かいところまで気を

• 気温が高い

• 肥満の人

めて。まず、田植えをする前の準備段階で、水路清掃や

遣って備えているのですね。ひとくちに「田植え」といっ

• 風が弱い

• 体調の悪い人

田んぼ周りの草刈り・水を張って田植え前の草取り作業

ても様々な準備が必要なんだなと。

• 湿度が高い

• 持病のある人

• 急に暑くなった

• 暑さに慣れてない人

など、田植え前にやらなければならないことがたくさん

いよいよ「田植え」です。が、田植え機でドンドン植えて

あることを初めて知りました。また、田んぼの石ひろいも

いきます。自分の役割は、田植え機に稲苗を補充したり、

しました。栗栖地区の田んぼは、川岸のすぐ近くなので、

一緒に肥料を撒くので、その肥料補充。それと、田んぼ

大きい石がたくさん出てきてトラクターで耕すときな

の出入り口や田植え機がターンする場所など、植えられ

ど、機械の故障につながるので、石ひろいも重要なんだ

なかった場所や植えそこなった場所に稲苗を植える「補

①こまめに、水分補給をしましょう！

なあと思いました。

植」
（挿し苗）
と呼ばれる作業をやりました。これは、手で

• のどが渇かなくても、水分補給をする

水路の清掃は、栗栖地区の皆さんと手分けしてやりま

植える作業です。初めての手植えなので、稲が浮かない

• 寝る前にも水分をとる

★高齢者・幼児は特に注意が必要★

した。雑草を取り除いたり、水路内の石や泥を掻き出し

ようにしっかりと植えるのは、なかなか大変。深く挿しす

• 運動の前、運動中にも水分補給をする

• 高齢者は、温度に対する感覚が弱くなるために、室内

たりしました。昨年の台風などの影響なのか、例年にな

ぎてもいけないので、気を配って植えました。さらに田

②生活の中で、暑さを避ける工夫をしましょう！

でも熱中症になることがありますので、
ご家族など周

く、泥が多くて、いつも以上にしんどかったと話していた

んぼに入ることも慣れていないので、足が抜けない。ス

• 外出の際は、帽子を着用したり日傘を使う

囲の方の注意が必要です。

だきました。最後には、初めてポンプを使って、水路の水

ムーズに移動することもままならない。何度も転びそう

• エアコンや扇風機を上手に使う

を送水しなければならないほどでした。

になったり、動けなくなりました。これは、
ほんまに痩せな

③涼しい服装を心がける

児は大人以上に熱い環境にいることになります。また

いと……。でも、初めて手で植えたので、
しっかりと育っ

• 通気性がよく、吸汗・速乾性がある衣類を選ぶ

体温調節機能が未発達であり、周囲の大人が注意をし

ていた会社で、取り扱っていた商品だったので、燃料を

て欲しいなあ。

• 襟元を緩め、熱を逃がす

てあげなければなりません。

入れて、試運転くらいはやっていたのですが、実際に草

暮らしの中から

田んぼ周りの草刈りも初めて。草刈機は、以前勤務し

を刈るのは初めてです。草刈機は、見た目より重くて、

「一圓屋敷」でそば打ち体験。古い屋敷を守る活動の

思った以上にパワーがあるので、時間が経過するうちに

一環で活用している屋敷で、多賀そばを約３００ｇ打っ

重さや振動で腕や腰がつらくなり、
また、草だけでなく、

て、伸ばして、切る。そばの太さをそろえて切らないと、

小石も飛んでしまうほどのパワーで、上手く扱うにはか

茹で時間がずれてしまうので、そろえて切ることが大事。

なりの慣れが必要だなと感じました。このあとも何度も

やっぱり難しかった！ 太くなってしまったけど、多賀そば

草刈りをする機会があると思うので、一年後には、上手く

だったので、
とても美味しかったです♪

熱中症の予防法
• 熱を吸収しにくい白っぽい色の衣類を身につける

• 炎天下では、地面に近いほど気温が高くなるため、幼

熱中症になったとき
熱中症を疑う症状には、次のような症状があります。
