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まちの話題

５月１０日

4月１２日、
１９日、
２１日

つ じ も と ま さ

辻心薫選手おめでとうございます！たがスポーツ大賞受賞
５月１０日に役場にて、たがスポー

粗大ごみ収集時に小型家電の試験回収を行いました
去る４月に行いました粗大ごみ拠

的に使用済み小型家電収集の回収を

点回収時に、従来の金属類、木製品、 行いました。当日は、早朝にもかかわ

ツ大賞の表彰式がありました。
たがスポーツ大賞は、
スポーツ大会

そのほかごみの収集とは別に、試験

においてきわめて優秀な成績をあげ

た。ありがとうございました。

らず、多くの方にご協力いただき、収

なぜ小型家電を別に集めるの？

た個人または団体の選手に対し、そ
の努力と功績をたたえることを目的

携帯電話やデジタルカメラなどの

されています。こ

小型家電には貴金属やレアメタル
（希

れらの貴重な資源

辻選手は、多賀中学校から履正社

少金属）などの資源が含まれていま

を再利用するため

高等学校（大阪府豊中市）
に進学、第

す。これらの資源は、産出国が偏って

に、不 要になった

８６回選抜高等学校野球大会に出場

いたり、採掘や精錬のコストが高かっ

小型家電の回収が

し、
１回戦において２番打者では選抜

たりして、大変貴重な素材として利用

必要となります。

に表彰するものです。

史上初の満塁本塁打を放ち、
２回戦

違法収集業者にご注意ください！

では逆転サヨナラ打と活躍し、準優勝
に大きく貢献されました。

最近、不要になった家具を無料で

料金を請求する、

プロ野球の楽天で活躍されている

引き取ると呼びかけながら収集に回

後で不法投棄を

則本昂大選手に次いで２人目の受賞

る業者が多くなっています。このよう

するなど、
トラブ

な業者の多くは、廃棄物収集運搬業

ルの原因となりま

提供：時事通信社

で、表彰式では「目標で憧れの先輩
提供：時事通信社

集をスムーズに進めることができまし

を追えるよう、人一倍努力していきた

受賞を励みにして夏は必ず優勝した

の許可なしでおこなっており、無料と

す。適切なごみ処

い。決勝では、悔しい思いをしたので、

い。」
と述べておられました。

言っていたのに何かと理由をつけて

理にご協力をお願いします。

辻選手プロフィール
身長■１７０㎝
体重■６５㎏
背番号■５
投打■右投げ／左打ち
（提供：高校野球ドットコム）
出身校■多賀小学校 → 多賀
中学校 →履正社高等学校

▲小型家電収集の様子

５月上旬

福島県須賀川市から送られてきた牡丹（島錦）が今年も咲きました！
電力福島原子力発電所からの放射能

のような行政と住民が一体となった、

セシウムの影響により、火祭りの材料

市（町）を挙げての伝統行事への素晴ら

る日本三大火祭りが行われています。 となる竹や萱が使用不可能となった

しい取り組みに対し、全国各地から竹

しかし、平成２３年３月に発生した東日

ため、全国の都道府県・市町村に対し

や萱などの多くの材料支援がありま

本大震災の津波により被災した東京

材料支援の呼びかけをされました。こ

した。本町では獣害対策のために伐

福島県須賀川市では、
４２０年余り
た い ま つ

前から伝わる『松 明あかし』
と呼ばれ

採した竹を、
１０ｔトラック１台分支援
いたしました。以来、本町から職員等

キラリとひかる ★

★

★

★

の有志が、
この『松明あかし』の視察

★

に行くなど交流が進んでいます。

たが写真館

竹の支援をした翌年（平成２４年）
春には、須賀川市から牡丹（島錦）が

毎 月 の１０カ

送られてきました。町民の皆さんにも

月健診時にふれ

見ていただきたく庁舎玄関横に植え

あいの郷で撮影

たところ、今年は赤く大きな花が６輪

しています。

も開花いたしました。すでに見頃を終

※詳しくは企画

えましたが、町民の皆さまにもこのよ

課広報担当へ

うな経緯を知っていただくことで今

お問い合わせ
ください。
広報たが 201４年６月号
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池本 椿菜ちゃん 多林

じゅん

ほ し い

り ん か

た か い

は る と

こ
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ど

の ぞ み

潤ちゃん 星居 凛香ちゃん 高井 遥斗ちゃん 小井戸希実ちゃん

後の楽しみのひとつとなれば、
と思い
ます。
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地域おこし協力隊

緑のカーテン／多賀町児童館

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

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

第２期多賀町地域おこし協力隊がやってきました!!

