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まちの話題

２月７日〜９日／平成２５年度 文化活動推進事業（多賀町中央公民館）

第１１回

佐目区

多賀町美術展覧会 〜多くのご来場ありがとうございました〜

かまどベンチで災害に備える
き出し訓練も行われました。

昨 年 、佐 目 区 で 区 役 員 が 中 心と

今後もいつやってくるかわからな

なって、防災かまどベンチを製作され

２月７日〜９日まで、多賀町中央公民館で第１１回多賀町美術展覧会が開催されました。

い災害に備えて、区一丸となって取り
組んでいかれます。

書の部

絵画の部

ました。かまどベンチは普段はベンチ
として利用し、災害時には炊き出しを
行うための「かまど」として利用がで
きるものです。

大賞■「李嶠詩」
諸岡冨美子

において、実際にかまどベンチを利用

特選■「妙」

して、おにぎりやみそ汁をつくって炊

１０月２７日には、佐目区の文化祭

川瀬あき子
特選■「寸松庵色紙 掛軸」

大賞■「蕎麦の花」 曽我

君子

特選■「けいとうのある静物」 樋口
特選■「かぶ」 碓井

大町千津子
佳作■「萬巻圖書 一草堂」

伸子

辰巳

静子

佳作■「湖北の冬」 礒野

佳作■「初冬」 曽我

輝子

佳作■「江南逢李亀年の一部」

公子

梅本

佳作■「色々な食べ物」 宮戸めい子
佳作■「混沌とした物理世界」 吉岡

１月１９日

火災防ぎょ訓練（富之尾瑞光寺）
１月２６日の文化財防火デーにちな

が行われました。

み、富之尾瑞光寺で火災防ぎょ訓練

署が主催し、犬上分署消防隊のほか、

この訓練は、彦根市消防署犬上分

皆代

之尾自警団ならびに多賀町消防団が

佳作■「萬年」

行夫

瑞光寺住職、地元富之尾の皆さん、富
参加しました。

福井

市郎

順

当日は早朝から雪が降り積もり、
訓練中も強い風雪に見舞われたもの

写真の部

工芸の部

の、機敏な行動で迅速な消火活動が
行われました。

１月２５日

多賀まちなかカフェ
大賞■「夏の精」 野村
特選■「朝露」 小菅

惣蔵

大賞■「月夜桜」 足立

正一

特選■「能面「増女」」 中野

特選■「雲海」 品居九一郎

特選■「花器（１）」 品居

佳作■「夕彩のびわこ」 野﨑八重子

佳作■「華」 礒野

佳作■「春の八幡堀」 藤川

佳作■「椿」 辰巳寿満子

佳作■「落日」 川越

菊代

清和

正雄

幸彦

初江

公子

佳作■「能面「猩々」」 中野

道子

いろいろな人が集い、自由に多賀

発起人である原田亀雄さんは「明

のことを語り、思いをはせる「多賀ま

るい 前 向きな 話をこれからも続け

ちなかカフェ」が開催されました。今

て い け れ ば 。」とおっ

回は、中日新聞びわこ版に昨年６月か

しゃっていました。

ら２０回のシリーズで「多賀ものがた

多賀まちなかカフェ

り〜歴史を紡ぐ町」を連載された辻

は毎月第４土曜日の午

井記者が話題提供され、集まった２１

後にもんぜん亭で開催

人がそれぞれ多賀について語られま

予定をされています。

絵画の部

キラリとひかる ★

★

んか。

皆さん も 多 賀 のこ

した。

★

とについて気軽に語り合ってみませ

★

▲左から４人目が辻井記者

★

たが写真館

毎月の１０カ月健診時にふれあいの郷で
撮影しています。
※詳しくは企画課広報担当へお問い合わせ
中学生秀作賞■「学校からみた風景」 友本
広報たが 201４年３月号
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愛香

中学生秀作賞■「色」 北川

珠声

ください。

お

だ

じ ょ う た ろ う

尾田丞太郎ちゃん

た か は し

高橋

れ ん

蓮ちゃん

ま

つ

だ

松田

りゅう

龍ちゃん
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国民健康保険／環境審議会委員

ねんきん／いくせい

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

国民健康保険被保険者証、高齢受給者証を送付します
平成２６年４月１日から使用できる新しい被保険者証

れまでどおり１割に据え置かれま

（紫色）を、
３月に簡易書留郵便で送付いたします。これ

す。昭和１９年４月２日以降生ま

までの被保険者証（桃色）は、税務住民課の窓口に返却

れの人は、
７０歳の誕生日の翌月

するか、
各自で確実に処分してください。

（１日生まれの人はその月）から

また、平成２６年度から、
７０歳以上７５歳未満の人の

２割となります。現役並み所得者

現役並み所得者以外の人の自己負担割合が変更になり

の自己負担割合は３割のままで

ました。ただし、昭和１９年４月１日以前生まれの人は、
こ

変更ありません。

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

国民年金〜こんなときには手続を！〜
国民年金は日本国内に住む２０歳以上６０歳未満の方
すべてが加入する制度です。
次のいずれかに該当するときは、税務住民課もしくは

人間ドックの受付が４月から始まります！
毎年、
５月に申込受付をしていましたが、医療機関への
予約状況などから、平成２６年度は１カ月早めて４月に受

助成金額

付をします。被保険者の疾病の早期発見と健康維持、増

日帰り、宿泊ともに検診費用額の５割（１００円未満切り

進のため、人間ドック・脳ドック検診を受診されてはいか

捨て）

がでしょうか。

※助成額は２万円を限度とします。

助成対象者

申込期間

多賀町国民健康保険の被保険者で、保険税に滞納が
ない方。
（今年度、
７５歳になられる方は助成対象外）
※多賀町が実施する特定健診受診の場合はこの助成を
受けられません。
（脳ドックのみは除く）
※定員は、
１５０人程度

４月７日（月）〜４月１８日（金）の土日・祝日を除く執務時間中
（８時３０分〜１７時１５分）

受診期間
人間ドック利用券を受け取られた日〜平成２６年１２月末

申込方法および受診方法

届出を忘れて保険料を納めていないと、将来に受給す
る年金額が少なくなるだけでなく、年金そのものが受給
• ２０歳になったとき（誕生日の前日）…会社員（厚生年
金の加入者）、公務員（共済年金の加入者）等を除きま
す。