めまい・たちくらみ

吐き気・嘔吐

筋肉痛・筋肉の硬直

倦怠感・脱力感

大量の発汗

意識障害・けいれん・手足の運動障害

頭痛

高体温

〈対処方法〉
意識がある場合⇒涼しい場所に避難し、衣類を脱がせて
体を冷やし、水分・塩分を補給し、様子をみる。水

意識がない場合⇒救急車を要請し、涼しい場所に避難さ
せ、衣類を脱がせて体を冷やす。

分を自力で摂取できない場合や症状が改善しな
▲初めて自分で打ったそばです♪

▲初めての手植え♪

ければ、医療機関を受診させる。

緑のふるさと協力隊の私の日々の活動はブログで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。

（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｒ１９７２０４３０/
広報たが 201３年７月号
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いよいよ夏本番がやってきます。長期予報では、今年の夏も暑い日が多いと予想されています。熱中症を予防して、今
年の夏も、元気で乗り切りましょう！
広報たが 201３年７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

多賀町立図書館応援団

日時■７月３日（水）、
８月７日（水）

場所■あけぼのパーク多賀

場所■あけぼのパーク多賀２階

図書館内

対象■中学生以上の方

小会議室

図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵本の読み

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）

聞かせなどをおこなっていただける方を募集していま
す。興味のある方は図書館までご連絡ください。

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

サークルのご案内

「吉田敬三さん写真展：被爆二世の肖像」

して受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させていた

日時■７月２０日（土）〜９月１日（日）

だいています。また、多賀町に関する資料の収集に努め

場所■あけぼのパーク多賀 ホールギャラリー

ていますので、資料を作成・出版されましたら、ぜひ図書

内容■昨年「被爆二世 １０８人の肖像」
と題した写真展

館へご寄贈ください。

対象■大人の方

本の読み聞かせボランティア募集

あけぼのパーク多賀開館１５周年記念事業

図書館では皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本と

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

日時■７月１３日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

多賀町立図書館

本の寄贈をお待ちしております

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います。

あけぼのパーク

参加していただけます。

随時、
メンバーを募集しています。詳しくは図書館まで
お問い合わせください。

本の紹介

を東京で開催し、
自身も被爆二世のフリー写真家吉
田さん。今年は、その写真展が８月長崎で開かれま

※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任いただき
ます。
※図書館で受け入れしなかった資料は、公共施設、おわけ会
にて必要とされる方に提供させていいただきます。場合に
よっては処分することもあります。
※コミックは受け入れていません。

