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青少年育成大会が開催されます
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まちの話題

まちの話題

９月下旬〜１０月上旬

１０月１３・１４日

運動会がありました！

あけぼのパーク多賀フェスタ開催

町内の各園・小学校で運動会がありました。スポーツの秋にふさわしく熱気あふれる運動会となり、子どもたちは精
いっぱい競技に取り組んでいました。

▲多賀小学校

▲大滝小学校

『あけぼのパーク多賀フェスタ〜開

ＴＰ
（多賀タウンプロジェクト）に参加

り上げてくれました。めだかの学校さ

館１５周年・アケボノゾウ発掘２０周

している滋賀県立大学の学生さんた

んと杉の子作業所さんによるあけぼ

年〜』が開催され、
２日間で２，
０００人

ちも、商工会の方々と一緒にイベント

のカフェも、
２日間にわたってにぎわ

以上の方が来館されました。

運営を手伝ってくれました。

いを見せていました。この日の最後は

１日目は一箱古本市・多賀うまい

２日目は午前中にペットボトルロ

河瀬高校吹奏楽部さんによる野外コ

もん 市・多 賀 座 公 演・化 石 発 掘 体

ケット大会が行われ、午後からはアミ

ンサートが行われ、素敵な演奏でイベ

験・狂言とイベントが盛りだくさん。
Ｔ

ンチュプロジェクトが巨大ケーキで盛

ントのフィナーレを迎えました。

▲ささゆり保育園

１０月８日

高齢者叙勲
よ し か わ

多賀町敏満寺にお住まいの吉 川
▲たきのみや保育園

▲多賀幼稚園

キラリとひかる ★

★

★

★

さ

▲大滝幼稚園

★

たが写真館

た

ろ

う

受 章に あ たり、

佐太郎元多賀町議会議員が高齢者叙

「１２年 間 議 員 と

勲として旭日単光章を受章されまし

して務めることが

た。吉川さんは昭和５１年に町議会議

できたのも敏満寺

員に初選出され、以降３期連続で議

の方の支援のおか

員を務め、
副議長などを歴任されるな

げ。敏満寺の区民

ど、多賀町の発展に尽力され、
このた

を代表していただいたもの。」とお言

でとうござい

びの受章となりました。

葉をいただきました。吉川さん、おめ

ます。

１０月９日
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。

し げ も り

ゆ

う

き

重盛 夕輝ちゃん

し ろ が い き ょ う た ろ う

城貝恭太郎ちゃん

児童虐待防止キャラバン隊
今月号の９ページにも掲載してい

育てに関する相談

ますが、
１１月は児童虐待防止月間で

も受け付けていま

す。児童虐待防止の啓発の１つとして

すので、
１人 で 悩

多賀町に来られました。

まずに、まずは相

ニュースで「しつけのつもりでやっ
た。」
「子どもが泣きやまないのでイ

談してみてはいか
がですか。

ライラしてやった。」
とあり、一歩間違
た

び

ら

田平

み

さ

と

実里ちゃん
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ま え が わ

前川

りゅうしん

龍信ちゃん

も り う ら

森浦

だ

い

ち

太智ちゃん

ふ

じ

の

藤野

み

き

と

幹人ちゃん

えれば自分がしてしまうかもしれませ
ん。子ども・家庭応援センターでは子
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まちの話題

いくせい／教育委員選任

１０月３日

中央公民館内

平成２５年度

忠魂碑清掃
多賀町に２８０人ほどおられる遺族

国難に殉じ、尊い命を捧げられた旧多

会の方の中から、有志１６人が参加さ

賀村、旧大滝村、旧芹谷村出身の戦没

れ、町内にある３つの忠魂碑を清掃し

者の英霊を祀っているものです。

ておられました。今後、忠魂碑の前に

ほかにも、遺族会は父の日に集まっ

「忠魂碑の由緒」
という看板を設置さ

て読経や出張法要などをしておられ

れるそうです。

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

第４５回多賀町青少年育成大会のお知らせ
多賀町青少年育成町民会議

総務部会副部会長

大矢

勝

１１月２３日（土・祝）に第４５回多賀町青少年育成大会を開催いたします。今年は第４５回の記念大会となり、講師に皆さん
おなじみの西川ヘレンさんをお迎えし、
「良いおとな」へのなり方について講演をしていただきます。心の持ち方、命の大
切さ、他人への思いやりなど、西川家の子育て論を通しながらお話をしていただきます。
そのほかにも、
オープニングセレモ二―には近江猿楽多賀座の公演、顕彰や青少年の主張発表など内容盛りだくさん

ます。

でお届けします。
１１月２３日は、皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひ青少年育成大会にご来場ください。

忠魂碑は恒久平和を願って村をは

「２世や３世に引き継いでいかない

じめ、在郷軍人会、遺族会、仏教会等

といけないが、町外に出て行っておら

日時■１１月２３日（土・祝）

が発起して建立されました。日清戦争

れる方も多く、また、
２世は高齢者が

場所■多賀町中央公民館

から大東亜戦争に至る多くの戦いで、

多いので維持していくのが大変。」と

おっしゃっていました。

大ホール

プログラム
１２：１０…受付
１２：４０…オープニングセレモ二ー 近江猿楽多賀座

１０月３日

１３：００…開会行事

大滝山林組合創立１２０周年記念式典

１３：２０…顕彰
１３：４０…青少年の主張発表

大滝山林組合が創立１２０周年を

校のランチルームや大滝小学校体育

１４：３０…妙円寺詣り行事大会派遣報告

迎えられました。記念式典には山林

館、甲良小学校体育館の木材や、保育

１４：４０…講演 テーマ「大家族

組合関係者や滋賀県議会議員をはじ

園・幼稚園・小学校に机やいすなど

１６：００…閉会

め、
１３０人を超える方が参加されま

木材加工製品の供給や、森林環境教

した。

育にも取り組んでいただいておりま

大滝山林組合は多賀町の総林野面
積１１,６００haのうち、約２０.７％にあ

支え愛、見守り愛、励まし愛」 講師

西川ヘレンさん
講師

西川ヘレンさん

す。
木材価格の低迷が続く中ですが、

たる２,４０３haの山林を有し、管理さ

森林づくりや後継者の育成などこれ

くために尽力していただけることと思

れておられます。近年では多賀中学

からも流域の森林や林業を守ってい

います。

９月２９日

犬上川清掃
有志の方５０人程の参加のもと、犬

広範囲が対象でしたが、

上川清掃が行われました。夏が過ぎ

多くの 参 加 者がおられ

てからもグングン成長する雑草を刈

たので、
１時間半ほどで

り込みました。今回は犬上川右岸の

きれいになりました。

▲近江猿楽多賀座

▲昨年の育成大会のようす

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
９月２４日

秋の全国交通安全運動

教育委員が選任されました
任期満了に伴う教育委員会委員の任命について、
９月

９月２１日から３０日まで、秋の全国

いるものです。皆さんも

交通安全運動が実施されました。交

交通ルールやマナーを

さらに、第１回教育委員会臨時会において、
「地方教育

通ルールの遵守と正しい交通マナー

身に付け、交通事故に遭

行政の組織および運営に関する法律」の規定により、藤

の実践を習慣づけ、交通事故防止の

わないよう注意してくだ

澤教悟教育委員が委員長に、西澤彰芳教育委員が委員

徹底を図ることを目的に実施されて

さいね。

長職務代理者に選任されました。
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議会で同意を得、土田勝一氏が任命されました。