メタボレス

込みはできません。）
メタボリス

※対象者には別途、案内します。

• 会社等を退職したとき…被扶養配偶者がいる場合は
配偶者の方の届出も必要です。

国民健康保険被保険者には３月中旬に平成２６年度
の被保険者証を送付する予定ですが、国民健康保険税
に滞納がありますと、有効期間の短い短期被保険者証や

中央公民館内

言等さまざまな形でご審議いただきます。ぜひご応募く

をとる場合があります。
納め忘れの有無がご不明な方や滞納がある方は、そ
のままにせず、
お早めに税務住民課にご相談ください。

安田良介

当会議はもとより、各区民会議ならびに関係諸団体

す。ダメ出し辛口コメントから建設的なご意見まで多数

が、それぞれのすそ野まで思いと情報を共有して、来年

頂いています。すべてのリクエストにお応えはできませ

の育成大会には、誰一人として漏れることのない顕彰を

んが、育成会議がおよそ一年かかって真摯に取り組み、

行いたいものです。

過去に幾度かアンケートの中で「顕彰について、ス
る青少年がいると思うので…」
といただきました。ごもっ
応募資格■町内に居住する満２０歳以上の方

とも、仰る通りであります。
しかし、目を凝らして彼らを見

応募方法■応募用紙に必要事項を記入の上、産業環境

つけ出すことが、私たち育成会議の仕事ではありません

課まで郵送、
ＦＡＸまたは持参。
※応募用紙は多賀町ホームページまたは産業環境課
にあります。

し物理的にも不可能なことです。
「子どもは地域のたか
ら・次代の担い手」であるならば、地域のすべての皆さ
んが、子どもたちの普段に関心を寄せ、地域ぐるみで青
少年を育成するという、
この会議体が本来持っている原

任期■２年

締め切り■３月１４日（金）必着

点に回帰することも、無関心時代といわれる今だからこ

4

配偶者で２０歳以上６０歳未満の方

毎年、育成大会参加者にアンケートをお願いしていま

その他■応募者多数の場合は書類により選考します。

広報たが 201４年３月号

• 第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている

総務部会 副部会長

ださい。
募集人数■２人

• 第２号被保険者…厚生年金保険・共済年金に加入し

スカウトは地域の皆さんです

環境審議会委員を募集します

環境保全への意見・協議、環境基本計画への意見・助

２０歳以上６０歳未満の方

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

ポーツの分野だけでなく、
もっとほかに良いことをしてい

環境審議会の役割は、環境施策に対する審議・提言、

• 第１号被保険者…自営業者・学生等、
日本国内に住む

１０割負担になる被保険者資格証明書を交付する措置

活動を通してその姿勢をお示ししています。

たり、
新たに委員を募集します。

国民年金被保険者の種別

国民健康保険税の納め忘れはありませんか？

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

現在の多賀町環境審議会の委員が任期を迎えるにあ

• 住所、氏名が変更になったとき

ている方で原則６５歳未満の方

多賀町国民健康保険被保険者証を持参のうえ、税務
住民課の窓口へお申し込みください。
（電話でのお申し

き、離婚したとき等

お近くの年金事務所への手続きが必要です。

できなくなる場合がありますのでご注意ください。
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

• 第３号被保険者でなくなったとき…収入が増えたと

そ大切ではないかと思います。
広報たが 201４年３月号
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バスを積極的に利用しましょう

公共交通

農業委員会だより／地域創造事業／防災
企画課 （有）
２−２０１８ （電）
４８−８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
バスは住みやすい町づくりに欠かせない公

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

しくなってきています。

共交通のひとつとして、特に高齢者や学生に

バス路線を維持していくためにも、皆さんの

とってなくてはならない移動手段として長年利

日常の交通手段を少し見直し、積極的にバスを

用されてきました。また、
１度に多くの人を運ぶ

利用してください。また、
ご要望がありましたら

ことができるため、環境負荷の軽減や交通渋滞

企画課までご連絡ください。

※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。

• 議案第３号

年々利用者が減少しています。運行収入だけ

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…………２９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。

では採算が取れず、多賀町と滋賀県が赤字額

• 報告第１号

を補助して、なんとかバス路線を維持していま

農地法第５条第１項第３号の規程による農地転用届出について…１件

※市街化の農地を転用し、第三者と売買等を行うことの届出です。

すが、財政状況も厳しい中、
このまま利用者が

• 報告第２号

減少していけばバス路線を維持していくのは難

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…………３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。

平成２５年度多賀町路線バス収支状況（平成２４年１０月１日〜平成２５年９月３０日）
ブリヂストン線

多賀線

運賃収入

７,７１０,６７９円

９１８,０７４円

７,２５６,７７８円

運行経費

２８,５８１,５８７円

４,２６３,４２７円

２１,６４９,７６４円

赤字額

２０,８７０,９０８円

３,３４５,３５３円

１４,３９２,９８６円

県

３,７１７,０００円

２５７,０００円

２,３０５,０００円

町

１７,１５３,９０８円

３,０８８,３５３円

１２,０８７,９８６円

補助金内訳

農地法第３条の規定による農地所有権の移転許可申請……………４件

※他人の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。

しかし、少子高齢化やマイカーの普及に伴い

萱原・大君ケ畑線

• 議案第１号
• 議案第２号

の緩和などの役割もはたしてきました。

路線

１月１４日に開催された委員会の審議内容です。

じんけん楽習 〜私のための人権保障〜 と題して
（公財）滋賀県人権センターの岩崎講師を迎えて、人権研
修を開催しました。
安心して話すことができ、自分を認めてくれる場所と
人が必要であること、今までどおりの生活を、
これからも

た、
フラフープをみんなで下げていくという行為を通し
て、
「自分はちゃんとやっている」
「うまくいかないのはあ
の人のせい」という無意識のうちに持ってしまう見下げ
意識を体験しました。

続けていけるということが人権に繋がると学びました。ま
産業環境課（商工観光） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

ご存じですか？ バスのあれこれ
運転免許自主返納支援制度とは？

地域創造事業補助金の終了について（お知らせ）
地域創造事業補助金については、湖東定住自立圏共
生ビジョンにおいて計画されているとおり、平成２５年度
分をもって提案募集を終了とさせていただきます。