す。多賀ではその写真のうち、
２０数点を被爆二世
の方のメッセージとともに展示する予定です。

「故郷（近江）の本、買えます」
期間■〜平成２６年３月３１日（月）

雑誌スポンサー募集

内容■図書館は、本を借りる場所という従来の図書館の

図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の

役割に加え、新たな利用方法と価値を創造するサー

購入費をご負担していただける方を募集しています。そ

ビスを始めます。地元出版会社との協力で実施す

の雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を掲載

る県内では初めての取り組みです。図書館内に滋賀
（近江）の本を展示（見本）
しております。

させていただきます。詳しくは図書館までお問い合わせ

なお、地元滋賀の出版社の本はここで買えます！

ください。

一般書

昨夜のカレー、明日のパン

失敗談

木皿

外山

泉／著

滋比古／著

書籍のお買い求めは、多賀町立博物館受付まで

おはなしのじかん

雑誌のおわけ会

東京：河出書房新社 ９１３.６キザ

東京：東京書籍 ９１４.６トヤ

日時■７月２７日（土） １０時３０分〜１１時３０分

悲しいのに、幸せな気持ちにもなれる

入学試験不合格、運動会のかけっこ、辞

場所■あけぼのパーク多賀２階

のだ−。
７年前、
２５歳で死んだ一樹。嫁

職、
もの忘れ。人生は失敗の連続である。

対象■幼児〜児童（小学校低学年程度）
とその保護者

書館で不要になった雑誌をおゆずりします。

のテツコと一樹の父は、まわりの人々と

しかし、マイナスをプラスにするのが、知

定員■３０人（定員になり次第締切）

期間■前半７月２０日（土）〜８月４日（日）

ともにゆるゆると彼の死を受け入れて行く。なにげない

恵というものである−。
９０歳の人生経験が生み出す、含

日々の中にある
「コトバ」の力が心にしみる連作小説。

蓄あふれるエッセイ集。

大会議室

内容■おはなし、歌あそび、
ゲームなどをします。みんな

後半８月６日（火）〜９月１日（日）

で楽しい時間をすごします。

場所■あけぼのパーク多賀

お申し込み■７月６日（土） １０時〜

ダヤンと恐竜のたまご

牙王物語

池田

戸川

あきこ／著

幸夫／著

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

カレンダー（あけぼのパーク多賀休館日）

東京：ほるぷ出版 Ｋ９１３イケ

東京：国土社 Ｋ９１３トガ

７月の休館日

ある日ダヤンは、アラルの海辺でとても

サーカスからにげ出したヨーロッパオオ

※１６日（火）は、振替休館日です。※２５日（木）は、月末整理

大きなたまごをみつけ、そのたまごに絵

カミのお母さんから産まれたキバは、兄

か

を描いてイースタのお祭りに出すことに
きょうりゅう

弟の中で一番身体が大きく、牙（きば）も
立派（りっぱ）
なオオカミ。ある日、
「片目
（かため）のゴン」

れました。ダヤンたちは、赤ちゃん恐竜を、恐竜の住むト

とよばれるヒグマにおそわれたキバは、死にかけている

レジャーバレーまで送り届けようと旅立ちます。

ところを人間に助けられ、牧場でかわれることに…。

沢木

あおき ひろえ／文

耕太郎／作

神戸：ＢＬ出版 ＫＥシバ

「 み ず いろはどー れ？」
「 ちゃいろは

豆シバのチャイ、顔はキリリと男前。愛

どーれ？」
「きいろはどーれ？」いろんな

犬チャイと家族の１日を描いた、人気

いろがあるんだね。なにいろが、いち

絵本作家・長谷川義史＆あおきひろえ

ばん好き？いろいろないろと形が登場する絵本。
広報たが 201３年７月号

のはじめての夫婦絵本。

巡
大

滝

幼

稚

園

１４：００〜１４：２５

12

日

東京：講談社 ＫＥイロ

8月

９日

シバ犬のチャイ

７月

２日

いろはいろいろ

８月の休館日

５・１２・１９・２６・２９日

※２９日（木）は、
月末整理のため休館です。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

５日

絵本

１・８・１６・２２・２５・２９日

のため休館です。

Ａコース（大滝） Ｂコース（多賀）

します。ところが、そのたまごから恐竜の赤ちゃんが産ま

対面朗読室

内覧期間■７月１３日（土）〜７月１９日（金）

図書館へお電話く

ださい。

児童書

16

７月２１日（日）〜８月２０日（火）は「雑誌愛読月間」です。図

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

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

※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。
※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７月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

スポーツ

Ｂ＆Ｇ海洋センター

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース〜第１次発掘調査の成果①〜
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

