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町長 新年のあいさつ

午年はどんな年？／たが写真館

“自立しキラリと光る”多賀町を
住民の皆様とともに創っていきましょう!!

賀

地域に活力を
新たな施策として、
２６年度より本格活用し

はてさて、過去の午年を振り返ると……どんなことがあったかな？少し見てみましょう。

昭和４１年（１９６６年）

新 年

町内のできごと

世間のできごと

流行語・名言

り活動支援交付金事業」を創設いたしました。

• 多賀町栄光母子健康センター開設

• 日本の人口が１億人を突破

•「クロヨン」

• 多賀町社会福祉協議会に福祉活動

•「おはなはん」スタート
（ＮＨＫ）

•「トーゴーサン」

• 国 民 の 休日に敬 老 の日・体 育 の

•「ゴマすり」
「幸せだなー」

いから、地域課題の解決からハード・ソフト事
業まで集落の独自性を生かし、幅広く計画的に
活用していただき、
「自立した活力ある村づく

専門員配置
• 多賀・大滝・脇ヶ畑の３森林組合が

日・建国記念日が追加される

合併、多賀町森林組合設立

•「新三種の神器（３Ｃ）」

• ビートルズ来日

•「全共闘」

町内のできごと

世間のできごと

流行語・名言

ラウンドゴルフ場がオープンします。町内の新

• 中央公民館、児童館竣工

•「銀河鉄道９９９」スタート
（フジテレ

•「口さけ女」

新年あけましておめでとうございます。

たな施設で、お年寄りから若者までが元気な姿

• 可燃物処理を愛知郡清掃センターに委託

皆様には、
日頃から町政に対し深いご理解と

でスポーツを楽しんでいただきたいと望んで

• 多賀町民憲章制定

おります。

• 町立富之尾生活改善センター竣工

り」の展開をよろしくお願いいたします。

高齢者が元気に！若者定住対策の推進を
４月からは、滝の宮スポーツ公園に新たなグ

げます。

昭和５３年（１９７８年）

ビ）

•「アーウー」

• 新東京国際空港開港

•「窓際族」

一方、依然として少子化が進んでおります当

町政の舵取りをお預かりし、
２期目の折り返

町ですが、若い世代が安心して子育てできる環

しを迎える年となり、改めて身の引き締まる思

境づくりや若者定住施策（多賀町若者定住支

いでおります。今年も、全力で町政運営に努め

援事業）
を継続して進めていきたいと考えてお

町内のできごと

世間のできごと

流行語・名言

る所存でございます。皆様のご支援・ご協力を

ります。

• びわ湖東部中核工業団地湖東開発

• 国際花と緑の博覧会開催

•「アッシーくん」

•「渡る世間は鬼ばかり」スタート
（Ｔ

•「おやじギャル」

重ねてお願い申し上げます。
さて、昨年は、多賀町へ幾度となく台風が接

地場産業・絵馬通りの活性化を

近する年となり、住民の皆様の安全で安心な生

政府のＴＰＰ交渉参加表明を受け、情勢の変

活をお守りすることの大切さを改めて感じた年

化に対応できる「自立した体力のある農業」が

でありました。また、国内では、経済状況の上昇

より一層求められようとしております。農産物の

傾向や、オリンピック招致など明るい話題もあ

６次産業化をはじめ、
より生産性の高い農業推

りました。

進に力を注がなければならないと考えます。ま
た、林業では町内の森林資源を循環させ地元

とりわけ、多賀町においての明るい話題は、

多賀町長

多賀町から誕生した初のプロ野球選手「則本

産材を利活用する取り組みを、
「公共施設の木

昂大」投手の大活躍ではないでしょうか。町民

質化」施策等によりさらに進めてまいります。

の皆様とともに、
「 胸を張って歓びを分かち合

そして、長年の懸案でありました、絵馬通り

いたい！」そんな心境になるすばらしい年であり

の活性化をめざす「道づくり事業」を具体的に

ました。

一歩進めてまいりたいと考えております。

久保

標題と致しました「
“自立しキラリと光る”
多
賀町を住民の皆様とともに創っていきましょ

久良

平成２６年度は、各集落を訪問させていただ

スローガンです。今年も、現場主義に徹し創意

き、直接皆様の「声」をお聞きする「集落懇談

と工夫のもとに、地道に着実に「自然と歴史・

会」をお願いしたいと考えております。その節

文化に包まれ、キラリとひかる自立した多賀

は、忌憚のないご意見をお聞かせください。

き た ん

町」を目指し、さまざまな取り組みを進めてま
いりたいと思っておりますので、
よろしくお願い

平成２年（１９９０年）

事務所開所
• 国道３０６号線、佐目トンネル開通

ＢＳテレビ）

• 台風１９号襲来

•「ボーダーレス」

• 東西ドイツ統一

•「成田離婚」

町内のできごと

世間のできごと

流行語・名言

• 多賀町ごみ減量・リサイクル推進

• 雪印牛肉偽装事件発覚

•「タマちゃん」

• 改正道路交通法施行

•「貸し剥し」

• 小柴昌俊氏ノーベル物理学賞受賞

•「拉致」

• 田中耕一氏ノーベル化学賞受賞

•「真珠夫人」

• 北朝鮮拉致被害者５人２４年ぶりに

•「内部告発」

平成１４年（２００２年）

協議会発足
• 容器包装リサイクル法に基づき分
別収集計画策定
• 多賀大社前駅コミュニティハウス
竣工式

帰国

•「ムネオハウス」

住民の皆様との対話を

う!! 」は、
２期目がスタートした時のわたくしの

申し上げます。

2

午年を迎えました。今年はどんな年になるでしょうか。

ていただく、
「 多賀町キラリとひかるまちづく
「集落が元気になっていただきたい」そんな思

格段のご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上

広報たが 201４年1月号

今年は午年！

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。

結びに、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈
り申し上げ、新年のごあいさつといたします。

※詳しくは企画課広報担当へお問い合わせく
ださい。

お お み ち りゅうせい

大道流星ちゃん

さ か が み

み

お

坂上海音ちゃん

つ

ち

だ

か

ん

な

土田栞菜ちゃん
広報たが 201４年1月号
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まちの話題

まちの話題

１１月１日

１１月１７日

東京都港区と木材供給に関する協定を締結しました

「やまびこ・こだまフェスタ」開催！

多賀町は、東京都港区が２０１１年

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

１０月より開始した「みなとモデル二

にて、多賀やまびこクラブ主催による

酸化炭素固定認証制度」の趣旨に賛

「やまびこ・こだまフェスタ」が開催

同し、港区役所において木材供給に

されました。

関する協定を締結しました。

今年度のメイン企画は「やまびこ

本制度は、港区内の公共施設・民

ゆっくりマラソン」で、参加者は、
２㎞・

間建築物等において協定した自治体

４㎞・６㎞の３コースから希望のコー

産木材の利用を促進することで、港

スを選択し、多賀工業団地周回をゆっ

区内の二酸化炭素の固定量の増加、

くりと走られました。一般からの参加

協定した自治体の森林整備による二

も多く、
「楽しかった！ 来年もぜひ開催

酸化炭素の吸収の促進を図り、地球

してほしい」
との声もありました。

温暖化防止に貢献することを目的と

最後は、元気いっぱいの愛らしい

しています。

「やまびこキッズビクスダンス」。皆

港区内で多賀町産木材が活用され
ることにより、町内の適切な森林整備

さんこの日のために一生懸命練習し
もつながることが期待されます。

多賀町産木材や木製品を取り扱う事

てこられたそうで、演技からもその気
持ちがすごく伝わってきました。

が促進され、二酸化炭素吸収量の増

この協定は、全国において現在６９

業者を登録する必要があります。登

加が図られ、
地球温暖化防止に貢献す

の自治体が締結をしており、滋賀県内

録を希望される事業者の方は、産業

また、オープニングの滋賀県立大

多賀やまびこクラブでは、
スポーツ

るとともに、
首都圏への多賀町産木材

では多賀町が初めてとなります。

環境課 （有）
２-２０１２（電）
４８-８１１８ ま

学の学生によるＢｉ
ｇ×Ｂａｎｄのパワフ

だけでなく、料理教室などさまざまな

NPO法人多賀やまびこクラブ

ルな演奏もフェスタを盛り上げてくれ

行事が企画されています。皆さんも

