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平成24年度決算

平成２４年度

多賀町の財政状況
〜家計にみたてて〜

平成２４年度一般会計の歳入決算

１億７,７２７万円で、
うち平成２５年度へ

の投資控えによる固定資産税の減収

額は、
４８億１,０７９万円（前年度比

繰り越す財源が３,８２４万円、実質収

が影響し、
１８億３,７５７万円（５.２％

２億３,１８１万円

５.１％増）、歳出

支額は、
１億３,９０３万円となりました。

減）となりました。町債は、庁舎耐震

決算額は、
４６億３,３５２万円（前年

歳入では、町税が、企業の減収によ

第二工業団地線の整備等を実施した

となりました。歳 入 歳 出 差 引 額は、 る固定資産評価額の減価および企業

ことにより、
７億３,９３１万円（９２.１％

地方特例交付金
396万円

税の内訳

市町村民税 6億4,742万1千円
（個人）
3億3,507万7千円
（法人）
3億1,234万4千円
固定資産税 11億2,079万3千円
（土地）
2億2,634万1千円
（家屋）
3億9,367万7千円
（償却資産） 4億9,974万6千円
（交納付金）
102万9千円
軽自動車税
2,222万0千円
たばこ税
4,606万7千円
鉱産税
106万7千円

0.1%

地方譲与税
4,419万円

町債
7億3,931万円

0.9%

15.4%

県税交付金
1億18万円

2.1%

依

48億1,079万円

給料・
アルバイト代など
家族で得た
収入

繰入金
1億8,825万円

3.9%

5.9%

諸収入 1億1,537万円

2.4%
2

︶

定期預金の
解約
前年から
の繰越

繰越金
2億8,355万円
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経費や小中学校における大規模改

ます。積 立 金 のうち、
２億 円は中 央

修、町道小森池線をはじめとする道

公 民 館 建 設 基 金 へ の 積 み 増しで 、

路整備、第二工業団地に伴う費用を

基金現在高は４億５,０００万円となっ

平成２4年度特別会計および企業会計決算状況
会計別

８億７,２５６万円（２１.０％増）
となりま

財政健全化判断比率は下記のとお

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

－

－

5.8

22.2

（１５．
００）

（２０．
００）

（２５．
０）

（３５０．
０）

支出済額

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 7億3,192万円 7億2,463万円

りとなっています。

した。

収入済額

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 7億9,635万円 7億8,783万円

支出したことにより、投資的経費は、 ています。

後期高齢者医療事業特別会計

9,126万円

8,949万円

育 英 事 業 特 別 会 計

520万円

508万円

びわ 湖 東 部 中 核 工 業 団 地
公共緑地維持管理特別会計

625万円

558万円

工業団地造成事業特別会計

6億376万円

6億376万円

多賀財産区管理会特別会計

12万円

6万円

大滝財産区管理会特別会計

152万円

37万円

霊仙財産区管理会特別会計

57万円

7万円

芹谷栗栖地域振興事業特別会計 5億1,312万円 5億1,312万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計 5億5,617万円 4億8,643万円
農業集落排水事業特別会計

実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は、
「－」を記載しています。
早期健全化基準を括弧内に記載しています。

水

道

事

5,661万円

4,133万円

業 8億1,892万円 8億8,936万円

投資および出資金・貸付金 401万円

0.1%

壁の張替え、
雨漏りの修繕

繰出金（特別会計へ）
4億6,052万円

維持補修費 1,401万円

9.9%

0.3%

人件費
8億1,277万円

17.5%

積立金
3億8,175万円

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

補助費等
4億7,710万円

10.3%

各種保険料、
小遣い等

38.2%

食費

歳出

46億3,352万円

扶助費
3億588万円

医療費、学費等

6.6%

ローンの返済
公債費
5億1,935万円

11.2%

光熱水費、
家電修理、被服費等
家の増改築、
車の買い替え等

％

％
18.2%

町税
18億3,757万円

２

８
地方交付税
8億7,493万円

１億２,３３５万円を、繰上償還してい

定期預金等

・

親などからの
支援

︶

資機材備蓄倉庫整備等の防災対策

8.3%

源 ︵ ５
２

歳入

・
源 ︵ ４７

6.0%

を支出しましたが、
将来を見据え、
うち

財

財
国庫支出金等
2億8,869万円

歳 出 では 、庁 舎 耐 震 補 強 工 事や

主

存

金融機関等からの
借入金

県支出金
2億4,737万円

5.1%

自

また、公債費では、
５億１,９３５万円

増）
を発行しました。

補強工事や小中学校の大規模改修、

７.９％ 増 ） る法人税の落ち込みと評価替えによ

度 比３億３,８０９万 円

平成24年度決算

使用料および手数料
2,110万円
0.4%
分担金
および負担金
6,061万円

1.3%

物件費
7億8,557万円

17.0%

投資的経費（道路、学校、公共施設の整備等）
8億7,256万円

18.8%

財産収入 493万円

0.1%

寄付金 78万円

0.0%
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まちの話題

８月２日〜７日

８月２３日

多賀少年野球クラブ 西日本軟式野球大会優勝！

仏ヶ後浄水場竣工式
多賀町仏ヶ後に新しく浄水場が建

多賀少年野球クラブが、福岡県久

設されました。

留米市で開催された第３０回西日本

竣工式には用地協力をいただいた

学 童 軟 式 野 球 大 会に出 場されまし

方や事業関係者が参列し、工事の完

た。

今 後は、一 層
安定した飲み水
の提供が図れま
す。

成を祝いました。

総出場チーム数が９９チームという
激戦でしたが、決勝戦では瀬田東ス
ポーツ少年団を６対３で破り、みごと

８月３１日

優勝されました。

獣害防止ネット完成

今後より一層の活躍を期待してい
ます。
８月１７日

アストロクラブによる国道清掃活動

多賀町水谷で、集落の方と地域お

よその集落から

こし協力隊が一緒に今年３つ目とな

依頼がきてもい

る獣害防止ネットを作成されました。

いものが早く作

大きさは４×８×２ｍの丈夫な柵とな

れるな。」と出来

りました。今年３つ目ということで、手

栄えに太鼓判を
押されていまし

多賀町では、体験活動を通して多

ダイニックアストロパーク天究館駐

を守っていかなければならないこと

慣れた様子で見る見るうちに完成し、

賀の子どもたちの豊かな心を育むこ

車場までの国道の清掃活動を行いま

を学びました。

集落の人は「もうだいぶん慣れたし、 た。

とを目的に、天体観測体験のできる

した。炎天下での実施でしたが、参加

アストロクラブを開講しています。本

した子どもたち

クラブは、子どもたちが星の観測を通

は、道ばたに捨

じて星に興味をもち、
また、地球環境

てられたゴミを

にも興味を持ち、広く環境のことを考

一生懸命に拾っ

えられる人材育成を目的に事業を実

ていました。

８月１６日〜２２日

第１７回日韓青少年夏季スポーツ交流事業 小学生 バレーボール 女子
第１７回日韓青少年夏季スポーツ

利されました。

任せている子どもたちも自分たちで

交流会が野洲市総合体育館等で開催

大久保監督から、
「今回の交流で子

手洗いをしていました。常に感謝の

動終了後に回収

されました。バレーボール競技の小学

どもたちが一番成長してくれたのは

気持ちを忘れないで欲しいと思いま

ら１８日にかけて夏の合宿が実施さ

したゴミを１カ

生女子滋賀県代表として、多賀ｋ
ｉ
ｄｓ

生活面だと思います。自分のことは

す。」
とお言葉をいただきました。

れました。
１７日には、地球というほか

所に集 め 、ゴミ

バレーボールスポーツ少年団の８人

自分でする意識がついたのではない

今回の交流会で得た貴重な体験

の星にはないすばらしい環境を守る

の多さに驚くと

と監督の大久保喜久夫さんが選ばれ

でしょうか。特に洗濯についてはユニ

を生かして、大きく成長してください

ことの大切さを学ぶために、役場から

ともに地球環境

参加されました。

フォーム・Ｔシャツなどを自分たちで

ね。

皆は、清 掃 活

そのアストロクラブで、
８月１７日か

施しています。

この交流会は、
２００２年ワールド

キラリとひかる ★

★

★

★

★

たが写真館

洗濯していました。いつもは保護者に

カップ・サッカー大会の日韓共同開
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。

催決定を契機に、
スポーツを通じて両
国の親善と友好をより一層深め、
さら
に両国のスポーツ振興と技術の向上
を図ることを目的に開催されたもの
です。
練習試合では韓国の選手にも会場
の雰囲気にも慣れたのかのびのびと
ゲームを行い、
３セット全勝されまし
た。
公式試合では、
１２人全員が自分の

な

か

え

中江

と

う

じ

斗志ちゃん
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ま つ み や

松宮

あおい

葵ちゃん

も

ち

だ

ほ し た ろ う

持田星太郎ちゃん

も も や ま

百山

ね

い

ろ

音彩ちゃん

役目をしっかりと果たされ、すべての
力を出し合った結果、
セット２対０で勝

▲多賀ｋ
ｉ
ｄｓバレーボールと韓国の選手
広報たが 201３年10月号
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あけぼのパーク

９月３日

あけぼのパーク多賀 （有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５ ａｋｅｂｏｎｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