第６５回湖東地区中学校優勝軟式野球大会開催！

ロジェクトの第１次発掘調査が実施されました。その結

８月３日（土）〜５日（月）の３日間、多賀

にて開催します。全校、新構成のチー

果、植物、昆虫、貝、動物の骨などおよそ３００点の化石が

町・多賀町教育委員会主催の湖東地

ムで初めての試合となります。皆さん

採集できました。採集した化石は、粘土から一部だけ顔

区中学校優勝軟式野球大会を多賀町

の熱い応援をよろしくお願いします。

をのぞかせている状態だったり、
とても脆い状態だった

民グラウンドと多賀中学校グラウンド

り、正体がわからなかったりします。今後、
『 化石を粘土か
て正体を突き止める』
といった作業を行うことで、
はじめ
て調査の成果も確かなものとなるのです。

す。ご家族でのおでかけに、
または健康増進に是非ご利用ください。
夏休みイベント

観察会

博物館では夏休み期間に下記のような講座・イベント
を予定しています。申し込みは、電話、
ＦＡＸ、または博物
館カウンターまでお願いします。

「第４回

多賀の花の観察会」

今月は芹谷方面で夏の植物の観察を行う予定です。

「夏休み自由研究応援講座」
今年も皆さんの自由研究の参考になるような実験や

お気軽に博物館までお問い合わせください。

開放期間■７月１９日（金）〜８月２５日（日）

開放時間■９時〜１２時、
１３時〜１６時

開放時間■１３時〜１６時

利用料金■幼児………１００円、小中

利用料金■Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

円、一般………２５０円

日時■７月２０日（土） １４時〜１６時

※申し込みは不要です。当

駐車場

ルに準じます。

※月曜日・祝日の翌日は休館日ですので、
ご注意ください。

第２回多賀町民ディスコン大会報告

日、動きやすい服装でお
越しください。

対象■小学生以上
（先着２０人）

開放期間■６月２２日〜９月１６日（月）

集合場所■あけぼのパーク多賀
参加費■１００円（保険料）

実験室・大会議室

滝の宮スポーツ公園

学生…１５０円、高校生……２００

研究テーマを紹介します！
会場■あけぼのパーク多賀

Ｂ＆Ｇ海洋センター

日時■７月１８日（木） ９時３０分集合

先日行われた一次発掘で掘り出された粘土ブロックを

午後の部：１４時〜１６時
会場■あけぼのパーク多賀

屋外・大会議室

対象■小学生以上
（午前・午後それぞれ先着２０人）
参加費■１００円
（保険料）

「猿楽の時代と闘茶展」
近江猿楽多賀座が使用している衣装や民具の展示、
パネルによる猿楽の歴史の紹介をしています。

「化石発掘体験ｉ
ｎ発掘現場」
一次発掘で掘り出された粘土ブロックを割って、化石

会期■７月２日（火）〜７月２１日（日）
会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

新規参加含む７チームの申し込みがあ

駐車場

２６日に順延となりましたが、
決勝進出

会場■多賀町古代ゾウ発掘現場

日時■７月２１日（日） １１時〜１５時

のワイルドキャッツが棄権されたため、

対象■小学生以上
（先着２０人）

会場■あけぼのパーク多賀

チームジャガーズが優勝されました。

参加費■１００円
（保険料）
広報たが 201３年７月号
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あけぼのカフェ

今までゆがんだ状態でバランス
を取ろうとしていた、周りの筋肉
の負担が解消され、腰痛が改善
されるというわけです。一番のメ
リットは、腸ポッコリお腹が解消

なお、
優勝されたチームジャガーズは、

荷になるので効果増ですよ。か
なり、
キツイですけどね。
エクササイズなどと言うと何
だか難しいことのように思われ
ますが、難しく考えずに気軽に取
り組んでみてください。鏡に映っ
た自分できっとその効果を実感
し、驚きますよ。

