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まちの話題

まちの話題／たが写真館

５月３１日・６月１日

５月２５日

ランバイクチャレンジシリーズＳＨＩＧＡラウンド開催！

ゴミゼロ清掃活動

ペダルもブレーキもなく、足で地

トをつけた車がずらりと並んでいまし

熱したレース

面を蹴って走る子ども用自転車「ラン

た。連日晴天に恵まれ、全国各地から

バイク」を使ったレースが、
Ｂ＆Ｇ海洋

集まった約６５０人のライダー達の熱

センター屋内多目的運動広場下の駐

い戦いをさらにヒートアップさせてい

車場にコースを設置し、開催されまし

ました。

た。

大 会 は 年 齢 別（２歳 〜８歳 ）にグ

この日、多賀町役場前の駐車場に

ループ分けがされており、
どのレース

は見慣れない地名のナンバープレー

も息を止めて見入ってしまう程の白

青空の下、今年もゴミゼロ清掃活

達成感はありましたが、ゴミを

が繰り広げられま

動が行われました。この日は町がひと

捨てる人がいなくなれば、清掃

した。

つとなって取り組み、写真のように、

活動をする必要はないですよ

車いっぱいのゴミを拾うことができま

ね。今回のような清掃活動を粘

来年も多賀町
で大会が開催さ

した。こうして清掃活動をしてみると、 り強く続けることで、心も環境

れることを楽し

ゴミの多さに驚きます。

みにしています。

もきれいな町づくりにつながっ

これだけのゴミを拾うことができ、 ていくことを信じています。

▲ゴミゼロを目指して

６月８日

キリン滋賀フェスティバル開催！
キリンビール滋賀工場で、
１１年ぶ

数多くの露店も終始大賑わいでした。 しめるイベントであったと思います。

りにフェスティバルが開催されまし

また、工場見学には長い列ができ、人

このようなイベントが今後も開催

た。天候にも恵まれ、
メインステージ

気の高さをうかがい知ることができま

され、地域活性化につながればと考え

での催しものを楽しんだり、スタンプ

した。

ます。

町内外からたくさんの方がお越し

ラリーをされたり、あちこちの木陰で

楽しく過ごされる様子が見受けられ、 になり、子どもから大人まで誰もが楽

▲スタート前

▲カーブを曲がる選手

５月２９日・３０日、
６月１６日〜１８日

民泊受入
今年度は千葉県船橋市立前原中学

の生活を体験してもらうべく、畑仕事

手伝いをしました。帰りのバスに乗る

校と静岡県浜松市立東部中学校を民

や田植え、そして民泊受入をしてくだ

際には笑顔が多く見られ、皆さん多賀

泊受入しました。皆さんには多賀町で

さったそれぞれのご家庭で料理のお

町での生活を満喫できたようです。

▲たがゆいちゃん登場！

▲工場見学は大盛況！

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。
※詳しくは企画
課広報担当へ
お問い合わせ
▲手植えの体験
広報たが 201４年７月号
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▲真剣なまなざしです

ください。

こ
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や ま も と

山本

し

ゅ

り

朱莉ちゃん
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地域おこし協力隊／新成人の集い／農業委員会だより
地域整備課（治水） （有）
２-２０２０ （電）
４８-８１１９ ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
た に

す

ず

緑のふるさと協力隊
産業環境課（商工観光） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
い し ぐ り