教育委員の組織
教育委員長
委員長職務代理者
教育委員
教育委員
教育委員
（教育長）

藤澤 教悟
西澤 彰芳
福本 香苗
土田 勝一
円城寺 守
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サタスタ／ねんきんだより

社会教育委員／地域おこし協力隊

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@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

今年度も、土曜講座（サタスタ）が開講しました

平成２５年度滋賀県社会教育研究大会

多賀町教育委員会では、
中学生を対象とした土曜講座

人の受講生となりました。

この土曜講座は、多賀町の教育の充実と生徒の向上
心を高めることを目的として５年前から始めています。

研究主題■「きずなが広がる新しい社会教育の創造」

１０月１１日ピアザ淡海で、滋賀県内の社会教育委

９月１４日には２、
３年生の、
９月２１日には１年生の開

員・公民館関係者をはじめ、社会教育関係者が一堂に

〜地域のネットワークづくりと社会教育・公民館の

講式を行いました。受講生は、教育委員会等からの激励

会し、各市町・地域における社会教育活動の実践や研

役割〜

の言葉を聞きました。大変真剣なまなざしで話を聞く受

究成果を持ちより、今後の社会教育・公民館活動の振

講生の姿に、学ぶ意欲が感じられました。

（サタスタ）
をおこなっています。今年度も９月から開始
しました。

参加報告

演題■「地域のネットワークづくりと社会教育・公民館

興を図るとともに、時代の変化に対応する、今後の社会

の役割〜地域課題の解決に向きあう学びを求めて

「継続は力なり」を合い言葉に、学ぶ楽しさ、わかる喜

教育のあり方や役割について研鑽を深め合いました。

〜」

びを味わい、自信を持って将来の目標に向かってがん

また、日頃の社会教育活動の取り組みについて各市

ばることのできる人間に成長してくれることを願ってい

町がポスターセッション形式での交流とネットワークの

ます。

形成を図りました。多賀町からは、
「 世界へ羽ばたく多

今年度は、
１年生１２人、
２年生４人、
３年生１８人、計３４

講師■和歌山大学地域連携・生涯学習センター長・教授
村田

ポスターセッション■各市町の社会教育に係るポスター
セッション、公民館活動に係るポスターセッション

賀町少年少女発明クラブ」と題してポスターを作成し、
開講日■９月〜平成２６年３月 毎週土曜日（月３回程度）

県内各市町の社会教育委員の皆さんに沢山のご意見

時間■９時〜１２時

をいただきました。

和子さん

会場■あけぼのパーク多賀 会議室、文化財センター 研
修室
講師■明光義塾

講師

開講教科■国語・数学・英語
▲講座風景
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

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を！〜
国民年金保険料は所得税および住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。
（その年の
１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が該当し

▲講演のようす

▲社会教育委員５人と職員３人、当町ポスターの前で

の際には必ずこの証明書（または領収証書）を添付して
ください。
（１０月１日から１２月３１日までの間に今年は

地域整備課（治水） （有）
２-２０２０ （電）
４８-８１１９ ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

じめて国民年金保険料を納付された方には、来年の１月

地域おこし協力隊

下旬に送付されます。）

地域おこしよこんにちは

ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付

い

ど

井戸

ゆたか

裕隊員

されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることが

水谷にやってきて、はや、
４カ月が経ちました。地域

刈っていきます。
しかし、慣れな

できますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付

おこしのお仕事として、いろいろな活動に携わらせて

くて少々戸惑いながらではあり

を証明する書類の添付が義務付けられていますので、平

して申告してください。

いただく中で、それにまつわる方々との新しい出会い

ますが、コンバイン操作は楽し

成２５年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険

※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について

がたくさん増え、やっとなじめてこれたかなぁと思う今

いです！

料を納付された方に対し、
「 社会保険料（国民年金保険

のご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年

料）控除証明書」が本年１０月下旬から１１月上旬までに

金事務所へお問い合わせください。

ます。）
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったこと

日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告

日この頃。

ここ、水谷で取れる米は甘みがあっておいしいとのこ

村の活動として、もんぜん市に水谷産の野菜を出荷

と。刈ったばかりの新米をいただいて、炊いてみると、色

してブランド化していこうということで、村を挙げて初

つやも素晴らしい輝き。食感も味も、本当にうまいです！

めての出品となり、活気づいています。もんぜん市の
スタッフの方や、会長もよくしてくれ、毎回、お笑い漫才

年金受給者の皆さんへ
『扶養親族等申告書』は期限までに提出し
ましょう！

のような掛け合いを楽しみに通っているところです。さ
ので、提出期限までに必ず提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所

て、このもんぜん市に今回初めて、水谷産のお米が出
されました！

老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所

得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れると

この新米、実は稲刈りを僕ら協力隊もお手伝いさせて

得税の課税対象とされています。
（障害年金・遺族年金

各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くな

いただいたんです！ 初めての稲刈りです！ 黄金色に輝く

は課税されません。）

る場合がありますので、
ご注意ください。なお、年金以外

稲穂の絨毯。綺麗ですね〜。来年は僕らも田植えからか

に収入がある方は確定申告が必要です。

かわらせてもらえるということで、楽しみです！

課税対象となる受給者の方には、毎年１１月上旬まで
に日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されます
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じゅうたん

コンバインで、バリカンで髪を刈るかのように、稲穂を
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人権教育研究大会／農業委員会だより

児童虐待防止／星空かんさつ会

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

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

差別のない明るい社会の確立を！
〜第４５回

子どもへの虐待をなくそう！
！
１１月は、児童虐待防止推進月間です

愛知・犬上郡『人権教育研究大会』開催〜

多賀町中央公民館において９月１日に、
『くらしの中に

でいるグループ『Ｄドラファミリー』の演奏の後、開会行

ある差別を見抜き、地域ぐるみで差別のない明るい社会

事が続き、記念講演として在日２.５世の李美葉（イ・ミヨ

を確立しよう！』を大会主題に、愛知・犬上郡人権教育研

プ）
さんの『ともに生きるために』の講演と韓国舞踊が行

究大会が開催されました。部落差別の早期解消とあらゆ

われました。民族名を名のることによるさまざまな差別

る人権問題の解決をめざして、愛知・犬上郡の企業・各

の報告と韓国伝統舞踊の見地から人権問題を学習しま

種団体の２００人を超える関係者が参加されました。

した。

オレンジリボンには、
「 子ども
虐 待を防 止する」というメッ
セージが込められています。

児童虐待の定義
• 身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶ
• 性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

• 心理的虐待…言葉による脅し、無視、
きょうだい間での
差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し暴力をふる

ポルノグラフィの被写体にするなど

まず、障がいを持っている子どもたちが音楽を楽しん

不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっ
ても病院に連れて行かないなど

る、
やけどを負わせる、
おぼれさせるなど

• ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく

うなど
（ＤＶ）

見逃さないで！助けてサイン 「虐待かも」と思ったら通告しましょう
子どもの気になるサイン
• 不自然なあざややけど
• 極端にやせているなど栄養不良状態
• 衣服や体が不潔
• 無表情、
おびえるなど
▲Ｄドラファミリーの皆さん

