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広
報

「多賀町子ども議会」
を開催しました

No.793

まちの情報紙

まちの話題
７月２８日

８月３日

ささゆり娘選任式

万灯祭の御神火

多賀大社参集殿において、今年度
のささゆり娘の選任式が行われ、久

お声掛けしていただき、応援してあ

今 年 度 のささゆり娘 の お二 人に

げてくださいね。

さっそくイベントのお手伝いをしてい

徳の土坂さんと多

ただきました。
３、
４、
５日に開催され

賀の松宮さんが昨

た万灯祭の御神火を杉坂山から多賀

年のささゆり娘か

大社まで運んでいただきました。ささ

らたすきを手渡さ

ゆり娘さん、
お疲れさまでした。

れました 。お 二 人
にはさまざまな行
事 や イ ベ ントで 、
多 賀 町 をＰＲして
い ただきます 。新
しいささゆり娘さ
ん、
よろしくお願い
します 。皆 さ ん も
出 会ったときには
８月３、
４日

第５４回

関ヶ原踏破隊
ものです。暑い中ではありましたが、

鹿児島県日置市広報紙

から踏破隊が来られました。踏破隊は

出会った人にあいさつをしながら元

関ヶ原の戦いでの
“島津の退き口”
の

気に歩かれました。

多賀町が紹介されました

今年も兄弟都市の鹿児島県日置市

経路、約７０キロを徒歩にて進まれる

広報ひおきの特集ページとして多
賀町のことが掲載されました。少しで
も多賀町の魅力が伝わり、来町してい
ただけるとうれ
しいですね。記
事 をご覧 に な
りた い 方 は 広
報 ひ お き７月
号 で 検 索して
みてください。

キラリとひかる ★ ★

★

★

★

たが写真館

毎月の10カ月健診時にふれあいの郷で
撮影しています。
※詳しくは企画課広報担当へお問い合
わせください。
広報たが 201３年9月号
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子ども議会／屋外広告物／防災
教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「多賀町子ども議会」を開催しました
て一般質問を行いました。

７月２９日１３時３０分から、多賀町
議会議場において「平成２５年多賀町

町議会議員・保護者・学校関係者

子ども議会」を開催し、小学校５年生

等多くの方々の傍聴の中、熱弁をふ

から中学校３年生までの子ども議員

るう子ども議員に、久保町長、小菅副

１２名が参加しました。自分たちの暮

町長、円城寺教育長をはじめ町の関

らしの中心である学校のことや獣害

係課長からていねいな答弁があり、
子

対策、災害防止など町政全般につい

どもたちにとって、緊張の中にも充実

した貴重な体験となりました。

平成２５年多賀町子ども議会一般質問一覧表
議席番号 名
１
２
３

前

事

項

答弁者

大滝小６年

人が集まる魅力的な多賀町にするための取組について

安藤産業環境課長

龍見

幸祐

多賀小６年

多賀町の新しい部活動システムについて

田畑生涯学習課長

た な べ

ま さ し

多賀中１年

中学校の設備の充実について

川那部教育総務課長

大滝小６年

美しい自然に囲まれた多賀町の自然を大切にするために考
安藤産業環境課長
えてほしいことについて

多賀中１年

多賀町の人口増加について

多賀小６年

多賀町に、
地域の人たちが集える場所を増やすことについて 野瀬企画課長

田辺

将司
友雅

５

山本

やまもと

幸輝

たばやし

りょう

８

問

こうすけ

集治

７

質

た つ み

鍛治谷有咲

４
６

学校・学年

か じ た に あ り さ

しゅうじ

ゆ

こ う き

多林
かわぞえ

川添

か

凌

久保町長

大滝小５年

大滝学区の図書館の建設について

田畑生涯学習課長

ゆ

い

多賀中３年

福井県の原発への対処方法について

小菅副町長

み

う

多賀小５年

多賀小学校の構造上やバリアフリー設備に関する問題点に
円城寺教育長
ついて

も も か

多賀中２年

多賀町の災害対策について

喜多地域整備課長
松原教育次長

ゆ い な

多賀中２年

公園へのゴミ箱設置について
通学路の安全確保について

野瀬企画課長
山本総務課長

は る か

多賀中３年

獣害対策フェンスの手入れや管理について
動物たちのためにお金を使うことについて

安藤産業環境課長

あ い き

愛姫

う ら い

浦井

優衣

９

安田

や す だ

彩海

１０

黒住

くろずみ

桃花

１１

平塚

ひらつか

結菜

１２

古石

こ い し

春佳

地域整備課（道路河川）（有）
２-２０２０ （電）
４８-８１１６ ｋｅｎｓｅｔｓｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

９月１日〜１０日は屋外広告物適正化旬間
屋外広告物を提出するには、許可

高さに基準を設けて、規制していま

備課へお

が必要な場合があります。エリアに

す。必要な許可を得ていない場合は

尋ねくだ

よって、掲示できる広告物の大きさや

条例違反となります。詳しくは地域整

さい。

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

９月９日は救急の日

９月８日（日）〜１４日（土）は救急医療週間です
されました。以来、毎年９月９日を「救

療や救急業務について、理解を深め

は、昭和５７年に救急医療および救急

急の日」
とし、
この日を含む１週間（日

てもらう啓発運動週間ですので、
「救

業務に対する国民の正しい理解と認

曜日から土曜日まで）
を「救急医療週

急の日」を機会に、救急法の知識を深

識を深め、かつ、救急医療関係者の

間」
としています。

めましょう。

「救急の日」および「救急医療週間」

意識の高揚を図ることを目的に実施

救急医療週間は、皆さんに救急医
広報たが 201３年9月号
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就学時健康診断／子育てサロン／高齢者福祉大会
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

就学時健康診断のお知らせ
来春、小学校に入学される平成１９年４月２日から平
成２０年４月１日までに生まれた幼児を対象に、就学時
健康診断を行います。決められた日に必ず受診してく
ださい。

また、できる限り小さいお子様の同伴はご遠慮くださ
るようお願いします。
なお保育が必要な場合は事前に学校教育課までお申
し出ください。

なお、事前（１０月上旬）
に「健康診断通知書」
「健康診

【日 程】

断票」を送りますので、必要事項を記入の上、当日忘れな

健診日■１０月２４日（木）

いように持参してください。

場所■総合福祉保健センター ふれあいの郷

健診日までに通知書が届かない場合や、
記載事項に誤
りがある場合、健康上の理由等でやむを得ず受診できな

受付■１３時１５分〜１３時４０分
内容■１３時４５分〜 子育て講演会・面接・視力検査・

い場合は、多賀町教育委員会事務局学校教育課まで連
絡をお願いします。

聴力検査
１５時00分〜 内科検診・歯科検診

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

「子育てサロン」へのおさそい
民生委員児童委員協議会では、子育ての親子同士がくつろげるような場所を提供することができればと、
「子育てサロ
ン」を開催します。子育て仲間と一緒におしゃべりをしたりして楽しみませんか。
日時・場所■１０月２４日（木） １０時〜１１時３０分