地域の魅力を改めて情報発信し、
町内の活性化を図るな
どの成果を得ることができました。
多賀町の観光において町民や地域の皆さんにご協力

公共交通の利用促進と増加している高齢者ドライバーによる交通事故の防止を目的に、運転

平成２２年度より開始いたしました地域創造事業に

いただき、地域の魅力をアピールしていくことは必要不

免許証を早期に自主返納された方に、路線バス回数券または愛のりタクシー回数券のどちらか

よって、各種団体、
ＮＰＯ法人等自らが企画・立案・実施

可欠です。引き続き、多賀町の観光振興にご協力いただ

６,０００円相当分を無料交付します。

することにより、地域資源の掘り起こしや再発見を行い、

きますようお願いいたします。

彦根警察署で免許証を返納して免許取消通知書を受け取り、
企画課の窓口に申請してください。
彦根市消防署

１乗車１００円で乗車できる「小判手形」とは？
満６５歳以上の方を対象に、
１乗車１００円でバスを利用できる
「小判手形」が近江鉄道・湖国バス
各窓口で販売されています。料金は１カ月券２,０００円、
３カ月券５,０００円、
半年券９,０００円です。
お問い合わせ
湖国バス彦根営業所 （電）
２５-２５０１

ワンコインエコパスとは？

6

住宅の耐震化と家具の転倒防止について
地震はいつどこで発生するかわかりません。被害を少しでも軽減するためには、住宅の耐震化や家具の転倒防止などが
きわめて重要であり、
日頃から一人ひとりが地震に対する備えの意識を持つことが必要です。

家具の転倒防止について
負傷原因でもっとも多いのは、屋内の家具類の転倒や

• 家具の重心を下げる

マイカーやバイクで通勤されている方を対象に、毎週金曜日は１００円で

落下によるものといわれています。家具類の転倒や落下

• 家具と家具を固定する

バスをご利用いただけます。なお、
ご利用されるにはお勤めの事業所からの

物による被害を軽減するためには、寝室や居室に家具を

• 家具転倒防止器具を利用して転倒防止措置を講じる

登録が必要になります。

置かないことが理想ですが、
やむを得ず家具を置く場合

何か一つ工夫を加えることにより、被害を回避するこ

お問い合わせ

は次の方法を実施することで、被害を軽減することがで

とができます。再度、身のまわりの家具を見直し、補強に

きます。

ついて考えてみてはどうでしょうか。

滋賀県バス協会 （電）
０７７-５８５-８３３３
広報たが 201４年３月号

犬上分署 （電）
３８-３１３０

広報たが 201４年３月号
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社会教育委員／民児協だより

学校支援地域本部事業

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

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

社会教育委員活動報告

学校支援ボランティアだより 地域の力を学校へ！

〜社会教育の新たな一歩に向けて〜
多賀町社会教育委員会
日々、社会教育委員としての自問自答の連続です。さ

委員長

野村茂太郎

今、委員会をお預かりして思うことは、活動には『行政

１月の活動を紹介します
グループに分かれて、
保護者の方も一緒に、
昔懐かしい

大滝小学校「昔遊びの達人」

まざまな講演会や会合に参加をする中で、多賀町の社会

の力』が必要なことです。活動から得た提案を実行する

１月２３日の学習参観時に、
１年生の生活科で、
こま回

教育の方向を模索しています。
「社会教育」の対象は広

には行政に頼らなければなりません。町会議員や教育委

し・けん玉・お手玉・あやとりなどの昔の遊びを、
ボラン

範囲ですが、中でも青少年の育成と生涯学習支援が重

員会の方との意見交換する機会を、私どもの活動を理解

ティアの方に教えていただきました。

要と私は考えています。

して欲しい、そんな思いを強く持っています。そのために

社会教育委員に求められること、それは情熱と行動力

は、さらなる私の努力が必要なのかもしれません。どの

です。そのことを痛感する毎日で、それが消えた時は引

ような活動も同じと思いますが、私は『結果（成果）』
を出

退と思っています。活動の中で、講演会や大会等への参

さない活動は意味がないと考えています。

皆さんのご協力をお願いします！

（子どもたちにとっては新鮮な）遊びに夢中になり、楽し
い時間を過ごしました。
ボランティアの皆さん、
寒い中、
ありがとうございました。

加要請にも勤務する会社と職場の理解を得て大半に参
加をしています。教職経験者が多数を占める理事会で
は、長い教育理論に閉口しながらも私の結果を重視する
意見を通しました。小学校教員である妻とは、学校支援