近畿農政局男女共同参画優良事例表彰 受賞
〜多賀町で初めての女性農業委員として、多方面からの地域活性化に貢献〜

ｈｔ
ｔｐ://ｍｕｓｅｕｍ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊ
ｐ/

あけぼのパーク多賀フェスタ〜開館１５周年・アケボノゾウ発掘２０周年〜

農業委員・農協の役員等、地域の

し、湖東地域で初の農産物直売所を

２０１３年、あけぼのパーク多賀は１９９８年の開館から

生 産・生 活に関する方 針 決 定 の 場

開設するなど、
地産地消にも熱心に取

１５周年を迎えることができました。これは地域の皆さん

での活動や、よりよい農山漁村の実

り組まれています。また、滋賀県の農

に支えていただいたおかげです。

現を目指し創意工夫のある活動を通

業指導士として後進の指導や結婚相

あけぼのパーク多賀では１０月１３日（日）
と１４日（月・祝）の

して、男女共同参画の推進に功績の

談員として農家の後継者の「婚活」を

２日間にわたり、皆さんへの感謝を込めて記念イベント

あった人に対し表彰されるものです。

支援するなど、多岐にわたって地域農

を実施します。博物館・図書館・文化財センターが一丸

今回、多賀町木曽の西澤章さんが、女

業の活性化に貢献されており、今回

となって楽しいイベントを企画していますので、ぜひご参

性として滋賀県を代表して表彰され

の表彰はその功績に対して送られた

加ください。

ました。

ものです。

に し ざ わ の り

西澤さんは、多賀町で初めての女

農山漁村の女性は、農業就業人口

社会の中で、女性がますます活躍す

性農業委員に登用されたほか、学校

の約６割を占め、農山・農村の重要な

るためのきっかけとなればと思いま

給食への地元産野菜の利用を推進

担い手となっており、
これからの地域

す。

イベント内容
１０月１３日（日）
・１４日（月・祝）共通
★博物館展示「アケボノゾウ発掘から２０年〜新たな発
見を求めて〜」

９月７日

★ＴＴＰ
（Ｔａｇａ−Ｔｏｗｎ−Ｐｒｏ
ｊ
ｅｃｔ／多賀タウンプロジェ

★パネル展「あけぼのパーク多賀開館１５周年のあゆみ」

多賀「里の駅」〈野菜市＆集い〉

★めだかの学校と杉の子作業所によるあけぼのカフェ
クト）の活動紹介

１０月１３日（日）

１０月１４日（月・祝）
１０：００〜 開会式

多賀町一円にある一圓屋敷で今月

たちは喜んで紙芝居に見入っている

１０：００〜 開会式

も里の駅が開催されました。この里の

とのことです。当日は２本紙芝居をさ

１０：１０〜 多賀座公演

駅は毎月第一土曜日に開催されてい

れ、始めた成り立ちなどを話されたあ

ます。今回の集いには初めて多賀幼

と、
質問を受けておられました。質問が

稚園の保護者サークル「ぶらんこ」の

終わると、参加者からのアンコールが

…アミンチュプロジェクトの野洲のおっさ

…たがゆいちゃんとオープニングを華々し

んたちとロケットでオープニングを飾り

く飾ります。

ます。

１０：３０〜 一箱古本市

方も参加され、多賀の民話の紙芝居

１０：３０〜 ペットボトルロケットで遊ぼう ほか

…昨年に引き続き、
２回目の開催です。

をされました。紙芝居は１０年間ぐら

１３：３０〜

１１：００〜 多賀座公演

いずっと作っておられ、多賀町の民話

…野外ステージでの公演です。

やオリジナルのお話など４０本ぐらい

▲紙芝居を読む窪田さん

商工会模擬店−多賀うまいもん市−

あるそうです。

あり、
もう１本紙芝居をされました。

…商工会と滋賀県立大学の学生さんによ

紙芝居を貸し出すことも可能です

読み始めたのは最近の２年ほどで、

る模擬店です。

ふだんは幼稚園で園児相手に月に１

とのことなので、字の行事などにお一

１３：００〜 多賀座公演

回のペースで読んでおられます。園児

つどうですか。

１４：００〜 親子化石発掘体験（前半）

巨大発掘ケーキをみんなで食べよう!!
ｂｙアミンチュプロジェクト
…びわ湖放送アミンチュプロジェクトの楽
しい仲間とケーキを作って食べましょう。

１５：００〜

多賀町いきいきコンサート〜「おもいっき
り吹奏楽！」〜
…全 国レベルの河瀬高校吹奏楽部さんが
このイベントのフィナーレを飾ります。

１５：００〜 親子化石発掘体験（後半）

１６：００〜 閉会式

１７：００〜 狂言

８月２８日〜９月１１日

遊具が仲間入りしました
多賀ささゆり保育園に新しい遊具

い園児は低いところで、大きい園児は

が完成しました。多賀木匠塾の塾生

高いところで遊べるようにとの配慮

（滋賀県立大学生４３人）が多賀町の

があり、面取りにも時間をかけて危険

木材や滋賀県産材を使用した船の形
のアスレチック遊具を作ってくれまし
た。スロープがあり、ネットがあり、下
もくぐれるようになっています。小さ
広報たが 201３年10月号
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の少ないようにしてくれています。
遊具を見た園児から「うれしくて楽
しみ」
と、興味津々でした。

▲ペットボトルロケット大会

▲一箱古本市

▲今年の発掘のようす

※時間や内容は変更する場合があります。最新情報はホームページや博物館カウンター等でご確認ください。
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園児募集／町民のつどい

民児協だより／湖東三山SIC

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@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

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成26年度
申込受付期間

１１月１日（金）〜１５日（金）
８時３０分〜１７時１５分
入園（所）決定通知
１月下旬〜２月中旬に通知書を送付します

「多賀幼稚園」
「大滝幼稚園」
対象年齢■満３歳〜就学前
教育時間■８時３０分〜１４時（※やむを得ない事情があ

たが民児協だより 民生委員・児童委員

園児募集

−心のふれあいを大切に−

「多賀ささゆり保育園」
「たきのみや保育園」
対象年齢■多賀ささゆり保育園……６カ月〜就学前
たきのみや保育園……１ 歳〜就学前

「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、今年も大滝小ランチ
ルームと多賀町ふれあいの郷の２会場で『子育てサロ

入所基準■町内に住所を有している児童で、児童の保
護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、保

ン』
を開催いたします。
毎日子育てで大変されているお母さん、育児でお悩

育できないこと

みのお母さん、両親に代わって昼間お孫さんを見ておら

①家庭外で仕事をしている②家庭内で家事以外の

れるおばあちゃん・おじいちゃん、子育てに協力している

仕事をしている③母親が妊娠中、
または出産後間が

お父さんなど、
どなたでも参加でき、地域のお友だちと

ない（産前２カ月〜産後４カ月）④疾病、負傷、障害

出会う場として毎年多くの親子が参加されています。

がある⑤長期にわたり病気、障害者の介護をしてい
る⑥そのほか、町長が認める状態にある場合
提出書類■以下の通りです

校ランチルーム
Ｂ会場■１０月３０日（水） １０時〜１１時３０分 ふれあい
の郷多目的運動室
※広報たが９月号でＡ会場の開催日が間違っておりまし
た。お詫びして訂正いたします。

た、親同士の楽しい情報交換の場として、
ホッと一息つけ
る場所を提供することができればいいなぁと思っており

①入所申込書②家庭状況報告書③保育ができない

ます。交流を深めることで、
日ごろ悩んでおられることの

誕生日を迎えた翌月から入園できます）

ことを証明する書類……「就労（予定）証明書」
「自

解決の糸口が少しずつ見えてきて、気持ちにゆとりがで

営・農業・介護証明書」
「診断書」
「母子手帳の写

きてくるのではないでしょうか。

し」のいずれか④所得税額を証明する書類……平

子育て中の仲間とおしゃべりしたり、
楽しく遊んだり、
お

提出書類■入園願書（※幼稚園へは学校教育課へ、保育

成２５年分給与所得源泉徴収票の写し
（平成２６年１

茶したりしませんか。子育てを応援するボランティアもお

園へは教育総務課までお問い合わせください）

月以降で可）
、
平成２５年分所得税確定申告書の写し

待ちしています。
どうぞお気軽に遊びに来てください。

している幼児

大滝小学

子どもとのふれあいを大切に、親子で楽しく遊び、ま

る時は１５時まで預かり保育を行います。満３歳の
入園資格■本人とその保護者が町内に住所を有し、
居住

Ａ会場■１０月２１日（月） １０時〜１１時３０分

（平成２６年２月以降で可）のいずれか

なお、詳しくは、地域の民生委員児童委員、
または福祉
保健課までお問い合わせください。

▲昨年の子育てサロンのようす

総務課（人権推進） （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「人権尊重のまち」町民のつどいを開催します