（有）
２-１１１５ （電）
４８-１１１５

のＰＲがなされ、
販路拡大、
需要拡大に

なお、本制度を運用するにあたり、 でご連絡ください。

１１月９日

てごみの減量化を図る取り組みの一

校支援ボランティアにつながる内容

えてみてはいかがでしょう。

でした。

多賀町フィットネス＆カルチャーセンター
８月から多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

合や研修会などに役立ちます。さらに

※ダンボールコンポストとは…家庭

駐車場にある建屋で「多賀町フィット

は折り紙教室や着物着付け教室など

つとして、
『 ダンボールコンポスト』の

今回の講習会で、
「生ごみは資源で

から出る生ごみを米ぬかやもみ殻

ネス＆カルチャーセンター」が開館し

も開催されていますので、お気軽にご

講習会を産業環境課と生涯学習課の

ある」
と考えが変わったのではないで

等の基材とともに段ボール箱に入

ています。フィットネス機器やトレーニ

利用ください。

共催で実施し、定員を上回る３３人の

しょうか。皆さんも生ごみは資源であ

れ、その中で減量・堆肥化を行う

ング機器、
ヨガマットなどが取りそろ

休館日■毎週月曜日（月曜日が休日

参加がありました。

ると思って、
ごみの減量化について考

もの。

えてありますので健康の維持・増強

にあたるときはその翌日）、国民

にお役立てください。

の祝祭日の翌日、年末年始（１２

講師として、
「市民・生ごみリサイク

せんか？

ご存じですか

「ダンボールコンポスト講習会」を開催しました
生ごみをリサイクルすることによっ

多賀やまびこクラブの仲間になりま

ました。

ルプロジェクト」代表の吉田先生ほか

ま た 、リラック ス ル ー ム や カ ル

５人の講師を迎え、ごみの減量化や

チャールームがあるので、地域の会

月２９日〜１月３日）
（電）49-3075

地球温暖化防止対策のお話をしてい
ただきました。話のあと、学校支援ボ
ランティアとして来ていただいた５人
の方を含む参加者の皆さんは、実際
にダンボールを使ったコンポスト作り
を体験されました。

ご利用料金
区分
高校生

参加者の方から、
「大変参考にな
り、明日からでも家で実践してみた
い。」といった感想を多くいただきま
した。また、今後花壇等環境整備の学
広報たが 201４年1月号
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一般成人

９時〜１２時

１３時〜１７時 １８時〜２０時 お願い

町内

２００円

２００円

２５０円

町外

３００円

３００円

３５０円

町内

２５０円

２５０円

３００円

町外

３５０円

３５０円

４００円

・フィットネスマシンのご利用は高校生以上に限ります。
・ご利用は個人の責任でお願いします。
・運動靴は個人でご用意ください。

有効期限１カ月、
何時でもご利用できる会員制度もあります。町内の方…３,０００円、
町外の方…４,０００円
広報たが 201４年1月号
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まちの話題

豊かな言の葉書道展／民児協だより

１１月２２日

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

青パト出発式

力作が勢揃い！
「豊かな言の葉書道展」

青色防犯灯装着公用車によるパト

１１月６日〜１０日の５日間、中央公

ロール出発式を行いました。

民館において「豊かな言の葉書道展」

滋賀県警察本部長から証明書の交

して今年度も書道展を開催しました。
今年度は、犬上郡・愛知郡・彦根市
の１８校から応募があり、応募作品総

を開催しました。

付を受けて、所轄する陸運支局等に

多賀町では、町内保・幼・小・中学

数は３６５点となりました。その中から

て公用車１２台に自主防犯活動用自

校の連携のもと
『言の葉教育』
を推進

最優秀賞１０点、優秀賞２７点、中日新

動車の登録を行い、青色防犯灯を装

しています。子どもたちが豊かな言

聞社賞（優秀賞）
１５点、
（株）呉竹賞（優

着しました。

葉の力を身につけるよう、古典や漢文

秀賞）
１５点、特選６１点が選ばれまし

力作が多数寄せられ、開催期間中

などの名文の暗唱や書写などの取り

た。応募作品はすべて展示し、優秀賞

は町内外から多数の来場者があり作

組みをおこなっています。その一環と

以上については、
１０日に中央公民館

品に見入っておられました。

事前に彦根警察署による講習を職
員８８人が受講し、職員が業務で公用

点灯して運転し、児童を不審者から守

等の犯罪抑止と防犯意識の高揚につ

車を使用する際には、青色回転灯を

る活動や、町内のひったくり、空き巣

ながるようパトロールを行います。

にて表彰式を行いました。

優秀賞以上の受賞者一覧（多賀町）

１１月３０日

「芹川沿岸一斉清掃活動」を実施しました
美しいまち「たが」の実現に向け、

最優秀賞
多賀小学校
大滝小学校

多賀町アストロクラブとの共催によ

優秀賞

り芹川沿岸一斉清掃活動を行いまし

多賀小学校

大滝小学校

た

に あ き ほ

にしかわ

３年…西川

じ ゅ り

珠李

えんじょう

６年…圓城

み ら い

深愛

えんじょう

愛鈴

さかがみ

晴穂

は る ほ

２年…多林

し ば た

遥香

は る か

多賀中学校

じ

も り

２年…坂上
３年…柴田

ど

い

１年…土居

か ん な

栞奈

た。朝方まで降っていた雨も上がり、

１年…中江

な か え

来夢

ら い む

天候にも恵まれた中、総勢１１２人の

２年…安村

やすむら

虹輝

（株）呉竹賞（優秀賞）
多賀小学校

中日新聞社賞（優秀賞）
多賀小学校

こ う き

き

だ

１年…木田

ひ ろ と

大翔

やまぐち

４年…山口さくら

し ん た

５年…森 心汰

４年…鍛治谷明歩

ま り ん

か

大滝小学校

恵利

６年…圓城

り

ま り あ

麻瑠

いけはら

２年…池原

え

ふじうち

１年…藤内

大滝小学校

あ そ う

１年…麻生いろは
た は や し

真悠

ま

ゆ

２年…平木

ひ ら き

七葉

３年…山本

や ま も と

心愛

６年…西嶋

に し じ ま

万惟

ふ じ さ わ

りょう

な つ は

こ こ あ

ま

１年…藤澤

い

稜

ご参加をいただき、合計１７５㎏のご
みを回収することができました。特に

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

橋の周辺はごみが多かったですが、皆

たが民児協だより

さんのおかげで大変美しくなりまし
た。ご参加いただいた皆さん、ありが
とうございました。
これからも多賀町に関わる皆で力

民生委員児童委員・主任児童委員

地域における身近な相談役として活

の皆さんが改選されました

われ、
１２月１日付けで次の皆さんが

動する福祉ボランティアです。

をつくっていきましょう。

任期■平成２５年１２月１日から平成

厚生労働大臣から委嘱されました。任

お気軽にご相談ください。

１２月１５日

期は３年です。民生委員児童委員は、

各地区を担当する民生委員児童委員の皆さん（敬称略）

中央公民館の大掃除が行われました

担当区

日頃中央公民館でサ ークル活動

館内はもちろん、外回りまできれいに

くれました。皆さん、ありがとうござい

をされている皆さんや有志の方々約

していただきました。今回は、子ども

ました。

３５人により大掃除が行われました。

教室受講生の小学生３人も参加して

6

民生委員児童委員の一斉改選が行

を合わせ、
より住みやすい多賀のまち

２８年１１月３０日
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民生委員・児童委員

多

賀

尼
子
猿
木
敏
満
寺
土
田
四
手
八 重 練・大 岡
久
徳
月
之
木
栗
栖
一
円
中
川
原
木 曽・脇 ケ 畑
河 内・霊 仙

氏名
火口 悠治・遠城はつえ・大辻美代子・
藤井金一郎・宮下
進
岸邉 次郎
古川 新司
小菅 綾子・山口
勲
曽我 勝博
植野 比登美
馬場 勝子
小財 良一・近藤 勇
小財惣九郎
山中 元子
土居 正彦
野村 惣藏
多賀 節子
菅森 時子

担当区
屏 風・後 谷
向之倉・甲頭倉
水 谷・桃 原
川
相
一
ノ
瀬
藤
瀬
富 之 尾・楢 崎
萱
原
大 杉・樋 田
霜 ケ 原・小 原
佐
目
南
後
谷
大 君 ケ 畑
全区（主任児童委員）