▲よろしくお願いします！

のあり方についての議論ができて認識の共有ができま

▲コツを教えてもらいました

▲楽しいふれあいの時間でした

「滋賀県学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」合同研修会

した。兼任している人権教育推進活動も役に立っていま
す。人権問題解決の基本である
『相手の立場で考える』

１月３１日に、県内９市町４３の学校支援地域本部の

り組みを広く関係者に発信し、地域社会全体で子どもの

は、社会教育活動にも共通しています。特に字別懇談会

コーディネーターと放課後子ども教室・家庭教育支援

育ちを支える体制づくりを推進し、地域の教育力の向上

では住民の方との意見交換から
『思いやり』の気持ちと

活動の関係者が一堂に会しての合同研修会が県庁新館

を図るこれからのあり方について研修を深めるためのも

ともに活動への多くのヒントを得ています。私の中でそ

にて開催され、参加しました。

ので、今年度の事例報告と講演がありました。

の一つひとつが知識となり、活動への刺激になっていま

これは、地域の皆さんの参画により、子どもたちを健

今後も、他市町の取り組みを参考に、皆さんの力を借

す。まさに社会教育委員としての『教育力』の向上です。

やかに育むことを目指す取り組みである
「学校支援地域

りて、地域の子どもを育てる支援活動を継続していきた

本部」
「放課後子ども教室」
「家庭教育支援活動」の各取

いと思います。

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−

生涯学習課では、学校支援ボランティア活動にご協力
いただける方を募集しています。

ふるさと多賀を愛し、心豊かでたくましい子どもの育成を
昨年は、多賀町出身のプロ野球選手、則本昂大投手

皆さんの力をお貸しください！
「できる人が、できるときに、できることを」

ものです。

ボランティアの内容は、草刈り・花植え・本の読み
ります。学校からの依頼を受けて、登録していただいた

『家庭の教えで芽を出し、学校の教えで花が咲き、地

を与えてくれました｡自分の夢を実現するために、あき

域の教えで実を結ぶ』
という言葉がありますが、家庭と

らめない強い気持ちとたゆまない努力をすることの大

学校、地域はその方向を同じくし、お互いに力を合わせ

興味のある方・ご協力していただける方は、生涯学習

切さも教えてもらいました。すでに目標に向かって意欲

て連携し、心豊かでたくましい子どもを育てていかなけ

課までお気軽にお問い合わせください。ボランティア加

をもって取り組んでいる子どもたちも多いことと思い

ればなりません。幸い多賀町は豊かな自然や歴史・文化

入登録書を送付いたします。

ます。

に富み、さまざまな体験ができ、豊かな人間性や健康な

※ご協力いただく内容によっては、作業の詳細や時間な

体を育くむ環境に恵まれています。地域のよさを健全な

どの打ち合わせ、日程の変更などの連絡のため、
ボラ

子どもの育成につなげていきたいものです。

ンティアの方の連絡先を学校へ伝えることがあります

多様化し、変化の激しい社会になっています。このような

内容に合ったボランティアの方に学校支援地域コーディ
ネーターが依頼をします。

中、子どもたちは自分で目標や課題を見つけ、自ら考え

次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、悩み

判断し、
よりよく問題を解決する力などを身につけること

や不安などがありましたらどんな小さなことでも結構で

がますます大切になってきています。私たち大人は時に

すので、お気軽に地域の民生委員・児童委員にご相談く

まで。

は温かく時には厳しく見守り、子どもたちを支援したい

ださい。

皆さんのご協力をお願いします。

広報たが 201４年３月号
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動もＯＫ！

聞かせ・プールの監視・遠足の引率などいろいろあ

がパ・リーグ新人王に輝き、全町民に大きな希望と感動

今日、子どもたちを取り巻く環境はますます複雑化・

まだまだ体力もあるし、課外活

のでご了承ください。
※詳しくは、生涯学習課学校支援地域コーディネーター

読み聞かせや花壇の整備なら
できるかしら？

子育ても終わったし、空いた時
間に活動してみようかしら

今までの知識や経験を活かし
て何かできることはないかな？

広報たが 201４年３月号
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平成

社会を明るくする運動

けんこう

福祉保健課 （有）
２−２０２１ （電）
４８−８１１５ ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@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

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

年度

２５

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に
標語の取り組みをしていただきました。
（順不同・敬称略）

社会を明るくする運動標語

作ろう

回っておりますが、平均すれば１日に約７５人が毎日自ら命を絶っています。

清 水

宣 貴

滝 川

彩 子

味方だよ

辰 野

七 海

スマイルで

棚 池

夏 芽

最近増えている
「うつ病」は、誰もがかかる可能性のあ

早い段階で異常に気づき、早めに対応し、適切な治療

る身近な「心の病気」です。落ち込みなどの精神症状よ

を受ければ、軽症のうちに回復することができます。この

田 中

亜 実

りも、身体の症状が前面に出ているときは本人も周囲も

とき、
「早く病院へ」
「がんばれ」などの言葉は逆効果にな

大切に

田中

俊太郎

うつ病と気づきにくく、発見が遅れがちです。原因不明

るケースが多いので、
まずは本人をゆっくり休ませるこ

いいところ

田 中

隼 平

の身体の症状が続いているときには、
うつ病が潜んでい

とを最優先に考えてあげましょう。力になりたい気持ち

谷 口

千 波

る可能性がありますので、注意が必要です。

をストレートに出さず、焦らず、時間をかけて取り組むの

種 村

若 奈

学級を

玉村

彬太朗

今日からできる！心の健康づくり

増やそうよ

辻田

さつき

この町で

友 本

愛 香

①生活習慣を整える

西 村

健 太

信じる絆

これる場所
大好きだ

一生つながってるよ

どんな時でも
楽しくなるのは

笑顔の花

みんなでたくさん

家族との

見えない絆を
心おちつく

たくさん

咲かせよう

ふやそうよ

「ありがとう」 感謝の気持ちで
つくろうよ

笑顔絶えない

友達との

絆をもっと

友達と

仲良くしよう

友達と

なかよくあそぼ
笑顔ですると

ともだちを

だいじにしよう

友達が

いるから絆が

笑顔は

みているだけで

友達は

一緒の宝

捨てないで
仲間です

大丈夫

その一言で

笑顔で

深まる

みんながいい気分

ほっとする

笑顔ですると
家族を守る

みんなで

がんばろう
なかよくなかよく
信じる心を

大好きな

ふるさと一生

らららら

しましょう

大切に

絆、仲間を

笑顔が

元気でる

宝物

信じることを

大切に
宝もの

らぶちゃんよ

あふれるなかまを

林
久 田

つくろう

直 輝
颯

平 塚

天 馬

藤 内

彩 香

福 島

佑 希

福戸
松 原
松 宮

仲間の絆

笑顔とは

友達

いつまでも

楽しくなる

笑顔がふえたら

仲間を

良い気持ち

生まれる！！

毎日の

ふるさとは

絆深まる

たのしいよ

あいさつを

世界一の

防げることも少なくありません。サインに少しでも早く気づき、苦しんでいる心を受け止めてあげるこ

明日香

仲間の力を

笑顔を

自殺をする人は、前もってサインを発しているケースが多く、周囲の気づきやサポートにより、未然に

重森

豊かな多賀が

ふるさとは

前
健 佑

おだやかで

毎日が

名
澤 田

いつでも帰って

家族はね

語

キレイな笑顔

ふるさとは

あいさつを
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平成２５年の全国の自殺者数は２７,９１５人でした。前年より６６３人減少し、
２年連続で３万人を下