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

今回は、夜回り先生として多くの若者とふれあい、子どもたちの不登校や心の問題、更生などに精力的に取り組まれて
み ず た に おさむ

いる 〜水谷修さん〜を講師にお招きして開催します。
開催の趣旨

（名神）
「湖東三山スマートインターチェンジ」が開通します！

私たちは、誰もが人間として尊重され、平和と自由の

１０月２１日（月）の１６時からＥＴＣ専用・いったん停止型

ンジ建設促進期成同盟会の組織を設置、平成２１年３月

場所■多賀町中央公民館

中でつねに健康でありたい、幸せに生きていきたい、な

（名神）
「 湖東三山スマートインターチェンジ（ＳＩＣ）」が

に（仮称）湖東三山スマートＩＣ地区協議会を設立、平成

主催■多賀町・多賀町人権擁護推進委員会

どの願いや希望を持っています。
しかし、私たちの暮らし

開通します。
ＥＴＣ車載車全車種対応で、
２４時間利用可

２１年６月に国土交通大臣より連結許可通知をいただき

演題■「あした、笑顔になあれ—夜回り先生、いのちの

の中には多くの人権課題があります。特に「子ども」の人

能です。
ＥＴＣゲートの前では必ずいったん停止をしてく

ました。平成２３年１１月には、名称を「湖東三山スマート

権については、いじめ、体罰、児童虐待等子どもが犠牲に

ださい。さらに同日より、秦荘ＰＡは湖東三山ＰＡに名前

インターチェンジ」と決定、平成２５年１月には、秦荘ＰＡ

なる痛ましい事案が後を絶たない状況です。子どもを一

が変わります。

の名称を「湖東三山ＰＡ」に変更しました。

日時■１２月１日（日） １３時３０分〜

授業」
講師■水谷修さん／若者たちから「夜回り」と呼ばれて

人の人間として最大限に尊重し、守らなければなりませ

いる深夜の繁華街のパトロールを通して、多くの若

ん。そのような中、私たち町民一人ひとりが、
このような

者たちとふれあい、彼らの非行防止と更生に取り組

問題を自分たちの問題としてと

まれています。

らえ、思いやりやふれあいの心

構：約１１億円、
ＮＥＸＣＯ中日本：約３億円、滋賀県：

一方で、全国各地からのメールや電話によるさまざ

をもった明るいまちづくりを目指

約５億円）

まな子どもたちの不登校や心の病、
自殺などの問題

していくため、
このつどいを開催

に関わるほか、日本各地での講演などを通して、子

します。講演のほかに、小中学生

どもたちが今直面しているさまざまな問題につい

の人権作文発表も計画していま

て訴えられています。

す。ぜひ「人権尊重のまち」町民

対象■どなたでも自由に参加できます。託児所もあります。
広報たが 201３年10月号
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のつどいにおこしください。

事業概要
事業費■約１９億円（日本高速道路保有・債務返済機

湖東三山ＳＩＣは、多くの関係機関や関係者のご支援の
もと、約４０年間の歳月と約４年の工事期間を経て、整備
工事が完成し、来る１０月２１日（月）
１６時から開通の運び
となりました。

計画交通量■２,３００台／日
（平成２６年度）

開通までの経緯
ＩＣ新設の要望活動は、昭和５０年代に旧秦荘町時代か
ひきた

撮影：疋田

ちさと

千里

ら始まり、平成１５年１０月には（仮称）湖東インターチェ
広報たが 201３年10月号
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ねんきんだより／社会教育研究大会

学校支援ボランティアだより／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

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

日本年金機構

学校支援地域本部事業

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

教えて年金 Ｑ＆Ａ

Q

保険料を納めていない人が多いと聞きま
した。年金制度は破たんしてしまうのでは
ないですか？

め、
その納付実績に応じて年金額が決まる方式なので、
未
納・未加入期間分について年金が支払われることはなく、
その分の保険財政の負担はありません。つまり、
保険料を

学校支援ボランティアだより
ボランティア活動とは、自ら進んで地域社会や公共の

らの依頼を受けて、登録していただいた内容にあったボ

福祉のために、自己の利益を求めずに技能や労力、時間

ランティアの方に学校支援地域コーディネーターが依頼

納めていない人がいるからといって、将来の公的年金財

を提供する活動であり、そうした活動を進んで行う人の

します。一年を通しての本の読み聞かせのほか、
２学期

「国民年金の納付率が６割を切った」
と報道された

政を大きく揺るがし、
制度を崩壊させるようなことはない

ことをボランティアと呼んでいます。

は遠足の引率やマラソン大会の見守り・幼稚園のもち

ことで多くの方が誤解されています。実際は、
厚生

のです。国の制度ですので、国が存続する限り、破たんす

学校支援ボランティアとは、生きがいづくりや社会参

年金、国民年金、共済年金を合わせた公的年金加入者全

ることはありません。もちろん、
将来、
年金を受給するため

加を目的に、
自分の経験や知識を活かし、
できる人が・で

興味のある方、
ご協力していただける方は、生涯学習

体の約９５％の方がきちんと保険料を納付しています。

にもきちんと保険料を納めたり、
免除の手続きをしたりす

きるときに・できることを自発的意思にもとづいて行う

課まで連絡をお願いします。いつからでも始めていただ

ることは大切ですので忘れないようにしましょう。

活動です。草刈り・花植え・本の読み聞かせ・遠足の引

けます。

A

実際に保険料を払っていない方は、
公的年金加入者全

公的年金制度には、国民一人ひとりの生活を守ると

体で見れば５％ほどです。報道されたのは、国民年金第１

いう重要な役割があり、また国民相互の支えあいシス

号被保険者のみの納付率についての数字で、
厚生年金と

テムとして、国民の皆さん全員の加入が前提となって

共済年金を合わせれば
（国民年金の第３号被保険者を含

います。年金制度を正しく理解して不安を解消していた

む）
、
約９５％の方が保険料をきちんと納付しています。

だき、将来安心して暮らすために備えていただきたいと

また、日本の公的年金制度は現役時代に保険料を納

思います。

保険料の納付状況［平成23年度末］
国民年金 第１号被保険者

厚生年金保険・共済年金のサラリーマンの方など

（自営業者の方など）

3,893万人※2

1,904万人※1

国民年金
第３号被保険者

（サラリーマンの方などに
扶養される配偶者の方）

978万人

つき大会等の行事支援もあります。

率など、
ボランティアの内容もいろいろあります。学校か

ボランティア研修会を開催しました
８月２８日、中央公民館２階大ホールにおいて、第２回

などを実技を通して教えていただきました。受講者の皆

ボランティア研修会「普通救命講習Ⅰ」を町民大学と合同

さんも、和やかな中にも緊張感を持って真剣に取り組ま

で開催しました。

れ、積極的に質問をしておられました。

当日は彦根市消防本部犬上分署から３人の署員の方

万が一に備えて知っていれば役に立つ研修内容で、受

にお越しいただき、学校支援ボランティアより１４人の方

講者の方には彦根市消防本部より普通救命講習修了証

が受講されました。日頃、耳にしたことはあっても経験の

が交付されました。

ない胸骨圧迫・人工呼吸・心肺蘇生・ＡＥＤの取り扱い

公的年金加入者 6,775万人
保険料を納付している方（保険料を免除または猶予されている方を含みます）

5％

未納の方 320万人 約

約95％

※1 任意加入被保険者
（33万人）
を含む。
※2 3,893万人のうち、
共済組合の加入者数は平成22年度末時点の人数を使用しています。

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

平成２５年度近畿地区社会教育研究大会［和歌山大会］参加報告

▲熱心に話を聞かれる受講者の皆さん

▲たくさんの質問がでました

▲胸骨圧迫とＡＥＤ

９月５日、和歌山県民文化会館にて標記の研究大会
が開催されました。
「つながりを築く社会教育のあり
方」 〜今、社会教育委員に求められること〜 を研究
主題に、近畿各府県の社会教育委員をはじめ、社会教
育関係者が一堂に会し、各地域における社会教育活動
の実践や研究の成果について交流を深めました。今後

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
８月１２日に開催された委員会の審議内容です。

の社会教育活動の一層の振興を図るとともに、時代の

• 議案第１号

変化と社会のニーズに応じたこれからの社会教育の在

※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

り方について研究協議を行うことを趣旨に、多賀町から

• 報告第１号

は社会教育委員１人と、事務局１人が基調講演と分科

※相続等によって、農地の権利を取得された方が行う届出です。

農地法第３条の規定による農地所有権の移転許可申請……… ３件
農地法第３条の３第１項に規定による届出について…………３件

会に参加しました。
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森林資源循環システム

森林資源循環システム

産業環境課（林政） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｆｏｒｅｓｔ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町の森林のことを考える