装でお越しください。）

大滝小学校ランチルーム

対象者■就園前の乳幼児とその保護者

１０月３０日（水） １０時〜１１時３０分

参加費■無料

ふれあいの郷多目的運動室

申込締切■１０月１６日（水）

内容■リズム遊び・おしゃべりタイムなど
（動きやすい服

主催■多賀町民生委員児童委員協議会

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

高齢者福祉大会を開催します!!
多賀町では、高齢者福祉の向上と相互の交流を深め
るために高齢者福祉大会を開催いたします。ぜひ、
この
機会にご近所の方にもお声がけいただき多数ご参加く
ださいますようお願いします。
日時■１０月２５日（金） １０時〜１４時３０分（９時３０分〜

参加費■無料
お申し込み■参加を希望される方は、
９月２７日（金）まで
に福祉保健課までお電話にてお申し出ください。
※定員を超える申し込みがあった場合は、抽選となる場
合があります。

受付開始）
場所■多賀町中央公民館
参加対象■多賀町在住の概ね６０歳以上の方
内容■午前：記念講演 ミュージックセラピスト 小山
久子さん

演題「介護」から
「快互」へ

昼食：多賀町日赤奉仕団さんによる手作り弁当
（無料）
午後：コーナーに分かれての体験
①グランドゴルフ
（定員７０人）
②介護予防体操（定員４０人）
③お花でしおり作り体験（定員３０人）
広報たが 201３年9月号
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▲昨年のようす

滋賀県交通安全推進大会／不動産鑑定評価／農業委員会だより
総務課（交通安全） （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２５年

滋賀県交通安全推進大会

『滋賀県交通安全推進大会』は、県民が交通事故がなく、安心して暮らせるように交通安全の輪を広げ、みんなで「交通
事故のない滋賀」を実現させるための決意の場として開催するものです。
日時■９月６日（金） １３時３０分〜１６時１５分
会場■滋賀県守山市三宅町１２５番地
守山市民ホール 大ホール

記念講演：
「尊きいのち みつめて」
あいち交通犯罪死ＺＥＲ０の会

佐藤 逸代 氏

記念演奏：滋賀県警察音楽隊
主催■滋賀県・滋賀県警察本部

入場料■無料
内容■第１部：１３時３０分〜１４時３０分
交通安全功労者などの表彰
交通安全ファミリー作文優秀作品の朗読
大会宣言
第２部：１４時４５分〜１６時１５分

公益財団法人滋賀県交通安全協会
社団法人滋賀県安全運転管理者協会
お問い合わせ
滋賀県土木交通部

交通政策課

（電）
０７７-５２８-３６８２

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

不動産鑑定評価の調査にご協力をお願いします
土地と家屋の固定資産税のもとになる評価額は、原則

２５年９月から平成２６年３月末まで、鑑定評価価格の

として３年間に１度の見直し
（評価替え）を行うように定

調査のため、鑑定評価員が現地に赴き写真撮影などの

められています。平成２７年度は評価替えの年にあたり

調査に伺いますので、
ご理解・ご協力いただきますよう

ます。

お願いします。

平成２６年１月１日を価格調査の基準日として、平成
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
７月１２日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１号

農地法第３条の規定による農地所有権

の移転許可申請……… １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。

※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３号

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

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４号

• 議案第２号

……………９件
※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項の規定による賃貸

借の解除通知書の受理について………………９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。

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

農地法第４条第１項第６号に規定する転

用で２アール未満の農業施設用地の農地転用届出に
ついて…

１件

※耕作に必要な農業用施設用地（２アール未満）へ転用
するための申請です。
• 報告第２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
広報たが 201３年9月号
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ねんきんだより／民児協だより
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

国民年金課 （電）
２３-１１１４

専業主婦（夫）の年金が改正されました！
会社員の夫が会社を退職した場合や妻自身の収入が
増えたときなどは、手続き
（第３号被保険者から第１号被

給資格期間」に算入することができるようになりました。
「受給資格期間」が足りなくて年金受給できない方も年

保険者への変更届）
をして保険料を納めなくてはなりま

金を受取れるようになる場合があります。

せんが、
この手続きが２年以上遅れたことがある方は、保

※妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。

険料の「未納期間」が発生します。
※

平成２５年７月１日から専業主婦の年金が改正され、
こ
のような方が手続きをすることにより、
「未納期間」を「受

詳しくは、専用ダイヤル０５７０-０１１-０５０またはお近
くの年金事務所へお問い合わせください。

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
滋賀県国民年金基金 （電）
０７７-５２５-９８２１
（フリーダイヤル０１２０-６５-４１９２）

老後の安心に国民年金基金加入を！
国民年金基金とは‥‥基礎年金に上乗せをする自営

族一時金が支給されます。
（保証期間付のタイプに限り

業者等第１号被保険者のための公的な年金制度です。

ます。）

掛金は、全額社会保険料控除の対象となり、その分所得

お問い合わせ

税や住民税が安くなります。基本的に終身年金なので一

〒５２０-００５１ 大津市梅林１丁目３-１０ 滋賀ビル７階

生涯お受け取りになれます。受け取り期間が決まってい

滋賀県国民年金基金 （電）
０７７-５２５-９８２１

る確定年金もあります。また、万一の時には、
ご家族に遺

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈ
ｉ
ｇａ-ｋ
ｉ
ｋ
ｉ
ｎ.ｏｒｊ
.ｐ

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

-心のふれあいを大切に-

佐目福祉サロン 〜ちまき作り〜
民児協では、委員それぞれが各地域の福祉サロンへ

慣れるまでなかなか難しいものですが、みんなで巻くと
早く、慣れたころには終わってしまいました。それをイグ
サで巻いて、蒸すと出来上がりです。

の協力・参加をしていますが、町内の福祉サロンに高

この日は、
「清流の里」の入所者の方も２人参加されて

齢者福祉部会全員で訪問・参加もさせていただいてい

おり、みんなででき立てのちまきをおいしくいただきま

ます。

した。

６月２３日に、佐目多目的集会所を訪問しました。毎年

笹の葉もイグサも地域の方々の協力なしには準備す

６月は「ちまき作り」をされています。今回、
ちまきの作り

ることができません。笹が山から姿を消してしまわない

方を教わりながら、サロン参加者の方と一緒に楽しく過

ように、また、
この伝統的な「ちまき作り」を若い人たち

ごしました。

に伝え、後世に残していっていただきたいと感じました。

最初に、地元の山の奥で採ってこられた大きな笹の葉
を１枚１枚、布巾できれいに拭く作業から始まりました。
最近では、獣害で鹿に食べられてしまうため、群生してい
るところを囲い、守らないとなくなってしまうような状況
であることを知りました。
次に、福祉会の方たちがこねて作られた団子の生地
を、
きれいになった笹の葉３枚を使って、みんなで包んで
いきます。団子の生地づくりも力のいる仕事です。汗だ
くでこねていただきました。
１個１個手包みで、笹の葉の
重ね具合や生地を置く位置で、出来上がりが違います。
広報たが 201３年9月号