標

家族はね

広報たが 201４年３月号

３月は自殺対策予防月間です

《多賀中学校 ２年生》
みんなで

あなたのまわりに悩み、苦しんでいる人はいませんか？

うつ病にご注意を

それでもおかしいと感じたら？

が大原則です。

自殺を防ぐために…

不規則な生活習慣は、身体の不調の元となります。睡
眠、
バランスの良い食事、
適度な運動を心がけましょう。
②ストレスを自分でコントロールする

症状が悪化すると、
「 死にたい」という言葉を口にだ
す、突然身辺の整理を始めるなど、自殺のサインを見せ
ることもあります。自殺予防のためには、
サインに早めに

ストレスを完全に解消することは難しいですが、趣味

気づき、医療へつなげることが重要ですが、自殺の危険

に没頭する、入浴する、美味しいものを食べるなどして

がある人を孤立させないこと、相談を受けた時は傾聴す

軽くして、
ストレスと上手に付き合っていきましょう。

ることがとても大切です。何も言わなくてもいいですか

③自分のクセを知る

ら、気持ちを受けとめるつもりで話を聴き続けてあげて

ひかり

人それぞれ、
ものごとのとらえ方にはクセがあります。

ください。相手の気持ちが落ち着いてきたら、様子を見

自分がどういう考え方をするのか意識し、ちょっとだけ

て、医療機関への受診や専門家への相談を勧めてみま

友

考え方を改めるようにするだけでも、気持ちを楽にす

しょう。

叶 恵

森

誠 代

森

優 哉

森 杉

雛 絵

安 居

京 峻

安 田

輝 空

山 本

とが、
かけがえのない命を守ることにつながります。

光

横 野

晃 大

吉 岡

実 穂

吉 川

万 葵

渡 部

龍 輝

ることができます。

こころやからだの不調の相談窓口
相談窓口

電話番号

福祉保健課

４８-８１１５

彦根保健所（アルコール・薬物の相談含）

２１-０２８３

滋賀県立精神保健福祉センター

０７７-５６７-５０１０

受付日・時間

月〜金 ８：３０〜１７：１５
（祝日・年末年始を除く）
月〜金 ９：００〜１６：００
（祝日・年末年始を除く）
★面接は要予約
広報たが 201４年３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

子どもと絵本・ブックトーク講座

「このゆびとまれ」おはなし会

お知らせ

「おいしい世界へようこそ」

広報たが２月号でお知らせしておりました３月８日（土）
「越水利江子さんとの読書会」、
３月９日（日）
「香月日輪さ
ん講演会」は講師の方々の体調不良により中止とさせて

日時■３月８日（土）
１４時３０分〜１６時
場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室
第１部■１４時３０分〜１５時

小さいお子さん向け

内容／パネルシアター・紙芝居・絵本など

いただきます。
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・幼稚園への絵

第２部■１５時１５分〜１６時

大きいお子さん向け

内容／パネルシター・ブックトーク・絵本など
申し込み■不要、参加無料
主催■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。
特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも

多賀町立図書館

共催■図書館

参加していただけます。

本の紹介

みょうじょう

講師■明定

日時■３月２３日（日）

（京都橘大学教授・元長浜市立高月図書館長・湖北図書館長）

午前の部 １０時３０分〜１２時
「絵本の魅力と選び方」

内容■館内にあるチラシをご覧ください。

午後の部 １３時３０分〜１５時

対象■子どもの読書に興味のある方

「ブックトーク入門講座」

受付■３月１日（土）〜 先着順（参加費は無料です）

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

午前の部（定員５０人）
・午後の部（定員２０人）

あけぼのパーク多賀開館１５周年記念事業

展示

「故郷（近江）の本、買えます」

絵本から広がる世界〜藤井スミ苑さん板絵作品展
ふ じ い

え

期間■〜３月３１日（月）

期間■〜３月１６日（日）

内容■図書館は、本を借りる場所という従来の図書館の

場所■あけぼのパーク多賀 ホールギャラリー

役割に加え、新たな利用方法と価値を創造するサー

入場料■無料

ビスをはじめました。地元出版会社との協力で実施

主催■多賀町立図書館・多賀町立文化財センター

する県内では初めての取り組みです。図書館内に滋

一般書

リアスの子

ザ・藤川家族カンパニー

賀（近江）の本を展示（見本）
しております。

熊谷

響野

なお、地元滋賀の出版社の本はここで買えます！

達也／著

東京：光文社 ９１３.６クマ

夏菜／著

東京：集英社 Ｂ９１３.６ヒビ

中学３年生の担任になった和也。転入生

「秘密の遺言」を代行する、遺言代行業を

の希は、何かしら問題を抱えているよう

営む藤川家。
６人の異母きょうだいの前

だった。和也は教え子たちに一役買って

に、
さらに妹・十遠が現われた。唯一の同

関連行事

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
参加費■無料

日時■３月２９日（土） １０時３０分〜１１時３０分

性である七重だが、十遠を受け入れられず…。人の「絆」

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

念に描く。
『 小説宝石』連載に加筆し単行本化。

を描く、
ハートフルコメディ。

内容■館内にあるチラシをご覧ください。

同時開催

対象■幼児〜児童（小学校低学年程度）
とその保護者

展示「絵本の感想記録ノート展」

参加費■無料

児童書

木かげの秘密

魔王がママにプロポーズ！？

浅野

藤

竜／作

東京：学研教育出版 Ｋ９１３アサ
は づ き

受付■３月８日（土）〜 先着順（定員３０人）

場所■あけぼのパーク多賀

もしかして、
こわい魔王がわたしのママに

２組の生き物係をしている。ある日、教室

プロポーズ？きゃあっ、大変！わたし、
カオ
し ろ

の金魚が病気に。クラスを仕切る矢島く

リが魔王のお城に行って、なんとしてで

んに「どっかへすててこいよ」
といわれ、中井くんは金魚

も止めなくっちゃ。きりにかこまれた魔王のお城は美しい

をもって教室をでていった。その数日後、葉月は校庭で

魔法がいっぱいだけど…。あーん、
ママ。魔王の魔法にか

ピカッと光るなにかを発見し…。

からないで！

長期休館により、皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしましたが、
ボランティアの方々のご協力を得て、無事点検作業を
終了しました。ご理解・ご協力に感謝し、
お礼申し上げます。