か

みどりの中で［谷涼香隊員］
こんにちは。多賀町水谷地区地域おこし協力隊の谷涼

のように、
うまくスーッと筋が取れず

香です。水谷に来てから２カ月がたちました。
４月に来た

に何度も悔しい思いをしました。今は

頃はまだまだ肌寒い水谷でしたが、すっかり暖かくなり

一人でできます。すらっときれいな曲線のえんどうまめ。

畑などをいじっていると汗ばんできます。

鮮やかな緑。大切においしくいただきました。

緑に囲まれた水谷。そんな風景が気に入ってここに来

よ

し

お

栗栖に住んで１カ月が経ちました、石栗義男です。
人との出会いに感謝する日々を送っています!!
活動内容
現在、週４日で私が住んでいる栗栖地区を主体に活動

また、水谷地区にて、
こんにゃく芋植えのお手伝いを
させていただきました。水谷地区に住んでおられる地域

させていただいています。

く わ

う ね

ました。
５月の新緑もまたきらきらと美しくて、山を見上

４月は、
トマト栽培にて「芽掻き」の作業をお手伝いさ

おこし協力隊の方を中心に、鍬を使って「畝作り」をして、

げるたびにその繊細さと力強さに圧倒されました。こち

せていただきました。この作業はトマトだけに限らず、多

住民の方から役場の方まで総出で「こんにゃく芋植え」

らに来てから田んぼと畑をはじめました。どちらも初め

くの植物の栽培でとても大事であることを学びました。

を行いました。今後どのようにこんにゃくができていくの

ての体験で教えていただくことだらけですが、田植えや

また、田植えにて、苗箱・肥料の補充の作業をお手伝い

か、楽しみです。さらに、
「町民ソフトボール大会」にも参

あぜ

植えつけも終わり、茶色い土の上に緑の苗がすくすくと

させていただきました。田植え前の「畦作り」や「草刈り」

加させていただきました。どこの誰かも分からない私を、

育っています。今は小さな苗ですが、
これからどんどん大

の作業からお手伝いさせていただき、田植え前の準備

快く迎えていただいた野球チームの方にはとても感謝し

きくなっていってくれることを願います。

の大切さを学びました。また、
田植えは機械で行うのに対

ています。また、夜は、卓球・フットサルのスポーツに誘っ

この間ご近所さんからさやえんどうをいただきまし

して、
まだ手作業で行わなければならないことが多くあ

ていただいたり、洞窟探検！？ にも誘っていただき、多

た。筋とりをしながら思い出したのは祖母のことです。ま

ると感じました。
５月は、川相地区のお祭りに参加させて

賀町での生活をとても満喫しています♪

だ小さかった私に筋のとり方を教えてくれました。祖母

いただきました。人生初の御神輿を担いで、肩から腰に

多賀町に着任して、早１カ月が経ちました。今後の活動

かけて体がバッキバキになりました。その中でも、全力を

においても、人との出会いに感謝して、何事も全力で積

出し切ったので、清々しい気持ちになりました。

極的に日々活動していこうと思います。

▲川相祭りにて

▲こんにゃく芋植えにて

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

「平成２７年多賀町新成人の集い」のお知らせ
社会の一員として自覚と責任を持って人生を歩まれる
新成人の門出をお祝いする
「多賀町新成人の集い」を開
催します。

お願い
①多賀町出身で進学や就職などで、町外に住民登録を

日時■平成２７年１月１１日（日）
受

されている方で「多賀町新成人の集い」に参加をご希
望される方がお知り合いにおられましたら、お名前と

付 １０時〜

ご連絡先を生涯学習課までお知らせくださるようお願

第１部

いいたします。

式典の部 １０時３０分〜

②毎年、第２部に行われる懇談会を新成人の方で企画運

第２部

営していただいております。仲間と一緒に思い出に残

懇談会の部 １１時３０分〜
会場■中央公民館 ２階

る
「新成人の集い」を企画してみませんか？

大ホール

対象■平成６年４月２日から平成７年４月１日生まれの方

※興味をお持ちの方は生涯学習課までご連絡ください。

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
○５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…………５件

暮らしの中から
栗栖での作業後、お米や野菜をいただいたりと、栗栖

いと思い、
「多賀町自転車一周」を敢行しました。見渡す

地区の方にはとてもお世話になっています。ありがとう

限りの木々、今は誰も住んでいない集落、鳥の鳴き声。

ございます。また、多賀町のことを自分の五感で感じた

自然を体いっぱいに感じました♪

※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出です。
• 報告第２号

農地転換届出について……………１件

※田んぼとして利用の農地を、畑等農地に転換するときに必要な届出です。
広報たが 201４年７月号

4

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/ｔａｇａｇｕ
ｒ
ｉ/
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ねんきんだより／子ども議会