氏名
宮下

勇

森
清美
林 喜久雄
西澤 知子
坂上 法子
久保田里美
山本喜久代
足立 輝夫
東岸 良子
黒川 清子
霊正 芳信
林 壽美子・富田

愛子

広報たが 201４年1月号
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ねんきんだより

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

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

日本年金機構

農業委員会だより

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

滋賀県国民年金基金 （電）
０１２０−６５−４１９２ （携帯電話からの場合）
０７７−５２５−９８２１

１１月１２日に開催された委員会の審議内容です。

２０歳になったら国民年金

• 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

今年２０歳を迎えられる皆さん、
ご成人おめでとうございます。
国民年金はすべての公的年金制度の基礎となるもので、日本国内に住所のある２０歳から
６０歳までのすべての方は、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。学生の
方も加入しなければなりません。
年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、今の現役世代が高齢世代になったときには次の世代が支えるという
「世代と世
代の支えあい」の仕組みで成り立っています。

納付猶予制度

将来の大きな支えになります

学生納付特例制度

農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借の解除通知書の受理について………………１件
※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除
した旨の報告です。

必要な申請です。

農業委員の県外視察研修報告
ほ う す

１１月に、石川県鳳珠郡能登町にて農業委員視察研修

消、
ソバ田オーナー制度や作付けできない農地には花を

を実施いたしました。能登町宮地地区は高齢化率が高く、

植えるなど、
農地の復活へと事業を繋げています。そして

「あと１０年も経つと農家が半分になる」と過疎化の進

ポイント

• 報告第１号

む集落の将来を心配した地元の有志７人が話し合いを続

以前は高齢化率６５％の限界集落でしたが、若者の定住
などにより高齢化率４７％までになったそうです。

け、
平成８年に
「奥能登春蘭の里実行委員会」を立ち上げ

「地方ががんばっているからこそ、都会が成り立ってい

られました。この実行委員会では、
「高齢者が何よりの集

る。地方で優秀な人材を育てて送っているんだ」
「行政に

落の宝」
という考え方に基づき、
高齢者が元気なうちに若

頼らない地域を作ろう。行政や企業が応援したくなるよ

国民年金は２０歳から６０歳までの人が加入し保険料を

学生の方は一般的に所得が少ないため、
ご本人の所

納める制度です。国が責任をもって運営するため安定し

得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制

者が帰ってくることができる地域づくりに取り組んでおら

うな地域を作ろう」など、地方への励ましの言葉を聞き、

ていますし、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。

度です。

れます。農家の白い壁、
黒い屋根瓦、
生活文化や里山を地

多賀町農業委員として、改めて地域との関わりを深く考

域資源として、
１３集落４７戸の農家民宿を開業されまし

えさせられた研修でした。今後は、
この研修で得たもの

た。これにより地産地消の実施や３０haの荒廃農地の解

を多賀町の活性化に活かしていきたいと考えています。

▲春蘭の里実行委員会 代表
を利用した宿泊施設にて）

▲農家の白い壁や黒い屋根瓦で統一され、景観に配慮された農
家民宿の建物

老後のためだけのものではありません

若年者納付猶予制度

国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害

学生でない３０歳未満の方で、
ご本人および配偶者の

年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事故で

所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される

障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は加入

制度です。

者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されて

※これらの猶予期間は年金受給資格期間には含まれま

いた遺族
（「子」や「子のある妻」）
が受け取れます。

すが、年金受給額には反映しません。満額受給を希
望される方は追納が必要になりますのでご注意くだ
さい。

年金受給者の皆さんへ！公的年金等の源泉徴収票が送付されます
日本年金機構では、国民年金や厚生年金などの老齢

金は課 税 対 象

年金を受けておられる方を対象として、
１月下旬頃に「平

で は ありま せ

成２５年分の公的年金等の源泉徴収票」を送付します。

んので、
「源泉

この「源泉徴収票」は確定申告の際に必要となります
ので、大切に保管してください。なお、障害年金や遺族年

徴収票」は送付
されません。

多田喜一郎氏の説明（旧小学校

多賀町選挙管理委員会事務局（総務課） （有）
２−２００１ （電）
４８−８１２０

農業委員会委員選挙人名簿への登録申請はお済みですか？
農業委員会選挙人名簿は、毎年１月１日を基準日として、農家の皆さんからの申請に基づき作成します。
耕作をしていても選挙人名簿に登録されていないと、農業委員会選挙の投票等ができませんのでご注意ください。選

国民年金基金加入のおすすめ
国民年金基金は、基礎年金に上乗せする公的な年金
であり、安心してご加入いただけます。加入できる方は、
国民年金の保険料を納めている６０歳未満の第１号被保
険者です。掛金は、加入時の年齢、性別、口数等により決
まります。
また、全額社会保険料控除の対象となるため、所得税
広報たが 201４年1月号
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挙人の資格がある人は、次の資格要件を満たす人です。
〈資格〉
ウ.１０ａ以上の農地について耕作の業務を営む農業生

や住民税が軽減されます。給付の基本は「終身年金」で

１.多賀町に住所を有している人

一生涯受け取れます。

２.平成２６年３月３１日現在で満２０歳以上にある人

産法人の組合員、社員または株主（年間おおむね６０

３.次のア〜ウのいずれかに該当する人

日以上耕作に従事している人）

お申し込みやご相談等は、滋賀県国民年金基金までお
願いします。

ア.１０ａ以上の農地につき耕作をしている人
イ.耕作をしている人の同居の親族またはその配偶者
で、年間おおむね６０日以上耕作に従事している人

※詳細につきましては農業委員会（事務局 産業環境
課 （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７）まで、お問い合わせ
ください。
広報たが 201４年1月号
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学校支援地域本部事業／防災

いくせい／社会教育委員

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

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

第４５回多賀町青少年育成大会を終えて

学校支援ボランティアだより
地域の力を学校へ！ 本年も、皆さんのご協力をお願いします！

多賀町青少年育成町民会議では、 た指導者１人に表彰状と記念品が授

１１月の活動を紹介します
大滝小学校「マラソン大会の立哨」
１１月１４日、前日の雨もあがり小春日和の中、大滝小
学校のマラソン大会が開催され、
２人のボランティアさ