緑のカーテン栽培講習会の受講者を募集します！

水谷地域のさらなる活性化を図る

緑のカーテンとは、単年性のつる性植物（ゴーヤ、
アサ

ため、昨年に引き続いて、新たな隊員

ガオなど）
を使って、直射日光からの日よけと葉っぱから

が来ていただけることとなりました。

の蒸散作用によって、室内温度を下げ、快適な空間をも

着任された隊員は、水谷地域内の耕

たらすものです。

作放棄地の再生や獣害に強い作物の
研究、サロンの運営などのむらづくり
のほか、任期終了後も地域に定住し
ていただくために必要な起業や就業

テンづくりを応援します。
今年度も昨年度と同様に、湖東定住自立圏での１市４
町で開催します。

日時

場所

人数

６月７日（土）９時〜１２時

多賀町中央公民館

３０人

６月１４日（土）９時〜１２時

愛荘町川久保地域総合センター

３０人

を目指す活動を隊員自身からの提案

内容■苗の育て方、設置方法など

に基づき活動をスタートされることと

参加費■無料

なります。

募集締切■それぞれの日程の２日前まで

今回は、水谷地域に来られた第２期

湖東地域では、温暖化対策の取り組みとして緑のカー

※講習会の受講者はコンテスト参加に登録していた
だきます。
受付窓口■産業環境課

プレゼント■受講者にゴーヤの苗を配布

多賀町地域おこし協力隊員の紹介を
させていただきます。

緑のカーテンコンテストも合同開催します！
第２期地域おこし協力隊員の紹介

や ま し た

山下

ま さ み つ

政満

隊員

た に

谷

す

ず

か

涼香

隊員

水谷に地域おこし協力隊二

はじめまして。多賀町地域お

期生として移住する山下と申

こし協力隊になりました、谷涼

します。

香です。

現在までシステムエンジニ

この春、滋賀県立大学人間

アとしてインターネットやコ

文化学部を卒業し、多賀町水

ンピューター関連の仕事に携

谷にやってきました。大学では

わってまいりました。今までに

デザインや地域ブランディン

学 ん だ 技 術や 知 識を生 かし

グなどについて学び、課題に

て、定住に向けて取り組んでいきたいと考えています。

「緑のカーテンコンテスト」への参加者を募集しており
ます。省エネルギー対策のひとつとして、緑のカーテン
②店舗・事業所部門

付窓口などに設置予定です。）
応募期間■８月下旬から９月上旬を予定

を普及することを目的としています。
応募部門■①家庭部門

想文を添えて提出いただきます。
（ 応募用紙は、受

③公共

施設部門
表彰■賞状・記念品の贈呈

その他■審査の実施、表彰方法等の詳細は、後日お知ら
せします。
受付窓口■産業環境課

応募方法■応募用紙に必要事項を記入のうえ、写真と感
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

児童館がかわいらしくなりました！
長年にわたり利用されてきた多賀町児童館は、玄関

しい印象だった玄関ホールも、明るく楽しい雰囲気にな

部活にと忙しいながらも充実した４年間を過ごしました。

ホールの壁紙がはがれたり、室内の飾りが劣化したりと

りました。たんぽぽの皆さん、
ご協力をいただきありがと

地域おこしの取り組みとして、銀杏の栽培と３Ｄプリン

デザインを学んでいたからといって、絵を描くのは得意

少しくたびれた様子でした。そこで、児童館を利用されて

うございました。

ターの製造販売を提案させていただきました。

ではありません。すみません。好きなものは、音楽と読書

いる子育て支援サークル「たんぽぽ」さんにお手伝いい

と植物。でも、
よく観葉植物は枯らしてしまいます。片思

ただき、施設内の模様替えを行いました。どことなくさみ

銀杏は栽培が容易で手間もかからず、安定した需要が
あります。将来的に銀杏を使った特産品を生み出せたら
と考えています。

はじめて多賀にやってきたとき、迫りくるような山並み
に圧倒されたことを覚えています。この山、好きだなと

られており、今後さらに大きな成長が期待できる産業

思いました。
しかし、その山の中に住むことになろうとは

です。
３Ｄプリンターは金型による成型や切削、放電、溶

思ってもいませんでした。

接などの加工技術に代わる技術ではありませんが、頭

今回この協力隊に、大学を卒業したばかりの知識も経

の中に描いたものが目の前で形になっていくという感

験も少ない私を採用していただき、本当に感謝していま

動を、
より多くの方々に体験していただきたいと考えて

す。水谷そして多賀町の魅力、そのまちらしさを大切に

います。

しながら活動していきたいと思います。どうぞよろしくお

広報たが 201４年６月号
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ください！

いです。

３Ｄプリンターは最近ニュースなどで数多く取り上げ

よろしくお願いいたします。

かわいらしくなった児童館に、ぜひ皆さん遊びに来て

願いします。
広報たが 201４年６月号
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ふれあい幼稚園／学校支援ボランティア

子ども・家庭応援センター

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

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.ｌｇ.ｊｐ

平成26年度 ふれあい幼稚園のおさそい
多賀幼稚園・大滝幼稚園でいっしょに遊びませんか
多賀幼稚園・大滝幼稚園では、多賀町内の就園前児

１０月

同、
お待ちしています。

多賀幼稚園
多賀町内にお住まいの満１歳〜３歳児および保護者
月１回
（夏季休業期間は除く）
１０時〜１１時
１３日 好きな遊び
１１日 水遊び
２７日 運動会
３日
秋の遊び
１８日 ふれあいバザー

１１月

１４日

木の実・木の葉遊び

１２月
１月
２月

１８日
１６日
２０日

クリスマス会
お正月遊び
冬の遊び

が健やかに成長できるよう、
さまざまな相談事業や支援

事業などをおこなっています。相談やご質問は電話や来
所で受け付けています。お気軽にご相談ください。

また、保護者の方同士もつながりを深め、子育ての情
報交換をする場としてお気軽にご来園下さい。職員一

幼稚園で園児と一緒に遊び、子どもたちの遊びの輪を
対象
実施日時
６月
７月
９月

子ども家庭・応援センターでは、多賀町の子どもたち

広げてみませんか。

とその保護者の方を対象に園を開放し
『ふれあい幼稚
園』
を実施します。

こんにちは、多賀町子ども・家庭応援センターです!!

大滝幼稚園
多賀町内にお住まいの満２歳〜３歳児および保護者
月１回（夏季休業期間は除く）
１０時〜１１時
６日
好きな遊び
７日
七夕お楽しみ会
２９日 運動会ごっこ
１４日
５日
１８日
１５日
１６日

ふれあい遊び
こども家庭応援センターのおでかけ広場と
いっしょに
クリスマス会
お正月遊び・冬の遊び
一日入園

〜主な事業概要〜
相談事業
• 子育て相談
• 不登校・いじめの相談
• 発達相談（発達検査の実施）※予約制
• 虐待相談
支援事業
• 保育園・幼稚園・小学校・中学校への巡回訪問
• 児童虐待対応
• 発達支援事業（個別支援計画作成等）
• 就園児発達支援グループ教室の開催
• カウンセラーによるセラピーの実施（不定期）

※詳しい内容については、各園にお問い合わせください。
※園の都合や天候で多少変更する場合があります。

子育て支援事業
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

• わくわくランドであそぼう
（平日水曜日以外の９時から１３時にプレイルームの開放）

学校支援地域本部事業

• お話ポケット
（毎月第２火曜日）親子で絵本やお話に親しむ集いです。

学校支援ボランティアだより

• おしゃべりデーの開催（毎月第４火曜日）子育て仲間が集い、情報交換し、気楽にお話しながら楽しいひと時を過ごし
ます。

学校支援ボランティアとは、
ボランティア自身の経験や知識を活かし、
できる人が・できるときに・できることを、
自発的
意思にもとづいて行い、先生や子どもと一緒に活動し、学校をよりよくしていく活動です。
学校も１学期が始まり、早速、花壇整備や読み聞かせなどの依頼をいただいています。今年も、地域の皆さんの力をお
借りしながら、
学校運営のお手伝いをしていきたいと思っています。

多賀小学校の花壇整備を行いました！

• にこにこ広場は登録された親子の方に利用していただきます。
主な活動内容…七夕会、感触あそび、運動会、親子バス遠足、
おでかけ広場、
クリスマス会、
もちつき会、劇あそびなど
こあら広場０歳児（毎月第１水曜日）、ぺんぎん広場１歳児（毎月第２水曜日）、
にじ・きりん２・３・４・５歳児（毎月第３
水曜日）

１日目の草刈りには、
４月から緑のふるさと協力隊とし
て多賀町に来られている石栗さんにお手伝いいただき、

４月２１日、
２２日、
２４日の３日間で、多賀小学校の草

２日目、
３日目はベテランボランティアさんにお手伝い

刈りと花壇整備を行いました。最初は雑草の生えてい

いただきました。きれいになった花壇を見て、校長先生

た花壇が整備され、かわいいパンジーの花が植えられ

も驚き、子どもたちも喜んでいました。

ました。

プールの監視ボランティアを募集しています！
６月から小学校のプール授業が始まります。大滝小学
校・多賀小学校でプール監視のお手伝いをしていただ
ける方を募集しています。お気軽に生涯学習課までご連
絡ください。

子ども・家庭応援センタースタッフ紹介
火口

悠冶

所

長

上村

平

教

諭

大田

和美

保健師

細川寿賀美

保育士

伊東

保育士

悦子

中井由佳子

カウンセラー

よろしくお願いします！

ほかにも「こんなお手伝いならできるかな？」
という方
がおられましたら、随時申し込みを受け付けております

多賀町総合福祉保健センター（ふれあいの郷）内

ので、
お問い合わせください。

犬上郡多賀町多賀２２１番地１
（有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７ （Ｆ）
４８-８１３８

広報たが 201４年６月号
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〜虐待かな？ と疑ったら連絡を〜
• 連絡は子どもや家族を守るサポートの始まりです
• 秘密は守られます
• 匿名でもかまいません
連絡先
〈平日〉多賀町子ども家庭応援センター