6

▲ちまき作りのようす

社会教育委員／地域おこし協力隊
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

地域の教育力の向上に向けた社会教育委員の役割
〜滋賀県社会教育委員連絡協議会および研修会に参加して〜
多賀町社会教育委員

副委員長

礒野

公子

協議し学習したり学習情報を提供したりして、相談に少し

社会教育は、学ぶ側が主体の人権教育学習でもあり、
必要とする人が、必要とする時に必要とする内容を、必

でも関わることができるよう、私自身がこれらの学習に

要なだけ教育を受け学習することができなければなら

参加し、地域の振興に寄与することとなるよう努力した

ない。そしていろんな活動の推進を計り、学んだことを

いと感じた研修でした。
最後に、夏休みのラジオ体操、子どもたち・孫たちと

社会に返すという気持ち
（仕組み）
を作り出すことが大切

一緒に頑張れましたでしょうか。

です。
私たちの住む地域の町づくりは、町の課題を見つけ、
住民の意識調査・分析を経て方策を決定し、実行を楽
しみながら味わうことができるものでなければなりま
せん。
子ども自身やその保護者に対して「地域の子どもの活
動」への参加の呼びかけにより、子どもたちが得意なイ
ベントに参加し、子どもたちが輝くとき、
ボランティアとし
て郷土が活動化されるのを感じます。
それらの中には、
リーダーの育成に関わること、教育
振興基本計画の策定に係わることなどができるように、
地域整備課（治水） （有）
２-２０２０

（電）
４８-８１１９ ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

地域おこし協力隊

［井戸裕隊員］
地域おこしよ、こんにちは。
い

ど ゆたか

このたび、
多賀町水谷地区の地域おこし協力隊の隊員

す。このご時勢高級品となりつつ

として水谷に赴任して２カ月が経ちました。今回、僕はこ

あるうなぎ。
７５㎝の天然うなぎ

のような仕事に携わるのはまったくの初めてで、手探り

を釣って、みんなではしゃぎまくって、さばいて、焼いて

の状況ではありますが、前向きに取り組んでいきたいと

の試食会。本当に都会では味わえない至福のひと時を

思っています。

味わいました。

さて、水谷に来て感じたことは、
まず、村の皆さんがあ

と、まずはこんな感じでスタートした水谷ライフです

たたかく接してくれること。高齢化のすすみつつある限

が、皆さんとともに何かを作り出せていけたらなぁなん

界集落で、僕は息子や孫のような世代ということもあっ

て思ってます。

てか、かわいがってもらってるなぁ。なんて感じていま
す。そして、次に、何よりもたくさんの自然。多賀でも山
間部に位置するわが水谷は自然の宝庫。水谷口の芹川
あ お

の水は本当にきれいで、水が蒼みがかって見えるほどき
れいで冷たい。そして、野生動物、サル、
シカ、イノシシ、
亀、マムシ、
カニ、魚、ヤマビル、
イモリ、キツネ、ハクビシ
ン、アナグマ、ムカデ、
ブト、などなど。本当にありとあら
ゆるというか、生きとし生けるというか、今まで見たこと
ないほどの種類の動物たちに出会える。まるで「ものの
け姫」の世界にでも迷い込んだような自然に出会える場
所。先日なんかは、
ご飯粒をえさに水谷を流れる水谷川
でムツといわれる魚の小さいのを数匹釣って、それを餌
に仕掛けを沈め、
釣ったものは！なんと！「天然うなぎ！」で

▲７５㎝の天然うなぎをさばいているところ
広報たが 201３年9月号
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いくせい
中央公民館内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

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

「常任委員・代議員合同研修会」に参加して
青少年育成町民会議副会長

西河 仲市

平成２５年度の合同研修会は、
「 多賀町の子どもたち

ほかにスマホのラインが問題視されているが、携帯のア

の現状について」①【取り組み報告】多賀町子ども・家庭

プリをチェックして欲しい。他所ではこれからいじめ問題

応援センター所長の山口正明氏、②【多賀町における青

や自殺問題が発生している。学校の先生をはじめ我々親

少年非行の現状について】大滝警察官駐在所の大西禎

も、ラインについて勉強が必要と思われる。ふだんの生

樹氏、多賀警察官駐在所の川島卓志氏の３人の方々の

活の中で、声を掛けると純粋で素直な子が多い。万灯祭

お話を聞きました。

も近づいているが、詰所で待機していると、多賀のやん

冒頭、火口会長から、
「毎年この研修会を開催している

ちゃな子が寄って来る。こういう子は大丈夫で、警察の

が、今年は役場関係・保護司・補導員・学校（ＰＴＡ）関係

姿を見てかくれる子は心配である。良い環境を維持する

等、たくさんの方々に参加していただきました。多賀町

には、声を掛けるようにお願いします。声を掛ける時は、

の子どもたちについて、様子を見ているが、
よくわからな

名前（下の名前）で呼んで欲しい。多賀町の子どもたち

いところがたくさんあり、
まず子どもの現状を把握する

では、今までに７人の子が補導されている。
『 大人が変わ

ことが大事であるが、青少年を温かく、時に厳しく見守り

れば子どもも変わる』の言葉通り、昔から子どもは何も

ながら青少年育成の活動を展開していきたいと思いま

変わっていない。あえて言うなら、大人が変えているの

す。」
と挨拶がありました。

である。とにかく、
まずは声掛けからはじめていただきた

①山口所長からは、子どもを守るためには、
「身近な縁

い。」
とのことです。

をつくろう」と言われ、それには、挨拶（笑顔で会釈）、親

今回の研修を起点とし、青少年育成町民会議をはじめ

同士がつながる
（子育ての仲間としてのアドバイス）、
ま

いろんな立場で、多賀町の青少年育成について、今一度

た地域行事や近所つきあいへの誘い（頼りにしているこ

原点に戻り活動していきたいと思っております。

と、必要な存在であることを伝える）が重要とのことで

最後になりましたが、暑い中、たくさんの方に合同研

す。さらに最近の子育てについては、頼れる人のいない

修会に参加いただき、ありがとうございました。今後とも

子育てであり、親族に頼れないだけでなく、地域関係は

青少年育成町民会議に、
ご理解とご協力をくださいます

一層希薄化しており、
４人に１人の母親は近所に
『立ち話

よう、
よろしくお願いします。

をする程度の人』が１人もいないようです。
「お互い様の
精神を大事にし、一言発する勇気を持ち、恥や失敗を恐
れず、
やさしい地域づくりに心がけ、他者との縁づくりを
お願いします。」
とお話しされました。
②駐在所の大西・川島両氏から、
「 彦根署管内の犬
上・彦根の少年非行の６月現在のまとめから、万引きと
自転車盗等が多い。多賀でも中学校の駐輪場で盗まれ
ている。必ずカギを掛けること。非行場所別状況では、
多賀町は数字は０であるが、該当する場所がない。最近
では、名神の多賀ＳＡがたまり場になっているようです。
福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

９月は健康増進普及月間です

「１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ 〜健康寿命をのばしましょう〜」（統一標語）
①適度な運動で健康寿命をのばそう！
〜毎日１０分の運動を〜
②適切な食生活で健康寿命をのばそう！ 〜１日 プラス７０ｇの野菜を〜
③禁煙で健康寿命をのばそう！
〜禁煙を〜
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学校支援地域本部事業
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