準決勝終了後、降雨のため、決勝は

ゲームを実施します。

（簡単な解説後、発掘現場へ移動します。）

郡予選に出場され、
優勝されました。

り、
皆さん試合を楽しまれました。

お茶を飲んで、その産地や銘柄を当てる闘茶という

えられてしっかりします。すると、

に、
うつ伏せか四つん這いになる

５月１９日に多賀町体育協会主催で、 ６月２日開催の滋賀県民体育大会犬上

に入って実際に見てみましょう。
集合場所■あけぼのパーク多賀

せ き つ い

がしっかりしてくると、脊 椎も支

にお腹をへこませるのです。さら

多賀町民ソフトボール大会報告
ウンドにて開催されました。今年度は

「闘茶会」

みが解消されて、下半身が細く
なる可能性も高く、
また、腹横筋

と、腹直筋や体脂肪の重さが負

を探します。また、
どのように発掘が行われたのかを現場
日時■８月３日（土） ９時〜１１時

解消につながります。また、むく

を吸い、思いっきり吐く。吐くとき

過ごされました。

町民ソフトボール大会が多賀町民グラ

主催■近江猿楽多賀座

循環がよくなり、冷えやむくみの

腹をへこますことです。大きく息

う趣旨のとおり、皆さん楽しい時間を

展示・関連イベント

してくるので、骨盤周りの血液

りますが、共通していることはお

ました！２８人の参加があり、
「いつで
も・どこでも・だれでも・すぐに」
とい

日時■７月２８日（日） 午前の部：１０時〜１２時

この筋肉を鍛えると骨盤が安定

鍛え方は、仕方、姿勢と色々あ

Ｇ海洋センター体育館にて開催され

割って、
化石を探してみましょう。

腹横筋トレーニングによって

びれを入手できるのです。

よる町民ディスコン大会が多賀町Ｂ＆
▶ナツツバキ（中川信子さん撮影）

める」ために働く筋肉です。また、

され、皆さん憧れのウエストのく

６月１６日に多賀町体育協会主催に

「化石発掘体験ｉ
ｎあけぼのパーク」

最も内側にあり、
「 お腹を引っ込

ています。

りも約１カ月長くなっていますので、たくさんの皆さんに楽しんでいただけま

ろっこつ

インナーマッスルで腹筋群の

とから
「コルセット筋」
とも呼ばれ

今年も楽しいプールの季節がやってきました！今年度の一般開放は今までよ
▲クリーニング前
（左）
と後の肋骨化石

ふ く お う き ん

「腹横筋」
って
聞かれたことありますか？

筋繊維が横方向に走っているこ

プール一般開放中！

ら取り出す、樹脂などで丈夫にする、様々な標本と比べ

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

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

スポーツ推進委員
小泉

健司

▲優勝されたチームジャガーズ
広報たが 201３年７月号
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おしらせ

おしらせ

滋賀県愛の血液助け合い運動

自衛官募集
現在、県内の医療機関で必要とさ

お問い合わせ

事前説明会を以下の日時で実施します。

国内の献血血液による「国内自給

れる輸血用血液（４００ｍｌ献血）が不

福祉保健課

内容■自衛官採用制度・職務内容・

の確保」を基本理念として、安全な血

足しています。皆さんの善意に基づく

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

液を安定的に供給するために、皆さ

献血により、ひとりでも多くの命を助

滋賀県赤十字血液センター

んの善意による献血が必要となって

けるため、輸血を必要とされている方

（滋賀県草津市笠山７-１-４５）

います。

のため、
ぜひご協力をお願いします。

（電）
０７７-５６４-６３１１

—７月は強調月間です—

各種待遇等
日時■７月２５日（木）、
２７日（土）
１０時３０分〜１６時
場所■あけぼのパーク多賀２階
小会議室

社会を明るくする運動は、
すべての
国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯
した人たちの更生について理解を深

みてはいかがでしょうか。
社会を明るくする運動標語募集！
この運動に関する標語を募集しま

募ください。
様式は自由ですが、
住所・氏名・
電話番号を記入してください。
その他■応募していただいた作品

め、それぞれの立場において力を合

すので、
ぜひご応募ください。

わせ、犯罪や非行のない地域社会を

応募資格■町内在住・在勤の方

は、すべて広報「たが」に掲載し

築こうとする全国的な運動として展

応募期限■７月３１日（水）

ます。

開されています。

※郵送の場合は当日消印有効

重点事項として、
「 立ち直りを支え

応募点数■１人１点のみ

る取り組みについての協力の拡大」 （未発表の自作のものに限る）
「就労・住居等の生活基盤づくりに

応募方法■社会を明るくする運動多

つながる取り組みの推進」を掲げて

お問い合わせ・応募先
社会を明るくする運動多賀町推進
委員会事務局（福祉保健課）

７月１６日（火）は滋賀県立文化産業
交流会館の休館日のため、米原出張
窓口はお休みです。申請には平日の
火・水・木曜日にお越しください。

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
旅館ホテルスタッフ技能講習
日程■８月２６日（月）〜９月６日（金）
土日除く１０日間 １３時〜１７時
会場■びわ湖花街道（大津市）、琵琶
湖グランドホテル（大津市）、
クサツ