▲韓国伝統舞踊

• 落ち着きがなく乱暴である など

▲李美葉さん

『人権教育研究大会』開催によせて
多賀町人権教育推進協議会
今日においても、いまだなお部落差別をはじめとして、

会長

野村茂太郎

か。
『 関わりたくない』
という
『逃げる』意識があるうちは、

通告のほかにも大切なこと
ない親子を誘う、一緒に出掛けるというのはよい支援で

孤立させない、孤立から救い出そう

いじめ、体罰、児童虐待等の子どもに関する問題や女性・

本当の人権問題の本質が見えてきません。積極的に、
こ

児童虐待は、孤立した子育ての中で発生しやすいとい

す。声をかけるのが難しい場合には、柔らかい表情であ

高齢者・外国人・障がい者等への不当な差別や虐待が

のような集会に参加をして、学習することは重要だと思

われています。助けを求める、助け合うということが、虐

いさつをするところからでもＯＫです。ひとりじゃないと

存在しています。特に最近では、
インターネットを使った

います。人権問題は、
『 相手の立場になって行動するこ

待の問題解決には欠かせません。

感じてもらうことが大切です。

人権侵害や差別の助長、それに大津のいじめ問題など、

と、相手の痛みを知ること』が解決の道と言われていま

非常に悪質化した巧妙化された事例が報告されて大き

す。つまり、
『 相手を思いやる心』の意識を持つことが大

な社会問題となっています。

切なのです。

私はこの人権教育推進活動を通して、
さまざまな人権

どうぞ、研修会や学習を通して、少しでも人権差別を

問題についての学習をさせていただきました。改めて、

受けた相手の痛みを知ってください。感じてください。そ

いろいろな人権問題があること、そして、
この問題は根

れが大切なのです。次の世代には、
『 差別のない社会の

が深いことを感じています。今、私たちに必要なこと、そ

確立を』
と願っています。

れは『人権問題を正しく理解すること』ではないでしょう

まず、笑顔を向け声をかける、孤立しているかもしれ

虐待では？ と思ったら……
多賀町子ども・家庭応援センター（平日）
多賀町役場
（夜間・休日）
虐待ホットライン
（２４時間）
児童相談所全国共通ダイヤル		

（有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７
（有）
２-３７４７ （電）
４８-８１１１
（電）
０７７-５６２-８９９６
（電）
０５７０-０６４-０００

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
９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５条の規定による農地転用許

可申請について………１件
※農地を賃貸や売買により農地以外に転用するときに
必要な申請です。
• 議案第２号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定にもとづく農用地利用集積計画の決定について
広報たが 201３年1１月号
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……………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３条の３第１項に規定による届

出について………… ２件
※相続等によって、農地の権利を取得された方が行う届

１１月は、児童虐待防止推進月間です

さしのべた その手がこどもの 命綱
〈平成25年度

児童虐待防止推進月間標語〉

出です。
広報たが 201３年1１月号
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学校支援地域本部事業

緑のふるさと協力隊

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

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

学校支援地域本部事業

緑のふるさと協力隊
お

学校支援ボランティアだより
学校支援ボランティアは、だれでも参加できる活動で

ボランティア活動に興味をお持ちの方や、
「 余暇の時

す。
「できる人が、できるときに、できることを」支援して

間を使って少しなら……」と思っていただける方、
「 子ど

いきます。自分の経験や知識を活かすこともできます。

もたちのために何かしたい」
と思っていただける方は、生

また、ボランティアを通して、人と人とのつながりが広

涯学習課まで連絡をお願いします。

お

あ

く

ろ

う

た

秋の気配を感じて活動中の大阿久朗太です。
稲刈りと、もみすりのお手伝いをしました♪
やっかいなものだなと思いました。

活動内容

稲刈り後の、
もみすりのお手伝いもさせていただきま

稲刈り前の田んぼで、
ヒエ取りのお手伝いをさせてい

した。もみからもみ殻を取り除いて、玄米にする工程で

ただきました。最初のうちは、
ヒエと稲の区別が難しく、

す。乾燥機で乾燥させたもみを、もみすり機を使っても

見極めるのに時間がかかったのですが、慣れてくると、

み殻を取り除き、選別機で選り分けて、
３０㎏の袋詰めに

あっちにもある、
こっちにもあるとたくさん取れました。

します。これを何袋も繰り返します。袋を運ぶ・移動する

今年は、昨年に比べてヒエが多いそうです。ヒエと一緒

作業はかなりの重量があり、数が多くて大変です。体中

４人のボランティアさんが、園庭の草刈りや花壇の整

に長く伸びた雑草も取りました。稲も大きく育ってきて

が筋肉痛になりました。

備をしてくださいました。まだまだ夏の暑さの残る中、

いる時期なので、お米の品種によっては、稲が僕の腰よ

手際よく作業を進めていただき、
きれいな花壇が出来上

り高いくらいで、その中でヒエや雑草を抜くのは意外と

９月５日から７日に「緑のふるさと協力隊」の中間研修

がりました。運動会の練習をする園児の皆さんを眺めな

大変でした。ヒエの根元を見つけるために稲をかきわけ

が東京で行われました。
４月にそれぞれ全国の農山村に

がっていきます。

９月の活動を紹介します
多賀幼稚園「環境整備」

がら、世間話をしたり情報交換をしたり、
『 自分も勉強に

ていくと、稲の葉が顔に当たって見つけにくく、何度も顔

派遣されて、早くも５カ月が経過しました。時が過ぎるの

なった』
とボランティアさんから言っていただきました。

やメガネに当たって痛かったです。

は本当に早いですね。同期の隊員の活動状況を聞いて、

園長先生にも大変喜んでいただき、運動会前の園庭

稲刈りのお手伝いもしました。田植えの時と同じよう

一年間は、あっという間に過ぎてしまうので、残りの期間

がよりいっそう広々と見えました。保護者の皆さんも、送

に、
コンバインでどんどん刈り取っていくので、僕の役目

で多賀町に少しでも貢献できるように活動していきたい

迎の時に、季節の花が咲く花壇に目を向けていただけれ

は、刈り取った稲をライスセンターや営農倉庫へ軽トラ

と改めて思いました。

ばと思います。
ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

▲手際よく作業を進めていただきました

での運搬です。それとコンバインで刈り取る直前に伸び
ているヒエを取ることや、
コンバインで刈り残した稲を手
で刈り取ることです。今年は、あいにくの風雨で稲が寝
てしまっている田んぼが多く、刈り取るのに大幅に時間

▲お茶を手に、和やかな休憩時間です

暮らしの中から
８月の栗栖地区の地蔵盆に参加しました。準備として、

がかかってしまったそうです。稲は、強風で倒れると思っ

お堂のお地蔵様をきれいに洗ったり、お餅や果物など

てましたが、雨でも稲穂が重くなって倒れてしまうと聞い

のお供え物をしたり、お花や提灯を飾ったりしました。夕

て驚きました。
しかも、雨で倒れてしまうと、
コンバインで

方になると、お坊さんがお経をあげて、皆さんと一緒に

刈る時に一定方向から刈ることができないのでうまく刈

拝みました。実家の栃木県では、地蔵盆という行事はな

れないそうです。稲刈りの時期の台風や長雨は、本当に

かったので、貴重な経験ができたと思います。

▲めずらしいコンバインの共演！

▲地蔵盆の様子です♪

▲きれいな花壇になりました

地元企業様よりご提供いただいた「キリン生茶」と「ブリヂストンの帽子」が大活躍!!