多賀町青少年育成町民会議
「地域の子どもは、地域で守り育て

んがコースに立って見守りをしてくださいました。
ボランティアさんも、応援に来られた保護者や地域の
方も、大きな声援を送っておられました。

しました。この実践発表会は、滋賀県教育委員会としが

いしています。町立図書館や学校図書館の施設の充実

子ども読書活動推進協議会の主催で、
「図書館が変われ

だけではなく、学校や図書館と上手く協力・連携して、少

ば、子どもたちは変わる——学校で図書館が果たす役割

しでも子どもたちのためになる活動を進めていきたい

と重要性をともに考える」もので、湖南市と東近江市で

と思います。

の実践報告と学校図書館活用についての講演を聞きま

皆さんのご協力、
よろしくお願いいたします。

ではありますが、大きな使命感を持っ

た。多賀小学校からは「今を生きてい

さわしい講師として西川ヘレンさん

て活動しております。

る私」と題し骨肉腫と言う病気と戦っ

をお招きしました。
「大家族

「たくましく 伸びよう 伸ばそう

た同年代の少女についての発表、大

見守り愛、励まし愛」をテーマに心の

多賀の子」を大会スローガンに掲

滝小学校からは「大切で大きな夢」で

持ち方、命の大切さ、他人への思いや

げ、
１１月２３日に「第４５回 多賀町

は先生になりたいという夢と、
「プロ

りなど、西川家の子育て論を通しなが

青少年育成大会」が今年も開催され

野球選手をめざして」では東北楽天

らお話をしていただきました。

ました。

で今年大活躍された則本選手の影響

みんなで守ろう文化財！１月２６日は「文化財防火デー」です

いての発表をしていただきました。特

きよしさんにヘレンさんからプロポー

御 神楽』の４題を演じていただき、会

ての具体的な行動内容は、会場から

ズをしたお話や、結婚されてから３人

場から大きな拍手が送られました。

もどよめきが起こるほど素晴らしい発

の親との同居による大家族での苦労

続いて昨年度、優秀な成績を修めら

表でした。

話など、ユーモアを交え家族への思

か

ぐ

ら

れた青少年への顕彰では、文化、ス

この後、大滝柔道スポーツ少年団

いやりをもって接し、みんなで支えあ

ポーツで１１人の子どもたちと、少年

と多賀剣道部スポーツ少年団の代表

うといった、核家族化している現代に

野球の指導に長年にわたり尽力され

２人から第６３回妙円寺詣りの報告を

はない温かいお話でした。

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

第６１回近畿公民館大会（奈良大会）参加報告
１１月１４日・１５日に奈良県で、近

とともに、地域にあるさまざまな課題

実、発展を図るための研究が行われ

にグループ討議を行いました。

▲グループで発表される松宮委員

▲熱心に記録をとられる火口委員
（左端）

した。
ミュニティの形成に向けた学習環境・

金堂が炎上し、壁画が焼損したことを契機としています。

め管内対象物に査察をおこなっています。

協働体制の整備推進、また学校や公

大会では、絆づくりと活力あるコ

民 館 等を拠 点とした多 様な人々の

護の危機を憂慮する世論が高まり、翌２５年には、文化財

今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。災

ネットワーク・協働体制を確立すると

保護法が制定されました。昭和３０年の「第１回文化財防

害から貴重な文化財を守り、後世に伝えていくことの大

ともに、学校や公民館の学びの場を

火デー」より、文化庁と消防庁が連携協力して毎年全国

切さを理解いただくため、文化財周辺地域の皆さんをは

核とし、地域コミュニティの形成を目

的に文化財防火運動を展開しています。

じめ、地域ぐるみの防火防災体制の整備に努めていただ

指した取り組みを推進していくという

くようお願いします。

ものでした。

重要文化財に指定されている建造物等に立ち入り、
これ
広報たが 201４年1月号

講演や日頃の実践発表を通して、 の課題解決と公民館〜地域課題解決

を図るため表記の大会が開催されま

備等の維持管理状況を検査し、火災から文化財を守るた

犬上分署におきましても、
この運動を通じて国宝等の

高島公民館発表の第６分科会「地域
につながる公民館活動〜」をテーマ

存する世界最古の木造建造物である法隆寺（奈良県）の

文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、

当町からは６人が参加し、高島市立

地 域とともにある公 民 館 活 動 の 充

らの施設からの出火防止の指導を行うとともに消防設

この事件は国民に強い衝撃を与え、災害による文化財保

が求められています。

ました。

ともにある公民館活動の充実・発展

文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６日に、現
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フで生を受け、ハーフということでい

にプロ野球選手という目標に向かっ

おうのまい

や日頃の実践発表を通して、地域と

犬上分署 （電）
３８-３１３０

アメリカ人の父、
日本人の母のハー
じめられた幼少時代のお話から、西川

社会教育関係者が一堂に会し、講演
彦根市消防署

支え愛、

でプロ野球選手になるという夢につ

畿２府４県の公民館関係者をはじめ、 を解決していく核として機能すること

した。

かな報告でした。
講演会では４５回の記念大会にふ

み

朝の読み聞かせや幼稚園・保育園へのお話し会をお願

も起こるほど、
ユーモアのある表現豊

次に小学生４人と中学生３人に青

お に け ん ば い

践発表会』が開催され、
３人のボランティアさんと参加

していただきました。会場からの笑い

少年の主張発表をしていただきまし

江 猿 楽 多 賀 座 」の 皆 さ ん に よっ

多賀町でも、数多くのボランティアさんに、小学校の

一弘

ために、地道な啓発活動の積み重ね

て、
『 多 賀 鬼 剣 舞・王 舞・獅 子 舞・

１１月２２日に、
『 学校・図書館・ボランティアを結ぶ実

平塚

る」
という運動の更なる充実をはかる

オープニングセレモニーでは「近

「学校・図書館・ボランティアを結ぶ実践発表会」に参加しました

与されました。

総務部会部会長

公民館は、地域の教育を推進する

広報たが 201４年1月号
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社会を明るくする運動標語

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

地域おこしよこんにちは

い

ど

井戸

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

ゆたか

裕 隊員

社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動など

様変わりしてきて、新しい水谷

合で寒さが厳しいですが、いかがお過ごしでしょうか？ こ

の形が始まろうとしています。

ぎやかです。僕がここへやってきた６カ月前とはだいぶ

さて、新しい水谷といえば、
われわれのむらづくり懇話会（これからの水谷のむらづ
ているところです。その一つ「耕作放棄地の再生、問題
解決のため獣害に強い作物の栽培を考える」
ことに取り
組み始めました。その作物とはこんにゃく芋。猿、いのし
し、鹿も手をつけないとされる作物で、県内の有名な生
産地永源寺や信楽の多羅尾へも趣旨を伝えて視察に伺
いました。その折に多羅尾からいただいてきた２個のこ
んにゃく芋。今年はこの２個を試験的に水谷の畑へ植え
ると、その芋はすくすくと成長しこんなに大きくなってい
ました。これからの水谷の未来を紡ぐかのように。

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

真冬の寒さの中で生活してます、大阿久朗太です。
栗栖での冬を体感しています♪
活動内容

多賀大社前駅近くの「もんぜん亭」で
お手伝いをさせていただいてます。
「多賀そば工房」として、毎週土曜

今年は、秋にカメムシがたくさん出ていたので、地元

日にそば打ち養成塾の卒業生を中

の皆さんに「（カメムシが多い）今年は、雪が多くなるよ」

心に「多賀手打ちそば」を５００円

と言われて、初めて迎える多賀町の冬におびえています

のＰＲ価格で提供しています。おす

（特に栗栖の雪です）。どのくらいの雪が降るのか、
どん

すめはざるそばで、
そばの風味や甘みを楽しむことができ

な寒さになるのかまったく想像できません。なんとか寒

ます。多賀そばを最初に食べさせていただいたときには、

さと雪に負けないようにがんばりたいです。

そばの香りが口の中に広がって、
コシもあり、
とってもおい
しいそばでしたよ。ぜひ、皆さんに食べに来てほしいです
ね♪

暮らしの中から

しわけていただきました。早速、炊いてみると、炊飯器の
お米はつやつやと光り輝き、食べるとモチモチとした食
感と噛めば噛むほど甘さが口の中に広がりました。水路
清掃や田んぼの石ひろい・真夏の草刈りの苦労が報わ
れた気持ちになり、生産地で食べることができる嬉しさ
を感じて、
日本人で良かったなあと思いました。

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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標 語
あたり前

名 前
あいさつは 笑顔でするの
夏 原
芽 生
友達と 絆深める 思いやり
西 嶋
万 惟
友達と 絆深めた 六年間
野 村
真 里
友達の 笑顔で今日も 幸せだ
橋本 ひなた
「おはよう」
「おやすみ」 家族の大事なあいさつ
林
慧 悟
家族では 笑顔がルール 守ろうね
平 尾
天 菜
友達は 信頼できる 宝もの
平木 慎一朗
一番の 宝ものは 家族の笑顔
細 川
雅
友達と 遊んでいると 楽しいな
堀 川
史 帆
ふるさとは 笑顔いっぱい 宝物
水
渉 夢
そよ風が すずしくなった 秋のよう
三和 喜莉那
笑顔はね みんなが笑うと 笑顔が増えるの。
だから、
ほら、
笑って 三 和 奈 々 美
家族を 思いやる 心をもとう
村 岸
幸 太
絆はね 目に見えないけど 温かい
森
海 斗
あいさつを 笑顔で言うと みんな元気
森
恵 斗
ふるさとは 友達いっぱい いい所
安田 晃太朗
けんかをしても すぐなかなおり ともだちいっぱいつくろう
安 田
時 華
絆とは 互いを思い 支え合う
柳 澤
胡 桃
家族とは 涙も笑いも 分かち合う
山
ほ の か
家族から はなれて気づく ありがたみ
山 口
大 希
友達と 笑顔の花を 咲かせよう
山 田
胡 桃
楽しんだ 友と見上げる 夕焼け空
山 根
そ ら
百才まで ニックネームで 呼ぶ仲間
山本 亜由美
友達と はなれていても 一生の宝物
横 野
隼 也
ぼくと君 笑顔たえない 奇跡の輪
和 田
岳 翔
友達の 気持ちを信じて 手をつなぐ
渡 部
漱 輝

も み す

栗栖地区で稲刈りと籾摺りが終わった後に、新米を少
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社会を明るくする運動標語