カレンダー（多賀町立図書館休館日）

ま ほ う

３月の休館日

３・１０・１７・２４・２７・３１日

４月の休館日

※２７日（木）は、
月末整理のため休館です。

※３０日（水）は、振替休館日です。

うまれたよ！サンショウウオ

はんなちゃんがめをさましたら

松沢

酒井

陽士／写真・文

駒子／ぶん・え

東京：岩崎書店 ＫＥウマ

東京：偕成社 ＫＥハン

田んぼに溜まった水の中。バナナの

真夜中に目をさました女の子が初め

ような形の袋にサンショウウオのた

てひとりで体験する夜の時間。
しーん

まごが入っている。赤ちゃんは少しず

としずかな夜の中で、
ひそやかに気持

つ大きくなっていって…。サンショウウオの誕生や成長
の様子を大きな写真で紹介。命のドラマを感じられる写

広報たが 201４年３月号

７・１４・２１・２４・２８・３０日

※２４日（木）は、
月末整理のため休館です。

絵本

真絵本。

対面朗読室

特別整理期間（蔵書点検）が終了しました

ま お う

葉月は、いじめられっこの中井くんと６年
や じ ま

期間■〜３月１６日（日）

真知子／作

東京：ポプラ社 Ｋ９１３フジ

な か い

ギャラリートーク（藤井スミ苑さん）
日時■３月８日（土） １３時３０分〜１４時

おはなしのじかん

もらおうとするが…。教師と生徒の「信頼」の大切さを丹
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よ し と

義人さん

ちがみたされる魔法のようなときを描いた絵本。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
３月
Ａコース
（大滝）

４月

７日 １１日

大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５

Ｂコース
１４日 １８日
（多賀）

多賀清流の里
１３：００〜１３：３０

巡回場所・駐車時間
川相
藤瀬
（「皆様の店くぼ」さん横） （草の根ハウス前）
１４：３５〜１５：００
１５：１０〜１５：３５
多賀幼稚園
１４：００〜１４：３０

犬上ハートフルセンター
１４：４０〜１５：１０

たきのみや保育園
１５：５０〜１６：２０
多賀ささゆり保育園
１５：５５〜１６：２５

※利用カード、
本ともに図書館と共通です。天候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３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

企画展示

多賀町スポーツ少年団に入りませんか？

大橋宇三郎・洋 親子の写真展「写真でみる昭和の近江」

今年は「大滝柔道少年団」が、東京

多賀町では現在７つの団があり、そ

主催■多賀町立文化財センター・多賀町立博物館

滋賀県立琵琶湖博物館で開催された「うるわしき琵

オリンピックの開催された１９６４
（昭

れぞれの目標に向かって活動されて

開催期間■３月２１日（金・祝）〜４月２０日（日）

湖よ永遠にー父子の見た湖国—」で紹介した作品

和３９）年に「大滝柔道スポーツ少年

います。楽しさや技術の習得だけで

開催場所■あけぼのパーク多賀ホールギャラリー

と、
多賀町内関係の写真を追加し紹介します。展示は

団」と改称して５０年という輝かしい

なく、支えてくださる方との輪（和）を広

内容■写真展は、文化財センターで実施している古写

「湖東のまち・彦根」、
「 昭和の子どもたち」、
「 湖北

節目を迎えます。
６年後には、また東

げ、深めていける大切な時間だと思

真（明治〜昭和）収集事業の一環で、写真が昔の環

の営み」、
「湖国の祭事」、
「お多賀さんの一年」、
「国

京でオリンピックが開催されるなど、

います。

境や生活・文化を記録する重要な史料であること

宝

スポーツ界は大きな注目を集めてい

を紹介します。本展は、アマチュア写真家の故・大

開催期間中に、ギャラリートークとシンポジウムを開

橋宇三郎さんとそのご子息の洋さんが撮影した琵

催予定しています。

琶湖とその周辺のさまざまな人の営みや風景の写
真を展示します。
２００８年９月２０日〜１１月２６日、

彦根城」などにより構成します。

お問い合わせ

ます。

スポ少活動を通じて、もっと大きな
輪を作っていきましょう！

多賀町立文化財センター事務局

スポーツ推進委員かわらばん

運動神経
昔も今もクラスに一人はいる
運動神経の良い子、
また、そのよ
うな子は異性からも人気があっ
たはず……。
でも、運動神経って？
“運動神経”
とは、そもそも脳
から体中の筋肉へ動きの指令を

（電）
４８-０３４８ ｂｕｎｋａｚａ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

送る神経を表わす言葉です。
私たちが憧れる、運動神経が
良いとは、一回の脳からの指令
で、無駄なく、より多くの筋線維
を働かせることです。
▲多賀剣道部スポーツ少年団

▲多賀少年野球クラブスポーツ少年団

一般的に５〜８歳までは著し
く神経系が発達する時期で、
９〜
１２歳までの時期（ゴールデンエ
イジ）は、神経系の発達がほぼ完

▲昭和３０年代

地引網で小鮒を引きあげる

成に近づく頃。子どもの時期に

▲昭和３４年９月 伊勢湾台風のあと

いろいろな動きを経験しながら、

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース〜第一次発掘調査のまとめ〜
今年度、博物館は多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトを立ち上げ、
さまざまな取り組みをしてきました。どんなできごとが
あったか、
簡単に振り返ってみようと思います。

走る、跳ぶ、投げる、捕るといった
▲多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団

第一次発掘調査

８月１０日

第一次発掘調査参加者報告会

９月４日

第一次発掘補足調査

１０月５日〜２７日
１１月１２日〜１７日

「アケボノゾウ発掘から２０年〜
新たな発見を求めて」展で発掘
成果の紹介

では、大人になったら鍛えられ
ないのか？ いいえ、日々の運動
の中で普段しない動作を意識的
に取り入れることで、
“運動神経”
▲日本正剛館空手道湖東多賀スポーツ少年団

▲大滝柔道スポーツ少年団

活動に関しての詳細は、小学
校・幼稚園・保育園に配付する
チラシ、または、多賀町スポーツ

た時にはシカの骨が見つかりました。
３月には２回目の

少年団事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋

２次発掘準備調査を予定しています。

センター内）
までお問い合わせく
ださい。

４月下旬からは、いよいよ第二次発掘調査が始まります。この調査では、脊椎動物の化石が多く出てきそうなところを中

の向上は可能です。
また、運動神経が良いと転倒
の回避などの突発的な大ケガを
予防できます。
ぜひ、日常生活に意識的な運
動を取り入れて、
“運動神経”
の向
上を目指していきましょう。

見学随時受付中！ 気軽にお越

心に掘り進める予定です。多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトの今後にご期待ください。
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けたバランス感覚・判断力・反
というのです。