学校支援地域コーディネーター研修会に行ってきました
８月・９月と、県内１０市町６０の学校支援地域本部の
コーディネーターが一堂に会して『学校支援地域コー
ディネーター研修会』
が開催され、参加しました。

についての講演を聞きました。
「子どもたちのためにと思って始めたことが、地域の人
のためにもなっている」
「学校に地域の人をよぶことが、

１回目は、地域コーディネーターの心得や、コミュニ

災害時に避難場所となる学校を知ってもらうことにな

ケーション能力の資質向上に向けてのワークショップを

る」
という事例を聞き、
また、他市町のコーディネーター

行い、上手な話し方・聞き方をグループに分かれて実践

同士での情報交換を通して、多賀町の実情に合わせた

しました。

活動に繋げられればと思います。

２回目は、大阪府田尻町での１０年にわたる取り組み
広報たが 201３年1１月号
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引き続き、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

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

ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｒ１９７２０４３０/

広報たが 201３年1１月号
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秋の火災予防運動
彦根市消防署

施設の愛称を募集します／多賀の星空・自然を学ぶ会

犬上分署 （電）
３８-３１３０

１１月９日（土）〜１５日（金）は秋の火災予防運動

「消すまでは 心の警報 ＯＮのまま」

火災が発生しやすい時季を迎えます。火災予防運動は、一人ひとりに火災予防に対する意識を高めていただき、火災に
よる死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的に毎年実施しています。皆さんもこの運動を通じて、火災予防に対する
関心を高めて、
家庭や地域から火災が発生しないよう火の取り扱いにじゅうぶん注意しましょう。

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

平成２５年１２月
『保健・医療複合施設』がいよいよ彦根市に完成
施設の愛称を募集します！
この施設は、保健と医療、福祉が連携・協力し、一体的
なサービスを提供することにより、地域の皆さんの健康

住宅火災

いのちを守る ７つのポイント 〜３つの習慣・４つの対策〜

３つの習慣
①寝たばこは、
絶対しない。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

②寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。

を保持・増進するとともに、たとえ医療や介護が必要な
状態となっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して
生活できる地域社会をつくるため、彦根市立病院敷地内
に整備するものです。

③火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設
置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

主な機能
１ 彦根医療福祉推進センター
（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町）

防火ポスターコンクールを実施しました

在宅医療と介護との連携促進、医療福祉従事者の人

彦根市消防本部管内の小・中学生を対象に、正しい火
の取扱方法や火の怖さを訴える作品を募集しました。多

啓発など

じて発表します。

３ 彦根市保健センター（彦根市）

彦根市消防長賞作品は、秋の火災予防運動ポスター
に採用し、彦根防火保安協会会長賞作品は、春の火災予

応募資格■彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町に

入賞作品

きまり■・施設にふさわしい、
わかりやすく親しみやすい

在住または在勤・在学する人
愛称であること。

○彦根市消防長賞

・応募は１人１点とします。官製はがき、
ファックス、

樹さん
（東中２年）

○彦根防火保安協会会長賞
若林

来さん
（東中１年）

○金

その他■・応募作品は返却しません。また、入賞作品の
著作権は彦根市に帰属します。
用する場合があります。
・収集した個人情報は、愛称募集の目的以外には使
用しません。
応募先■〒５２２-００４１ 彦根市平田町６７０
彦根市健康推進課

Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌのいずれかの方法で①愛称②命名の理由

（Ｆ）
２４-５８７０

③氏名（ふりがな）④連絡先（住所・勤務先・学校

ｋｅｎｋｏ@ｍａ.ｃ
ｉ
ｔｙ.ｈ
ｉ
ｋｏｎｅ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｊ
ｐ

賞

山内

琉生さん
（金城小２年）

北村

凜さん
（城南小５年）

岩崎

大祐さん
（鳥居本中３年）

○銀

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

「多賀の星空・自然を学ぶ会」を開催しました

賞

去る８月１４日、
２７日、
９月１３日の３回に分け、星空を

石谷

乃彩さん
（城南小２年）

友田

優成さん
（城南小５年）

細井

葉月さん
（東中１年）

北村

真聡さん
（東中２年）

○銅

賞

▲彦根市消防長賞で作られた秋の火災予防運動ポスター

防火絵画展
防火ポスターコンクール入賞作品１４点および幼年消

して考えるきっかけにしていただくため、
「 多賀の星空・
自然を学ぶ会」を開催し、延べ２１７人のご参加をいただ
きました。今回は、前半に土星などの惑星や夏の星空・

防クラブ員の防火絵画を一堂に展示します。

月などの観察会を行い、後半には多賀町立博物館の職

朋花さん
（城南小２年）

展示期間■１１月８日（金）〜同１７日（日）

員から生き物や化石などとそれらを取り巻く自然環境に

上田

旭人さん
（佐和山小５年）

場所■ビバシティ彦根 センターモール

ついてのお話しを聞きました。
３日とも天候に恵まれ、夏

お問い合わせ

の良い思い出を作っていただけたように思います。

久保田彩斗さん
（多賀中２年）
清水

果穂さん
（東中３年）

消防署犬上分署 （電）
３８-３１３０ （Ｆ）
３８-３１１９

田中

剛志さん
（鳥居本中３年）

消防本部予防課 （電）
２２-０３３２ （Ｆ）
２２-９４２７

広報たが 201３年1１月号

今回ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

見上げたり多賀の自然に触れたりすることで、環境に関
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募集期間■１０月２１日〜１１月８日（金）

・採用にあたっては、応募作品の一部を変更して使

防運動ポスターに採用します。

森杉

賞品（図書カード１万円分）

・入賞者に直接通知するとともに、報道機関等を通

（彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町）

たので紹介します。

してください。
賞■優秀作１点

材育成、医療機器の貸出し、在宅医療や在宅看取りの
２ 彦根休日急病診療所

数の応募作品の中から次のとおり入賞作品を決定しまし

名・電話番号）
を記入し、彦根市健康推進課に応募

今後も、
このような学習会をきっかけに、皆さんに環境
についてより興味をもっていただければ幸いです。

▲観察の様子
広報たが 201３年1１月号
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介護の日フェア／民児協だより

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

湖東圏域「介護の日」フェア開催
い

い

ひ

い

い

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

しっかり予防 正しく対処 備えて防ごう！インフルエンザ

ひ

１１月１１日の「介護の日」にちなみ、
「介護の日」フェアを開催します
今、介護をしていない方でも、いつか、親や配偶者などの家族の介護をする立場になったり、介護を受ける立場になった
りするかもしれません。だれにとっても身近な問題である
「介護」について考える場を提供するとともに、福祉の職場に就
職を希望される方の就職活動を支援します。

この症状はかぜ？ インフルエンザ？
一般的なかぜの多くは鼻水・くしゃみ・咳・微熱と

「ただのかぜ」
とあなどらず、症状を見きわめて対応す

し、インフルエンザでは、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋

ることが大切です。
「いつもと体調が違うなぁ…」と感じ
たら、
なるべく早く医療機関を受診しましょう。

開催日時■１１月２１日（木） １３時３０分〜１６時

参加費は不要ですが、
ハローワークへの求人申請と

肉痛など全身の症状が強く、
さらにかぜと同じ症状もあ

会場■ビバシティ彦根

事前申し込み（参加申込書）
が必要です。

わせて現われます。肺炎や気管支炎などを併発し重症化

センタープラザ、
センターモー

主催■彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

ルおよびビバシティホール
参加対象者■介護について興味や関心のある方および

共催■彦根公共職業安定所（ハローワーク彦根）、
（社

湖東圏域の福祉の職場に就職を希望または関心の

福）滋賀県社会福祉協議会、彦根・愛知・犬上介

ある方

護保険事業者協議会、湖東地域障害者自立支援

参加事業所■「職場説明コーナー」は、随時または平成
２６年４月に職員採用予定の社会福祉施設等です。

協議会
後援■滋賀県湖東健康福祉事務所

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−

こころとからだの療育センター「さざなみ学園」を訪ねて
町民の皆さん、
こんにちは。
「民生委員ってどんな活動しているの？」
と関心を持っ
て、
この「たが民児協だより」を読んでくださることをた
いへんうれしく思います。
今回は、彦根市鳥居本町にあります「社会福祉法人
さざなみ学園」で勉強したことをご紹介します。
昭和３８年、今から５０年前に、県下で唯一の虚弱児施
設として開設されました。その後、平成１０年に児童福祉
法の改正により、
「こころとからだの療育センター（情緒
障害児短期治療施設）」として新しくスタートされ、不登