（有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７

〈夜間・休日〉多賀町役場

（有）
２-３７４７ （電）
４８-８１１１

〈２４時間〉虐待ホットライン

（電）
０７７ - ５６２ - ８９９６
広報たが 201４年６月号
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人工透析通院助成／人権

ねんきんだより／多賀町社会教育委員会

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

腎臓機能障がいを有する方の通院費用の助成を行います！
人工透析療法による医療の給付を受けている方の定期的な通院にかかる交通費で、愛のりタクシーの停留所がない医
療機関へ通院される方の通院費用の一部の助成を行うこととなりました。定期的な通院にかかるタクシー料金の費用負
担の軽減を図ることで、医療・福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者
１.腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受
け、
人工透析療法による医療の給付を要する方

３.医療機関の送迎サービスがない、
または利用できない方

いる方

日本年金機構

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３−１１１４

国民年金保険料は納期限までに納めましょう！
日本年金機構では国民年金保険料を納期限までに納
めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早

強制徴収の手続きを行い納付義務のある方の財産を差
し押さえることがあります。この場合の納付義務者とは、

期に納めていただくよう案内をおこなっています。未納

被保険者本人だけでなく連帯して義務を負う配偶者お

のまま放置されますと延滞金が加算されるだけでなく、

よび世帯主です。

免除・猶予制度を活用しよう！
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といっ

国民年金保険料を納付することが困難な場合には、
「保

５.多賀町の納めるべき町税等に滞納がない方

た不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎

険料免除制度」や「若年者（３０歳未満）納付猶予制度」が

など

年金が受取れない場合があります。経済的な理由等で

ありますので、役場または年金事務所でご相談下さい。

４.家族による通院の送迎が行えない等特別な事情がある方

２.愛のりタクシーの停留所がない医療機関に通院して

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

補助額

年金受給者の皆様へ！
「年金振込通知書」が送付されます

自宅から通院医療機関までのタクシー料金の９割

※詳細はお問い合わせください。

申請に必要なもの
• 資格認定申請書
（福祉保健課にあります）
• 特定疾病療養受給者証

日本年金機構では、年金受給者を対象として、毎年６
月にその年度に支給される年金額をお知らせする
「年金

更があった場合は、改めて「年金振込通知書」が送付さ
れます。
年金受給の参考資料となりますので必ず確認し、保管

振込通知書」を送付しています。
この通知書は、原則として向こう１年間の年金支払額

くださいますようお願いします。

をお知らせするものですが、支払額や支払機関等に変

• 認印
※補助金の請求は、
３カ月ごとに領収書・通院の証明書等を添えて通院費補助金請求書をご提出いただきます。
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
４月１１日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１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…………９件
※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。

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

多賀町社会教育委員会
社会教育は、法律で「学校教育を除くすべての組織的

の事業へ日常の活動を通して得た町民の皆さんの要望

な教育活動」と定義されており、活動は広範囲にわたり

を反映すべく、活動計画の立案や意見を教育委員会へ

ます。具体的には、生涯学習・青少年育成・家庭教育支

助言することを職務とされています。

援・地域教育推進などの事業です。社会教育委員は、そ

平成２６年度多賀町社会教育委員名簿（兼公民館運営審議会委員）
任期■平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日
（敬称略）

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

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

区分

氏名
井上

学校教育関係

大津地方法務局と滋賀県人権擁護委員連合会では、小学生・中学生・高校生等の悩みごとや心配ごと、
また、子どもの
ことで悩んでおられるご家族等からの相談に電話で応じます。

相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは ０１２０−００７−１１０

社会教育関係

現職

尚世

多賀中学校

久保川雅子

大滝小学校

岡田

多賀小学校

牧

◎

野村茂太郎

人権教育推進協議会

滋賀県社会教育委員会連絡協議会理事

△

西河

仲市

町補導員代表

平成２６年４月より

○

礒野

公子

文化協会加盟サークル代表

滋賀県社会教育委員会連絡協議会評議員

期間■６月２３日（月）〜６月２９日（日）

松宮千津子

時間■８時３０分〜１９時（土・日は１０時〜１７時）

多賀やまびこクラブ
学校支援ボランティア

高橋

進

ダイニックアストロパーク天究館館長

○

近藤

寛

町体育協会会長

□

火口

悠治

相談内容■いじめ、
体罰、不登校、虐待など、子どもの人権にかかわる問題について
相談担当者■人権擁護委員および法務局職員
※この期間以外にも、平日８時３０分〜１７時１５分まで、人権擁護委員・法務局職員が相談に応じています。
お問い合わせ■大津地方法務局人権擁護課 （電）
０７７−５２２−４６７３
広報たが 201４年６月号
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学識経験者

◎委員長

役職

○副委員長

□書記

滋賀県社会教育委員会連絡協議会評議員

青少年育成町民会議代表
町民生委員・児童委員
△新委員
広報たが 201４年６月号
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民児協だより／環境審議会