学校支援地域本部事業

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、生きがいづくりや社会参

ボランティアの内容もいろいろあります。学校からの依

加を目的に、
自分の経験や知識を活かし、
できる人が・で

頼を受けて、登録していただいた内容にあったボラン

きるときに・できることを自発的意思にもとづいて行う

ティアの方に学校支援地域コーディネーターが依頼しま

活動です。

す。興味のある方、
ご協力していただける方は、生涯学習

草刈り・花植え・本の読み聞かせ・遠足の引率など、

課まで連絡をお願いします。

７月の活動を紹介します
「プールの監視」
強い日差しの中、多賀小学校９人、大滝小学校５人の
ボランティアの方々に、
プールの監視をしていただきま
した。真夏日になる日も多い中、暑さ対策にといただい
た地元企業のキリンビール株式会社の「キリン生茶」と
株式会社ブリヂストンの「帽子」を活用させていただき、
無事にプール監視の活動を終えることができました。
ボランティアの皆さん、企業の皆さん、
ご協力ありがと
うございました。

▲多賀小プールでの監視の様子

▲滝の宮プールでの監視の様子

ボランティア研修会を開催しました
７月１３日・２５日の両日、あけぼのパーク多賀の大会

していただきました。読み手の方には緊張の中で読んで

議室にて、滋賀県児童図書研究会副会長の北村惠美子

いただきましたが、聞き手は子どもの気持ちに戻ってい

さん・児童文学評論家の北村夕香さんを講師にお迎え

ろいろなお話を堪能しました。

して、
本の読み聞かせ研修会を開催しました。

受講者の皆さんからは、
「本の持ち方やめくり方、立ち

対象年齢に合った本・読み手の声や雰囲気に合った

位置などの基本を教えていただいて参考になった。」
「自

本等の選び方や、読み聞かせをする時の注意点を実際

分の知らない本に対する見方も聞けてよかった。」等の

に絵本を使ってわかりやすく教えていただきました。

感想をいただきました。

２日目には、素話やブックトークについての話を聞いた
後、受講者が読み聞かせを実演し、講師の先生に講評を

▶絵本を手にお話をされる
北村さん
▲読み聞かせの実演

▲熱心に話を聞かれる受講者の皆さん

▲読み聞かせの実演
広報たが 201３年9月号
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緑のふるさと協力隊
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

た

いろいろなお手伝いをしてます、大阿久朗太です。
した。また、
ホタルを探しに夜の四手地

「草刈り」をいっぱいしました♪

区の小川を散策したり、
（数匹ですが、
ホタルを見つける

活動内容

ことができました）朝早くからトマトを収穫したり、
ピーマ

田植えを終えたあとの田んぼの畦などの草刈りをた

ンの苗を支柱に誘引したり、お昼に多賀そばを自分たち

くさん、
たくさんしました。今年は梅雨入りの発表が早い

で打って食べたりなど、それぞれ一泊二日の日程でした

時期だったにも関わらず、
５月・６月と雨の降らない日が

が、多賀町に着任して間もなかった僕も一緒に楽しく体

多く、
真夏のような陽気の中での草刈りだったので、熱中

験しました。
（中学生よりも楽しんでしまいました）中学生

症に注意しながら、ヘビにも気を付けながらの作業でし

も笑顔がいっぱい、大喜びでした。

た。草刈りをやりはじめたころに比べたら、少しは早く、
て

６月の終わりには、栗栖地区の「福祉のつどい」のお手

いねいに刈れるようになったと思いますが、草刈機は、見

伝い。老人会サロン「ヒヤシンス」の皆さんは、紙芝居の

た目より重く、思った以上にパワーがあるので慣れるま

「一寸法師」を披露。半年かけて準備をしてきたもので、

でには、
まだまだ先輩方にはかないません。また、一日の

絵は折り紙を貼り付けた手作りで、配役の方も何度も練

うちに２匹くらいの割合でよくヘビを見かけました。幸運

習を重ねてきました。ほのぼのとした雰囲気の中、栗栖

にも、
まだ噛まれていないです。今後も噛まれないよう

地区の多くの方が見に来てくれて、たくさんの拍手をい

に気を付けたいです。

ただき大盛況でした。とっても楽しく、たくさんの笑顔を
見ることができました。今後もこういうイベントが数多く

草刈りのほかにも、田んぼの苗と苗のあいだの草を取

開催されるといいですね♪

る除草機を使いました。文字通りに草を取るのですが、
同時に田んぼを耕す機能もあって、手押しで植える田植

暮らしの中から

え機のように田んぼの中を歩きます。苗を踏まないよう

野菜づくりなどでお世話になっている栗栖地区の方

にすすまなければならないので、歩くことそのものが大

から梅の実をいただいたので、梅ジュースを作りまし

変でした。ただでさえ、田んぼの中を歩くのはスムーズ

た。ご飯を炊く炊飯器で作れると教えていただきまし

にすすまないのに。

た。梅の実をよく洗い、へたの部分をていねいに取り、

５月と６月に静岡県浜松市内の中学校と神奈川県横

氷砂糖と一緒に入れて、
２４時間保温するだけだそうで

須賀市内の中学校の修学旅行生の民泊のお手伝いをさ

す。
（思っていたよりも簡単にできました）炭酸水などで

せていただきました。中学生と一緒に赤米を昔ながらの

割って飲みました。梅の香りが良く、スッキリとした喉ご

手で植えたり、ランチにピザを生地から伸ばして丸く仕

しで、
とってもおいしかったです♪ 夏バテ防止にとても

上げて、採れたて野菜などをトッピングして食べたりしま

いいですね！

▲一寸法師の紙芝居です♪

▲草刈機です！

▲梅ジュースを作りました！

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/
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けんこう
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

９月はがん征圧月間です
がんは日本人の死因の第１位となっており、死亡者は年々増え続けています。
がんを予防するには、食生活、運動、喫煙、飲酒、休養などの生活習慣を見直すとともに、定期的にがん検診を受けるこ
とが大切です。
系のがんをはじめとして、多くのがんに影響があるとい
われています。がんの予防には、禁煙と食生活の改善が

がんなんて自分には関係ない？
ひ

と

ご

重要なポイントです。

と

がんは他人事ではありません。現代は日本人の２人に

≪がんを防ぐ生活習慣のポイント≫

１人ががんにかかると言われています。誰もがかかる可

• 野菜や果物を積極的にとろう

能性のある身近な病気です。

• 食塩の摂取量は１日１０ｇ未満に

いまのところ症状がないから大丈夫？

• 禁煙しよう

早期のがんは自覚症状がほとんどありません。症状が

• 熱い飲食物、保存・加工肉の摂取は控えめに

なくても定期的にがん検診を受けることが大切です。

• お酒は日本酒なら１日１合程度までに

検診でがんが見つかったら怖いし……

• 適切な体重を維持しよう

がんは不治の病ではありません。早期発見・早期治療
で生存率は高まります。
たとえば、胃がん・乳がんの場合ですと、早期発見・早
期治療で生存率が１００％近くになります。