なお、大 津 の 窓 口（ピアザ 淡 海１
階、大津市におの浜１丁目１-２０）は、

エストピアホテル（草津市）※講習
日により会場移動

土日祝、年末年始（１２月２９日〜１月

定員■２０人

〒５２２-００７３ 彦根市旭町１-２４

３日）を除き、申 請 受 付 業 務をおこ

申込締切■８月９日（金）必着

田中ビル２ｎｄ１階

なっています。

自衛隊滋賀地方協力本部

お問い合わせ

お問い合わせ

第６３回「社会を明るくする運動」-７月は社会を明るくする運動強調月間です-

パスポートセンター
「米原出張窓口」からのお知らせ

彦根地域事務所（電）
２６-０５８７

※申込受付後、面接により選考
面接日程■８月１９日（月） １０時〜

滋賀県パスポートセンター

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ/

（電）
０７７-５２７-３３２３

ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ

（Ｆ）
０７７-５２７-３３２９

連合会事務所会議室にて
お問い合わせ・お申し込み
〒５２０-００５４ 大津市逢坂１丁目１番１号
公益社団法人
滋賀県シルバー人材センター連合会

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

（電）
０７７-５２５-４１２８

（２）第２次試験日および試験場所

（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

〒５２２-０３４１ 多賀町多賀２２１-１

初級試験を次のとおり実施致します。

【ア.試験日】
１１月上旬

賀町推進委員会事務局（福祉保

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

試験区分および採用予定人員■保育

【イ.場所】多賀町役場

よろず相談

います。この期間中に犯罪や非行問

健課）
まで、持参・ＦＡＸ・はがき・

（Ｆ）
４８-８１４３

【ウ.試験内容】論文試験、面接試

今月の相談日■７月１６日（火）

題について、
もう一度皆さんで考えて

封書・メールのいずれかでご応

ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

士・教諭２人
ん。
（２）年齢…昭和５９年４月２日

多賀大社観月祭献詠献句募集
作品■１人三首・三句まで。秋季雑
詠」 自作・未発表作品

ご存じですか「法テラス」
発表■９月１９日（木） １９時３０分
多賀大社観月祭会場

金曜日の８時３０分〜１７時１５

より設立された公的な法人です。

日までに資格取得見込みの者。

分）
に総務課で受け付けます。

フリガナを記入のうえ、住所、氏

・応募者全員を観月祭に招待し、献詠

ど法的トラブルでお困りの方、
どこに

二郎先生
・俳句：北川栄子先生、木村光鴉先生

【ア.試験日】
９月２２日（日）

お問い合わせ・お申し込み

なとき、
１人で悩まずどうぞお気軽に

１０時〜１２時

犬上郡多賀町多賀

ご利用ください。
解決に役立つ法制度紹介や相談窓
口の情報を無料でご案内しています。

彦根工業高等学校「親子ものづくり体験教室」

トラブルにあったときに、無料法律相
談や必要に応じて弁護士・司法書士

場所■彦根工業高等学校各実習棟

費用の立て替えをおこなっています。

子を対象に、
夏休み自由研究応援企画

締切■７月９日（火）

お問い合わせ

として、
「親子ものづくり体験教室」を

お問い合わせ・お申し込み

行います。午前と午後の部の２回、
約２

彦根工業高等学校工業部

時間高校生が指導します。詳細は各小

親子ものづくり体験教室 係

学校配布のチラシをご覧ください。

（電）
２８-２４７０
（受付時間：９時〜

日時■７月２７日（土）１０時〜、
１３時３０分〜

１７時

広報たが 201３年７月号
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法テラスサポートダイヤル
（電）
０５７０-０７８３７４
法テラス滋賀