第１回二次発掘準備調査

第二次発掘調査にご参加いただく
「多賀町発掘隊」も募集中です。お気軽に博物館までご連絡ください。

基本運動を繰り返し行い、身につ
応の速さなどを運動神経が良い

★このほかに化石発掘体験を４回実施し、
７月におこなっ

広報たが 201４年３月号

▲ＴＡＧＡミニバスケットボールスポーツ少年団

活動の概要
４月２７日〜５月１日

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

▲多賀ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団

しください。

スポーツ推進委員

小泉

健司

広報たが 201４年３月号
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地域おこし協力隊／緑のふるさと協力隊
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

ゆたか

裕 隊員

おしらせ
介護職員初任者研修（ホームヘルパー２級）開講のお知らせ
介護職員初任者研修とは、
「ホー

研修期間■４月８日（火）〜７月１５日（火）

ムヘルパー２級」に代わる新しい資

全２３日間

平成２５年度
滋賀県獣医師会
一般公開講習会
開催日■３月２１日（金・祝）

冬も本番になって寒い日々が続きますが皆さんはい

ネットですが、
ご存じの方も見え

かがお過ごしでしょうか？ 昨年末に雪が降る前に獣害柵

ると思いますが、雪が降ると積

この資格は、介護の仕事を生涯続

の上部を覆うネットを取りました。猿をさけるためにある

もってかなりの重さになってしま

けていけるという展望がもてるように

い柵がつぶれてしまうので、降雪

キャリアパスが整理され、平成２５年４

※補講等は別途費用が必要です。

どうしますか？」〜災害時に備え

時期にははずさなくてはならず、

月に始まりました。資格未取得の人が

※厚生労働省の教育訓練給付制度

るために〜

上のネットをはずしてしまえば猿

介護の仕事に従事し、
スキルアップを

の指定を受けていますので、条

の侵入を許してしまい、作物は

目指していくための最初の資格とな

件を満たしている場合は、受講

菊川

全滅させられるため作物は作れません。よって冬は農閑

ります。

料の一部が支給されます。

公益社団法人日本動物病院福

期になってしまい、多賀大社前駅で開催しているもんぜ

受講対象者■介護の仕事に従事する

格です。

申し込み期間■３月３日（月）〜３１日（月）

場所■ひこね燦ぱれす 多目的ホール

受講料■８０,０００円
（テキスト代・消費税込み）

お問い合わせ

ことを希望、予定されている方、

社会福祉法人とよさと

ケーションの場として勉強させてもらうため、
また、お手

興味のある方で、すべての研修

介護職員初任者研修事務局

伝いして役に立てればと、できる限り毎週水曜日と土曜

に出席できる方

らっています。また、夏に向けて水谷産もがんばって作り
たいと思いますので、ぜひもんぜん市へ来てください。

（電）
３５-０３３３
（ステップあップ２１内）
ｈｔ
ｔｐ://ｓｔｅｐｕｐ２１．
ｏｒｊ
．
ｐ/

彦根愛知犬上広域行政組合「紫雲苑」改築工事〜新しい火葬場の建設に向けて〜
彦根愛知犬上広域行政組合は、施

隣の住民の皆さんには、ご不便をお

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

設の老朽化とこれからの火葬需要に

かけしますが、何卒、
ご理解とご協力

緑のふるさと協力隊

対応するため、現有地に新しい火葬

をお願いします。

お お あ く

ろうた

残り少ない任期を活動中の大阿久朗太です。
春の暖かさを待ち望んでいます！
活動内容
大晦日にもんぜん亭の多賀そば工房で、
「年越しそば
販売」のお手伝いをさせていただきました。この日は、生

彦根愛知犬上広域行政組合

賀そば」が、多くの方に受け入れ

を行う予定をしています。

総務課 （電）
３５-００１５

麺そばの予約販売だけでしたが、
たくさんご来店いただ

す。今後、知名度がますます上が
るといいですね。
栗栖の雪景色に見とれていました。時間が経つのも忘
れてしまうほどで、山々や田畑、
まわりの木々など、見渡
す限りの白い風景は、圧巻ですね。テレビや写真で見る
のとは異なって、言葉にならないほどの眩しい美しさと
迫力を感じます。実際にここで生活して、初めて気づく美
しい光景ですね。

暮らしの中から
雪とともに生活するのは、生まれて初めての経験で
す。積もった雪はとても重くて、雪かきは、見た目以上に
重労働ですね。借りている家から、道路に出るための道
を雪かきしないとどこにも出掛けられません。雪景色に
喜んでばかりはいられないですね。

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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紫雲苑 （電）
４８-１３１８

介護ストレスについて〜認知症とのつきあい方、受けとめ方〜
気軽にご参加ください。

講演■認知症疾患医療センター長
実

医師

日時■３月２９日（土） １４時〜１５時

※なお、警報以上の発令が出され
た場合は、中止とさせていただ
きますので、あらかじめご了承く

３０分
場所■豊郷病院

内科外来（３病棟１

階）待合いスペース
※事前申込・参加費は不要です。
皆さんお誘い合わせのうえ、お

氏
家庭犬しつけイ

ンストラクター
講演２■動物からう感つ染る病気の
予防
ふ じ い

藤居

な お き

直樹

氏

びわこ学院大学教育福祉学部
非常勤講師、滋賀県獣医師会
会員獣医師
お問い合せ

よろず相談
今月の相談日■３月１７日（月）
来月の相談日■４月１６日（水）

〜豊かな郷で心と体の健康を〜

成田

さ と こ

智子

お問い合わせ

での火葬業務を行いながら改築工事
工事期間中には、施設利用者や近

き く か わ

（電）
０７７-５２６-１９６６

き、
１７５食を販売しました。
「多
られているなあと実感していま

講演１■災害時に備えた犬のしつけ

滋賀県獣医師会

場の建設を平成２６年度、平成２７年
度の２カ年にわたり、現施設「紫雲苑」

テーマ■「その時、あなたとペットは

祉協会認定

ん市への出荷もなくなっています。が、地域とのコミュニ

日朝８時半から１１時半までもんぜん市へ参加させても

１４時〜１６時

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
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

ださい。
お問い合わせ
（公財）豊郷病院

地域連携室

（電）
３５-３００１
（代表）

広告募集中

農業委員会開催のお知らせ
日時■３月１２日（水） 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

広報紙発行部数：２９００部。
１枠：５０００円／１カ月

広報たが 201４年３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

４月１４日（月） １０時〜１１時 健康相談、
血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定など
４月１５日（火） １０時〜１１時 子どもの健康、
子育てに関する相談、
身体計測