次に、定期検診で早期発見・早期治療をめ
ざしましょう。
昔は不治の病といわれたがんも、近年では治療成績
が向上しました。がんは症状が出るころには進行してし

まずは、
「がんを防ぐ生活習慣」を始めま
しょう。

まっている場合が多いため、定期検診を受けて早期にが
んを見つけることが重要です。

がんにはさまざまな因子が関わっていますが、中でも
たばこと食生活は影響が大きいといわれています。タバ

多賀町でも、胃・大腸・肺・子宮・乳がん検診をおこ
なっています。

コは肺がんのリスクを４倍以上に高め、その他多くのが

９月以降の日程は下記のとおりです。今年度まだ検診

んのリスクを高めます。食生活も胃や大腸などの消化器

を受けていない方は、
この機会にぜひ受けてください。

検診種類
胃がん検診
大腸がん検診
乳がん検診
子宮がん検診

対象者
４０歳以上男女
４０歳以上男女
４０歳以上女性
２０歳以上女性

検診間隔
１年に１回
１年に１回
２年に１回
２年に１回

肺がん検診

４０歳以上男女

１年に１回

〈胃がん検診〉と〈大腸がん検診〉の日程
９月５日（木）
９月１４日（土）
１０月１１日（金）
１０月３０日（水）
〈子宮頸がん検診〉と〈乳がん検診〉の日程

検診方法
バリウムＸ線撮影（胃部レントゲン）
便潜血検査（検便２日法）
マンモグラフィ・視触診
子宮頸部細胞診
胸部Ｘ線検査（胸部レントゲン）
＋喀痰検査（喫煙指数により）
かくたん

９：３０〜１１：００
９：３０〜１１：００
９：３０〜１１：００
９：３０〜１１：００

１０月１６日（水）
９：３０〜１１：００
１１月６日（水）
〈肺がん検診（胸部レントゲン）〉の日程
９月４日（水）
９：３０〜１１：００
９月１２日（木）
☆７０歳以上の方は検診料が無料です。
☆子宮頸がん検診は医療機関での検診もあります。
☆希望日の１０日前までにお申し込みください。

検診料
９００円
５００円
１５００円
７００円
２００円
７００円（喀痰ありの場合）

多賀町総合福祉保健センター
多賀町総合福祉保健センター
多賀町総合福祉保健センター
多賀町総合福祉保健センター
多賀町総合福祉保健センター

多賀町総合福祉保健センター
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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

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

多賀町立図書館応援団

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

日時■９月４日（水）

います。

場所■あけぼのパーク多賀２階

日時■９月１４日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

小会議室

対象■大人の方

場所■あけぼのパーク多賀

図書館内

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）

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への

サークルのご案内

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。

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。

特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも
参加していただけます。

本の紹介
一般書

くじらの潮をたたえる日

月下上海

高村

山口

透／著

恵以子／著

東京：早川書房 ９１３.６タカ

東京：文藝春秋 ９１３.６ヤマ

定年間近で食中毒騒動の責任を押しつ

スキャンダルを逆手にとり人気画家にの

けられ、左遷されたわたし。問題の店舗

しあがった財閥令嬢・八島多江子は、戦

の再生に、同じ境遇の「やっさん」
「三塁

時統制下の日本を離れ、上海に渡った。

手」
とともに挑む！すべての会社員にエールをおくる、美

謀略渦巻く魔都・上海で、多江子が出会う４人の男た

しい
‘第二の青春,小説。

ち。いま、運命の歯車が回り始める。

児童書

ネバーギブアップ！

エプロンひめのキラキラ☆プリンセスケーキ

くすのき しげのり／作

藤

東京：小学館 Ｋ９１３クス

東京：ＷＡＶＥ出版 Ｋ９１３フジ

クラスで、
うでずもうがはやっている。負

エプロンひめはスイーツおうこくのプリ

けてばかりのジュンは、
うでずもうがき

ンセス。おかしづくりのしゅぎょうのたび

らい。ある日、
うでずもう大会をすること

で、おちゃのくににきたエプロンひめ。

真知子／作

に。
うでずもうの強い山下先生にさそわれ、毎朝トレーニ

チャララおうさまにコンテストでゆうしょうするようにた

ングをすることになったことをお母さんに伝えると…。

のまれますが、
ひめはケーキをつくったことがなくて…。

絵本

だってちゃん

ぼくはここにいる

中川 ひろたか／文

ピーター・レイノルズ／作

東京：角川学芸出版 ＫＥダツ

東京：小峰書店 ＫＥボク

だってちゃんは、たちねぶたくんの言

楽しそうなみんなの声が、
ぼくには大

うことを聞いてくれません。どうして

きな音になって響く。紙飛行機を飛

「だって」
って言うのかな？おもしろ顔と愉快なフレーズ

ばしてみよう。もしかしたら、誰かがぼくに気づいてくれ

で、読み聞かせが楽しくなる絵本。裏表紙見返しに「だっ

るかも−。自閉症の男の子を主人公に、人と人との出会

てちゃんかぞえうた」の楽譜付き。

いと心のつながりを描いた絵本。
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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開館１５周年記念事業
「一箱古本市：箱主（出展
者）
さん募集中」

「故郷（近江）の本、買えます」

１０月１３日（日）に開催します、一箱

期間■〜平成２６年３月３１日（月）

では初めての取り組みです。図書

古本市にご参加いただける方を募

内容■図書館は、本を借りる場

館内に滋賀（近江）の本を展示（見
本）
しております。

集しています。

所という従来の図書館の役割に加

※詳細については、館内にあるチ

え、新たな利用方法と価値を創造

なお、地元滋賀の出版社の本は

するサービスをはじめました。地元

ここで買えます！ 書籍のお買い求

出版会社との協力で実施する県内

めは、多賀町立博物館受付まで

ラシをご覧ください。

させていただきます。詳しくは図書館までお問い合わせ

本の読み聞かせボランティア募集

ください。

図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵本の読み
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。

本のおわけ会
図書館で不要になった本をおゆずりします。
期間■前半：１０月１９日（土）〜１１月４日
（祝・月）
後半：１１月６日（水）〜１１月２４日（日）

おはなしのじかん

場所■あけぼのパーク多賀

対面朗読室

日時■９月２８日（土） １０時３０分〜１１時

内覧期間■１０月１２日（土）〜１０月１８日（金）

場所■あけぼのパーク多賀 おはなしのへや

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

雑誌スポンサー募集

図書館臨時休館のお知らせ

図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の

図書館電算システム更新のため、
１０月１日（火）から１０

購入費をご負担していただける方を募集しています。そ

月９日（水）まで休館します。ただし、博物館、文化財セン

の雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を掲載

ターについては通常通り開館します。

カレンダー（多賀町立図書館休館日）
９月の休館日

２・９・１７・２４・３０日

１０月の休館日

１・２・３・４・５・６・７・８・９・

※１７日（火）
・２４日（火）は、振替休館日です。

１５・２１・２８・３１日

※２６日（木）は、
最終木曜日ですが開館します。

※１日（火）から９日（水）は、図書館電算システム更新のため
休館です。
※１５日（火）は、振替休館日です。
※３１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
９月 10月
Ａコース
（大滝）第１金曜日 ６日