緑のふるさと協力隊

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−
命を大切に心豊かな人が育つ町に

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

多賀町、栗栖で一年間、住むことになりました！
い し ぐ り

よ

し

お

はじめまして！
！石栗義男です。
１年間という短い期間ではありますが、多賀町のさま

自己紹介

会社の同僚が突然亡くなりました。それも、私の子ど

ざまな活動に参加し、より多くの人間関係を築いて、多
賀町の発展に少しでも貢献したいと思っています。

もより若い人です。前日まで一緒に仕事をし、昼食の後

このたび「緑のふるさと協力隊」として４月１０日に着

いつもと変わらず過ごしていたのに、翌日その人が亡く

任しました。
１９８５年４月２日生まれの、
２９歳独身であり

なられたと聞かされましたが、
どうして信じられるでしょ

ます。まだ、多賀町に来たばかりですが、自然が豊かでと

う。自分の耳を疑い、職場のみんなと嘘であってほしい

ても魅力的な観光名所がたくさんあり、何よりも人が温

と願いましたが現実でした。
これがわが子であったらと思

かいと感じています。私は人としゃべるのが大好きなの

「農山村で地産地消のお店を夫婦で営む」
という夢が

うと言葉もありません。先日、韓国の客船が沈没して突

で、早く皆さんと面と向かっていろいろなお話しができ

あるので、
まずは農山村の暮らしを経験したいというこ

然に親や兄弟姉妹、子どもを亡くされ、
また、安否もわか

ればなと思ってます。そして、突然ですが私には夢があり

とと、人と関わるのが好きなので、農山村で人と人を繋

らずわが身を忘れてなりふり構わずに泣き崩れるご親族

ます。それは、
「農山村で地産地消のお店を夫婦で営む」

げるような活動をしたいと思ったからです。

の姿を見ていると胸が痛みました。

という夢です。さて、
ここで私の今までの経歴を簡単に

しかし、悲しいことに親がわが子を、逆に子が親を殺め

ご紹介します。

緑のふるさと協力隊に志望した動機は？

多賀町でやりたいことは？

たり、無差別に人の命を奪ったり、
自ら命を絶つ人がいま

――３人兄弟の末子として新潟県村上市に生まれ、地元

すが、命を何と思っているのでしょう。自分も人もたった

で小中高と暮らし、大学進学を機に千葉県へ。実家が

多賀町の内外の人を繋げるようなイベントを企画・運

一つの尊い命であることをもっともっと大切に考え、大

児童委員は地域の皆さんのご協力を得ながら、心豊かな

自営業で大工を営んでいることもあり、大学では建築

営したいと思っています。その中で、
まずは農業、林業、

事に生きて欲しいものです。

人づくり、安心、そして安全な町づくりのために尽力して

学を専攻し、
２００８年新卒で建築会社に就職。集合住

観光業等のさまざまな活動を経験して人間関係を構築

いく所存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

宅（アパート）の現場監督を経験したのち、建築以外の

することが一番大事であると考えています。

多賀町は環境も良く平和な町です。私たち民生委員

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

環境審議会で、環境基本計画の年次評価を行いました

仕事も経験したいと思いフリーターとして居酒屋で勤

今現在の活動状況として、栗栖地区での農作業、
サロ

務。この頃から夫婦で飲食店を自分で経営したいと思

ン、農園のお手伝い、多賀地区でのもんぜん亭のそばの

い始める。そののち、
大学時代からの夢であった船での

お手伝いを主に行っています。また、学校支援ボランティ

「世界一周」を達成。帰国後、営業や事務の仕事を経験

アでの多賀小学校の草むしりや、古例大祭での太鼓叩

して、将来のお店の経営に活かせたらと思い実家の自

きを行いました。観光名所では、河内の風穴・調宮神社・
多賀町立博物館・高取山ふれあい公園・多賀大社等を

以下は年次評価の主な項目の平均点数および意見で

営業で働く。
しかしながら、
やはり親元で働くよりも、外

くために、環境基本計画を制定しています。年度末には、

す。年次評価の詳細は、
ホームページでも掲載しますの

に出て自分らしく働きたいと思い、
いろいろ考え悩んだ

巡り、その中でも河内の風穴にとても魅力を感じ、
もっと

この環境基本計画に沿って、
どれだけ多賀町の環境がよ

でぜひご覧下さい。環境審議会では、
これからもより一

末、
緑のふるさと協力隊に参加することを決意する。

町外の人にもＰＲできたらなと思いました。

くなったか、
また、改善すべき点があるか、環境審議会の

層の多賀町の環境保全・環境啓発に力を注いで行きま

委員の皆さんにご意見・ご協議いただき、年次評価をい

す。

多賀町では、町内の豊かな自然、生活環境を守ってい

ただきました。

年次評価の主な項目・意見（括弧内は実績値、点数は５点満点）
間伐実施面積（５１ha）…４.２５点
平成３３年までの目標値は延べ３１０haなので、
それに向けて進めて欲しい。
外来生物に関する住民参加型の調査（実施なし）…２.１４点
知識と認識がなければ、住民参加に繋げていくことが難しいので、普及活動が必要ではないか。
獣害による農作物被害の減少（被害額８０４万円）…４.１３点
電柵による被害の減少はあると思う。
しかし、農作物栽培を諦めたことにより結果的に被害の減少となったことも考えら
れる。また、
シカやイノシシに関しては具体的な捕獲目標を盛り込んでいるが、
サルについてはどうか。
燃やすごみの処理量（１,０４３ｔ／年）…２.５点
減る傾向が見えない。生ごみを中心に減らす必要がある。
環境イベント開催回数（１回）…３.７５点
何を伝えるイベントにするのか、たんにイベントで終わらせないようにしたい。回数にとらわれず内容の充実した計画
を。
広報たが 201４年６月号
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▲古例大祭にて

▲古例大祭当日の調宮神社

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。

（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｔａｇａｇｕｒ
ｉ/
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けんこう

歯と口の健康週間

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

こんにちは保健師です

〜ずっと健やか いつでも元気 健康実感！多賀のまち〜
多賀町では、赤ちゃんから高齢者まで、町民の皆さん

向け、福祉保健課 健康増進係３人・介護保険係３人・教

が健康で安全・安心に暮らせるまち、そして「ずっと健や

育委員会 子ども家庭応援センター１人計７人の保健師

か

をそれぞれの部署に配属しています。

いつでも元気

健康実感！ 多賀のまち」の実現に

福祉保健課 健康増進係
今年度は、
３人の保健師が担当地区をもち、町民の皆さんの健康に責任をもち、
より身近で頼りになる保健師として、
が

今年の標語は「歯と口は 健康・元気の 源だ」です
歯はどうして大切なのでしょうか？
歯には食べものをかみくだいて胃腸の消化・吸収を

で影響を及ぼすおそれがあります。また、おいしい食事

助けるという働きがあります。また、
よく噛むことで脳の

や楽しい会話、
美しい表情など、
歯と歯ぐきの健康は明る

血流が増え、老化予防にも効果があります。もし歯が悪

く豊かな生活に欠かせない大切なものです。

いと、胃腸障害や頭痛・肩こりなど全身の健康状態にま

んばります！ 担当する字名と保健師を紹介します。よろしくお願いします。
大久保智子

保健師

尼 子・敏 満 寺・川 相・
藤瀬・富之尾・梨ノ木・
山村晶子

６月４日（水）から１０日（火）までは、歯と口の健康週間です！

楢崎・一ノ瀬・佛ヶ後・

保健師

樋田・萱原・大杉・小原・

土 田・久 徳・栗 栖・

霜ケ原

一円・八重練・木曽・
木曽団地・月之木・
中川原・四手・大岡・
桃 原・河 内・霊 仙・

杉原由起子

屏風・水谷・猿木

多賀・グリーンヒル多賀・

保健師

佐目・南後谷・大君ケ畑

どんな病気で歯が抜けるのでしょうか？
歯が抜ける原因の約９割が歯周病とむし歯です。
• 歯周病は、
痛みなどの自覚症状がなく、
気づかないうち

かいためむし歯になりやす

に進行します。最初は歯肉に歯垢がたまり、
歯肉が赤く

く、乳歯の虫歯がひどい場

腫れて出血するなど炎症が起こります。さらにその状

合には、一生付き合っていく

態が悪化すると、次第に歯の周りの組織や骨まで破壊

永久歯に悪い影響がでるこ

し、
やがては歯が抜けてしまうことにもつながります。

とにもつながります。むし歯

• むし歯は、
ミュータンス菌が糖を分解することで、歯を

介護保険係

「元気長寿のまち多賀町」をスローガンに、高齢者の

教育委員会
大田和美

子ども家庭応援センター

保健師

の予防は、乳幼児期から始めることが大切です。

とかす酸を作りだし、歯がとけて穴があきます。特に乳

歯と体の関係は？
歯の病気で繁殖した細菌が粘膜や血液を通って全身

福祉保健課

歯は、永久歯に比べて軟ら

を通り、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病が悪化す

煙、ストレスや過労などがあると歯
の病気を起こしやすくなります。

るとも言われています。また、逆に糖尿病や胃腸障害、喫
〜こんな症状が気になりだしたら…あなたのお口のなかは赤信号！〜
• 冷たい水、熱いお茶が歯にしみる

• 口臭がすると言われる

に活動しています。発達支援・虐待予防、対応・子育て

• 歯肉が赤くはれている

• 歯と歯の間に食べ物がはさまる

相談に、今年度から加わった社会福祉士とともに迅速て

支援が主な業務となっています。子どもたちや周囲の大

• 歯みがきをしたとき、歯ぐきから血が出る

• 歯がぐらぐらする

いねい親切に対応できるよう、
がんばります！

人たちも元気で笑顔で過ごせるよう、
がんばります！

皆さんとともに健康長寿をめざし取り組んでいます。介

多賀町の子どもたちが健やかに成長することを目的

護予防・認知症のこと・介護など高齢者の方のあらゆる

は ざ ま

保健師：林優子・陌間雅美・伊藤ちなみ（新任）
ふ

さ

え

社会福祉士：中井芙沙恵（新任）

歯と歯ぐきを守る７つのポイント♪
１．
毎日の健康管理に気を付けましょう
２．
丈夫な歯をつくるために、バランスのとれた食事を心
３．
軽い力でていねいに歯をみがきましょう