くりを考える会）を軸にいろいろと新しい挑戦を模索し

に標語の取り組みをしていただきました。
（順不同・敬称略）

年度

を展開しています。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さん

あけましておめでとうございます。冬本番といった具
こ水谷は、新設道路の工事の只中で毎日平日は結構に

平成

地域おこし協力隊／緑のふるさと協力隊

《大滝小学校 ６年生》
標

語

友達と ぼくの絆は 世界一
勇気出し 声をかけよう 自分から
あいさつで 笑顔の町を つくろうよ
友達の 笑顔を見れば がんばれる
多賀町は ダイヤがいっぱい 笑顔あり
思いやり 絆深まる 友達と
ふるさとを きれいにしよう 友達と

名 前
石 田
宏 樹
圓 城
愛 鈴
圓 城
深 愛
大 矢
博 都
鍛治谷 有咲
神細工 雄大
川添 輝琉亜
広報たが 201４年1月号
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（愛称）くすのきセンター完成

けんこう

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

彦根市保健・医療複合施設（愛称）くすのきセンターが完成
しました!!
たとえ医療や介護が必要な状態になっても、長年住み慣れた地域で、
自分らしく安心して生活したい。そんな皆さんの

多賀町地域包括支援センター（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

困ったときはご相談ください！「多賀町地域包括支援センター」は
高齢者のみなさんを支援する拠点です

願いをかなえるための施設、それが彦根市保健・医療複合施設です。この施設は、保健と医療、福祉が連携し、一体的な
サービスを提供するため、彦根市と愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町が共同で設置します。

「地域包括支援センター」は市町村が運営している機関で、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていけ
るように、介護、福祉、健康、医療など、
さまざまな面から高齢者やその家族を支えています。多賀町でも「多賀町地域包括
支援センター」がふれあいの郷、福祉保健課に設置されていますので、改めてご紹介します。
どの被害、認知症などで判断力が衰えた場合の財産管

なんでもご相談ください

理、近所に虐待のおそれがあると思われた場合などは、

介護や福祉、医療に関することや、
どこに相談したらよ
いかわからない心配ごとや悩みなどがあればご相談くだ
さい。高齢者の皆さんとそのご家族、高齢者の近所にお
住まいの皆さんもご相談いただけます。

自立して生活できるよう支援します
介護保険で「要支援１または２」
と認定を受けた人に、
▲施設の外観

▲施設の場所

１月６日（月）から次の業務を実施しています

２月２日（日）から次の業務を実施します

彦根医療福祉推進センター業務 （彦根市、愛荘町、豊

彦根休日急病診療所 （彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良

郷町、甲良町、多賀町で運営）

町、多賀町で運営）

訪問診療（往診）や訪問看護などの在宅医療の推進、
訪問介護などの介護（福祉）
と医療の連携促進、医療福
か く た ん

福祉保健センター（平田町）で日曜・祝日・年末年始

地域包括支援センターへご相談ください。

暮らしやすい地域をつくります
高齢者一人ひとりのさまざまな問題を解決するため
に、医療機関を含めた関係機関のネットワークを活用し
て支援をしています。
また、地域のケアマネジャーが日常業務をしやすいよ

生活しづらくなった部分について「介護予防サービス」を

うに他機関との連絡調整や、ケアマネジャー同士のネッ

利用するための「介護予防プラン」を作成します。また、

トワーク作りなど、高齢者の皆さんが暮らしやすい地域

将来介護が必要とならないように、
「介護予防教室」の実

をつくります。

施や、老人会、地域サロンへの健康づくり講座の出前も
このように、地域包括支援センターは、高齢者の生活

おこなっています。

をあらゆる面からサポートする総合相談機関です。身近

高齢者の権利を守ります

な相談機関として、多賀町地域包括支援センターを、ぜ

高齢者をねらった振り込め詐欺や悪質な訪問販売な

ひご活用ください。

に実施しています休日急病診療所もこの施設内に移転

祉従事者の育成、喀痰吸引器などの医療機器の貸出し、

します。
１月２６日までは、現在の福祉保健センター内で

在宅医療や在宅での看取り
（高齢者の約半数は、住み慣

開設します。なお、移転後も診療科や診療日時に変更は

れた自分の家で最期を迎えたいと希望されています。）

ありません。

また、地域包括支援センターでは、次の通り、介護家族交流会と介護者おしゃべり会を開催しています。
開催名

の啓発を実施します。
また、
医療や福祉を推進するために欠かすことのできな
い関係団体
（彦根医師会、
彦根歯科医師会、
彦根薬剤師会、
県看護協会第５地区支部、
彦根愛知犬上介護保険事業者

介護家族
交流会

協議会各団体）
の事務所もこの施設内に移転します。

彦根休日急病診療所 （電）
２２-１１１９
日曜・祝日・年末年始（１２／２９〜１／３）
診療科■内科・小児科
診療時間■１０時〜１９時（受付は１８時３０分まで）
※重症の恐れ、検査や入院が必要な場合、救急当番病院へ紹介するなど地域
医療連携を図っています。

介護者
おしゃべり会

開催状況

場所

主な内容等

そのほか

ほんのひとときですが、介護を忘れてリフ
レッシュしていただける内容等を計画して
多賀町総合福祉
７・１２・３月頃
います。ほかにも、介護に関する情報提供 在宅で介護を受けている要介護
保健センター
の年間３回開催
や、介護者の皆さんが悩みや困りごとなど 認定者のご家族等
ふれあいの郷
を相談し合い、情報交換を行える場も設け
ています。

奇数月の
最終木曜日
１０時〜
１１時３０分

介護者さんが、定期的に集まり気楽に話せ
る場として開催しています。
日頃の悩みやストレスはためてしまわない
もんぜん亭
ことです。話したり、聴いたりすることで、ふ
（多賀大社前駅 と肩の力が抜けることもあります。解決策
近く）
は見つからなくても同じ悩みをわかり合え
るお仲間ができると、不思議と乗り越える力
がうまれます。
どうぞ、
一度のぞいてみてください。

介護に疲れを感じている方、
これ
から始まる介護への不安がある
方、介護を経験してきて、今では
精神的に楽に介護できるように
なった方など。
個別にご案内は出していません
ので、
お気軽にお越しください。

※平成２６年１月の「介護者おしゃべり会」のみ最終金曜日の１月３１日に変更させていただきます。
広報たが 201４年1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