「多賀町森林資源循環システム構築に関する
多賀町は森林面積が町土の８６％を占めています。そ
の６０％が戦後造林された人工林でありその資源は徐々

利用などそれぞれの分野においての課題解決のため議

■森林の手入れが十分でない理由

■森林を整備する方策について

論しています。

費用と労働力との理由が６割を占めます。

代行者確保と費用負担が７割を占めます。

に成熟しつつあります。この恵まれた森林資源を循環利

その活動の一環として、本年６月、町内の森林所有者

用し地域産業の活性化につなげようと、昨年８月、町内の

さんに対して意識調査を実施しました。その結果につい

森林所有者、森林組合、製材業、工務店、設計士、行政等

て一部紹介いたします。

で構成されるメンバー１２人による「多賀町森林資源循

した。なお、調査結果は多賀町のホームページでも掲示

多賀町産業環境課）」が組織され、森林整備、伐採、製材、

しておりますのでご覧ください。
○回収率

• 森林の手入れの現状等に対する意識を調査し、
目指す
べき森林整備の検討資料とする。
• 多賀町産木材の利用に対する意識を調査し、木材利

アンケート配布数

６９２

有効回答数

３７０

回収率

５３.５％

用方針の参考とする。
■年齢構成

■所有している森林の面積

６０歳以上が８割弱を占めます。

５ha未満が５割弱を占め、
わからないも２割弱占めます。

80歳以上 0%

30-39歳 4%
70-79歳
15%

50ha以上
2%
わからない
16%

40-49歳
18%

10-50ha
17%

60-69歳
30%
50-59歳
33%

1ha未満
14%

その他 3%
助言や情報の提供
3%

不明 1%
その他
7%

ご協力いただきました皆さん、
誠にありがとうございま

環システム構築に関するワーキンググループ（事務局：

○調査の目的

ワーキンググループ」が意識調査を実施しました

無関心
17%

費用が
負担できない
27%

不明 4%

森林境界の
明確化
15%

森林の位置が
わからない
10%
労働力がない
33%

代行者
（森林組合など）
を
確保する
31%

整備に負担金が
生じないよう支援する
40%

路網整備が
遅れている
5%

作業路、
高性能林業
機械の整備支援
4%

■林業生産活動について

■どのような施設に木材を利用するべきか

特に何も考えていないが５割弱を占めます。

公共施設関連が６割を占めます。

不明 1%
その他 5%

おおむね50年
程度で皆伐
11%
おおむね80年
程度で皆伐
11%

特に何も
考えていない
46%

1-5ha
33%

皆伐せずに
間伐を繰り返す
26%

5-10ha
18%

スーパー等
商業施設
4%

その他
2%
駅・バス停等
公共交通施設
13%

一般の住宅
30%

病院・老人ホーム
等の医療・福祉施設
13%
公民館・図書館
など社会教育
施設
19%

小学校・中学校
等の学校施設
19%

間伐…植栽した木の間引き 皆伐…植栽した木を一定の面積内すべて伐採すること

■所有している森林の境界について

■所有している森林の手入れの状況について

■多賀町産木材・木製品を利用するためには

把握、
ほとんど把握が７割を占めます。

手入れが足りない、
していないが７割弱を占めます。

利用に係る助成制度と行政による積極利用が６割を占めます。

不明 0%

わからない 3%

ほとんど
わからない
26%

12

十分手入れ
している
10%

把握している
33%

ほとんど
把握している
38%

広報たが 201３年10月号

不明 1%

手入れ
していない
45%

必要最小限の
手入れを
している
24%

少し手入れが
足りない
20%

その他…1%
広報活動、
普及啓発活動
17%

利用する際の
助成制度
31%

今後の森林の手入れについてびわ
行政における
積極利用
26%

需要と供給を
結び付ける場の
設定
20%
環境貢献度の
わかりやすい表示
5%

こ東部森林組合が中心となって集
落会議を実施していく予定です。
健全な森林を未来に引き継げるよ
う、
この機会にぜひ森林のことを考
えてみましょう。

広報たが 201３年10月号
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地域おこし協力隊／いくせい
地域整備課（治水） （有）
２-２０２０

防災／ルールを守って楽しい自転車

（電）
４８-８１１９ ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

彦根市消防署

アリがマンモスとの試合にのぞむには
そ め も り

染森

犬上分署 （電）
３８-３１３０

住民に対する応急手当の普及啓発

よ し た か

義孝 隊員

獣害防止ネット内で始まった私たち隊員の「農」への
取り組みは、キュウリ、
トマトと、収穫までまずは教科書ど

ん。この場合には、できるだけ早く心臓に電気ショックを

応急手当

に私たちは手作りの
良さで立ち合うしか

与え、心臓のふるえを取り除くこと
（これを「除細動」
とい

急病や交通事故などの救急事故が発生したとき、救急

います）
がとても重要です。

ないのです。どんな

隊が現場に到着するまでの間、その現場に居合わせた人

ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）
は、
この電気ショックを行

今夏は厳しい猛暑でした。いちじるしく渇いてゆく畑

ことにも、手作りの

により適切な応急手当が速やかに実施されることによっ

うための機器です。心室細動になってから電気ショックを

を見て、毎日少し離れた水路から水を運ぶことは楽な作

労苦から生まれる

て、傷病者が救命される可能性が一層高くなることは明

行うまでの時間が遅れるごとに、生存退院のチャンスが

業ではありませんでしたが、畑の命を潤すことを考えれ

喜びや楽しさ、手作

らかです。

低下することが知られています。

ば喜びの方がまさり、猛暑のおかげでようやく畑と隣人

りならでは の 味

になれたと思っています。

といった も の を

「どうしてよいかわからない」
「手当をすることによって

重んじたい…。そ

逆に悪くなったらどうしよう」などといった理由から、傷病

彦根市消防本部では、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方、

の道はきっと厳し

者に対して適切な応急手当がなされず、救命のチャンス

けがの手当など、応急手当を習得していただけるよう、

私は昨年、半年間大工の学校に行ったこともあり、
こ

く険しいでしょう

を逃がしてしまう事例も少なくありません。

住民の皆さんや事業所等を対象にした救命講習を開催

れもまた一つの勉強になると思い、畳一畳分ほどの面積

が、いつまでも変

の物置を建てることにしたのでした。

わらずに大 切に

正しい知識と技術を身につけ、もし、目の前で人が倒れ

小さい小屋ですが、伝統的な在来軸組み工法で図面

したい、そんな手

たら、倒れている人を見つけたら、ぜひ勇気を出して応

を書き、工事に取り組みました。市販の物置や物置キット

作りへ の 志をま

急手当をおこなってください。

を買った方が、
仕上がりは早かったかも知れません。

ずは物置小屋作

おりの日程で成長を遂げてくれました。

畑仕事が始まって間もなく、集落の人から、畑の脇に
道具小屋があれば…という要望が出ました。

でも、私はどうしても手作りにこだわりたかったので
す。水谷集落の作地面積は、現在ごくわずかなもので

しかし、救急事故の発生時に現場に居合わせながら、

そのようなことが起きないように、応急手当に関する

除細動（電気ショック）の必要性

りに 刻 印した の
でした。

心臓が突然止まるのは、心臓がブルブルと細かくふ

す。大きな資本でオートメーション化されたマンモス農

るえる「心室細動」によって生じることが少なくありませ

業に、無策で取り組みをしては、
とうてい試合になりませ
ん。

しています。大切な人、家族を、命を守るため、救命講習
を受講し、応急手当の知識と技術を学びましょう。
お申し込みやご相談は、最寄りの消防署へお問い合わ
せください。
名称
所在地
本
署
彦根市西今町４１５
北 分 署
彦根市古沢町５０３−１
南 分 署
彦根市稲里町３２０
犬上分署 犬上郡甲良町横関６８９−１

電話番号
２２−６１１９
２３−０１１９
４３−５６７０
３８−３１３０

▲物置小屋

巨大なマンモスに、アリが試合にのぞむには、基本的
中央公民館内

救命講習のご案内

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２

地域整備課（建設） （有）
２-２０２０

（電）
４８-８１１６ ｋｅｎｓｅｔｓｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

これからの季節におすすめ!! ルールを守って楽しい自転車生活

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

自転車は、いま、通勤、通学の手段として、
また、余暇を

多賀町青少年育成町民会議

楽しんだり、健康増進のために用いたりと私たちの暮ら

青少年・家庭教育部会長

こ

い

し

古石

し

げ

こ

成子

しの中で存在感を増しています。マナーを守って、自転
車生活を楽しみませんか？

自転車のルール
原則車道の左側を走行
法律で自転車の車道左側走行は決められています。

青少年育成町民会議では、今年度も『たくましく伸び

す。子どもたちが自分の責任で正しい判断ができるよう

よう 伸ばそう 多賀の子』をスローガンにさまざまな

になるまでは、大人が管理していくことを再認識してい

自転車利用をおすすめする意味（クルマなどに代わる移

が１３歳未満の子ども・７０歳以上のお年寄り・体の不自

活動をおこなっています。

かなければならないと思います。
「大人が変われば、子ど

動手段として）

由な方の場合、交通の状況から見てやむを得ない等特

• 健康にいい

青少年・家庭教育部会では今年度も子育てカレン

もも変わる」。この考えを私たち大人が実践してこそ子

ダーの作成を計画しています。そのカレンダーは、町内

どもたちがよい方向に成長していってくれるのではない

の各小学校にご協力いただき、ほのぼのとした暖かみの

でしょうか。最近の青少年が起こす事件には想像を超え、

あるカレンダーに仕上がればと考えております。

目を覆うものが多くあります。
しかし、多賀町の子どもた

さて、最近の子どもたちを取り巻く環境の変化に大人
たちがついていけない時代になってきているように思い
ます。子どもたちの生活で「インターネット」
「携帯」は当

ちが、立派に成長し幸せになってほしいと心から願って
います。
最後に、今後とも多賀町青少年育成会議の活動に、

たり前のツールになってきています。それらを与えてい

ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし

るのは大人です。大人はそれらのツールを与えるだけ与

ます。

え、子どもたちが起こす事件には責任は取れません。
し
かも、その事件は想像を超えるレベルのものさえありま
広報たが 201３年10月号
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ただし、道路標識で指定された場合、自転車の運転者

健康に良い有酸素運動として、現代人に

ありがちな運動不足を解消します。
• 経済的 クルマに比べ格段に維持費が安く、燃料費？
地球温暖化ガスを出さず、騒音や大

気汚染もありません。
• 短距離なら速い

ちょっとしたところへの移動なら自

転車の方が速い場合がほとんどです。
• 地域の活性化

お買い物や行楽などで地域の活性化

につながります。

歩道は歩行者優先で車道寄りを走行
• 歩道走行が許可された場合でも、歩行者優先で走行
してください。

もかかりません。
• 環境にやさしい

定の場合は歩道走行ができます。

その他基本的な安全ルールを守る
• 飲酒運転禁止・二人乗り禁止・
並進禁止・夜間点灯・信号遵守・
交 差 点 で の 一 時 停 止と安 全 確
認・運転中の携帯電話禁止。
自転車の
歩道通行可の標識
広報たが 201３年10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

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

た

滋賀の暑さを初めて体感している大阿久朗太です。
真夏の太陽に照らされながら、活動中です♪
活動内容

こんにちは保健師です

生活習慣の改善を始めましょう
皆さんは、定期的な健診を受けておられますか？ その結果はいかがでしたか？

ながらの演舞だったので、思ったよりも疲れました。最後

不健康な生活習慣を続けていると、内臓脂肪が蓄積し、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の原因となりま