失われ、
８０歳以上の人の残っている歯の平均本数は約

４．
よく噛んで食べましょう

５本と言われています。

５．
糖分はできるだけ控えましょう
６．
たばこやストレスに注意しましょう
７．
定期的に歯科健診をうけましょう
少しでもあてはまる症状があったら
早めに受診しましょう!!
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よく噛んでおいしく食べるのに必要な歯は、最低２０
本です。
しかし、現状は４０歳以上になるとだんだん歯が

がけましょう

広報たが 201４年６月号

〜歯の寿命を延ばしていつまでも健康に！〜

そこで、
「８０歳で自分の歯
を２０本残そう」
という目標が、
「８０２０運動」です。自分の生
活習慣を見直すことで歯の寿
命をのばし、いつまでも健康
な生活を楽しみましょう。
広報たが 201４年６月号
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臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金

臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金

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

臨時福祉給付金確認表

「臨時福祉給付金」
・
「子育て世帯臨時特例給付金」について
申請方法などは決まりしだい、広報たがやホームペー

たことから所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩

ジなどでお伝えします。

和するため、
「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時

※臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金は同時

特例給付金」が暫定的・臨時的な措置として支給される
予定です。

に受給することはできません。
※所得の未申告の方は支給対象となる方かどうかの確
認ができませんので、必ず申告してください。

臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

対象

対象

平成２６年度分住民税（均等割）が課税されない

平成２６年１月分の児童手当の受給者で、平成

人。ただし、
以下の人は対象となりません。

２５年中所得が児童手当の所得制限額に満たな

対象児童
支給対象者の平成２６年１月分の児童手当の対

給付額

象となる児童

★給付対象者一人につき１万円（１回限り）

ただし、以下の人は対象となりません。

★給付対象者で次の①②のいずれかに該当する人
は５千円
（１回限り）
を加算します。

②児童扶養手当、
特別障害者手当などの受給者

（ご自身は）
平成２６年度町民税
（均等割）
が
課税されていない。
は い

●生活保護の被保護者

（ご自身はどなたかに）
扶養されている。
対象児童１人につき１万円（１回限り）

は い

臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」の発生が懸念さ
れます。被害にあわないよう十分に注意しましょう。
●多賀町や滋賀県、厚生労働省などが、対象者にＡＴＭ
（銀行・コンビニ等の現金自動支払機）の操作をお願いするこ
とはありません。
●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはありません。
●多賀町や滋賀県、厚生労働省などが、
「臨時福祉給付金」
「子育て世帯臨時特例給付金」の支給のために、手数料な
どの振込みを求めることはありません。
●現時点で、多賀町や滋賀県、厚生労働省などが、住民の皆さんの世帯構成や銀行口座番号などの個人情報を照会
することはありません。
※自宅や職場などに、多賀町や滋賀県、厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、
迷わず警察署または警察相談専用電話（＃９１１０）
にご連絡ください。

いいえ

（ご自身を）
扶養している方は、
平成２６年度の町民税
（均等割）
が
課税されていない。

いいえ

詐欺などにご注意ください！
！
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※ただし、児童手当を受給して
いる場合、
「子育て世帯臨時
特例給付金」の支給対象と
なる可能性があります

給付額
詐欺などにご注意ください!!

広報たが 201４年６月号

臨時福祉給付金の
給付対象ではありません

は い

●臨時福祉給付金の対象者

①老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など
の受給者

平成２６年１月１日時点で
生活保護を受けていなかった。

いいえ

●生活保護制度の被保護者

は い

い人

る人に扶養されている人

平成２６年１月１日に
住民登録のあった市区町村に
おたずねください。

いいえ

申請・支給の手続きについては現在準備中です。

●平成２６年度分住民税（均等割）が課税されてい

平成２６年１月１日に多賀町に住んでいた。
（住民基本台帳に登録されていた。）

いいえ

平成２６年４月１日から消費税率が８％に引き上げられ

は い

臨時福祉給付金の対象者です（１人につき１万円給付されます）
次に該当する人は、
５千円が加算されます
①老齢基礎年金、
障害者基礎年金、
遺族基礎年金などを受給している人
②児童扶養手当を受給している人
③特別児童扶養手当を受給している人
④障害児福祉手当、
特別障害者手当を受給している人
⑤福祉手当
（経過的福祉手当）
を受給している人 など
※臨時福祉給付金で審査する
「扶養」
とは、生計を一にする親族のことをいい、確定申告書や町民税申
告書、
源泉徴収などに記載されている人をいいます。
※臨時福祉給付金を受給した人は、
子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることはできません。
広報たが 201４年６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

多賀町立図書館カレンダー

季節風びわこ道場２０１４ 初夏の風

■…休館日

６月の休館日

手作りヒコーキをとばそう！
！ —ＷＩＮＧＳ ＰＬＡＮＥ—

７月の休館日

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

う!! 好きな模様にペイントして、飛行距離や滞空時間

定員■２０人（定員になり次第、締切）

を計ります。飛行機をテーマに、絵本の読み聞かせも

持ち物■体育館シューズ、油性マジック

します。みんなで来てね。

参加費■無料

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

27

28

29

30

31

※２６日（木）は、
月末整理のため休館です。

※３１日（木）は、
月末整理のため休館です。

読書会

おはなしのじかん

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

簡単なキットを使って、
よく飛ぶ飛行機を作りましょ

※詳しくはチラシをご覧ください。

対象■小学生（保護者の方も一緒にお楽しみください）

講師■日本紙飛行機協会

高田努さん

申込受付■５月３１日（土） １０時〜
（先着順）
日時■６月１４日（土）１３時〜１６時

主催■季節風びわこ道場
後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
・多賀

（受付は１２時３０分〜）
場所■滝の宮スポーツ公園

町教育委員会

体育館

本の紹介

おはなしと七夕かざりを作ります。

絵本

日時■毎月第１水曜日 １０時３０分〜

日時■６月２８日（土） １０時３０分〜１１時

さる・るるる・る

いすうまくん

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

場所■おはなしのへや

五味

かどの えいこ／作

小会議室

対象■大人の方

太郎／作

出版社：絵本館 （ＫＥサル）

出版社：福音館書店 （ＫＥイス）

さるがのんびりラジオを聴いている

夏休み、おばあちゃんの家に行った

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への

と、そこへ２ひきのこざるがやって

タッくんは、物置の中から、お父さ

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

きた。さるがあわてて家の外に飛び

んが小さいときに使っていたいすを

います。

す。特別な知識や技術はいりません。お子さん連れでも

出すと、こざるたちも追いかけてき

見つけました。タッくんがいすの言

日時■６月１４日（土） １３時３０分〜 （毎月第２土曜日）

ご参加いただけます。

て…。
「る」で終わる動詞だけで展開する「さる・るるる」

うとおりに座ってみると…。月刊『こどものとも』か

場所■あけぼのパーク多賀

日時■毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜

の続々編。

ら生まれた絵本。

子どもの本のサークル
「このゆびとまれ」

多賀町立図書館応援団
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

図書館内

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

対象■中学生以上の方

小会議室
児童書

平成２６年度多賀町立図書館協議会委員
第９期となる標記委員が改選されました。委員の皆さん２年間、
よろしくお願いします。
分野
学識経験者
学校教育関係
社会教育関係