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

あけぼのパーク多賀開館１５周年記念事業

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

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

います。

日時■１月８日（水）

日時■１月１１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

場所■あけぼのパーク多賀

対象■大人の方

図書館内

だきます。
※図書館で受け入れしなかった資料は、公共施設、おわ

「故郷（近江）の本、買えます」

け会にて必要とされる方に提供させていただきます。
場合によっては処分することもあります。

期間■〜平成２６年３月３１日（月）
小会議室

内容■図書館は、本を借りる場所という従来の図書館の
役割に加え、新たな利用方法と価値を創造するサー
ビスをはじめました。地元出版会社との協力で実施

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）

本の読み聞かせボランティア募集

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

図書館では、町内の保育園、幼稚園などで絵本の読み

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。特別

聞かせなどをおこなっていただける方を募集していま

な知識や技術はいりません。お子さん連れでも参加して

す。興味のある方は図書館までご連絡ください。

いただけます。

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。
なお、地元滋賀の出版社の本はここで買えます！

期間■１月１１日（土）〜２６日（日）

書籍のお買い求めは、多賀町立博物館受付まで

場所■あけぼのパーク多賀 ホール・ギャラリー

サークルのご案内

蔵書点検応援団募集

詳しくは図書館までお問い合わせください。

本の紹介

２月１２日（水）から２１日（金）の特別整理休館期間および
先だって行う閉架書庫資料の点検をお手伝いしていた

おはなしのじかん

一般書

ガンコロリン

独走

海堂

堂場

瞬一／著

賀状展
多賀大社との共催による巡回年賀状展です。

随時、
メンバーを募集しています。

尊／著

※コミックは受け入れていません。

だける方を募集しています。

日時■１月１８日（土） １０時３０分〜１１時

事前期間■１月８日（水）から２月１１日（火・祝） 開館時間中

場所■あけぼのパーク多賀 おはなしのへや

休館期間■２月１２日（水）から２月２１日（金） ９時から１７時

東京：新潮社 ９１３.６カイ

東京：実業之日本社 ９１３.６ドウ

活動場所■あけぼのパーク多賀

夢の新薬開発をめぐる大騒動の顛末を

五輪柔道金メダリストの沢居弘人は、ス

描く表題作ほか、完全な健康体を作り出

ポーツ省から、陸上選手・仲島雄平のサ

図書館では皆さんのお宅に眠っている本を寄贈本と

す国家プロジェクトに選ばれた男の悲喜

ポートを命じられる。仲島は実力はある

して受け入れ、各施設やおわけ会などで活用させていた

参加受付■カウンター・電話などで受付 １０時から

劇を綴る
「健康増進モデル事業」など、医療小説全５篇を

もののメンタルが弱いという致命的な弱点があった。国

だいています。また、多賀町に関する資料の収集に努め

※活動期間中であれば、
ご希望の時間帯に参加していた

収録。
『 小説新潮』
『 小説現代』掲載を単行本化。

に管理・育成されるアスリートの苦悩と飛翔を描く。

ていますので、資料を作成・出版されましたら、ぜひ図書

本の寄贈をお待ちしております

活動内容■閉架書庫資料の点検作業など
参加対象■大人の方

だけます。
※参加前日までに図書館にご連絡ください。

館へご寄贈ください。
※寄贈いただいた資料の取り扱いは図書館に一任いた

児童書

ひいきにかんぱい！

なぞかけときじろう

宮川 ひろ／作

もとした いずみ／作

東京：童心社 Ｋ９１３ミヤ
か ず や

東京：岩崎書店 Ｋ９１３モト

た ん に ん

え

３年生になった一也の担任は、先生１年
う ち や ま

ど

江 戸の町では、
「 なぞかけ大会」という

きゅうしょく

生の内 山先生です。先生は「給 食をの

なぞなぞの対決が大流行。とけない「な

こさず食べて、元気な３年２組にしよう

ひょうばん

ぞなぞ」はないと評判の少年、なぞかけ

な」
と言いましたが、
クラスには給食が食べられないさな

ときじろうは、町の人気者です。そんなのんびりした江戸

えちゃんがいます。そこで一也たちは、
さなえちゃんをお
がかり

うえんするための「ひいき係」をつくります。

カレンダー（多賀町立図書館休館日）
１月の休館日
１・２・３・４・５・６・１４・２０・２７・３０日
※年始は、
７日（火）から開館します。

※１２日（水）から２１日（金）は、蔵書点検のため休館です。

※１４日（火）は、振替休館日です。

※２７日（木）は、最終木曜日ですが開館します。

※３０日（木）は、
月末整理のため休館です。

の町に事件が！ なんと、
ときじろうの妹のおきぬがさらわ
す い り

れてしまって…。
「なぞなぞ」から推理する楽しいお話。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
1月

こんやはどんなゆめをみる？

ぼくのふとん

工藤 ノリコ／作

鈴木

東京：学研教育出版 ＫＥコン

東京：ＰＨＰ研究所 ＫＥボク

こぶたのきょうだいは、ベッドに入って、

毎日毎日、おんなじふとん。たまには違

どんな夢をみようかって、考えます。ジャ

うふとんでねてみたい 。いすぶとん 、

ングルに行く夢、お城に住む夢…。キミはどんな夢をみ
たい？子どもたちの空想が広がる楽しい絵本。

のりたけ／作・絵

ちゅうづりぶとん、
ドーナツぶとん…。お
もしろふとんがいっぱい！ ふとんでねるのが楽しくなる
絵本。

広報たが 201４年1月号
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図書館内

２月

巡回場所・駐車時間

Ａコース
1０日 ７日
（大滝）

大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５

川相
（「皆様の店くぼ」さん横）
１４：３５〜１５：００

藤瀬
（草の根ハウス前）
１５：１０〜１５：３５

たきのみや保育園
１５：５０〜１６：２０

Ｂコース
１７日 ２１日
（多賀）

多賀清流の里
１３：００〜１３：３０

多賀幼稚園
１４：００〜１４：３０

犬上ハートフルセンター
１４：４０〜１５：１０

多賀ささゆり保育園
１５：５５〜１６：２５

※利用カード、
本ともに図書館と共通です。天候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 201４年1月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

スポーツ

Ｂ＆Ｇ海洋センター

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ｂ-ｇ@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

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

「スポーツ推進委員」
ってなに？

謹賀新年

〜第２次発掘の準備調査を実施しました〜
１１月１２日〜１７日にかけて、四手の古琵琶湖層発掘

ように各発掘区内の深さを整えました。また、地学実習

あけましておめでとうございます。昨年は、
たくさんのご愛顧をいただき誠に

サイトで「多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト」の第２次発

で訪れた滋賀県立米原高等学校の生徒さんにもブロッ

ありがとうございます。
これからも皆さんの健康づくりのお手伝いをしていきた

掘の準備調査が行われました。発掘プロジェクトは古代

ク割り
（粘土のかたまりを割りながら含まれている化石

く精進してまいりますので、本年もよろしくお願いします。

し ょ う し

の動物化石の探索を大きな目標の一つに掲げています

を探す）
に参加してもらい、昆虫の鞘 翅や魚の骨など見

が、来年春に実施する第２次発掘では骨化石を多く含ん

落としがちな小さい化石をいくつも採集することができ

でいると予想される部分を大がかりに掘る計画を立て

ました。

第８回犬上郡ニュースポーツ大会参加チーム募集中！

ています。今回の調査は、そうした
“おいしい層準”
をどう

今回の調査で発見された化石は、植物化石（種子や

２月２３日（日）に、犬上郡体育協会主

加希望の方は、犬上郡体育協会事務

やって発掘するのか事前に作戦を立てるとともに、それ

葉、マツボックリなど）、昆虫化石（甲虫の鞘翅）、貝化石

催による犬上郡ニュースポーツ大会

局（豊郷町民体育館内）
（電）
３５-２５５０

までに掘り上げてしまう浅い部分の地層にはどんな化石

（二枚貝および巻貝）、魚の椎骨やシカの指骨など、全

（ビーチボール）が甲良中学校体育

または多賀町体育協会事務局（多賀

が含まれているのかを探る、今後の試金石となるもので

体で９０点にのぼります。また、発掘現場で掘り出した粘

館にて開催されます。そこで、多賀町

町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）
までお問い

した。

土の塊をそのまま箱につめて博物館に持ち帰りました。

からも参加チームを募集します。参

合わせください。

化石そのものが重要なのは言うまでもありませんが、
発掘調査では発見された位置や地層のどの層準からど

今後詳しく調べることで、
この中から思いもかけない化
石が姿を現わすかもしれません。

のような状態で発見されたかを確認して記録に残すの

この粘土の塊は、化石発掘体験の際に化石を探してい

も重要です。今回の調査では、発掘サイトの平面的な地

ただくのにも使っていますので、ぜひ次回の化石発掘体

層の変化を明らかにしつつ、計画的な掘り下げができる

験開催のお知らせをお見逃しなく！

第３回多賀町スポーツフェスティバル開催！
１１月１０日に、多賀町体育協会主

スポーツ推進委員かわらばん

とスポーツに汗を流されていました。

催による多賀町スポーツフェスティバ

競技を通しての交流は、何よりも代え

ルがＢ＆Ｇ海洋センターほかを会場に

難い大切な時間なのだと感じました。

開催されました。あいにくの天気でし

次回は、ぜひ一緒にこの時間をすごし

たが、約１５０人もの申し込みがあり、 ませんか？
各競技、真剣な中にも和気あいあい

新年、明けましておめでとうご
ざいます。
さ て 、町 民 の 皆 さ ん に は ス

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

ポーツ推進委員って「なに？」、
「どんなことをやっているの？」
と思う方がおられると思います。
年の初めにスポーツ推進委員の
日頃の活動と今年の活動予定を
この紙面を借りて紹介したいと
思います。
スポーツ推進委員（通称スポ
推。ちょっと前までは体育指導
委員という名前でした。）として
委員長、副委員長各１人、委員６

人の計８人（女性３人、男性５人）
で、主に次のような活動をしてい
ます。
①近畿地区、滋賀県内の技能研
修会等への参加
②町内への出張出前講座『使こ
う亭屋 』として、ニュースポー
ツの紹介や健康の目安となる
体力測定のお手伝い
③総合型スポーツクラブ多賀や
まびこクラブ等との相互協力
④町内外の方々との意見交換会