会に出られることを願い、
また、職員（園長、医師、児童指
導員、セラピスト等）の方々のご苦労を思いながら施設
を後にしました。
子どもたちを取り巻く環境について、社会に出た子ど
もたちの就業について、里親制度について等……もっと

持病をお持ちの方は特に注意が必要です。

いった症状が中心で、だらだらと進行します。これに対

すると死に至ることも。抵抗力が弱い子どもや高齢者、

正しい予防法を身につけましょう
①手洗い・うがいをする

③予防接種を受ける

外出後や食事前にしっかりと行い、手やのどについた

予防接種は、重症化の予防に有効な方法です。流行期

菌やウイルスを洗い流しましょう。

に備え、
１０月中旬から１２月上旬くらいまでに接種す

②マスクを着用する

るのが理想的です。

できる限り不要不急の外出は控え、
やむを得ず外出す
る場合にはマスクを着用しましょう。

抵抗力を高める生活をしましょう
食事■栄養バランスのよい食生活をしましょう。
環境■室温は２０℃前後、湿度は５０〜６０％に保ちま
しょう。

運動■適度な運動で血行をよくして抵抗力を上げま
しょう。
体を温める■服装に注意し、外出時は手袋やマフラーな

睡眠■疲れはその日のうちにとりましょう。

どで体を冷やさない工夫を。入浴も気持ちよく体

ストレス■オンとオフを上手に切り替えてメリハリをつ

を温めるよい手段です。

けましょう。

禁煙■呼吸器粘膜を正常に保つことができます。

目を向け、気づき合い、みんなで支えあっていくことの
必要性を痛感します。心配ごとなど、ひとりで悩まず、近
くにいる民生委員に声をかけてくださいね。

６５歳以上の方の予防接種について
多賀町では、
１回分の予防接種費用の一部を公費で

接種方法■対象者の方には、
９月下旬に個別にご案内・

校、神経症、発達障がい、不適切な療育による心的外傷

負担しております。

予診票等を送付させていただきました。説明書をよ

などの課題を抱えた、小学生〜高校生までの児童生徒

対象者■・多賀町に住民登録のある、接種日に満６５歳

く読んでいただき、指定の医療機関へ事前に電話

を預かっておられます。家族と離れて施設に入所し、共同

以上の方

生活を送る中で、生活指導、心理治療、学校教育等を通

・６０〜６４歳の心臓・腎臓・呼吸器機能不全者やＨＩ

して、社会自立に向けた支援をしておられる施設です。さ

Ｖウイルス感染者等で身体障害者手帳１級程度の

らに、子どもたちが、家庭で家族との生活が送れるよう、

方

家族への関係調整、援助活動をおこなっておられます。
現在４３人が入所され、そこから隣接する鳥居本養護学
校や一般の高校に通学されています。
さざなみ学園という集団生活の中で、子どもたちが、
さまざまな葛藤を乗り越え、自らの人生を切り開いて社
広報たが 201３年1１月号

14

実施期間■１０月１日〜１２月３１日（各医療機関により
実施日は異なります。）
接種料金■１,０００円を接種当日に医療機関へお支払い
ください。
（接種料金４,０００円のうち、
３,０００円を
町で負担します。）

予約してください。別添の予診票にご記入の上、受
診してください。
※かかりつけ医での接種が望ましいため、かかりつけ医
が指定医療機関以外の場合は、接種前に必ず福祉保
健課までお問い合わせください。
（接種後の償還払い
は、いたしません。）
※インフルエンザ予防接種についてのご質問、お問い合
わせは福祉保健課までご連絡ください。
広報たが 201３年1１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