４日

Ｂコース
（多賀）第２金曜日 １３日 １１日

巡回場所・駐車時間
大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５
多賀清流の里
１３：００〜１３：３０

藤瀬
川相
たきのみや保育園
（「皆様の店くぼ」さん横）（草の根ハウス前）
１５：５０〜１６：２０
１４：３５〜１５：００
１５：１０〜１５：３５
多賀幼稚園
１４：００〜１４：３０

犬上ハートフルセンター 多賀ささゆり保育園
１４：４０〜１５：１０
１５：５５〜１６：２５

※利用カード、
本ともに図書館と共通です。天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
※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9月号
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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

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③「３カ月ぶりの再会」〜
博物館では夏休みのイベントとして、
７月２８日と８月

ろうと言われていました。ところが、今回発掘体験用に

３日の２日間に化石発掘体験を実施しました。今回の体

現場から持ち出した粘土の中から、
もう半分の骨が見つ

験では今年のゴールデンウィークに掘り出された新しい

かったのです！

粘土を使用したので、多くの化石や珍しい発見があるの

この骨を見つけてくれたのは、三重県から参加してく

ではないかと期待されていました。そして、その期待通り

れた藤岡美友ちゃんでした。たまたま持ち出した粘土の

の出来事が起こったのです。

中に骨が入っていたこと、そして、ちゃんと化石じゃない

第一次発掘調査で見つかった化石の中でも目立つも
き ょ こ つ

かなと気づいてくれたこと、
この２つの幸運が重なって

のの１つに、
シカの距 骨という足の骨の化石がありまし

今回の発見につながりました。
３カ月ぶりに１つの骨とし

た。この化石は本来あるはずの骨の半分だけが見つか

て並んだ距骨のように、発見されるのを待っている化石

り、もう半分は探してみたものの二度と見つからないだ

がまだまだたくさんあるかもしれません。

▲距骨を発見した藤岡さん家族

▲距骨
（右４月・左７月発見）

観察会

「多賀で学ぶ地学ツアー」
毎年恒例の地学ツアーの季節がやってきました。町内

「第５回

多賀の花の観察会」

皆さんはアケボノソウという花を見たことがあります

の魅力あふれるスポットを「地学」をキーワードにめぐり

か？ 白くて小さい、
かわいらしい花を咲かせる植物です。

ます。河内の風穴や博物館のアケボノゾウ化石、夜の星

９月はこのアケボノソウの魅力をお伝えできるような観

空観察を、専門的な説明を聞きながら一緒に楽しみませ

察会を予定しています。どうぞお気軽にご参加ください。

んか。いつもとはちがった魅力が見えてくるかもしれま

日時■９月１９日（木） ９時３０分集合

せん。

集合場所■多賀町立博物館

日時■９月１５日（日） １３時〜２１時１５分
参加費■大人１５００円、小・中学生１０００円、幼児６００
円
（夕食代、
傷害保険料、河内風穴入洞料等）

駐車場
参加費■１００円
（保険料）
※申し込みは不要です。

主催■多賀観光協会

当日、動きやすい服装で

共催■多賀町立博物館

お越しください。

ダイニックアストロパーク天究館
お申し込み■電話、
ＦＡＸまたはメールで多賀観光協会
へお申し込みください。
多賀観光協会
（有）
２-１５５３ （電・Ｆ）
４８-１５５３
ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ@ｉ
ｒ
ｉ
ｓ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊ
ｐ
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◀アケボノソウ

スポーツ

Ｂ＆Ｇ海洋センター

生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０

「いきいき健康体操教室」開催中！
多賀町生涯学習課では、
７月からい

スポーツ推進委員かわらばん

『びわいち』
皆さん、
「びわいち」をご存じ

きいき健康体操教室を開催していま

ですか？
「びわいち」
とは、
自転車

す。
「健康のために何か始めたい！で

で琵琶湖を一周することです。

も、何から始めていいのか分からな
い…」または、
「別に習わなくても畑と

私は、
２日間かけて北湖を一周し

かで十分動いている」そんな方こそ、

ました。北湖一周とは、びわ湖大

ぜひこの教室をお試しください！ 専門
の健康運動指導士が分かりやすく、
か

詳細は多賀町教育委員会事務局生涯

つ効果的な方法を教えてくれます。

学習課までお問い合わせください。

第６５回 湖東地区中学校優勝軟式野球大会開催！

橋を渡る一周約１３０㎞のコース
です。北回りをしました。
まずは１日目、宿泊地である高
島市に向けて出発しました。湖北

や西浅井は坂やトンネルが多く、

８月３日から５日までの３日間、多賀

繰り広げられました。猛暑の中、選手

しかも風の強い日だったのでし

町民グラウンドと多賀中学校グラウン

の皆さんは全力で白球を追い、大会

ドにて多賀町および多賀町教育委員

を盛り上げてくれました。

んどかったです。

会主催の湖東地区中学校優勝軟式野

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

なお大会結果は次の通りです。

球大会が開催されました。
１〜２年生

優

勝■彦根市立中央中学校

が主体の１９チームが集まり、熱戦を

準優勝■彦根市立南中学校

２日目は、おだやかな日で楽し

みながら走ることができました。
２日間の日程は、時間的にも余
裕がありました。
「びわいち」は、小さな子ども
から高 齢 の 方まで幅 広 い 年 代
の方がチャレンジされています。
「自転車を持っていない」という
方でも、びわいち用に整備され
た自転車をレンタルすることが
できます。また、琵琶湖の周りに

第５回多賀町民ボウリング大会開催！

は、全部ではないですが「サイク
リングロード」が整備されていま

７月２１日愛知ボウルにて、多賀町

す。看板に沿ってすすむと迷うこ

体育協会主催の第５回多賀町民ボウ

とはなく、安全に走行できます。

リング大会が開催されました。当日は

サイクリングすることが、良い

３４人の参加がありました。白熱した

運動になるということは言うまで

中にも朗らかな雰囲気もあり、皆さん

もありません。これからスポーツ

楽しい時間を過ごされたようです。大

の秋に一度チャレンジしてみて

会結果は以下の通りです。

はいかがでしょうか？ 走り終えた
■一般の部
優

■小学生以下の部

勝■多林

和子

優

準優勝■種村

菊雄

準優勝■森

奏太

第３位■山本

登英

第３位■森

香恋

勝■高野

優月

ときの達成感は格別ですよ。
スポーツ推進委員

安田陽子
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お知らせ
産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日
９月２９日（日）
（予備日１０月６日（日））