に剣舞や獅子舞、太鼓などの多賀座の出演者全員で、演

す。そして、その状態を放っておくと、脳卒中や心臓病、糖尿病の合併症などの危険が増大し、生活に大きな支障を及ぼし

田んぼの草刈りと合わせて、溝切りや肥料まきのお手

舞のご声援に感謝を込めてお菓子を観客に投げ込む「宝

かねません。

伝いもさせていただきました。背中に機械を背負って田

まき」をしました。観客の皆さんも雨の降る中、喜んでく

んぼのあぜを歩きながらの肥料まきは、思った以上に大

れたようです。

変です。以前に肥料まきをしている姿を見かけたことが

最終日は、あいにくの豪雨で、
「多賀音頭総踊り」は中

あり、軽そうな印象でしたが、背負ってみると肥料が入っ

止となってしまいましたが、
（雨天などで中止となったの

ていることもあって、
「う……、重い。」という言葉しか思

は史上初だそうです）貴重な経験をしたと思います。

い浮かびません。肥料はすぐになくなってしまうので、肥
料を置いた軽トラとの間を何回も往復しました。残念な
がら、
楽しいなあと感じたのは、最初の一回だけでした。

暮らしの中から

予防するには、ふだんからの生活習慣を見直してみることが大切です。

食事を上手にとる方法

こまめに運動を生活に取り入れましょう

食事を見直せば、体が変わります。バランスよく食べ

適度な運動は内臓脂肪を減らすだけでなく、
インスリ

て、塩分・糖質・脂質を控えるように、食べ方を工夫しま

ンの働きを良くします。血糖値はもちろん、血圧の改善

しょう。

やＨＤＬコレステロール
（善玉）
を増やす効果もあります。

①食べる順番を変えてみましょう

生活習慣病の改善には、脂肪燃焼に効果的な有酸素

８月３日から５日に開催された「万灯祭」に参加しまし

少し前のことですが、農作業でお世話になっている栗

始めは食物繊維が豊富な野菜から食べましょう。腸で

運動を積極的に行いましょう。誰でも手軽にでき、身体

た。前夜祭となる「キャンドルナイト」のお手伝いもさせ

栖地区の方からシカのお肉をいただいたので、
カレーを

の糖質の吸収がゆるやかになり、血糖値の急な上昇を

への負担が少ない、
ウォーキングはおすすめです。
１日

ていただきました。ロウソクをひとつずつ並べていく作

作りました。あくがたくさん出ると聞いていたので、
「こ

防ぐことができます。満腹感も得られて食べ過ぎ防止

１０,０００歩を目標に、
こまめに歩く習慣をつけましょう。

業は、地道で思ったよりも大変でしたが、
たくさんの方々

れでもか！」
ってくらいあくを取って、
「これでもか!! 」
って

にもなります。

の協力もあり、火を点けて、だんだん暗くなってくると、

くらい煮込みました。思ったよりも短時間で、お肉がやわ

約６千個のキャンドルの灯りにうっとりしてしまいます。

らかく出来上がりました。臭味もなくて、程よい弾力があ

内臓脂肪を減らすためには、よく噛むこと、腹八分目

レーニングも、脂肪を燃焼するのに効果的です。

幻想的な風景ですね。

り、
とってもおいしかったです♪

を守ることが大切です。噛みごたえのある食材や、小

ポイント！

「万灯祭」の約１万２千灯の提灯が整然と並んでいる

また、以前に紹介した「一圓屋敷」で、農家レストラン

境内は、壮大な景色ですね。写真では、
うまく伝わらない

のランチをいただく機会がありました。古民家の落ち着

②よく噛んで、早食い・食べ過ぎを防止しましょう

運動をする習慣をつけることも大切です。適度な筋力ト

骨に気を付けながら食べる魚などをメニューに加えま

• テレビを見ながらストレッチなどをおこなう

しょう。

• 運動サークルへの参加や、
スポーツジムに入会する

のが悔しいです。厳かな雰囲気も感じて欲しいので実際

いた雰囲気の中での健康的な食事でした。旬の採れた

に見に来てもらいたいですね。

て野菜が中心ですが、
ボリューム満点で、お腹いっぱいに

ごはんなどの主食、
メインのおかずの主菜、付け合せ

なりました。その季節に採れた野菜を使用するので、そ

の小鉢などの副菜。この３つがそろった「定食スタイ

にも参加しました。龍を生きているように見せるのは難

の日ごとの異なったメニューになるそうです。野菜とい

ル」にすれば、
自然と栄養バランスがとれます。

しいですね。見た目よりも重く、腕がしんどかったです。

えば、
サラダや煮物しか思い浮かばないのですが、
色とり

④低エネルギーの料理で食卓をボリュームアップしま

直前に龍の動きを練習しましたが、前後の人と息を合わ

どりの目でも楽しめるような趣向を凝らした献立は、
とて

しょう

せて動くことも大変。雨も降っていて、足下に気をつけ

もおいしいですよ♪

２日目の近江猿楽多賀座の中の「龍神の舞（龍持ち）」

まとまった時間がなくても、ちょっとした空き時間で

③定食スタイルで栄養バランスを整えましょう

• こまめに掃除をして、体を動かす
２１ページ下段も参考にどうぞ！

禁煙・休息も大切です
①喫煙の害を知り、禁煙しましょう

食習慣の改善は無理がないことが大切。満足感が欲

タバコは生活習慣病の大敵です。百害あって一利なし

しいときには、
きのこやこんにゃく、海藻などのエネル

のタバコ。本数を減らすのではなく、
きっぱり禁煙する

ギーの少ない食品をもう１品プラスしましょう。

のが成功の秘訣です。
②無理せず、上手に休息をとりましょう

減量の目標を立てましょう
〈目標〉 ○カ月で□㎏減らす！

▲キャンドルの塔です

▲シカ肉カレーです♪

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/
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自分の体力を過信しないで、疲れがたまっていると感
じたら、十分な休養をとるようにしましょう。
③夜はぐっすり眠りましょう

体重１㎏の減量は、腹囲１㎝の減少に相当し、エネル

睡眠は、食事や運動とともに、
よい生活習慣をつくる３

ギー量でいえば７,０００ｋｃａ
ｌの消費が必要です。

本柱のひとつです。

ただし、単純に食事のカロリーを減ら

眠るときは部屋を暗くして、起きた後は明るくしま

すのではなく、運動と組み合わせるこ

しょう。

とで、筋肉量を保ちながら脂肪を減ら
すようにしましょう。
１カ月で１㎏の減量が無理のない目

無理せず、
できることから実践し、
メタボや生活習慣病
にならないようにしましょう。

安です。
広報たが 201３年10月号
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あけぼのパーク

多賀町立図書館

あけぼのパーク

多賀町立図書館 （有）
２-１１４２ （電）
４８-１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町立図書館応援団