読書会

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

（毎月第１水曜日１０時〜）

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

います。

日時■１１月６日（水）

日時■１１月９日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

場所■あけぼのパーク多賀２階 小会議室

場所■あけぼのパーク多賀

対象■大人の方

図書館内

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」

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への

随時、
メンバーを募集しています。

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

詳しくは図書館までお問い合わせください。

す。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。

多賀町立図書館

多賀町立図書館「闘病記文庫」開設記念
セミナー
講演会「知ろう！ 難病患者のいま：難病とともに生きる−
稀少疾病の治療薬開発促進に取り組む患者会活動から」
つじ

対象■中学生以上の方

サークルのご案内

あけぼのパーク

講師■辻

み

き

お

美喜男さん（ＰＡＤＭ遠位型ミオパチー患

者会代表）彦根市在住

期間■〜平成２６年３月３１日（月）
内容■図書館は、本を借りる場所という従来の図書

聞き手■西河内靖泰（多賀町立図書館長）

するサービスをはじめました。地元出版会社と

日時■１１月９日（土） １４時〜

の協力で実施する県内では初めての取り組みで

場所■あけぼのパーク多賀２階

大会議室

す。図書館内に滋賀（近江）の本を展示（見本）
し
ております。

定員■４０人（要申し込み）
お問い合わせ・お申し込み■多賀町立図書館
※詳細については、あけぼのパーク多賀館内にある

なお、地元滋賀の出版社の本はここで買えま
す！ 書籍のお買い求めは、多賀町立博物館受付
まで

チラシをご覧ください。

おはなしのじかん

図書館では皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本と

一般書

「故郷（近江）の本、買えます」

館の役割に加え、新たな利用方法と価値を創造

本の寄贈をお待ちしております

本の紹介

あけぼのパーク多賀開館１５周年記念事業

日時■１２月１日（日） １０時３０分〜１１時３０分

して受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させていた

場所■あけぼのパーク多賀２階

対象■幼児〜児童（小学校低学年程度）
とその保護者

大会議室

正妻

老年の見識

だいています。また、多賀町に関する資料の収集に努め

林

三浦

ていますので、資料を作成・出版されましたら、ぜひ図書

定員■３０人（定員になり次第締切）
内容■おはなし、歌あそび、
ゲームなどをします。みんな

真理子／著

朱門／著

東京：講談社 ９１３.６ハヤ

東京：海竜社 ９１４.６ミウ

館へご寄贈ください。

わしは将軍にはならん。どんなことが

望みが、叶おうが、叶わなかろうが、自分

※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任いた

あってもならぬつもりだ−。江戸時代、最

らしさとは何かを追求してほしい−。著

だきます／図書館で受け入れしなかった資料は、公共

後の将軍となった徳川慶喜に嫁いだ公

者が一生かかって体験した中から出てき

施設、おわけ会にて必要とされる方に提供させていい

家の姫、美賀子。その生涯を通して、徳川幕府の崩壊を

たものが詰まった、生き難い世を生きるための聡明なア

ただきます。場合によっては処分することもあります

描く。
『 釧路新聞』ほか連載を加筆修正。

ドバイスの書。

／コミックは受け入れていません。

お申し込み■１１月９日（土） １０時〜

図書館へお電話

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。

第６７回読書週間

児童書

で楽しい時間を過ごします。

期間■前半１０月１９日（土）〜１１月４日
（月・祝）

わらうきいろオニ

さよならを待つふたりのために

期間■１０月２７日（日）〜１１月９日（土）

梨屋 アリエ／作

ジョン グリーン／作

標語■「本と旅する 本を旅する」

場所■あけぼのパーク多賀

東京：講談社 Ｋ９１３ナシ

東京：岩波書店 Ｋ９３３グリ

主催■社団法人

冊数■前半は１人５冊まで 後半は制限なし

ある山のおくに、きいろいオニがすん

ヘイゼルは１６歳。甲状腺がんが肺に転

でいました。なかよしだったやまんば一

移して以来、酸素ボンベが手放せない生

家がひっこしてしまってから、きいろい

活。骨肉種で片脚を失った少年オーガス

オニはひとりぼっち。毎日たいくつだったので、山を下り

タスと出会い、互いにひかれあうが…。死をみつめなが

１１月の休館日 ５・１１・１８・２５・２８日

１２月の休館日 ２・９・１６・２４・２６・２９・３０・３１日

て人間の住む町に行くことにしました。町につくと、
こど

ら日々を生きる若者の姿を力強く描いた青春小説。

※５日（火）は、振替休館日です。

※２４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。

※２６日（木）は、
月末整理のため休館です。

もたちのたのしそうなこえが聞こえてきて…。

後半１１月６日（水）〜１１月２４日（日）

読書推進運動協議会

対面朗読室

カレンダー（多賀町立図書館休館日）

※２９日（日）からは、年末休館です。
絵本

おべんとうばこのうた

きかんしゃトーマスなかまがいっぱい

さいとう しのぶ／構成・絵

東京：小学館

東京：ひさかたチャイルド ＫＥオベ

ＫＥキカ

おべんとうばこが歌っています。そこ

「きかんしゃトーマス」のゆかいな仲間

へ、おにぎりがやってきました。さらに、

を、隆起印刷と点字つきの楽しいイラス

きざみしょうがとごましお、
にんじん、さくらんぼ、
しいた

トで紹介する絵本。一枚の紙を折り畳んだ製本です。見

けもやってきて…。わらべうた「おべんとうばこのうた」

える人も見えない人も一緒に楽しめて、
トーマスやゴー

の楽しい絵本。楽譜も掲載。

ドンなど人気者たちのひみつがわかる！

広報たが 201３年1１月号
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移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
1１月 1２月
Ａコース
（大滝）第１金曜日 １日

６日

Ｂコース
（多賀）第２金曜日 ８日 １３日

大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５
多賀清流の里
１３：００〜１３：３０

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1１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）
４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
生涯学習課 （有）
２−１６２５ （電）
４８−８１３０

企画展示

関連行事

夏休み自由研究展

夏休み自由研究展表彰式

タオルをプレゼント！ 申し込み締め切

催による犬上ふるさとウォークが開催

りは１１月１５日（金）です。多くの皆さ

されます。今年は豊郷小学校旧校舎

んのご参加をお待ちしています。お

皆さんががんばって研究をまとめてくれました。力作を

群を発着とした５.８㎞のコースとなっ

問い合わせは、
多賀町体育協会事務局

見に、
ぜひあけぼのパーク多賀へお立ち寄りください。

ています。

自由研究を仕上げることはとても大変ですが、同時に
達成感も得ることができます。今年も町内小・中学生の

日時■１１月２４日（日）
会場■あけぼのパーク多賀

大会議室

晩秋の豊郷町内をゆっくり歩いて

会期■１１月９日（土）〜１１月２４日（日）
会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

みてはいかがでしょうか。ご参加いた

主催■あけぼのパーク多賀

だいた方全員にオリジナルマフラー

協力■多賀小学校・大滝小学校・多賀中学校
ギャラリー展示

▲昨年の展示のようす

▲表彰式のようす

観察会

多賀八景展

第７回

多賀の花の観察会

スナッグゴルフって
なあに？？
！

第３回犬上ふるさとウォーク参加者募集中！
１１月２４日（日）に犬上郡体育協会主

あけぼのパーク多賀が皆さんの作品を表彰します。

スポーツ推進委員かわらばん

（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）また
は犬上郡体育協会（（電）
３５−２５５０）
までお電話ください。

「いきいき健康ウォーキング」開催！
９月２５日に多賀町教育委員会生

ｍのコースをウォーキングしました。

涯学習課主催による「いきいき健康

清々しい天気と美しい景色に笑顔が

ウォーキング」を開催しました。

溢れる一日でした。湖北の自然を楽し

皆さん「スナッグゴルフ」
って
耳にされたことがありますか？
スナッグゴルフとは、アメリカ
の元プロゴルファーが練習用に
開発したスポーツです。
スナッグ
（ＳＮＡＧ）の意味は、
Ｓ
ｔａｒ
ｔ
ｉ
ｎｇ Ｎｅｗ Ａｔ Ｇｏ
ｌ
ｆ
（ゴルフ
を始めるために）の頭文字をとっ
たものです。また、使用するター
ゲット類はすべてボールがくっつ
くようにデザインされており、
Ｓ
ＮＡＧとは「くっつく」という意味
があります。この２つの理由から

毎年恒例の写真展、
「 多賀八景展」の季節がやってき

今年度最後の多賀の花の観察会です。今月は「紅

ました。ふだん、何気なく見ている風景も、写真に収める

葉と実の観察」と題して、高取山を散策します。多賀の

第３回となる今回は、長浜市余呉

ことで全然違う表情を見せるときがあります。多賀町の

山々のみごとな紅葉を一緒に楽しみませんか？ どうぞ

町にて湖畔の景色を愛でながら約６ｋ

豊かな自然や人々の生活風景を切り取った力作を、ぜひ

お気軽にご参加ください。

て持ち合わせ、ルールもわかり

ご覧ください。

日時■１１月２１日（木）

やすく、
ゴルフ未経験者から上級

９時３０分集合

者まで気軽に楽しめます。クラブ

会 期 ■１１月２日（土）〜
１１月２４日（日）

れました。

集合場所■多賀町立博物

場、体育館など屋内、屋外を問わ

（保険料）

ほか

ずにプレイできます。

※申し込みは不要です。

主催■多賀観光協会

町内でも７月に行われたビー

当日、動きやすい服装

共催■あけぼのパーク

でお越しください。

多賀
▲昨年の展示のようす

▲ハダカホオズキ

犬上郡地域職域野球大会報告
９月２２日多賀町民グラウンドにて

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース〜番外編〜
７月から連載しているアケボノゾウ発掘プロジェクト
ニュースですが、今月は番外編です。
突然ですが、皆さんはアケボノゾウの化石が多賀町
以外にどこで発見されているのかご存じですか？ 実は、
北は岩手県、南は長崎県と全国各地から見つかっていま
す。滋賀県内でも日野町と大津市で、それぞれ臼歯（あ
ごの歯）
が産出しているんですよ。
きっと、
まだまだ全国にたくさんの仲間が眠っていま
す。多賀町でも、
２頭目のアケボノゾウが現われる日も近
いかも…？
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体験していただきました。皆さん
結構夢中になり本気モード…！見
私たち委員も体育館、グラウ

域職域野球大会が開催されました。

ンドでと数回プレイしましたが特

多賀町からは多賀町秋季軟式野球大

に、
グラウンドでのプレイはメッ

会優勝の夏原工業多賀チームが出場

チャ楽しかったです!!