▲発掘サイトでの調査の様子

トピック展示

「うま・ま・ま・ま」

▲調査終了直前に発見されたシカの指の骨（末節骨）

「スナッグゴルフ」をご存じですか？
「Ｓｔａｒ
ｔ
ｉ
ｎｇ Ｎｅｗ Ａｔ Ｇｏ
ｌ
ｆ」略して
「スナッグ」。
「ゴルフを始めるために」という意

でも多くの皆さんに広め、親しんでい
ただきたいと思っております。
このスナッグを含む「使こう亭屋」

味です。初めて聞かれた方、もうすで

事業、ぜひご利用ください！ ご利用に

今年の干支は「馬（午）」ですね。今でこそ、馬に出会え

に体験済みの方もおられるかもしれ

ついては生涯学習課までお問い合わ

る場所は限られていますが、昔は人間の生活になくては

ませんが、ゴルフ競技への入口と言

せください。

ならない存在でした。
「ウマってどんな生き物？」
「ウマと

われます。そう聞くと、
「 難しそう…、

人間の歴史」
といったことをご紹介します。また、多賀町

敷居が高そう…」
と思われるかもしれ

木曽の遺跡から出土した馬の頭部についての展示もあ

ませんね。大丈夫です！ スナッグの道

りますので、
ぜひ、
ご覧ください。

具は持ち運びもコースの設定もとて
も簡単です。世界で一つだけの貴方

会期■１月７日〜２月２日（日）

のコースを作ることもできます。多賀

会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

町では、新しいこのスポーツを、一人

広報たが 201４年1月号
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の開催
⑤毎月の定例会議
以上が昨年の主な活動です。
今年はさらに１１月のかわらば
んでも紹介しましたスナッグゴル
フを全面的にＰＲしていきます。
興味のある方はスポーツ推進委
員か教育委員会事務局生涯学習
課までお問い合わせください。
今年もスポーツ推進委員の活
動につきまして、
ご理解、
ご協力
くださいますようよろしくお願い
いたします。
スポーツ推進委員

喜多

一司

広報たが 201４年1月号
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おしらせ

おしらせ

平成２５年度 文化活動推進事業

第１１回多賀町美術展覧会の
開催について
多賀町にお住まい・お勤めの方々
の作品が数多く出展されます。日頃か

多賀町健康推進員よりお知らせ
「いつするの？」
「今でしょ！健康づく
り」 みんなでつなごう健康の輪
毎日あと１皿の野菜料理を！

高齢者・障がい者なんでも相談会
悪徳商法や財産管理、相続、福祉の

相談日■①２月７日（金）

制度、法律のことがわからない……現

②３月１日（土）

対象■町内にお住まいの方３０人

在、生活するうえで困っていることや

①②１３時３０分〜１６時３０分

※小雨決行。荒天の場合中止とな

参加料■無料

将来に不安のある高齢の方や障がい

会場■①愛荘町立福祉センター 愛の郷

ります。暖かい服装でお越しくだ

のある方、
また、そのご家族や親せき

②彦根市障害者福祉センター

会場■多賀町総合福祉保健センター
ふれあいの郷

らご活躍されている皆さんの成果を

多賀町健康推進員は地域の皆さ

ご覧いただき、文化・芸術に親しむ時

んと健康づくりに取り組みます。今回

締切■１月１７日（金）

は、ヘルスメイトが「ＴＵＮＡＧＵ」パー

※小さなお子様連れでもご参加くだ

間をお過ごしください。
皆さんの出品、
ご来場を心よりお待

トナーシップ事業（調理実習）への参

ちしております。

加者を募集します。

会期■２月７日（金）から２月９日（日）

日時■１月２８日（火）

９時から１７時分まで

さい。
お申し込み・お問い合わせ
福祉保健課

９時３０分〜１３時

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

大ホール

表彰式および講評会■２月９日（日）
１３時３０分から
※審査員の方の作品も展示され

の方などどなたからでも相談をお受
けします。

要介護認定者の障害者控除について

また、高齢の方や障がいのある方
を支援している福祉関係者の方も相
談していただけます。どうぞ、お気軽

は、
「障害者控除対象者認定書」の提

締切■２月３日（月）

けている６５歳以上の高齢者の方で

示が必要です。認定書の発行および

参加費■２９.８〜４３.８万円

詳しいことについては、福祉保健課ま
でお問い合わせください。

方は、早割りで１万円割引いたし

１２時〜１７時

得税法上および地方税法上の障害者

お問い合わせ

ます。

２月１日（土）

控除の適用が受けられます。確定申

福祉保健課

９時〜１２時

告において控除を受けられる場合に

（１部門につき１人２点まで）
その他■入場は無料です。

多賀町社会福祉協議会の職員採用のお知らせ
雇用形態と採用人員■正規職員 １人

生涯学習課

仕事の内容■社会福祉協議会の業務

ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

は普通自動車免許
就業の内容■勤務、給与の内容等は、
地方公務員の規定を準拠

全般
応募資格■年齢はおおむね４０歳ま
での者。学歴と必要な経験は問

募集期限■２月２８日（金）
採用日■４月１日（火）

いません。資格は、看護師または
介護支援専門員のいずれかを有

パスポートセンター
「米原出張窓口」からのお知らせ

日までにこれらの資格を取得す

年末年始
（１２月２９日〜１月３日）
お

る見込みのある者。必要な免許

みです。申請には平日の火・水・木曜

する者または平成２６年３月３１

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

（ピアザ淡海１階、大津市におの浜一

１０時〜１３時

受付業務をおこなっています。
お問い合わせ
滋賀県パスポートセンター

内容■ホームステイ・ボランティア・

さい。
日時■２月２日（日） ９時〜１２時
※県立大学北側

駐車場に８時５０分までに集合し
てください。
お問い合わせ
快適環境づくりをすすめる会事務局
（彦根市生活環境課内）
（電）
３０-６１１６
（Ｆ）
２７-０３９５

説明会■全国１２都市、
１月下旬
※入場無料・予約不要

よろず相談

（公財）国際青少年研修協会

今月の相談日■１月１６日（木）

〒１４１-００３１

来月の相談日■２月１７日（月）

東京都品川区西五反田７-１５-４

時間■いずれも９時〜１１時３０分

第３花田ビル４階

場所■多賀町総合福祉保健センター

（電）
０３-６４１７-９７２１
（Ｆ）
０３-６４１７-９７２４

文 化 交 流・学 校 体 験・英 語 研

ｉ
ｎｆｏ@ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ

修・地域見学・野外活動など

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｋｓｋｋ.ｏｒｊ
.ｐ

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

平成２５年度第２回湖東・湖北地域障害者就職面接会
別面談方式
日時■１月２０日（月）
１３時〜１５時３０分

安定所、滋賀県、滋賀労働局、東
近江地域雇用対策協議会
後援■独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構滋賀障害者
職業センター、湖北地域雇用対
策協議会、彦根地区雇用対策協
議会