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵本の

います。

読み聞かせボランティアをおこなっています。特別な知識や技

日時■１０月１２日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

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。

場所■あけぼのパーク多賀

あけぼのパーク多賀開館１５周年記念事業

子どもの本のサークル
（毎月第１・３土曜日）
「このゆびとまれ」

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

図書館内

本の読み聞かせボランティア募集

対象■中学生以上の方

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

読書会（毎月第１水曜日１０時〜）

す。興味のある方は図書館までご連絡ください。

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 小会議室

〜開館１５周年・アケボノゾウ発掘２０周年〜

期間■〜平成２６年３月３１日（月）

一箱古本市 〜ひと・本・ひと〜

内容■図書館は、本を借りる場所という従来の図書館

お問い合わせください。

本の紹介

日時■１０月１３日（日） １０時〜１６時

サービスをはじめました。地元出版会社との協力で

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

実施す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。な

本の寄贈をお待ちしております

一箱古本市にご参加いただける方を募集しています。
※詳細については、
館内にあるチラシをご覧ください。

図書館では皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本と

図書館で不要になった本をおゆずりします。

して受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させていた

期間■前半１０月１９日（土）〜１１月４日
（月・祝）
後半１１月６日（水）〜１１月２４日（日）

キュンとしちゃだめですか？

千両かんばん

ていますので、資料を作成・出版されましたら、ぜひ図書

益田 ミリ／著

山本

館へご寄贈ください。

内覧期間■１０月１２日（土）〜１０月１８日（金）

東京：文藝春秋 ９１４.６マス

東京：新潮社 ９１３.６ヤマ

※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任いた

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

歩 道 、電 車 の 中 、映 画 館 、ラーメン屋

気分が晴れ晴れしない日々を過ごす看

だきます／図書館で受け入れしなかった資料は、公共

の前、
コンビニのレジ周辺…。あなたの

板職人・武市のもとへ大店から依頼が

施設、おわけ会にて必要とされる方に提供させていい

「キュン」はどこに隠れてる？日常にあ

舞い込んだ。
「目新しい趣向を」
との注文

ただきます。場合によっては処分することもあります

ふれる甘酸っぱいときめきをエッセイとイラストで綴る。
『別冊文藝春秋』掲載を再編集・加筆。

一力／著

に途方に暮れるが、不意に閃いた前代見聞の看板思案
に職人の血が沸き返る。

／コミックは受け入れていません。

第６７回

児童書

６人のお姫さま

標語■本と旅する 本を旅する

内田

二宮

主催■社団法人 読書推進運動協議会

由紀子／作

１０月１０日（木）より、
ＤＶＤ・ビデオの貸し出し点（本）数が

図書館電算システム更新のため、
１０月１日（火）から１０
月９日（水）まで休館します。ただし、博物館、文化財につ

東京：理論社 Ｋ９１３ニノ

いては通常通り開館します。

ひめ

あるところに、
６人のお姫 さまがいまし

わいもの、ヘビクイワシ。ぼくは、いつも

た。となりのお城には、
６人の王子さまが

のように
「もしかして」のうたをうたいなが

住んでいました。そしてこの国には、魔法

ら、
にょろにょろとさんぽしていた。
とちゅうで、
リスさんや

のヘタな１７人の魔女もいて、
いつも６人のお姫さまにど

１５・２１・２８・３１日

バッタのおじいさん、
ワライカワセミさんにあったあと、
お

んな悪い魔法をかけるか会議を開いていました。そして、

※１日（火）から９日（水）は、図書館電算システム更新のため

いしい水がのめる林のなかのいけにいこうとしたとき…。

ＤＶＤ・ビデオの貸し出し点（本）数

図書館臨時休館のお知らせ

ぼく、
ヘビのにょろ。
とくいなもの、
うた。
こ

はやし

対面朗読室

お１人２点（本）までお借りいただけます。

読書週間

もしかしてぼくは
麟太郎／作

場所■あけぼのパーク多賀

増えます。

期間■１０月２７日（日）〜１１月９日（土）

東京：鈴木出版 Ｋ９１３ウチ

みず

箱主（出展者）
さん募集中！

本のおわけ会

だいています。また、多賀町に関する資料の収集に努め

一般書

出会いと結びつきの玉手箱

の役割に加え、新たな利用方法と価値を創造する

のお買い求めは、
多賀町立博物館受付まで

随時、
メンバーを募集しています。詳しくは図書館まで

対象■大人の方

あけぼのパーク多賀フェスタ

故郷（近江）の本、買えます

お、
地元滋賀の出版社の本はここで買えます！ 書籍

サークルのご案内

日時■１０月２日（水）

多賀町立図書館

カレンダー（多賀町立図書館休館日）

しろ

ま ほ う

じっさい

たし

どの姫が一番美しいのか実際に確かめることになり…。

１０月の休館日

１・２・３・４・５・６・７・８・９・

１１月の休館日

５・１１・１８・２５・２８日

※５日（火）は、振替休館日です／２８日（木）は、
月末整理のた
め休館です

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

絵本

父さんのたこはせかいいち

ぼくの手わたしの手

あまん きみこ／文

中川 ひろたか／作

国立：にっけん教育出版社 ＫＥトウ

大阪：保育社 ＫＥボク

とんがり山の山奥にすむ子だぬきの５

手は、いろいろなことができます。手

つ子ちゃん。父さんが作ってくれた大

は、いろいろなことを表現します。あ

きな凧を野原であげているうちに、あらら、子だぬきたち

やとりをする手、
ものを書いたり食べたりする手、何かを

も、一緒に天まで上がっちゃったよ。
「たこが、
たぬきをつ

つくる手、手話で話す手…。いろいろなはたらきをする

れてきたぞ」
と神様もビックリ。

手をモノクロの写真でつづった絵本。

広報たが 201３年10月号
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移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
10月 1１月
１日

大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５

Ｂコース
（多賀）第２金曜日 １１日 ８日

多賀清流の里
１３：００〜１３：３０

Ａコース
（大滝）第１金曜日 ４日

巡回場所・駐車時間
川相
藤瀬
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10月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

Ｂ＆Ｇ海洋センター

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
生涯学習課 （有）
２−３７４０ （電）
４８−８１３０

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④「色の残った化石」〜

第３回多賀町民

筋トレ

スポーツフェスティバル参加者募集中！

２０年前に四手で発掘されたアケボノゾウは、日本の

の小さな昆虫で、鞘翅の微細な層構造による光の干渉

古代ゾウの化石としてはもっとも状態の良い物でした。

で金属光沢のある鮮やかな色に見えます。色素による発

１１月１０日（日）に多賀町体育協会主

れの種目も体育協会の皆さんがルー

しかし、化石となって残っていたのは硬く丈夫な歯や骨

色ではありませんが、
この色は間違いなく１８０万年前の

催による第３回多賀町民スポーツフェ

ルなどていねいに教えてくださいま

だけなので、鼻や耳の形、皮膚の色などはわからないま

ネクイハムシそのものの色なのです。アケボノゾウが見

スティバルが多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

すので、初心者の方も競技に興味の

までした。博物館にはアケボノゾウの生体復元模型が展

ていたかもしれない同じ色を見ていると思うと、
この小

ターほかを会場に開催されます。競

ある方も気軽にご参加ください。申し

示されていますが、制作の際に体の色をどうしたらいい

さなネクイハムシが太古からタイムトラベルしてきた不

技は、
卓球、
バドミントン、
ジョイフルス

込み等の詳細については、多賀町体

かある研究者に相談したところ
「そんなのゾウ色だョ。ゾ

思議な虫に思えてきます。

ローピッチソフトボール、世代ミックス

育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

ウ色！」と冗談交じりで投げやりな返事が返ってきたこと

グラウンドゴルフの４種目です。ただ

ター内）
までお問い合わせください。

を覚えています。実際、太古の生物がどんな色をしてい

今参加者を募集されています。いず

し ょ う し

この化石は、ネクイハムシという昆虫の仲間の鞘 翅

第３回犬上ふるさとウォーク参加者募集中！

で、
メタリックな緑〜青の美しい色をしています。ネクイ

１１月２４日（日）、
犬上郡体育協会主催

▲ネクイハムシの鞘翅の化石

室内、室外？ 一人で黙々とする？

多賀町でアケボノゾウが発掘されてから２０年がたち

今年の多賀の花の観察会も残すところあと２回となり

ませんか？ お問い合わせは、
多賀町体

ました。
２０年前の多賀町で、一体どんなことが行われて

ました。秋が深まりつつある１０月は、大滝神社周辺を散

育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

いたのでしょう。過去の出来事の紹介とあわせて、現在

策します。犬上川沿いの植物を一緒に観察しませんか？

ター内）
または犬上郡体育協会
（（電）
３５

進行中の「多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト」の一次発

どうぞお気軽にご参加ください。

−２５５０）
までお電話ください。

掘調査の中間報告も行います。ぜひお立ち寄りくださ

日時■１０月１７日（木）
９時３０分集合

い。

集合場所■多賀町立博物館駐車場

犬上郡体育協会事務局（豊郷町民体育館内） （電）
３５−２５５０

会期■１０月５日（土）〜１０月２７日（日）

参加費■１００円

スポーツの秋です♪

上記のように考えて自分の性格に
あったものを見つけましょう。
③自分のライフスタイルに合う
トレーニング

○スポーツ推進委員主催の出前講座

季節も進み、秋の訪れを感じるよ

です。当日、動き

うになってきましたね。皆さんの今年

やすい服装でお

の秋は何の「秋」でしょうか？
「食欲の

○多賀やまびこクラブ主催「ビーチ

越しください。

秋」
？
「読書の秋」
？たくさんの秋があ

ボール大会」
１２月上旬開催予定

もいろいろな情報がつまっています。大発見を目指し

ると思いますが、楽しい食事と気持ち

○多賀町フィットネス＆カルチャーセ

て、
ぜひご参加ください。

よい睡眠のために軽いエクササイズ

ンターのご利用。

日時■１０月１３日（日） 前半：１４時〜１５時

から始めませんか？

今年の多賀町にはたくさん「スポー

実験室

対象■小学生以上
（前半・後半それぞれ先着２０人）
定員になり次第受付終了します。
広報たが 201３年10月号
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▲アキチョウジ

「使こう亭屋」

○多賀町教育委員会事務局生涯学習

ツの秋」があります。皆さんお一人お

課事業「いきいき健康体操教室」

ひとりの体調と体力に合った種目を

○多賀町体育協会主催「多賀町民ス

選んでいただき、健康で幸せな時間

ポーツフェスティバル」

トレーニング時間が取れるの
は早朝？ 週末？ それは、人それ
ぞれ。皆さんが無理なくトレー

※申し込みは不要

後半：１５時〜１６時

現実的ではないですよね。）

をかくトレーニング？ ながら運動？

風を感じながらウォーキングを楽しみ

（保険料）

「すらっと細く」なりたい、
これは

トレーニング？ ゆっくりじわじわ汗

㎞をコースに開催されます。薫る秋の

第６回 多賀の花の観察会

（ 骨 格がガッチリしている人が

激しい運動でスカッと汗をかく

豊郷小学校旧校舎群とその周辺５.８

観察会

会場■あけぼのパーク多賀

分に合うトレーニングを見つける

②自分の性格に合うトレーニング

による第３回犬上ふるさとウォークが

親子で化石を探してみませんか？ 小さな化石の中に

グを見つけることが大切です。自

ジしてみることから始めましょう。

たのです！

親子化石発掘体験

ん。まずは自身に合うトレーニン

身の現実的な理想体型をイメー

１８０万年前の色を失っていない化石が続々と発見され

関連イベント

いトレーニングも効果は出ませ

です。
トレーニングの目的を自

プロジェクト第１次発掘調査の際には、小さいながらも

情報学習コーナーほか

に断念した経験が皆さんにもあ
るのでは？ 続けないと素晴らし

増量？ 健康維持等、人それぞれ

れていたにすぎませんでした。ところが、古代ゾウ発掘

会場■あけぼのパーク多賀

るのは試したいけど、続けられず

目的は身体を引き締め？ 筋肉

されるようになるまでは、恐竜のイラストも想像で描か

アケボノゾウ発掘から２０年〜新たな発見
を求めて〜

から次に出てきます。流行ってい

①トレーニングの目的を明確に

羽毛に残されたメラノソームという色素の痕跡から推定

トピック展示

昨今、新たなトレーニングが次

ために大切なのは…

たのかを明らかにするのは非常に困難で、最近になって

ハムシは湿地の植物にとりついて暮らしている１㎝前後

スポーツ推進委員かわらばん

生涯学習課生涯スポーツ係 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

スポーツ

を過ごしてくださいね。

ニングを取り入れるなら、いつ、
どんな形が可能なのか、生活パ
ターンから自分に合うトレーニン
グを見つけましょう。
この３つが明確になったら、そ
れぞれのトレーニングの効果を
知っておくと、努力がより効率的
に結果につながるはずです。
スポーツ推進委員