され、熱い試合を見せてくれました。

これからゴルフを始めようか

大会結果は以下の通りです。
優勝■青いイナズマ
（豊郷町）

チボール大会で参加者の方にも

ていても楽しそうでした。

犬上郡体育協会主催による犬上郡地

▲アケボノゾウの臼歯

ゴルフの基礎的な要素をすべ

みを使用し、場所も校庭や野球

参加費■１００円

美工展示室

「ＳＮＡＧ」
と命名されました。

はランチャーとパターの２本の

館駐車場

会場■あけぼのパーク
多賀

みながら、皆さん心地良い汗を流さ

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

準優勝■夏原工業多賀チーム

町民グラウンド・町民テニスコート夜間
営業終了のお知らせ
１１月１０日（日）の利用をもって、
町民

きます。来年は、
４月中頃に営業を再

グラウンドとテニスコートの平成２５

開いたします。たくさんのご利用あり

年度の夜間営業を終了させていただ

がとうございました。

な…以前はプレイしていたが最
近は…という方など一度試して
みませんか？？ 興味のある方は
ぜひ声を掛けてくださいね！
一緒にフルスイングしましょ
う!!
スポーツ推進委員

宮川洋子
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おしらせ

おしらせ

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

平成２６年度滋賀大学社会人学生募集

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

たきのみや保育園

実施場所

１１月２４日（日）

富之尾バス停ロータリー

１２月１日（日）
（予備日１２月８日（日））

多賀中学校

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）
大滝小学校グラウンド

ティッシュなどの紙箱をひもで縛る。

資源回収のルール

回収品目
新聞、雑誌、ダンボール、古
着、
アルミ缶

★分別を徹底してください。
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）
等は出せません。

詳しくは、各団体から配布されるチ
ラシをご覧ください。

★古着は古着（学生服を除く）のみで

町内の方ならどなたでも持ち込み

雑誌…書籍、パンフレット、封筒、包

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

装紙等をひもで縛る。

は出せません。

さい。

縛る。

ダンボール…ダンボール、お菓子・

生涯学習推進事業

★古着は中身の見えるビニール袋に

第５回町民大学のご案内

演題■「遺跡で辿る多賀の歴史」

※詳しくは各戸配布のチラシをご覧

最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は１０月２５日から

選抜方法■個別学力検査および大学

夜間主コース １種 １２人

入試センター試験を免除し、小

２種 １２人

論文および面接を課し、その結
果と出願書類を総合して判定し

出願資格■

平成２６年４月１日現在の年齢が

の み（財）国 際ビジネスコミュニ

合格発表日■

２２歳以上の社会人

ケーション協会が実施するＴＯＥ

経済学部

経済学部

夜間主コース
（２種）

次のいずれかに該当する者

２６年１月２４日（金）

（２０１１年）
１０月１日から平成

夜間主コース
（１種・２種）
１２月

（１）大
 学入学資格を有する者（平

２５年（２０１３年）
１０月３１日ま

成２６年３月取得見込みを含

でに実施されたものの公式認定

む）で入学後就業しながら勉

証の提出が可能な試験の結果を

滋賀大学入試課

学する予定の者

併せて選抜します。

〒５２２-８５２２

（２）平
 成２６年３月高等学校卒業

出願期間■
経済学部

見込みの者で就職を予定して

「中小企業労務管理相談センター」開設のお知らせ
中小企業事業主の皆さんのため

生涯学習課

を問わず、県内の事業所に雇用され

に、経営面と労働面の相談および業

中小企業労務管理相談センター

るすべての労働者に適用されます。

務改善助成金の相談に専門家がワ

大津市打出浜２番１号「コラボしが２１」６階

最低賃金は賃金の最低額を保障する

ン・ストップで対応する無料の相談窓

滋賀県社会保険労務士会事務局内

とともに、労働条件の改善に重要な

口を設置しています。

いのある方からの日常の相談に応じ

活動の中核となって障がい者福祉の

日時■１２月８日（月） １０時１５分〜１５時

で、希望される方は１１月２９日（金）ま

お問い合わせ

場所■滋賀県立文化産業交流会館

でにご連絡ください。

参加費■無料

お問い合わせ

ふれあいの郷 ボランティア室
相談員■身体障がい者相談員

向上を目指すために、町から委託して

滋賀労働局

賃金室

お問い合わせ

婚に関することなど、
さまざまな相談

福祉保健課

お と た け ひ ろ た だ

（電）
０７７-５２２-６６５４

乙武洋匡さん（作家）の記念講演も

彦根労働基準監督署

あります。託児室を設けていますの

（電）
２２-０６５４

います。障がい者の立場で、就職・結
を受けていただけます。ぜひご来所く

２０１３年人権週間協賛 人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい

れています。）

会場■多賀町総合福祉保健センター

導や助言を行うため、
また、地域福祉

（電）
０７７-５２６-３７６０

相談日■１１月２３日（土）

に連絡をとったりするなど、必要な指

（電）
０７７-５２２-８２５３

受付期間■１１月１日〜平成２６年１月１０日
概要■陸曹となる自衛官を養成するコース／高等学校の卒

労働保険（労災保険と雇用保険） べて労働保険に加入することとなっ

お問い合わせ

は、職場の皆さんが安心して働いて

ております。
（農林水産の一部の事業

滋賀労働局

いただくため、政府が管理・運営して

は除きます。）
まだ労働保険の加入手

（電）
０７７-５２２-６５２０

いる保険制度です。

続きをとられていない事業主の方は、

彦根労働基準監督署

労働者（パートおよびアルバイトを

今すぐ最寄りの労働基準監督署・ハ

（公共職業安定所）で加入
含む）を１人でも雇用する事業主は、 ローワーク
業種や規模の大小にかかわらず、す
広報たが 201３年1１月号
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手続きをとってください。

（電）
２２-０６５４
ハローワーク彦根
（電）
２２-２５００

業資格を取得でき、航空学生や防衛大学校への進学が可
能／選抜試験または選考により幹部への昇任も可能
お問い合わせ
自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域事務所
彦根市旭町１-２４ 田中ビル２ｎｄ １Ｆ （電・Ｆ）
２６-０５８７

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
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

場所■役場３階

会議室

お問い合わせ

資格■・平成２６年４月１日現在で１５歳以上１７歳未満の男性／中学校卒業

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です

時間■いずれも９時〜１１時３０分

日時■１１月１２日（火） １４時〜

自衛官募集

者もしくは中等学校の前期過程修了者

来月の相談日■１２月１６日（月）

農業委員会開催のお知らせ

（公財）滋賀県人権センター

募集科目■高等工科学校生徒

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

（電）
２７-１０２３

今月の相談日■１１月１８日（月）

には特定（産業別）最低賃金が定めら

１３時３０分〜１６時

お問い合わせ

よろず相談

お問い合わせ

ださい。

たり、相談の内容によっては関係機関

６日（金）

彦根市馬場一丁目１番１号
昼間主コース・夜間

低賃金は、常用・パートなど雇用形態

身体障がい者相談員は、身体障が

昼間主コース 平成

ＩＣ公開テストのうち、平成２３年

お問い合わせ

役割を果たしています。
（特定の産業

昼間主コース・夜間

主コース
（１種・２種） １１月３０

開催日時■１１月２４日（日） １０時〜

身体障がい者相談員による「身体障がい相談」を行います

経済学部
日（土）

１時間７３０円となりました。滋賀県最

（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０

選抜期日■

ただし、経済学部昼間主コース

ください。

受講料■５００円

１７時まで
（必着）

ます。

昼間主コース・夜間

講師■小菅一彦さん
（多賀町在住）
会場■多賀町中央公民館（２階ホール）

１１月８日（金）から１１月１４日（木）

主コース
（１種）

経済学部

入れてください。

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

必ずお守りください!!