後期高齢者医療制度

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

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

滋賀県後期高齢者医療広域連合 （電）
０７７−５２２−３０１３

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料の免除制度について

後期高齢者医療制度のお知らせ

国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困

料納付が猶予される
「若年者納付猶予制度」
があります。

難な場合に、本人の申請によって保険料納付が免除され

これらの保険料免除期間については７月から翌年６月

る「保険料免除制度」があります。この制度は、本人とそ

までとなり、平成２６年度分の受付は７月１日から開始と

の配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以

なります。また、今年４月から法律が改正されて、
２年１カ

下の場合に承認されます。

月前の月分まで遡及して免除申請をすることができま

ただし一部免除の場合、一部納付保険料が未納になり

す。保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といっ

ますとその期間の一部免除は無効（未納と同じ）
になり

た不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎

ますのでご注意ください。

年金が受取れない場合がありますので、
経済的な理由等

また、
世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しな

で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、税

い場合でも、
３０歳未満の若年者の方については本人お

務住民課または彦根年金事務所までお問い合わせくだ

よび配偶者のみの所得で審査して基準を満たせば、保険

さい。

全額免除

４人世帯
（夫婦、
子２人）

新しい被保険者証はうぐいす色（薄緑色）
で、二つ折り
にして使います。
（７月中に簡易書留郵便で発送します。）

８月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
７月に郵便でお送りします。

更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入し

なお、平成２６・２７年度については、保険料率を以下

ておられる方全員の被保険者証が新しくなります。

免除の対象となる所得の目安
世帯構成

８月１日から有効の新しい被保険者証を７月にお送りします

のとおり改訂しました。被保険者の皆さんにこれからも

８月１日以降は、今お持ちの被保険者証は使えません
一部免除（一部納付）
３／４免除

１／２免除

１／４免除

１６２万円

２３０万円

２８２万円

３３５万円

２人世帯
（夫婦のみ）

９２万円

１４２万円

１９５万円

２４７万円

単身世帯

５７万円

９３万円

１４１万円

１８９万円

学校教育課 （有）
２−３７４１ （電）
４８−８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
議会事務局 （有）
２−２０１１ （電）
４８−８１２６ ｇ
ｉ
ｋａ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「多賀町子ども議会」を開催します
未来を担う小・中学生の皆さんに、多賀町のことで疑

安心して医療を受けていただくため、
ご理解たまわりま

のでご注意ください（有効期限をお確かめください）。

ので議会事務局までお申し込みください。
（ 子ども
議員の保護者１人は優先します。）

すようお願いいたします。

後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成２６年度
１年間の保険料の額や、
お支払方法についての通知書を

平成２６年・２７年度保険料率
区

分

保

険

料

被 保 険 者 均 等 割 額

率

平成２４・２５年度

平成２６・２７年度

４１,７０４円

４４,８８６円

率

８.１２％

８.７３％

年間保険料の上限額

５５万円

５７万円

所

得

割

保険料引き上げの理由は次のとおりです
• 被保険者一人当たりの医療費が増えていること。

で、詳しくは上記のお問い合わせ先までご連絡くださ

して聞きたいことを質問したり、提案したりすることを通

• 人口全体に対する高齢者の割合が増えていること。

い。

じて、町政や議会の運営のしくみを体験的に理解しても

※所得の低い方等には保険料の軽減がございますの

問に思っていることや考えていること、多賀の将来に対

らい、政治をより身近なものとして感じてもらうことを目
的として開催します。

保険料の計算のもとになるのは？ 支払方法は？

また、小・中学生の皆さんからの要望や意見を受け止
め、
今後の町政運営の参考としていきます。

平成２６年度の保険料は、平成２５年中の所得にもと

期日■７月３１日（木） ９時〜１１時３０分

づいて計算します。通知書の「特別徴収」の欄に金額が

場所■多賀町議会議場

記載されていれば、その金額を年金から直接お支払い

出席者■

いただきます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書

• 子ども議員 １２人（各小学校５年生１人・６年生

か口座振替でお支払いいただきます。

２人、
中学生１〜３年生各２人 うち１人は議長）

※平成２６年度の住民税が世帯全員非課税の方は、医療

• 議会議長、
議員、事務局長、町長、副町長、教育長、

機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」
（以下、

会計管理者、
課長
その他■傍聴を希望される方は、人数に限りがあります
広報たが 201４年７月号
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▲平成２５年度「多賀町子ども議会」のようす

「限度額認定証」という。）を提示すると、同一医療機

関での窓口負担がひと月の限度額までとされたり、入
院時の食事代が減額されます。
７月３１日まで有効の「限度額認定証」をお持ちの方
で、
８月以降も該当する方には、原則新しい被保険者証
に同封して郵送いたします
（更新手続きは不要です。）。
なお、対象となる方で限度額認定証をお持ちでない
方は被保険者証と印鑑（認印で可）
をご持参のうえ、税務
住民課の窓口で申請してください。
広報たが 201４年７月号
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学校支援ボランティア