小泉健司

広報たが 201３年10月号
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おしらせ

おしらせ

ふるさと楽市事務局（産業環境課）
（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

チャリティ・チェンソー・カービング

第８回 多賀ふるさと楽市 開催します！

森の感謝祭ｉｎ たかとり２０１３

１０月２０日（日）に第８回目となる
「多

ます。ステージでは、かわいい子ども

場所■多賀大社前駅前

賀ふるさと楽市」を開催します。今年

たちによる歌声や歴史ある演舞など

時間■１０時〜１５時30分

度のテーマは「来て！見て！感じる！多

をお楽しみください。

場所■多賀大社前駅〜多賀大社

賀のこころ」です。当日は多賀大社前

詳しくは後日配布のチラシをご覧

※２０日（日）は交通規制されます。

駅前から多賀大社までが会場となり、 ください。皆さんのお越しをお待ちし
さまざまな模擬店、
ステージが催され

東日本大震災支援

ています。

１０月２５日（金）〜２７日（日）の３日間開催！
施設はお申し込みください。希望者

大きな丸太をチェンソーを駆使し

れた作品はオークションにて販売。今

ながら彫刻するチェンソーアート。今

年も、収益金の一部を東日本大震災

多数の場合は、抽選でプレゼントさ

年で１０回目となる森の感謝祭は、高

の支援として、
今もなお支援活動を続

れます。

取山ふれあい公園を活動拠点として

けておられる活動資金として支援さ

ベンチお申し込み書はｈｔ
ｔｐ://ｗｗ

いる「高取チェンソーＣＬＵＢ」が主催

れます。ぜひ、秋のひとときをチェン

ｗ.ｔａｋａｔｏｒ
ｉ.ｃｃ/よりダウンロードで

し、
１０月２５日（金）〜２７日（日）の３日間

ソーアートの醍醐味とともに高取山

きます。

開催されます。

ふれあい公園で味わってください。

大胆かつ繊細なチェンソーアート。

また、県内外を問わず、公共的な

お問い合わせ
高取山ふれあい公園

目の前の丸太が見る見る変化してい

施設へベンチをプレゼントする活動

（電）
０７４９-４９-０６３５（電話取り次ぎ）

く様は、まさに圧巻です。作り上げら

も続けておられますので、ご希望の

ｔａｋａｔｏｒ
ｉ
ｃ
ｌ
ｕｂ@ｈｏｔｍａ
ｉ
ｌ.ｃｏｍ

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

第８回

多賀ふるさと楽市「文化展」を開催します

多賀町に在住・在学・在勤の方々
の作品が数多く出展されます。文化

会期■１０月２０日（日） １０時から１５

住生活総合調査（滋賀県）にご協力ください

時まで

の秋にぜひ芸術に親しむ時間をお過

場所■多賀町勤労者体育センター

ごしください。

その他■入場は無料です。

滋賀県では、市町の協力のもとに、
１２月１日、全国各地において「平成２５年住生活総合調査（滋賀県）」を行うこととし

主催■多賀ふるさと楽市実行委員会

ています。
この調査は、住生活基本法にもとづく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を

「第１回

多賀そばまつり」〜有名そばを食べ比べてみてください〜

多賀町は近畿地方でも有数のそば
生産量を誇っています。行政、
ＪＡ、そ
ば販売業者、門前町共栄会、観光協

場所■多賀大社前駅駐車場（小菅医

（生麺重量）

院前駐車場）
内容■・手打ちそばの食べ比べ

会、商工会の方々とそばの地産地消

・そば名人の手打ちデモンスト

やそばによるまちおこしができればと

レーション
（全麺協総務広報部会

考えています。

長

今回、全国麺類文化地域官交流推

お ち あ い て る み

落 合輝 美さん

Ｈ１８全日

本素人そば打ち名人位、
５段）

進協議会（全麺協）の人的協力のも

出店予定者■多賀そば塾卒業生（も

と、第１回目となる多賀そばまつりを

んぜん亭メンバー）、商工会女性

第８回多賀ふるさと楽市と同日に開

部、
うり坊の会、宝塚そば打ち同

催します。

好会、大津坂本山本そば道場

日時■１０月２０日（日） １０時〜１５時
広報たが 201３年10月号
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ＰＲ価格：３００円／１食１００ｇ

価格■手打ち「二八ぶっかけそば」

お問い合わせ
多賀そば地域協議会（商工会内）
（有）
２−２０４０ （電）
４８−１８１１

得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調査するもので、
５年ご
とに実施するものです。
調査の期日

し、実施します。

１２月１日現在により行います。

調査の結果は、市部郡部別、地域別
調査の方法

調査の対象
調査は、平成２５年住宅・土地統計
調査の対象となる世帯から抽出した
普通世帯について行います。
リンケー
ジ集計を行うことから、住宅・土地統
計調査の回答世帯を対象とします。

調査結果の公表
にまとめられ、公表されます。これら

調査は、統計調査員が世帯を訪問

の結果は、
インターネットで閲覧でき

し、調査票を配布・回収する方法に

るほか、報告書にもまとめられ、住生

より行います。

活の安定・向上に係る総合的な施策

主な調査項目
（１）現在お住まいの住宅およびそのま
わりの環境の評価について

を推進する上での基礎資料として利
用されるとともに、広く県民一般の利
用に供されます。

（２）最近の居住状況の変化について
調査の機関等
国土交通省および滋賀県が主管

（３）住宅の住み替え・改善の意向につ
いて
広報たが 201３年10月号
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おしらせ

おしらせ
甲良養護学校
第１８回学習発表会

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

県立甲良養護学校では、今年も恒

実施日

実施場所

回収品目

多賀小学校

１０月１９日（土）

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

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

ティッシュなどの紙箱をひも
で縛る。

★古着は中身の見えるビニール袋に
入れてください。

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

〜分別を徹底してください。

ラシをご覧ください。

等は出せません。

縛る。
雑誌……書籍、パンフレット、封筒、包

詳しくは、各団体から配布されるチ

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）

新聞……新 聞、折込チラシをひもで

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だ

は出せません。

さい。

ダンボール……ダンボール、お菓子・

開催します。
「学習発表会」では、子ど

１.試験区分および採用予定人員

もたち一人ひとりが日頃の学習の成

試験区分■社会福祉士

果を、
皆さんの前で精いっぱいに披露

採用予定人数■１人

４.受付期間
９月１７日から１０月１８日（金）までの
執務時間中（月曜日から金曜日の８時

します。特別支援学校に通う子どもた

３０分〜１７時１５分）
に総務課で受け

ちのステージ発表や作品展示などを

２.受験資格

ご覧いただき、
より多くの地域の皆さ

学歴■学歴は問いません

んと楽しいひと時が過ごせるよう願っ

年齢■昭和４８年４月２日以後に生ま

ています。ぜひ、
ご来校ください。

★古着は古着（学生服を除く）のみで

装紙等をひもで縛る。

平成２５年度滋賀県多賀町職員採用上級試験を次のとおり実施いたします。

例の「甲良養護学校学習発表会」を

実施団体

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

日時■１０月２５日（金）
・２６日（土）
（予備日 １０月２９日（火））
場所■滋賀県立甲良養護学校体育館

付けます。
※郵送の場合は締切日（１０月１８

れた者

日（金））までの消印のあるものに限り
受け付けます。

資格■社会福祉士の資格を有する者
または平成２６年３月３１日まで
に取得見込みの者

５.採用予定
平成２６年４月

２５日（金）
産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

粗大ごみ収集のお知らせ
指定日

収集場所

対象地域

時間

１０月５日（土）

キリンビール社宅跡地
（久徳中央公民館隣）

四手・大岡・八重練・土田・芹谷・脇ケ畑地区・栗
栖・一円・木曽・久徳・月之木・中川原

１０月１２日（土）

調整池駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・
大君ケ畑・グリーンヒル多賀

１０月１９日（土）

滝の宮スポーツ公園駐車場

川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・仏ケ後・樋田・
萱原・大杉・小原・霜ケ原

指定時間は
いずれも
７時から９時まで
です。

今年度より、指定時間を変更しまし
たので、
お間違えのないようにお願い

• 事業活動（農業も含みます）
により
発生したものは出せません。

いたします。
（昨年度まで）
７時〜９時３０分

→

• 石油ストーブ等は燃料抜きをして
から出してください。

（今年度から）
７時〜９時
なお、収集日当日は交通渋滞が予

• カン等は中身を取り除いてから出
してください。

想されますので、各対象地域の指定
日をお守りくださるようご協力をお願

• 金属製品、木製品、そのほかの製品
に分別し出してください。

いします。
必ずお守りください！

※平成２１年４月から、家電リサイク

機、
エアコン、
パソコン、
オートバイ、
物、危険物（例：バッテリー、
ガスボ

犬上郡甲良町金屋１７９８

ンベ、消火器等）、ふとん、たたみ、
じゅうたん、毛布、
ピアノ
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公開セミナーのおしらせ
を〜「知っておこう！ 脳卒中って