昼間主コース 若干名

主コース
（１種・２種）

いる者

募集人数■経済学部

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

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍｏｄ.ｇｏ.ｊｐ/ｐｃｏ/ｓｈｉｇａ
ｂ
ｉｗａｈ
ｉ
ｋｏ@ａ
ｌ
ｔｏ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊ
ｐ
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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

１２月１６日（月） １０時〜１１時 健康相談、
血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定など

すくすく相談

子育てに関する相談、
身体計測
１２月１７日（火） １０時〜１１時 子どもの健康、

※今回は、歯科衛生士による歯や歯みがきなど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

１２月２日（月）

１０カ月児健診

１２月２日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２５年１月生まれの乳児

１３時〜１３時１５分

Ｈ２５年７月生まれの乳児

２歳６カ月児健診

１２月３日（火）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２３年５月・６月生まれの幼児

３歳６カ月児健診

１２月１１日（水）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２２年５月・６月生まれの幼児

整形外科健診

１２月２５日（水）

１３時４０分〜１４時

Ｈ２５年９月・１０月生まれの幼児

☆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。

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

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）
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
（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。

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

〈ひろばの案内〉
わくわくランドで
月曜日〜金曜日
遊ぼう
おはなしポケット

広報たが 201３年1１月号
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に じ・ き り
１２月４日（水）
ん広場

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

１２月１０日（火）

午

日（曜日）

多賀町 し尿収集カレンダー

前

集
落
３日（火）萱原①・川相①
５日（木）久徳①
１０日（火）月之木①③・猿木①③・多賀①
萱原②・樋田②③・一円①・木曽①
１２日（木）
敏満寺①
一之瀬①・大杉①②・仏ヶ後①②
１７日（火）
藤瀬①②
久徳③・土田①③・中川原①③
１９日（木）
富之尾②・楢崎①
２４日（火）小原②・霜ヶ原②・萱原③
２５日（水）四手①・佐目①・南後谷①・大君ヶ畑①
２６日（木）川相②

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

不活化ポリオ

平成２５年１２月

①

⑦

⑨

不定期
一之瀬①・大杉①②・仏ヶ後①②
藤瀬①②
久徳③・土田①③・中川原①③
富之尾②・楢崎①
小原②・霜ヶ原②・萱原③
不定期
川相②

クロスワード ［難問編］

９時〜１３時

絵本や紙芝居を楽しんでいます。

ぺ ん ぎ ん・
１２月１８日（水）
こあら広場

１０時〜

クリス マ ス
１２月２５日（水）
会

１０時〜

親子クッキングをします。
（健康推進委員さんにご協力いただ
き、実施します。）

③

⑧

⑨

④

⑦

③

範囲に広がっている状態。○○○性
⑥野にすむキツネ。野狐
（読み方）

⑤

ブチ
ヤ
アリ
ミテ
メイ

⑥

⑪

⑩

「イチョウ」

タテのカギ

でした。

①１４ページ。
１１月１１日は○○○○○

⑧

⑦イイエ⇔○○
⑧水を切るときに使います

④

⑨田畑を耕すくわの柄を除いた部分

⑥

⑩気取ってまじめな顔つきをしている人
⑪５ページ。第４５回多賀町青少年育成大会で、
講演をしていただく西川○○○さん

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：穏やかですね

□□□□

締め切りは１１月２９日（金）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

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

氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご

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。

ひとのうごき

平成２５年9月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７８７人 （-８）
■男性
３,７３２人 （+１）
■女性
４,０５５人 （-９）
■世帯数
２,７１７世帯 （-３）
■転入
11人
■転出
15人

おめでた・おくやみ
結婚しました！
久保 大輔
♥
大川 雅代
ぼ

おおかわ

ま が わ

ひろばのクリスマス会にサンタさんが来てくれます。クリスマ
スツリーを囲んで、
皆で楽しく過ごしましょう。

③野外で風雨にさらすこと

②

④血を吸われたことになかなか気づきません

⑤

く

１０時〜

ミト
ゾウヒ
カリ
イ
ヨ
キユウ

②伝えるべきことを忘れていたこと

①

⑤病変がはっきりと限定することができずに広

１３時〜１４時 子育て相談
１０時〜

先月号の答え

①俳優のしぐさとせりふ。特にせりふ

⑩

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有
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。

ヨコのカギ

⑪

②

※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。

午
後
集
落
萱原①・川相①
不定期
月之木①③・猿木①③・多賀①

眞川
♥
篠田
し の だ

だいすけ

ま さ よ

ともよし

智圭
美樹
み

き

生まれました！
☆奥野 凌斗（美津彦・綾那）
☆久保 遙大（良太・亜以）
☆小財 敦仁（智宏・敬子）
☆小菅 創史（元太・穂波）
☆近藤
吏（靖之・佳代子）
お く の

く

ぼ

り

と

は る と

こ ざ い

あつひと

こ す が

そ う し

こんどう

つかさ

せ が わ

かえで

☆瀬川
楓（忍・美樹）
☆髙田 侑利（瑞生・育代）
☆松田 橙茉（友樹・奈奈）
おくやみ申し上げます
◆井上 靜江 ８６歳
孝 ４２歳
◆織田
た か だ

ゆ う り

ま つ だ

と う ま

いのうえ

お

だ

し ず え

たかし

つ ち だ

や

え

こ

◆土田八重子
清
◆寺本
◆德田 繁信
◆夏原千代乃
弘
◆夏原
◆若林 松三
てらもと

きよし

と く だ

なつはら

なつはら

わかばやし

しげのぶ

ち

よ

の

ひろむ

まつぞう

８８歳
８１歳
７８歳
９１歳
７９歳
８４歳

放射線量（μsv/h）
10月 2日 0.07
10月16日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値

（敬称略）
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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

スギ

11月の時間外交付

8

と

22

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

（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■１０月２日に大滝小学校で行われたいわな給
食です。
４年生がアマゴの稚魚を放流し、
１〜３年生は今
年初めての試みである、河原に掘った池でイワナのつか
み取りを体験しました。
５年生が育てたお米をおにぎり
にしてイワナと一緒に頂きました。
「ヌルヌルして取るの
がムズイ（難しい）。」
「魚が好きで釣りによく行く。魚が
いたらテンションがあがる。」といった声もあり、楽しい
校外学習となりました。
編集後記■皆さんはご存じでしょうか。
２度と見ることの
できない天文ショーがあることを。放物線のような軌道
で太陽に近づき、
またどこかへ飛んでいくアイソン彗星
が１１月にやってきます。私たちが生きている間はもう
やってきません。師走も近づきあわただしい毎日かもし
れませんが、ゆっくり空を見上げてみませんか。今まで
見えなかったものが見えてくるかもしれませんね。
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。