※今回は、歯科衛生士もいますので、歯やはみがきなどの相談も受け付けています。

〈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

４月７日（月）
１３時〜１３時１５分
４月７日（月） １３時１５分〜１３時３０分
４月２３日（水）
１３時４０分〜１４時
４月１日（火）
１３時〜１３時１５分
４月９日（水）
１３時〜１３時１５分

Ｈ２５年１１月生まれの乳児
Ｈ２５年５月生まれの乳児
Ｈ２６年１月・２月生まれの乳児
Ｈ２３年９月・１０月生まれの幼児
Ｈ２２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

種類

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

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
生後３カ月以上〜９０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
（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）

わくわくランドで遊ぼう
にこにこ広場（登録制）

はじめましてよろしくの会
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おたのしみ
①

⑧

⑩

⑪

不活化ポリオ

〈ひろばの案内〉

広報たが 201４年３月号

午
後
集
落
萱原①・川相①
不定期
不定期
月之木①・一円①・木曽①・猿木①
敏満寺①・藤瀬①②③・一之瀬①
大杉①②③・樋田②・仏ヶ後①②③
萱原②
不定期
川相②
不定期
富之尾②③・小原②③・霜ヶ原②・佐目①③
大君ヶ畑①・南後谷①③・四手①・川相③

テリア）

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
前
集
落
１日（火）萱原①・川相①
３日（木）久徳①③
８日（火）多賀①
月之木①・一円①・木曽①・猿木①
１０日（木）
敏満寺①・藤瀬①②③・一之瀬①
１４日（月）大杉①②③・樋田②・仏ヶ後①②③
１５日（火）萱原②
１７日（木）中川原①・土田①
２２日（火）川相②
２３日（水）
—
２４日（木）富之尾②③・小原②③・霜ヶ原②・佐目①③
３０日（水）大君ヶ畑①・南後谷①③・四手①・川相③
日（曜日）

（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

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

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

平成２６年４月 多賀町 し尿収集カレンダー

にじ・きりん広場

⑤

②

⑦

④

⑥

⑨

③

問題

９時〜１３時

子ども同士、親同士が遊んだり、語りあったりする
のに利用してください。

１３時〜１４時 子育て相談

広場に登録された親子全員が集まり、
「はじめまし
てよろしく」の会をします。職員の紹介・みんなの
４月１１日（金） １０時〜１１時 お名前呼びをしたあと、みんなでふれあい遊びを
します。一年間楽しく遊びましょう。
ふれあいの郷
（検診室隣の畳部屋）
４月１６日（水）

１０時〜

ぺんぎん広場

４月２３日（水）

１０時〜

こあら広場

４月３０日（水）

１０時〜

・自己紹介
・ふれあい遊び
・手形遊び

ヨコのカギ
①日本独特の武道の一つ。今では世界的に普
及しています
②今月号の表紙を飾っています。○○まい
③通りすぎること
④１５ページ。多賀町○○○○少年団に入り
ませんか
⑤自分の好みから、自分に関係のある者に都
合よくものを見る見方。親の○○○
⑥ボール
タテのカギ
①土地の所有者
⑦数字の右肩に付記し、その累乗を示す数
字。高校の数学で習います
⑧まがりくねること。○○曲折
⑨不注意からした、
思いもかけなかった失敗
⑩医者
⑪水戸の偕楽園で行われます。今年で１１８回目

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：土の中からこんにちは

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

月曜日〜金曜日

クロスワード

クロスワードを回答して、二重枠の

□ □ □

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

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。

締め切りは３月２８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
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

ユア
シキキ
ノリ
ツウツ
メタボ

①

⑦

②

⑧

③

④

⑤

ハシ
ン
モト
バ
リス

⑥

⑨

「リッシュン（立春）」
でした。

ひとのうごき

平成２6年1月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７８３人 （+２）
■男性
３,７２８人 （+１）
■女性
４,０５５人 （+１）
■世帯数
２,７２１世帯 （+３）
■転入
14人
■転出
10人

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
こ ざ い

小財
♥
木田
き

だ

ひ ろ や

弘也
じゅんこ

潤子

生まれました！
えんじょう

☆遠城

りゅうと

琉音（敬次・亜理沙）

か と う

☆加藤
きたむら

☆北村
つ ち だ

☆土田
なつはら

☆夏原
ふじさわ

☆藤澤

こ う が

やまぐち

か い と

よ し だ

煌我（竜・愛美） ☆山口
快人（勝彦・悠加） ☆吉田

つばき

い ち か

楓（翔一・歩） おくやみ申し上げます

おうすけ

あんどう

わか ９１歳

み あ き

うちぼり

や江 ８８歳

美瑛（真史・麻実）

◆内堀

みのる

實 ８６歳

はた

ま さ こ

一華（和裕・まき子） ◆畑

かえで

旺佑（諒・香里） ◆安藤

つ ち だ

椿（俊煕・瞳） ◆土田
ひらつか

正子 ８９歳
や

え

の

◆平塚八重野 ８１歳

え

お詫びと訂正 広報たが２月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
１２ページ 水道料金審議会 （誤）平成２３年度に制定された多賀町水道料金審議会設置条例に
（正）平成２４年度に制定された多賀町水道料金審議会設置条例に

（敬称略）

放射線量（μsv/h）
2月 ３日 0.0８
2月１４日 0.0７
※役場前にて、9時の3回測定平均値
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。

ウグイス

３月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

14

（金）
日

スギ

28

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
３

「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%）

表紙関連写真■１月３１日に多賀幼稚園に獅子舞がやっ
てきました。毎年来られている一団だそうで、園児たち
とも仲良しでした。獅子舞やコップまわしなどで会場は
盛り上がりました。
編集後記■今年は冬季オリンピックが開催されました
ね。編集後記を書いている今は、日本のメダル数が少し
寂しい結果になっています。メダルを取るだけがすべて
ではないですが、それでもやはり期待してしまいます。
相手があるから、
オリンピックという大舞台だからこその
難しさなのでしょうか。平常心を保つことがいかに難し
いか、
よく分かりますね。
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。