大滝小学校

実施場所

回収品目

大滝小学校グラウンド

新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶

資源回収のルール……必ずお守りください!!
縛る。

★分別を徹底してください。

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

新聞……新聞、折込チラシをひもで

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）

縛る。

等は出せません。

雑誌……書籍、パンフレット、封筒、包
装紙等をひもで縛る。
ダンボール……ダンボール、お菓子・
ティッシュなどの紙箱をひもで

詳しくは、各団体から配布されるチラ
シをご覧ください。
★町内の方ならどなたでも持ち込み

布団、毛布類、カーテン、タオル等

可能です。この機会にぜひお出しく

は出せません。

ださい。

ように実施されます。
多賀町におきましても有線放送と

全国瞬時警報システム
（Ｊ−ＡＬＥＲＴ：

入れてください。

★古着は古着（学生服を除く）のみで

全国瞬時警報システム（Ｊ−ＡＬＥＲＴ）全国一斉試験放送について
地震や武力攻撃などの災害時に

★古着は中身の見えるビニール袋に

ジェイアラート）
から送られてくる国か

の連携のもとに実施をしますのでお知

らの緊急情報が、
確実に住民の皆さん

らせします。

中小企業で働く皆さんのために
彦根地域勤労者互助会〜ジョイフル
ひこね〜
〈勤労者互助会とは〉地域の中小企
業の事業主と従業員が共に力を合わ

へ届くか、
全国一斉に試験放送が次の

せ、一事業所だけではできない福利

試験放送日

厚生事業を行い、楽しく安心して働

【町独自試験】
９月１１日（水）
（有線緊急放送試験）
【全国一斉試験】

９月１１日（水）

９時ごろ
１１時ごろおよび１１時３０分ごろ
（２回）

ける環境をつくるとともに企業の安
定した労働力の確保と企業の発展を
図ることを目的として、官民が一体と
なって設立した組織です。会員拡大を
進め、より一層魅力ある事業の拡充

お問い合わせ

を目指しております。

総務課 （有）
２‐２００１ （電）
４８-８１２０

事業内容■働く人々の暮らしに「安心

家屋評価に
ご協力お願いします

多賀ふるさと楽市のおしらせ

と潤い」を提供し、
「働き甲斐と
生き甲斐」を実感していただける

９月から税務住民課では主に平成

第８回多賀ふるさと楽市を開催し

よう、総合的な福利厚生事業を１

２５年１月１日以降に建築された家屋

ます。多賀大社前駅前でのステージ

市４町の支援を受けて実施して

（住宅・店舗・倉庫など）について、 や、
さまざまな模擬店、
フリーマーケッ

おります。
（ 共済給付事業・文化
事業・体育事業・厚生事業等）

固定資産税および不動産取得税（県

トが出店されます。皆さんのお越しを

税）の適正課税のため家屋評価を実

お待ちしています。

対象■彦根市・愛知郡・犬上郡の１

施します。

日時■１０月２０日㈰

市４町に事業所を有する中小企

場所■多賀大社前駅前〜絵馬通り一帯

業に働く事業主および従業員の

お問い合わせ

皆さん

対象となる方についてはご案内し
たうえで、評価のため順次訪問します
ので皆さんのご協力をお願いいたし

産業環境課内

入会金■１人につき５００円（初回のみ）

ます。

ふるさと楽市実行委員会事務局

会費■１人につき５００円（月額）

お問い合わせ
税務住民課

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８
固定資産税係

お問い合わせ
彦根地域勤労者互助会

（有）
２-２０４１

（電）
２７-６７８７ （Ｆ）
２７-６８０２

（電）
４８-８１１３

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｏｙ
ｆｕ
ｌ-ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｃｏｍ/
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お知らせ
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
ガイドヘルパー講習（視覚障がい者外出支援）

オフィスクリーニング技能講習 １０月開催

日程■１０月３日（木）〜１１月１１日（月）

日程■１０月２８日（月）〜１１月７日（木）

土日除く１０日間 ９時〜１６時

土日除く８日間 １０時〜１６時

会場■連合会事務所会議室

プエルタ大津にて
〒５２０-００５４

会 場 ■ 滋 賀ビ ル 9 階（ 大 津 市 梅 林

定員■２０人
※申

込受付後、
面接により選考
連合会事務所会議室にて

滋賀県シルバー人

材センター連合会

定員■２０人
申込締切■１０月１５日（火）必着

面接日程■９月２４日（火） １０時〜

大津市逢坂１丁目１番１号
公益社団法人

1-3-10）

申込締切■９月１９日（木）必着

お問い合わせ・お申し込み

※申

込受付後、面接により選考

（電）
０７７-５２５-４１２８
（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

面接日程■１０月１７日（木） １０時〜

介護職員初任者研修の開催について

よろず相談

社会福祉法人とよさとでは、高齢

催する研修のため、ほかではなかな

今月の相談日■ ９ 月１７日（火）

者や障がい者（児）の高度化かつ多様

か勉強できない障がい福祉について

来月の相談日■１０月１８日（金）

化するニーズに対応した介護サービ

も学べます。

時間■いずれも９時〜１１時３０分

スを提供するための必要な知識、技

受講対象者■介護の仕事に従事する

場所■多賀町総合福祉保健センター

能、心構えを有する介護員を養成し、

ことを希望・予定されている方、

介護の人材確保を目的として、介護

興味のある方で、すべての研修

職員初任者研修の開講を予定してい

に出席できる方

で、今までの「ホームヘルパー２級」

（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

全２３日間

介 護 職 員 初 任 者 研 修とは 、平 成
２５年４月から始まった新しい 資 格

受講料■８０,０００円

農業委員会開催のお知らせ

（テキスト代込み）

がこの「介護職員初任者研修」
という

※補講等は別途費用が必要です。

名称に変わりました。

※厚生労働省の教育訓練給付制度の

この超高齢社会に対応するべく、

指定を受けていますので、条件を

介護保険の現場で活躍されている

満たしている場合は、受講料の一

看護師、理学療法士、介護福祉士の

部が支給されます。

日時■９月１２日（木） １４時〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

講師はもちろんのこと、姉妹施設で
ある
（公財）豊郷病院の協力の下、医

お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会

研修期間■１０月〜平成２６年１月

ます。

ふれあいの郷ボランティア室

お問い合わせ

療の現場で活躍されている講師陣が

社会福祉法人とよさと 介護職員

そろっています。また、高齢者介護の

初任者研修事務局（ステップあップ

ほか、全国的にも少ない３障がい（知

２１内）

的 障がい・身 体 障がい・精 神 障が

（電）
３５-０３３３

い）の支援センターの運営母体が主

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊｐ/~ｓｔｅｐｕｐ２１

広告募集中
広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月

広告募集中
広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談
（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

１０月２８日（月） １０時〜１１時 健康相談、
血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定など
１０月１５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

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４カ月児健診
１０月７日（月）
１３時〜１３時１５分
Ｈ２５年５月生まれの乳児
１０カ月児健診
１０月７日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２４年１１月生まれの乳児
２歳６カ月児健診
１０月１日（火）
１３時〜１３時１５分
Ｈ２３年３月・４月生まれの幼児
３歳６カ月児健診
１０月９日（水）
１３時〜１３時１５分
Ｈ２２年３月・４月生まれの幼児
整形外科健診
１０月２３日（水）
１３時４０分〜１４時
Ｈ２５年５・６月生まれの乳児
胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診については１１ページをご覧ください。
☆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。がん検診は事
前に申し込みが必要です。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