職名
元湖南市甲西・石部図書館館長
竜王町立図書館長
大滝小学校校長
多賀小学校教諭
社会教育委員
子どもの本のサークル「このゆびとまれ」代表

委員名（敬省略）
野沢 泰行
小北 晶男
石田 茂夫
岡田
牧
火口 悠治
神細工悦子

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
コース

6月

Ａコース
（大滝方面） 6日
第1金曜日

７月
4日

Ｂコース
（多賀方面） 13日 11日
第2金曜日

広報たが 201４年６月号
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ひつじ郵便局長のひみつ

宮下

小手鞠 るい／作

恵茉／著

出版社：ポプラ社 （Ｋ９１３ミヤ）

出版社：金の星社 （Ｋ９１３コデ）

虹を見るのが好きな、七海といろは。不

昼寝をしていて、大切な手紙やはがき

安だらけでスタートした中学生活だけ

を風に吹き飛ばされてしまったひつじ

ど、ふたり一緒にいると輝きが増してく

郵便局長。大慌てで全部拾い集めたつ

る。でも、親友だからこそ心がすれ違ってしまうことも

もりだったけれど…。絶体絶命のピンチを、優しい心

あって…。女の子同士の友情を繊細に描いた物語。

と知恵でのりこえていく、笑い満点の物語。

一般書

巡回場所・駐車時間
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

多賀清流の里
（玄関前）
１３：００〜１３：３０

多賀幼稚園
１４：００〜１４：３０

犬上ハートフルセンター
（玄関前）
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。返却日は、
次の巡回日です。
※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

なないろレインボウ

ソーシャル・ウーマン

尾木ママの１０代の子をもつ親に伝えたいこと

坂東

尾木

眞理子／著

直樹／著

出版社：ブックエンド （３０４）

出版社：ＰＨＰ研究所 （３７９.９）

社会と関わり、社会に居場所をもち、

人気の教育評論家・尾木ママが、「性

社 会 に 貢 献 で き る ひ と に な る。 そ う

の問題」「いじめ」「親子の適度な距離

いったこれからの女性の生き方やあり

の取り方」など、１０代特有の問題に

方を、日本社会のさまざまな課題のなかで考える。社

ついて、親が今日からできる対策をやさしくアドバイ

会を読み解く５０のキーワードの解説付き。

スする。思春期の子をもつ親の心のモヤモヤが晴れる
一冊。
広報たが 201４年６月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１４①
２０１４年４月２６日〜５月１日の６
日間（２９日は雨天中止）、多賀町古代
ゾウ発掘プロジェクト第二次発掘調

することができました。この場をお借

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）
２−３７４０ （電）
４８−８１３０

「多賀町民ボウリング大会」のご案内
７月２０日（日）に多賀町体育協会主

りしてお礼申し上げます。
残念ながら今回の調査ではゾウの

Ｂ＆Ｇ海洋センター

せください。
ニュースポーツはニュー・コン

川ボウルにて開催されます。参加料

セプチュアル・スポーツの略称

化石を発見することはできませんで

は一般の部で２ゲーム９００円です。

以上の方にご参加いただき、町内か

したが、多くの化石を採集し、次の展

ボウリングは、
１投１投みんなが笑顔

らも多賀町発掘隊として１０人の方が

望が見える結果となりました。どんな

になれる楽しいスポーツです。みんな

発掘調査を一緒にしてくれました。参

化石が見つかったのか、毎月少しずつ

で最高の１日を過ごしましょう！ 詳細

加者以外にも多くの方々のご支援を

ご紹介していきます。

は、多賀町体育協会事務局（多賀町Ｂ

です。ニュースポーツは、だれも
が、いつでも、
どこでも、いつまで
も、気軽に自由に楽しめることを
理念としています。
今、ニュースポーツは、地域限

＆Ｇ海洋センター内）
までお問い合わ

「いきいき健康ウォーキング教室」のご案内

観察会

ホタル、みーつけた！
！

第３回

多賀の花の観察会

毎年好評いただいている「いきい

６月の観察会では、杉坂山の麓の植物を観察しに行き

物詩「ホタル」。その小さな体にはどんな不思議がつまっ

ます。この時期の八重練にはどんな花が咲いているので

ているのでしょう。ホタルがふわふわと飛ぶ様子を、みん

しょうか。どうぞお気軽にご参加ください。

なでゆっくり観察しませんか？

日時■６月１９日（木） ９時３０分集合

学んだあと、一圓屋敷まで歩きます。

日時■６月１４日（土） １９時〜２１時

集合場所■多賀町立博物館駐車場

ウォーキングを通して、楽しく、笑顔で

集合場所■勤労者体育センター

参加費■１００円（保険料）

健康づくりに取り組みましょう♪

持ち物■懐中電灯など

※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越し

幼児から高齢者まで１００万人以
上と推定されています。
ゲートボール、
グラウンドゴル

詳 細 は、多 賀 町 教 育 委 員 会 事 務

フ、
ビーチボールもニュースポー
ださい。

ルを使用するキンボール、
リズム

レーを見せてくださいました。
多 賀 町 のスポーツ事 業において

に合わせて楽しむキャッチング・

も、気持ちの良いシーズンの始まりと

ザ・スティック等々もあります。

なりました。

どれも老若男女、皆がスポー
▲ジャガーズの皆さん

ギャラリー展示

準優勝■ワイルドキャッツ

滋賀県立大学ミニ博物館展

プールの一般開放について

会期■前半：５月２７日（火）〜６月８日（日）

物館展」。前半と後半で内容が変わる

「竹〜君に首っタケ♡〜」

点も、
この展示の目玉の一つです。今

「カイツブリのふ・し・ぎ」

もうすぐ夏ですね！ 日頃の健康づくりにプールを活用しましょう！皆さんのお
越しをお待ちしています♪（休館日：月曜日と祝日の翌日）

年はどんなテーマの展示が見られる

後半：６月１０日（火）〜６月２２日（日）

でしょうか。学芸員過程を履修してい

「BACK TO THE CLOCKS」

Ｂ＆Ｇ海洋センター

滝の宮スポーツ公園

る学生さんたちの力作をぜひご覧く

「石の華」

開放期間■７月１日（火）〜８月３１日（日）

開放期間■７月１８日（金）〜８月１７日（日）

開放時間■ ９時〜１２時、

開放時間■１３時〜１６時

ださい。

会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー
▲昨年の展示のようす
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１３時〜１６時