担当者…中学部

柳生由布子

（公財）豊郷病院

（電）
３５-３００１
（代表）

濱田

芳隆 副院長

場所■豊郷病院

す。皆さんお誘い合わせのうえ、

来月の相談日■１１月１８日（月）

国土交通省自動車点検整備推進協議会ＵＲＬ
検索

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔｅｎｋｅｎ-ｓｅ
ｉ
ｂ
ｉ.ｃｏｍ

内科外来（３病棟１

階）待合いスペース

よろず相談

（参考）

お問い合わせ

療まで〜

※事前申し込み・参加費は不要で

（電）
３８-４８８０（代）

お気軽にご参加ください。

どんな病気？」〜予防・診断・治

今月の相談日■１０月１６日（水）

点検整備

広報たが 201３年10月号

試験内容■論文試験、面接試験

３０分

お問い合わせ
滋賀県立甲良養護学校

９月・１０月は「自動車点検整備推進運動」月間です。

（電）
０７７-５８５-７２５２ （Ｆ）
０７７-５８４-２０７９

賀３２４）

日時■１０月２６日（土） １４時〜１５時

スプリングマットレス、
タイヤ、爆発

願います。

検査整備保安部門

んのでご了承ください。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥

ビ」、
「プラズマ式テレビ」、
「衣類乾

近畿運輸局滋賀運輸支局

場所■多賀町役場（犬上郡多賀町多

講演■豊郷病院脳神経外科

家庭用でも回収できない主なもの

総務課人事給与係
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

※当日の昼食は販売しておりませ

• 家具等のガラスは、
はずして燃えな

国土交通省

１２時

でご注意ください。

上記の（違反）粗大ごみはお持ち帰り

お問い合わせ

試験日■１０月３０日（水） ９時３０分〜

ものは粗大ごみ回収できませんの

燥機」が追加されました。これらの

ル対象品目として新たに「液晶テレ

〜安全確保と環境保全は、クルマの点検・整備から〜

お問い合わせ

テーマ■〜豊かな郷で心と体の健康

• 指定時間内に搬入してください。

「まもりたい笑顔のために クルマの点検、あたりまえ」

２６日（土）

３.試験日および試験場所

  ９:４０〜  ９:４５ …開会式
  ９:５０〜１２:２５ …ステージ発表
中学部、
高等部
１年・３年
１２:２５〜１３:３０ …昼食・休憩
１３:１５〜１３:４５ …展示見学等
１３:４５〜１４:００ …うたおう・おどろう
１４:００〜１４:１０ …閉会式

粗大ごみ収集を次のとおり実施しますのでお知らせします。
いごみに出してください。

  ９:４５〜  ９:５５ …開会式
１０:0５〜１１:４０ …ステージ発表
小学部、高等部
２年・高１組
１１:４０〜１３:１５ …昼食・休憩
１３:１５〜１４:３０ …展示見学等

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
お問い合わせ

地域連携室

農業委員会開催のお知らせ
日時■１０月１０日（木） １３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

広告募集中
広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月

多賀町社会福祉協議会 （有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

広報たが 201３年10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

１１月１８日（月） １０時〜１１時
１１月１９日（火） 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

※今回は、栄養士による離乳食やおやつなど食事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
１歳６カ月児健診
７〜８カ月児離乳食教室
子宮頸がん検診
乳がん検診

１１月１１日（月）
１３時〜１３時１５分
１１月１１日（月） １３時１５分〜１３時３０分
１１月６日（水）
１３時〜１３時１５分
１１月１９日（火）
１０時〜１０時３０分
１１月６日（水）
９時３０分〜１１時
１１月６日（水）
９時３０分〜１１時

特定健康診査

１１月２２日（金）

９時３０分〜１１時

Ｈ２５年６月生まれの乳児
Ｈ２４年１２月生まれの乳児
Ｈ２４年３月・４月生まれの幼児
Ｈ２５年３・４月生まれの乳児
２０歳以上の女性
４０歳以上の女性
４０〜７４歳の国民健康保険の方で、今
年度まだ健診を受けていない方

予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

午
落

後

集
萱原①・川相①

落
不定期

１２日（火） 多賀①・月之木①②・猿木①②

多賀①・月之木①②・猿木①②

１４日（木） 一円①②③・木曽①②③・敏満寺①②③ 一円①②③・木曽①②③・敏満寺①②③
１９日（火） 仏ヶ後①・大杉①・一之瀬①・藤瀬①

不定期

２１日（木） 栗栖②③・八重練③・河内③

不定期

２５日（月） 楢崎①・中川原①土田①②

楢崎①・中川原①・土田①②

２６日（火） 四手①②・南後谷①・佐目①②

四手①②・南後谷①・佐目①②

２８日（木） 多賀②③・大君ヶ畑①②③

多賀②③、大君ヶ畑①②③

おたのしみ

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）

①

⑧

⑥

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

※１

⑪

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
９時〜１３時
わくわくランドで
てください。
月曜日〜金曜日
遊ぼう
１３時〜１４時 子育て相談
おはなしポケット １１月１２日（火）
１０時〜
絵本や紙芝居を楽しんでいます。
に じ・ き り
１１月６日（水）
１０時〜
ん広場
文化財センターでふれあい遊びをしたあと、晴れの日は外で
遊びます。雨の日は、
図書館でお話会をします。
ぺ ん ぎ ん・
１１月２０日（水）
１０時〜
こあら広場
子育て講座
手作りおやつをいただきましょう。推進委員さんに手作りおや
１１月２６日（火）
１０時〜
おしゃべりデー
つを作っていただきます。

ヨコのカギ
先月号の答え
①茨城県の県庁所在地
②種々の雑物を含んだ肥料。堆肥・焼土などの ガ ン ソ
ヒ
類
ス
トコヤ
③１５ページ。講習を受けて知識と技術を学び
コボウシ
ましょう
フドウサン
④イタリア、
サルデーニャ島の中心都市
カモ
イス
⑤カルタなどを読む役の人
⑥いろいろの毛色のまじっているもの。まだら
「コスモス」
タテのカギ
でした。
①地を細長く掘って水を流す所
⑦口や鼻から呼吸する空気。特に呼気
⑧すきとおること
⑨薬剤をはかる匙で一杯の分量
⑩糸・針金・竹などを編んだときにできるすきま
⑪２３ページ。今年は１０月２５日〜２７日まで高 ひとのうごき
取山で○○○○○・チェンソー・カービングが 平成２５年8月末現在
（ ）
内は前月比
開催されます
①

②

⑦

⑤

⑨

⑨

⑧

④

生後３カ月以上〜９０カ月未満

〈ひろばの案内〉

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

クロスワード ［難問編］

または
３種混合

にこにこ広場

26

集
５日（火） 萱原①・川相①

予防接種（指定医療機関で１年中実施・予約制）

（登録制）

広報たが 201３年10月号

前

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。／１歳６カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを持ってきてくださ
い。
１０カ月児健診には、お子さんと同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。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。

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

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

午

日（曜日）

多賀町 し尿収集カレンダー

７日（木） 久徳①②

※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
（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１１月

②

③

④

⑦

⑩

⑤

③

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：ニオイが鼻につく人も

□□□□

締め切りは１０月３１日（木）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は

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

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。

線ＦＡＸでもOKです。

⑥

■人口
７,７95人 （＋16）
■男性
３,７31人 （＋ 7）
■女性
４,０64人 （＋ 9）
■世帯数
２,７20世帯 （＋８）
■転入
20人
■転出
7人

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆内堀結々子（祐市・繭子）
☆川㟢 萌佳（裕太・こず恵）
☆坂下 晴規（貴一・都）
うちぼり

かわさき

さかした

ゆ

ゆ

こ

も

か

は る き

ま す だ

☆増田
☆山本
やまもと

り

こ

莉子（辰也・明日香）
し ゅ り

朱莉（年和・みゆき）

おくやみ申し上げます
◆谷川 健三 ８４歳
◆夏原 幸一 ８８歳
たにがわ

けんぞう

放射線量（μsv/h）

なつはら

こういち

9月 3日 0.07
9月20日 0.07
※役場前にて、9時の3回測定平均値

お詫びと訂正 広報たが９月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
１７ページのおしらせ「よろず相談」 （誤）
１０月１８日（金） （正）
１０月１６日（水）

（敬称略）
広報たが 201３年10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
10

「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
[Cettia diphone]

町の鳥

10月の時間外交付

11

（金）
日

スギ

25

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■９月６日に多賀中学校の体育祭が開催され
ました。
１５００メートル走などの個人競技のほかに、学
級対抗のリレーや綱引き、更には今年初めて行われた応
援合戦など、
気温に負けない熱い体育祭となりました。
編集後記■先日、
２０２０年までにドライバーが運転しな
くても走る自動運転車が発売されるという記事を目にし
ました。便利を追求した技術の進歩には驚かされます。
このまま技術が進んでいけば空を飛ぶ車が走るように
なるのも夢物語ではなさそうですね。■その一方では
冷蔵庫の中に入っているところを写したなどの不適切な
写真をインターネットに掲載している人も見られます。
技術が向上してもモラルが低下していれば意味はない
ように感じます。便利すぎるのは人間を悪くするのでしょ
うか。古き良き時代と言われるだけではなく、新しき良
き時代と言われるようにしていきたいものです。
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。