農業委員会開催のお知らせ
日時■１月１４日（火） 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

参加賞（おしるこ）の無料配布を
荒天中止

行う予定です。エサ代として１人

会場■彦根旧港湾

１００円が必要です。釣り竿の無

受付■県立彦根総合運動場駐車場

料貸し出しもあります。

（松原橋歩道橋付近）
内容■釣った外来魚を琵琶湖に戻さ
ないという
「琵琶湖ルール」を広

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖レジャー対策室

めるための大会です。つり上げ

（電）
０７７-５２８-３４８５

（Ｆ）
０７７-５２７-３３２９

に協力いただいた先着２００人に

（Ｆ）
０７７-５２８-４８４７
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フィリピン

主催■長浜・彦根・東近江公共職業

（電）
０７７-５２７-３３２３

広報たが 201４年1月号

フィジ ー・ニュー ジ ー ランド・

場所■ホテルニューオウミ
（近江八幡

冬の外来魚駆除釣り大会
日時■１月２５日（土）

（１２月２９日〜１月３日）
を除き、申請

により異なる

市鷹飼町１４８１）

日にお越しください。なお、
大津の窓口
丁目１-２０）
は、
土・日・祝日・年末年始

※事業

実施方法■求人事業所と求職者の個

よび１月１４日（火）
（県立文化産業交流
会館の休館日）
は米原出張窓口はお休

対象■小３〜高３の方まで

※事業により異なる

お問い合わせ・資料請求

派遣先■米国・英国・豪州・カナダ・

お問い合わせ
（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０

※１月２７日（月）までにお申し込みの

識を高めるための観察会です。

費用■１００円

福祉保健課

〜１１日間

害者控除対象者として認定され、所

出品料■１点 ５００円

（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

日程■３月２６日（水）〜４月６日（日） ９

一定の要件に該当した場合には、障

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

多賀町社会福祉協議会

小学生〜高校生のための春休み海外派遣参加者募集

介護保険において要介護認定を受

内容■水鳥が生息する湿地の保護意

場所■犬上川河口

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

作品搬入日■１月３１日（金）

ます。

※相談無料・予約不要です。
お問い合わせ

にお越しください！

（※９日のみ、
１６時まで）
場所■中央公民館

水鳥観察会

広報たが 201４年1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

〈相談等〉
（標記の時間は受付時間です）
すこやか相談
すくすく相談

２月１０日（月）
２月１８日（火）

１０時〜１１時
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

２月３日（月）
２月３日（月）
２月１９日（水）
２月４日（火）
２月１２日（水）

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

Ｈ２５年９月生まれの乳児
Ｈ２５年３月生まれの乳児
Ｈ２５年１１月・１２月生まれの乳児
Ｈ２３年７月・８月生まれの幼児
Ｈ２２年７月・８月生まれの幼児

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

テリア）

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
生後３カ月以上〜９
０カ月未満
追加：３回目接種日から１年後に
※１
１回接種
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
生後２か月〜５歳未満
（インフルエンザ菌ｂ型）
追加：３回目接種日から７〜１３
（標準的な時期：生後２〜７か月）
※３
月後に１回接種
初回：２７日以上の間隔で３回接種
追加：３回目接種日から６０日以
小児用肺炎球菌
生後２カ月〜５歳未満
上の間隔で1歳以降に１回接種
※４
（標準的な時期：生後２〜７カ月）
（標準的な接種時期は、
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
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〈ひろばの案内〉
９時〜１３時
わくわくランドで
月曜日〜金曜日
遊ぼう
１３時〜１４時
ぺんぎん広場 ２月１２日（水） １０時〜
こあら広場 ２月１９日（水） １０時〜
にじ・きりん
２月２６日（水） １０時〜
広場
おはなしポケット ２月４日（火）
１０時〜
おしゃべりデー

２月２５日（火）

１０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。
子育て相談

①

⑦

②

⑥

⑧

⑤

⑨

③

④

クロスワード
ヨコのカギ
①現在の滋賀県知事。○○由紀子
②２０ページ。第１１回多賀町美術○○○○会
を開催します
③男の子
④５ページ。フィットネス＆○○○○○セン
ターが開館しています
⑤牛馬などの飼料とする草本
⑥ボール
タテのカギ
①活動の本源。力づけるもの。
「心の○○」
③簿記で、
資産・負債の帳簿上の純額
⑥元素記号はＣ。原子番号６
⑦４ページ。○○○○○コンポスト講習会を
開催しました
⑧戦国・安土桃山時代に、新規の商人にも自
由な営業を認めました。○○○○楽座
⑨イギリス、
グレートブリテン島南西部の半島
を占める地方。○○○ルズ

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：犬も歩けば棒に当たる

□□□

締め切りは１月３１日（金）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・
氏名を記載のうえ
「広報たが」へのおたよりやご
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。

先月号の答え

オカカ
ノツク
トシ
ウ
ダ
ソバマ

①

⑦

⑧

②

④

⑥

③

⑤

ウメ
モ
ユ
エキ
ツリ
⑩

⑨

⑪

⑥

「ノリモト」
（則本）でした。

ひとのうごき

平成２５年11月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７８2人 （+2）
■男性
３,７31人 （+4）
■女性
４,０51人 （-2）
■世帯数
２,７20世帯 （+2）
■転入
9人
■転出
10人

線ＦＡＸでもOKです。

ふれあいあそびやリズムあそびを楽しみます。
たきのみや保育園のお友だちとふれあい交流をします。皆で
バスで行きます。
絵本や紙芝居、
パネルシアターをします。
子育て中のお母さん！ワイワイ、
ガヤガヤと
「ちょっと最近しん
どいなあ」、
「うちの子最近こんなことできるようになったよ」
など気軽におしゃべりしましょう。

午
後
集
落
萱原①・川相①
不定期
猿木①・多賀①・敏満寺①③・
一円①③・木曽①③・月之木①
不定期
河内③・栗栖③・富之尾②・中川原①・
土田①・楢崎①・八重練③・藤瀬①②・
一之瀬①・仏ヶ後①②・大杉①②
小原②・霜ヶ原②・四手①・佐目①・
南後谷①
川相②
不定期

おたのしみ

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）

にこにこ広場
（登録制）

広報たが 201４年1月号

２５日（火）
２７日（木）

または
３種混合

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

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

１８日（火）
２０日（木）
２４日（月）

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）

※１ ポリオが未接種の方で、
３種混合を１回以上接種されている場合は、不活化ポリオワクチンの接種になります。
※２ 平成７年４月２日〜平成１９年４月１日に生まれた方で、平成１７年度に接種が差し控えられたことで接種が受けられなかった方につい
ては、
２０歳の誕生日を迎えるまでは、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。
※３ ヒブ 生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回終了後７〜１３月後に追加１回 計３回
生後１歳〜５歳未満で開始の
場合：１回のみ
※４ 小児用肺炎球菌 生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回２回目から６０日以上後に追加１回計３回 生後１歳〜２歳未
満で開始の場合：初回１回、
６０日後に１回計２回 生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
☆予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できないとき
（祖父母やおじ、おばなど）
は、福祉保健課までご連絡くださ
い。
☆必ず予約をして、母子健康手帳と予診票を忘れず持参してください。

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

４日（火）
６日（木）
１３日（木）

☆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。

予防接種名
４種混合

午
前
集
落
萱原①・川相①
久徳①
猿木①・多賀①・敏満寺①③・
一円①③・木曽①③・月之木①
萱原②・樋田②
河内③・栗栖③・富之尾②・中川原①・
土田①・楢崎①・八重練③・藤瀬①②・
一之瀬①・仏ヶ後①②・大杉①②
小原②・霜ヶ原②・四手①・佐目①・
南後谷①
川相②
大君ヶ畑①③・多賀③

（曜日）

〈健診等〉
（標記の時間は受付時間です）
４カ月児健診
１０カ月児健診
整形外科健診
２歳６カ月児健診
３歳６カ月児健診

平成２６年２月 多賀町 し尿収集カレンダー

し尿収集手数料にかかる、消費税額の改定につ
いて
平成２６年４月１日より、消費税額が現行の５％
から８％へと改定されます。それに伴い、
し尿収
集手数料も１ℓあたり１２.２２円に消費税額８％
が加算されますので、
ご理解ご協力お願いいた
します。
※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。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
土田 陽介
♥
土田由貴子
つ ち だ

つ ち だ

ようすけ

ゆ

き

こ

生まれました！
☆石井 悠奨（崇義・陽子） ☆堀口
☆大道 城士（泰正・千鶴） ☆宮下
☆中村
遥（泰彦・由美子）
い し い

ゆうすけ

ほりぐち

おおみち

じょうじ

みやした

なかむら

はる

ゆ い か

結叶（大輔・かおり）
怜（拓也・めぐみ）
りょう

おくやみ申し上げます
◆小財 一枝 ８７歳
◆辰野 明生 ７５歳
こ ざ い

か ず え

た つ の

あ き お

（敬称略）

放射線量（μsv/h）
1２月 ２日 0.0７
1２月１６日 0.0８
※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが 201４年1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。

ウグイス

1月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

10

（金）
日

スギ
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19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（金）
日

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくした
ちは、
日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、
かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、
しあわせな家庭、豊かな町をつくります。
昭和53年11月10日制定

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２ 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
1

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

表紙写真■絵馬通り周辺を中心に家々の玄関には、多
賀大社のある町らしく
「笑門飾り」が飾られているのを
目にします。迎春準備として毎年、協同組合多賀門前町
共栄会の皆さんが集まり、新しい「笑門飾り」を準備され
ています。
編集後記■あけましておめでとうございます。今年も広
報たがをよろしくお願いします■さて、新年に入り、いろ
んなことに「初○○」と初がつくかと思います。初朝、初
詣、初夢、初売り、初買い……etc. この勢いで今年は新
しいことに挑戦してみませんか。初挑戦！ いい響きです
ね。元日は何でもできる気がします。ただ、いきなり
「初
三日坊主」
にならないようにしたいものですね。
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。