けんサッカー、ボー ルの代わり

きるスナッグゴルフ、大きなボー

され、皆さん明るくはつらつとしたプ

毎年恒例の「滋賀県立大学ミニ博

じゃんけんでサッカーするじゃん

ドッチビー、ゴルフより手軽にで

にて、町民ソフトボール大会が開催

勝■ジャガーズ

ツの 一つです。そ のほかにも、

にフライングディスクを使用する

５月１８日（日）多賀町民グラウンド

優

普及している種目は約２０種目あ

で親しまれています。その数は、

第１回は、ウォーキングの基礎を

「多賀町民ソフトボール大会」報告

▲ウツボグサ

と言われ、そのなかでも比較的

年々増加傾向にあり、全国各地

度、装いも新たに企画致しました。

局生涯学習課までお問い合わせく

ください。

定を含めれば約５００種目がある

ります。ニュースポーツの人口は

き健康ウォーキング教室」です。今年

日が暮れはじめると、
１匹、
また１匹と光り出す、夏の風

※小学生以下は必ず保護者同伴でご参加ください。

「ニュースポーツ」

催による町民ボウリング大会が愛知

査を実施しました。今回はのべ５０人

頂戴して、今回の調査を無事に終了

スポーツ推進委員かわらばん

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

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

スポーツ

ツを通じてコミュニケーションを
図れる競技です。興味が湧いた
のでやってみようかなという方
は、お近くのスポーツ推進委員、
または生涯学習課までご連絡く
ださい。今後、
このコーナーでも
ニュースポーツのルール等を紹
介していきたいと思います。
スポーツ推進委員

小泉

健司
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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

総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町農業委員会委員の一般選挙

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

実施場所

回収品目

多賀中学校

６月８日（日）
（予備日６月２２日（日））

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶

資源回収のルール……必ずお守り

子・ティッシュなどの紙箱をひも

ください!!

で縛る。

■分別を徹底してください。

詳しくは、各団体から配布される

新聞…新聞、折込チラシをひも

写紙、
ワックス加工紙（紙コップ・

チラシをご覧ください。町内の方な

で縛る。

皿）等は出せません。

らどなたでも持ち込み可能です。

雑誌…書籍、パンフレット、封筒、

■古着は古着（学生服を除く）のみ

包装紙等をひもで縛る。

で布団、毛布類、カーテン、タオ

ダンボー ル…ダンボー ル、お菓

ル等は出せません。

立候補届出日■６月１７日（火）

会選挙による委員の一般選挙が、

選挙すべき委員定数■１０人

お問い合わせ先
多賀町選挙管理委員会事務局

次のとおり行われます。

立候補予定者説明会は、
６月２

（総務課内）

告示日■６月１７日（火）

日（月）午後７時から役場２階大

（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

投票日■６月２２日（日）

会議室で行います。

■古着は中身の見えるビニール袋
に入れてください。

■窓明き封筒、感熱・感光紙、複

任期満了による多賀町農業委員

この機会にぜひお出しください。

シルバー連合会 再就職・就業支援 シニア対象『講習会』のご案内

よろず相談

フォークリフト技能講習

今月の相談日■６月１６日（月）

日程■７月２５日（金）〜８月１日（金） 土日除く６日間 ８時〜１７時

来月の相談日■７月１６日（水）

会場■クレフィール湖東（東近江市平柳町２２〜３）

時間■いずれも９時〜１１時３０分

定員■２０人

場所■多賀町総合福祉保健センター

※普通自動車免許保有者

締切■７月４日（金）必着

ふれあいの郷ボランティア室

※申込受付後、面接により選考

面接日程■７月３日（水）
１０時〜 クレフィール湖東にて

多賀町社会福祉協議会

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

（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

介護員職員初任者研修

風しん抗体検査の実施について

日程■７月１日（火）〜１１月１３日（木） ９時３０分〜１６時３０分

妊娠初期の妊婦さんにうつる

で受けることができますので、

れかに該当する方

と、胎児に難聴や心疾患など

詳しくは下記までお問い合わ

①妊娠を希望する女性

を起こす可能性があり注意が

せください。

②①の配偶者などの同居の方

必要です。抗体をもっているか

③風しんの抗体価が低い妊婦

どうかは血液検査でわかりま

福祉保健課 （電）
４８-８１１５

の配偶者などの同居の方

す。近隣の医療機関等で無料

湖東健康福祉事務所 （電）
２１-０２８４

対象者■県内に居住する次のいず

お問い合わせ

お問い合わせ

会場■龍谷大学（大津市瀬田大江町横谷１〜５）

農業委員会開催のお知らせ

定員■４０人
締切■６月２０日（金）必着

※申込受付後、面接により選考

日時■６月１１日（水） １０時〜

面接日程■６月２４日（火）
１０時〜 龍谷大学（ＲＥＣ）
にて

場所■役場２階

介護職員初任者研修

お問い合わせ

日程■７月２２日（火）〜１１月１３日（木） ９時〜１６時

産業環境課

会場■びわこ学院大学（東近江市布施町２９）

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

定員■４０人

平成２６年度滋賀県多賀町職員採用上級試験のお知らせ

締切■７月１０日（木）必着

大会議室

※申込受付後、面接により選考

面接日程■７月１４日（月）
１０時〜 びわこ学院大学にて

平成２６年度滋賀県多賀町職員採用上級試験を下記のとおり実施致します。詳しいことは、多賀町役場総務課にお問

受講料■いずれも無料
対象者■５５歳以上の県内在住者で講習に係る就業を希望し、
ハローワークで求

い合わせいただくか、多賀町ホームページをご覧ください。

職登録をされている方
（フォークリフトに限り、
普通自動車運転免許保有者）
試験区分および採用予定人員
一般行政職／１人
土 木 技 師／１人

試験

験、
グループ討議

（１）第１次試験日および試験場所
ア．
試験日 ７月２７日（日）
一般行政職・土木技師

受験資格

１０時〜１５時

（１）
学歴

学歴は問いません

（２）年齢

一般行政職・土木技師

…昭和６０年４月２日から平成

滋賀県立能登川高等

学校 （東近江市伊庭町１３）
ウ.試験内容

教養試験、専門試

５年４月１日までに生まれた者

験（一般行政職のみ）

※その他条件があり、該当す

（２）第２次試験日および試験場所

る方 は 受 験 資 格 が ありませ

ア．
試験日

９月上旬

ん。詳しくは多賀町ホームペー

イ.場所

多賀町役場

ジに掲載しております。

ウ.試験内容
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イ.場所

論文試験、面接試

※詳細は、
１次合格者に別途通知
します。
受付期間
５月２６日（月）〜６月１３日（金）までの
執務時間中（月曜日から金曜日の８時
３０分〜１７時１５分）
※郵送の場合は締切日
（６月１３日）
採用予定
平成２７年４月
お問い合わせ

お問い合わせ・お申し込み
公益財団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
〒５２０-００５４ 大津市逢坂１-１-１
（電）
０７７-５２５-４１２８ （Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

広告募集中
広報紙発行部数：２９５０部。
１枠：５０００円／１カ月

総務課人事給与係
（有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０
広報たが 201４年６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

７月１４日（月）

１０時〜１１時

すくすく相談

７月１５日（火）

１０時〜１１時

ご自分の健康について、相談されたい方は気軽にご利用くだ
さい。血圧測定、
尿検査、
体脂肪測定も無料でできます。
子どもの健康、
子育てに関する相談を受け付けています。