（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
２期：１回接種
（百日せき・破傷風・ジフ 当の年齢）

または
３種混合

テリア）

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
追加：３回目接種日から１年後に
※１
１回接種
不活化ワクチン
１期初回：６日〜２８日間隔で２回 （６日以上おいて別
１期：生後６〜９０カ月未満（標準
接種
のワクチンが接種
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 可能）
※２
２期：９歳以上１３歳未満（小３〜
後に１回接種
４年）
２期：１回接種
ヒブ
初回：４〜８週間隔で３回接種
（インフルエンザ菌ｂ型） 生後２か月〜５歳未満
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
小児用肺炎球菌
生後２カ月〜５歳未満
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
１期・２期ともに１回ずつ接種
麻しん風しん混合
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）
１回接種
結核（ＢＣＧ）
生後５〜８カ月）
不活化ポリオ

生後３カ月以上〜９０カ月未満

※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。

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
☆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。
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９時〜１３時 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
１０時〜
絵本や紙芝居を楽しんでいます。
１０月１５日（火）
場所■子育て支援センター…管理栄養士さんより、食と子どもの健康
１０月２９日（火）
１０時〜
についてお話をしていただきます。

わくわくランドで遊ぼう 月曜日〜金曜日
おはなしポケット
子育て講座

こあら・
１０月２日（水）
ぺんぎん広場
にじ・きりん広場 １０月１６日（水）
にじ広場
１０月９日（水）

（登録制）
にこにこ広場

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

〈ひろばの案内〉

おでかけ広場

１０月２３日（水）

１０時〜

バス遠足 （晴）庄堺公園

１０時〜
１０時〜

バス遠足 （晴）庄堺公園 ／ （雨）子どもセンター（彦根市）
たきのみや保育園の年少組とふれあい交流をします。
場所■一之瀬草の根ハウス…大滝地区の０歳〜６歳（就園前の親子対象）
おじいさん、おばあさんの参加もお待ちしています。ふれあい遊び、
リズム
遊びを一緒にしましょう。

１０時〜

／ （雨）ふれあいの館（彦根市）

し尿収集カレンダー／クロスワード／おめでた・おくやみ

平成２５年１０月
午

日（曜日）

多賀町 し尿収集カレンダー

前

午

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申し
込みいただいた収集回数を表していま
す。
①は１カ月に１回、②は２カ月に１回、③は３
カ月に１回でのお申し込みを表し、
「 萱原
①」
とある場合は１カ月に１回で申し込み
いただいた萱原のお宅を収集させていた
だきます。なお、収集予定のない集落等
については、
翌月以降の収集となります。
※１月に２回でお申し込みの場合は、原則１
回目を同集落の月１回と同じ日に、
２回目
を１回目の１５日後（２〜３日は前後しま
す）
に収集させていただきます。

後
落

集
落
集
１日（火）萱原①・川相①
萱原①・川相①
３日（木）久徳①
不定期
８日（火）月之木①・猿木①・多賀①
月之木①・猿木①・多賀①
一円①・木曽①・敏満寺①・萱原②・
１０日（木）
不定期
樋田②
１５日（火）一之瀬①・大杉①②③・仏ヶ後①②③ 一之瀬①・大杉①②③・仏ヶ後①②③
１７日（木）藤瀬①②③
不定期
中川原①・土田①・楢崎①・富之尾②③・
２４日（木）
不定期
小原②③・霜ヶ原②・南後谷①③
２８日（月）四手①・佐目①③・大君ヶ畑①
四手①・佐目①③・大君ヶ畑①
２９日（火）川相②
川相②
３１日（木）川相③
不定期

おたのしみ
①

⑦

⑨

クロスワード
ヨコのカギ
先月号の答え
①ある物事を始めてしだした人。創始者
②５ページ。○○○○○鑑定評価の調査にご協 エ ン カ
コ
力をお願いします
テ
ルシヨ
③ネギを背負ってやってくる！
？
フチユウ
④年若い僧。ささほうし
トクヤク
⑤永久に暗黒なこと。○○○み
スローガン
⑥腰掛け
タテのカギ
「トコロテン」
でした。
①気体
②サメ類の関西での呼び名
④３ページ。
「多賀町○○○議会」を開催しまし
た
⑦千葉県南部、房総半島南端から太平洋に面す
る一帯
ひとのうごき
⑧きらきらと輝く光
平成２５年７月末現在
⑨１０ページ。栗栖地区の老人会サロン「○○
（ ）
内は前月比
○○○」
①

⑥

⑤

⑤

⑧

⑧

⑦

④

②

③

④

②

③

⑥

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：メキシコ原産で、
キク科の一年草

□□□□

締め切りは９月３0日（月）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。

線ＦＡＸでもOKです。

■人口
７,７７９人 （-２５）
■男性
３,７２４人 （-１３）
■女性
４,０５５人 （-１２）
■世帯数
２,７１２世帯 （-８）
■転入
６人
■転出
１６人

おめでた・おくやみ
結婚しました！
山田 直輝
♥
白居由香利
や ま だ

し ら い

な お き

ゆ

か

り

生まれました！
☆小井戸希実（泉一・伊代）
☆髙井遥斗（健太・小百合）
おくやみ申し上げます
◆植野 文雄 ８５歳
こ

い

ど

の ぞ み

た か い は る と

う え の

ふ み お

お お す ぎ

たもつ

こ ば や し

え

壽
◆大杉
◆小林さか江
◆重森 茂三
度
◆重森
◆夏原 てる
し げ も り

し げ も り

な つ は ら

し げ ぞ う

わたる

７４歳
７７歳
８５歳
８５歳
８５歳

に し む ら え い じ ろ う

◆西村榮次郎
◆西村ふみゑ
◆橋本 源一
◆藤田
◆山本 孝三
に し む ら

は し も と

ふ じ た

や ま も と

え

げ ん い ち

し

な

こ う ぞ う

９１歳
９２歳
８１歳
９２歳
９７歳

放射線量（μsv/h）
8月 1日 0.07
8月16日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値

（敬称略）
広報たが 201３年9月号
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２ ０-３４１ 滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 多 賀３２４
電話 ０７４９ ４-８ ８-１２２ 		
毎月発行
９

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

ウグイス

９月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

13

（金）
日

スギ

27

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

表紙写真■７月２９日に子ども議会が開催されました。再
質問をされる子ども議員さんもおられるなど、夏の暑さ
に負けない熱い子ども議会となりました。
編集後記■４０歳から７４歳の国民健康保険加入者に対
し、特定健診の受診をお勧めしています。病気の治療に
は多くの費用や時間がかかるので、早期発見することで
時間もお金も節約になります。税務住民課と福祉保健課
の職員が青いポロシャツを着て啓発していますので、
「私
は健康に自信があるから大丈夫」
と思わず、
年に１回は健
診を受けてみてくださいね。
８月からフィットネス＆カル
チャーセンターが旧教育委員会の建物で始まりました。
検診と合わせて運動も一緒にどうですか。
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。