【イ.場所】滋賀県立彦根西高等
学校（彦根市池州町９−７３）
【ウ.試験内容】教養試験（高等学

ふれあいの郷ボランティア室
お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

※郵送の場合は締切日（８月９日）
までの消印のあるものに限り受

場所

相談したらいいか分からない…そん

また、
経済的に余裕のない方が法的

彦根市および犬上郡内小学生の親

試験■（１）第１次 試 験日および試 験

集を贈呈します。

〒５２２-０３４１

受付期間■７月２２日（月）〜８月９日（金）
までの執務時間中（月曜日から

金銭問題、離婚、相続、労働問題な

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

する者。または平成２６年３月３１

え、観月祭会場にて表彰します。

多賀大社社務所観月祭係

ます。

よび幼稚園教諭免許の両方を有

え、封書で郵送のこと。作品には

選者■・短歌：礒﨑啓先生、小西久

れた者。
（３）資格…保育士資格お

※詳細は、
１次合格者に別途通知し

京阪浜大津駅前にある日本司法支

・入選以上の方には事前に通知のう

締切■８月５日（月）

から平成６年４月１日までに生ま

来月の相談日■８月６日（火）

援センター（愛称：法テラス）
は、国に

申し込み■献詠献句料１,０００円を添

名、
年齢、
電話番号を明示のこと

験、実技試験

受験資格■（１）学歴…学歴は問いませ

け付けます。
採用予定■平成２６年４月
お問い合わせ
（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

日時■７月１２日（金） ９時30分〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ

総務課人事給与係

校卒業程度）

農業委員会開催のお知らせ

産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

広告募集中
広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月

（電）
０５０３３８３-５４５４

※土日祝は除く）
広報たが 201３年７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

８月１９日（月） １０時〜１１時 健康相談、
血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定など
子どもの健康、子育てに関する相談、身体計測。
８月２０日（火） １０時〜１１時 今回は、歯科衛生士による、歯や歯みがきの相談
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
１０カ月児健診
整形外科健診
２歳６カ月児健診
３歳６カ月児健診

８月５日（月）
８月５日（月）
８月２８日（水）
８月６日（火）
８月２１日（水）

１３時〜１３時１５分
１３時１５分〜１３時３０分
１３時４０分〜１４時
１３時〜１３時１５分
１３時〜１３時１５分

Ｈ２５年３月生まれの乳児
Ｈ２４年９月生まれの乳児
Ｈ２５年５・６月生まれの幼児
Ｈ２３年１・２月生まれの幼児
Ｈ２２年１・２月生まれの幼児

☆各健診や予防接種には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。／２歳６カ月、
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

（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

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）
１期追加：２回目接種日から１年 のワクチンが接種
※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）

広報たが 201３年７月号
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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

〈ひろばの案内〉

多賀町 し尿収集カレンダー

前

集
落
１日（木） 萱原①・川相①
６日（火） 久徳①
８日（木） 月之木①・猿木①・多賀①③
１６日（金） 萱原②・敏満寺①③
１９日（月）
一円①③・木曽①③・河内③・栗栖③・
２０日（火）
八重練③・土田①
藤瀬①②・樋田②・富之尾②・楢崎①・
２２日（木）
小原②・霜ヶ原②
２６日（月） 中川原①・南後谷①・佐目①・四手①
２７日（火） 仏ヶ後①②・大杉①②・一之瀬①
２９日（木） 大君ヶ畑①③・川相②