※今回は栄養士による離乳食やおやつなど食事の相談も受け付けています。

〈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
１歳６カ月児検診
７〜８カ月児離乳食教室

７月７日（月）
７月７日（月）
７月２日（水）
７月１５日（火）

１３時〜１３時１５分
１３時１５分〜１３時３０分
１３時〜１３時１５分
１０時〜１０時３０分

Ｈ２５年２月生まれの乳児
Ｈ２５年８月生まれの乳児
Ｈ２４年１１月・１２月生まれの幼児
Ｈ２６年１１月・１２月生まれの乳児

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

〈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

リア・不活化ポリオ）

または
３種混合

（百日せき・破傷風・ジフテ
リア）

※１

日本脳炎
※２

ヒブ

（インフルエンザ菌ｂ型）
※３

小児用肺炎球菌
※４

麻しん風しん混合
結核（ＢＣＧ）

種類

１期初回：２０日〜５６日間隔で
１期：生後３カ月以上〜
３回接種
９０カ月未満
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年後に１回接種
風）
：１１歳以上１３歳未満
（小６相当の年齢）２期：１回接種

（百日せき・破傷風・ジフテ

不活化ポリオ

実施時期と方法

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回接種 不活化ワクチン
（６日以上おいて
１期初回：６日〜２８日間隔で
別のワクチンが
１期：生後６〜９０カ月未満
２回接種
接種可能）
（標準的な時期：３歳〜４歳）
１期追加：２回目接種日から
２期：９歳以上１３歳未満
１年後に１回接種
（小３〜４年）
２期：１回接種
初回：４〜８週間隔で３回接種
生後２カ月〜５歳未満
追加：３回目接種日から
（標準的な時期：生後２〜７カ月）
７〜１３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
生後２カ月〜５歳未満
６０日以上に１回接種
（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
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
生後５〜８カ月）

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

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

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp
広報たが 201４年６月号
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わくわくランドで遊ぼう

月曜日〜金曜日

七夕の集い

７月２日（水）

にじ広場

７月９日（水）

きりん広場

７月１６日（水）

ぺんぎん広場

７月２３日（水）

こあら広場

７月３０日（水）

おはなしポケット

７月８日（火）

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
親子でリトミック 音楽を楽しみながら体をいっぱ
１０時〜
い動かしましょう。
支援センターのテラスで水遊びをします。お水を
１０時〜
触ったり、かけたりして体のいろいろなところで感
１０時〜
触を楽しみましょう。
持ち物■水遊びのできる用意着替え・帽子・タオ
１０時〜
ル水分補給のためのお茶など。夏ならではの遊び
１０時〜
を親子で楽しみましょう！
９時〜１３時

１０時〜

絵本や紙芝居、
ペープサートをします。

※し尿収集手数料に係る消費税率の改定について
平成２６年４月１日から、消費税率が現行の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円に消費税率８％が加算され
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。
※不定期でお申込みの方は、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、お申込みいただ
いた収集回数を表しています。
①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回
でのお申込みを表し、
「大萩町①」とある場合
は１ヶ月に１回で申込みいただいた大萩町のお宅を
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
前
午
後
集
落
集
落
１日（火）萱原①・川相①
萱原①・川相①
３日（木）久徳①②③・月之木①②
久徳①②③・月之木①②
８日（火）多賀①②
多賀①②
一円①②・木曽①②・猿木①②・敏満寺
１０日（木）
不定期
①②一之瀬①・藤瀬①③
１５日（火）大杉①③・仏ヶ後①③
大杉①③・仏ヶ後①③
１７日（木）
―
不定期
１８日（金）佐目②
佐目②
２２日（火）土田①②・中川原①
土田①②・中川原①
佐目①・四手①②・富之尾③南後谷①・
２４日（木）
不定期
大君ヶ畑①②
２９日（火）栗楢②・佐目③・南後谷③
栗楢②・佐目③・南後谷③
３１日（木）川相③・小原③
川相③・小原③
日（曜日）

おたのしみ
①

⑥

⑦

クロスワード
ヨコのカギ

⑨

先月号の答え

①○○○○○を先頭に登校します。
②○○○発掘体験は、博物館にて開催していま
す。

②

と。○○社員。
○○○が良い。
⑤縁起のいい日。思い立ったが○○○○。
タテのカギ

④

⑦

②

⑩

⑧

⑤

⑥

④物を大切にしていつまでも持っていること。○

③

ヤドリギ
フル
カヨ
レキシ
ク
ア
キラリ
イメチエン
④

①

③特別の役職についていない、一般の社員のこ

⑨

③

「エメラルド」
でした。

①顔の一部で、匂いを感じる場所。

⑧

③木の品種。○○○風呂。
⑥縁の下の○○○○○。
⑦落語などの演芸を行う興行小屋。

⑤

⑧都道府県のリーダー。滋賀県では、
７月１３日に
選挙があります。
⑨これがあれば泳げなくても平気。

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：今年は何をしましょうか

□□□□

締め切りは６月３０日（月）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

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

〈ひろばの案内〉

にこにこ広場
（登録制）

☆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７月多賀町し尿収集カレンダー

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。

ひとのうごき

平成２6年4月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７91人 （+4）
■男性
３,７41人 （±0）
■女性
４,０51人 （+4）
■世帯数
２,７37世帯 （+5）
■転入
36人
■転出
25人

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
西澤 克規
♥
小川登喜子
林
太郎
♥
山口 恵理
にしざわ

お が わ

はやし

よ し き

と

き

こ

た ろ う

やまぐち

お詫びと訂正

え

り

や ま な

山名
♥
松田
ま つ だ

まさひろ

昌弘
希望
の ぞ み

おくやみ申し上げます
生まれました！
（俊二・佐季子）
８６歳
◆大倉 茂三
☆一円 涼菜
☆谷口 俊亮（長俊・恵） ◆小菅 寧雄
９１歳
（悌・幸代）
☆宮下 柚希
いちえん

す ず な

おおくら

しげぞう

放射線量（μsv/h）

たにぐち

しゅんすけ

こ す が

や す お

5月 1日 0.07

みやした

ゆ ず き

広報たが５月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
１１ページ 人権擁護委員 西河 仲市さんの電話番号 （誤）
４８−１６４７ （正）
４７−１６４７
１９ページ 多賀スポーツ少年団入団式・交流会
（誤）
６月１５日（日） （正）
６月８日（日）

5月15日 0.07
※役場前にて、9時の3回測定平均値

（敬称略）
でした。
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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６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
「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

６月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

13

（金）
日

スギ

27

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（金）
日

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

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

表紙写真■今月は田植えの一幕です。多賀町には多く
の田んぼが広がっています。多賀町では当たり前の田舎
景色も、
一歩街へ出てみるとなかなかお目にかかれない
ですよね。個人的には心が落ち着くので好きな景色で
す。毎年、
こうして農業をしてくださる方がいるおかげで
毎日おいしい食事がいただけるのだな、
と改めて感謝す
るとともに尊敬の気持ちが強くなりました。農家の皆さ
ん、
本当にありがとうございます。
編集後記■今月は段取りの大切さをとても強く感じる
月となりました。段取り良く行動するためには、いつも万
全の態勢で挑むための準備がかかせません。それこそ
田植えも収穫する前、田植えする前など、前から計画を
立てておかなければうまく育てることができません。い
ざ、田植えをする段階になって田植え機が故障していた
などとなれば、田植えのタイミングがずれ、結局収穫の
時期もずれてきます。何事にも通じるこの「段取り」をう
まく出来るかっこいい人になりたいな、
と思います。
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ			
（ど）
「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。