おたのしみ

ゴロタ
ミキ
ゼ
プ
ロビー
カル

①

⑦

②

⑤

③

⑧

④

午

問題

⑩

⑥

８月６日（火） （未定）

１０時〜１２時 絵の具で遊ぼう

おはなしポケット

８月２７日（火）

１０時〜

にじ・きりん広場 ８月７日（水）

１０時〜

ぺんぎん広場

８月２１日（水）

１０時〜

こあら広場

８月２８日（水）

１０時〜

※８月１４日（水）、
１５日（木）、
１６日（金）は「わくわくランド」はお休みです。

絵本や紙芝居を楽しんでいます

②物事の主要な部分。
「計画の○○」
③ホテルなどの玄関近くの広間

□□□□□

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

先月号の答え

シ
ヨ
ウ
キ
ボ

①

②

④３ページ。厚紙をフランス語で言うと

③

⑤卵、牛乳、砂糖などを混ぜ、蒸し焼きにして柔

④

らかく固めた洋菓子

エア
イ
サ
チイ
ジ
キ
ウリン

⑧

⑤

⑥

⑨

⑦

ベ
ー
キ
ン
グ

⑩

「アジサイ
（紫陽花）」

⑥自分の年齢の謙譲語
タテのカギ
①１３ページ。○○○○清掃活動が実施されま

でした。

した
⑤１９ページ。一般開放中です
⑦車が３つは「とど○○。
（名詞）
」
⑧美しく変化させること
⑨２ページ。木の根元に近い広くなっていく部分
⑩歯唇音。
（読み方）
唇歯音と同じ意味

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

ヒント：夏といえばこれ

締め切りは７月３１日（水）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
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５月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７９４人 （+２１）
■男性
３,７２９人 （+１１）
■女性
４,０６５人 （+１０）
■世帯数
２,７１２人 （+１９）
■転入
３４人
■転出
１１人

おめでた・おくやみ
にしたに

わたなべ

水遊びや絵の具遊びなど、水を使って夏らしい
遊びをします

①地面に転がっている小さい丸い石

答えください。

結婚しました！
西谷 知英
♥
渡邊 亜耶
吉川 雅晴
♥
小林まゆみ

支援センターで遊ぼう

ヨコのカギ

文字を並び替えてできる言葉をお

線ＦＡＸでもOKです。

※不定期でお申込みの方は、原則として不
定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申込
みいただいた収集回数を表しています。
①は１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。

クロスワード 【難問編】

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有
月曜日〜金曜日

落

不定期
月之木①・猿木①・多賀①③
萱原②・敏満寺①③
不定期
一円①③・木曽①③・河内③・栗栖③・
八重練③・土田①
藤瀬①②・樋田②・富之尾②・楢崎①・
小原②・霜ヶ原②
不定期
不定期
大君ヶ畑①③・川相②

イシ
バシ
リン
オ
トン

⑨

後

集
萱原①・川相①

クロスワードを回答して、二重枠の

子ども同士・親同士が遊んだり、語りあったりす
９時〜１３時
るのに利用してください。
１３時〜１４時 子育て相談

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）

種類

※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日後に１回計２回 生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
☆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
（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。
☆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８月

よしかわ

こばやし

ともひで

あ

や

まさはる

おくやみ申し上げます
生まれました！
（晃・豊美）
龍
◆澤村 正三 ８９歳
☆松田
☆宮田 葵士（研一郎・ゆかり） ◆西澤 利平 ９３歳
◆藤本 きく ９５歳
◆本池はつ子 ８７歳
ま つ だ

み や た

りゅう

あ お と

さわむら

しょうぞう

にしざわ

り へ い

ふじもと

もといけ

よこやま

◆横山

あ い こ

愛子 ６３歳
（敬称略）

放射線量（μsv/h）
6月 ３日 0.07
6月１７日 0.08

こ

※役場前にて、9時の3回測定平均値
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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

7月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

12

（金）
日

スギ

26

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
７

「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■大滝山林組合の所有林における木の伐採と
架線による集材。
編集後記■夏といえば花火。夜空に咲く大輪の花。なん
ともきれいですね。ただ、
手持ち花火もかなり楽しいです。
「線香花火対決。〜どっちが長くもたせられるか選手権
〜」を仲間内で開催していたのも、今となってはいい思
い出。一番長かったからといって何もないんですけどね。そ
ういえばここ何年と手持ち花火をしていない気が……。
よし、今年の夏は手持ち花火を楽しもう！ 皆さんも花火
をされる際は、
火の後始末には十分ご注意くださいね。
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。