民児協だより／いくせい

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

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

学校支援ボランティアだより

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-

たきのみや保育園で遊具のペンキ塗りをお手伝いしました
５月２５日にたきのみや保育園の愛園作業で、遊具の
ペンキ塗りのお手伝いをしました。晴天の中、保護者の

もうすぐ夏休み！

りしました。明るい色に塗り替えられた遊具で、園児たち
が遊んでくれることを楽しみにしています。

皆さんと一緒に、錆を落としたり、遊具の塗り直しをした

町民の皆さん、
こんにちは。
毎月
『たが民児協だより』
を関心をもって読んでくださ
ることを大変うれしく思います。

私たち民生委員・児童委員も地域の皆さんとの関わ

夏休みが始まります。地域では、子どもたちが自転車に

りを大切にし、皆さんとともに次代を担う子どもたちを

乗ったり、
ボールを蹴ったり、夜には花火遊びも盛んとな

見守り育てていきたいと

り、元気で明るく楽しそうな光景でいっぱいになることで

日々活動をしています。

しょう。夏祭りや地域の行事への参加、また家族旅行や

今後ともよろしくお願い

子ども会の旅行などもあるかも知れません。これらの経

いたします。

そんな中で何かが発生したとき、助言や行動で支え、
助けてくれる存在があることは、自分にとっても相手に
中央公民館内

ご相談やご心配事があ
りましたら、いつでも地域

とと思います。

▲カラフルになるすべり台

ちからいろいろなことを学びとり、
自分の糧としていくの
だと思います。

さて、早くも７月、もうすぐ子どもたちは待ちに待った

験の中でマナーやルールを学ぶ機会がたくさんあるこ

▲ペンキ塗りのようす

とっても大切なことで、子どもたちはそんな周りの人た

の担当者にお話しくださ
い。お待ちしております。

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

多賀町青少年育成町民会議

大滝小学校の全校ウォークラリーのお手伝いをしました
５月２９日に大滝小学校のウォークラリーが開催され

た。途中、赤渕神社では地域の方の応援もあり、各班で

多賀町青少年育成町民会議では平成２６年度総会を

ました。今年は、
大杉〜樋田〜一ノ瀬方面へのウォークラ

助け合って、全員元気に学校へゴールしました。ご協力

６月１日に開催し、今年度の活動方針、活動計画、本部役

青少年育成運動を積極的に展開します。今年度も町民

リーで、交差点や道路横断の安全管理をお手伝いしまし

いただいたボランティアさん、ありがとうございました。

員、部会役員、予算案等を審議し可決決定しました。

の皆さんのご支援よろしくお願いいたします。

われば、子どもも変わる運動』をスローガンとして掲げ、

『たくましく伸びよう伸ばそう多賀の子』
と
『大人が変

平成２６年度の組織と役員名（敬称略）
名

誉

長

久保久良

顧

問

夏原覚、
澤田藤司一、
松宮忠夫、
土田雅孝、
山本房子、
小菅辰一

会

長

火口悠治

長

池尻力、
西河仲市

事

髙橋金治、
西澤哲

副

会

会

監
▲バス停にて

部会名簿 （◎…部会長、〇…副部会長）

▲道路横断中

ボランティア研修会を開催します
日時■７月２１日（月・祝） １３時３０分〜１５時３０分
場所■あけぼのパーク多賀

大会議室

内容■本の読み聞かせ研修「おはなしの世界へようこそ！」
・おはなしの世界へようこそ！
〜おとなが楽しむおはなし会〜
・楽しい読み聞かせ方、本の選び方
広報たが 201４年７月号
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総

務

部

会

・情報交換
講師■彦根おはなしを語る会

辻 まゆみさん

受講料■無料
お申し込み■教育委員会事務局

生涯学習課まで直接

お問い合わせいただくか、多賀町立図書館にあるチ
ラシでお申し込みください。

社 会 環 境 部 会

青少年・家庭教育部会

◎平塚一弘・〇大矢勝・○松宮千津子・池尻力・井上尚世・髙橋金治・田中伸幸・田畑喜久弘・
土田昭雄・土田勝一・富田愛子・西河仲市・火口悠治
◎藤森美智子・〇石田茂夫・〇西倉邦浩・木村泰崇・木村慶之・菅森時子・棚池治彦・塚本敦子・
土坂淳子・西川孝一・西澤哲・藤本一之・山本たみ子
◎成宮敏彦・〇土坂聡子・○宮河秀樹・有元幸郎・五十嵐宏明・小菅誠一・柴田侯一・城貝康弘・
新谷康宏・秦健司・林壽美子・松宮紀久子・山本明美

広報たが 201４年７月号
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けんこう

臨時給付金

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

『臨時福祉給付金』
・
『子育て世帯臨時特例給付金』
８月１日申請受付開始!!

あなたのコレステロール値は大丈夫？？
ご自分の健診結果データを一度ご覧ください！ あなた

血液検査のデータに注意しましょう。

は、中性脂肪やコレステロール値が基準値外ではないで
コレステロール値は、動脈硬化の程度や脳卒中、虚血
性心疾患になる危険性を知る目安、生活習慣病を予防
する上で重要な数値です。基準値を超える方は、血中コ
レステロールや中性脂肪が過剰になって、血液の流れが

申請期間は申請開始の日（８月１日）から３カ月です。

臨時福祉給付金の対象になると思われる非課税の方

中 性 脂 肪（ 空 腹 時 ）

〜１４９ｍｇ／ｄℓ

には税務住民課から、子育て世帯臨時特例給付金の対

ＨＤＬコレステロール

４０〜８ｍｇ／ｄℓ

象となる方には福祉保健課から、それぞれ７月中旬に案

ＬＤＬコレステロール

〜１１ｍｇ／ｄℓ

悪くなっている状態です。血液をドロドロにして動脈硬化

この数値を超えたらイエローカード!!

を引き起こしたり、血液の通り道の血管に余分な圧力が

生活習慣の改善を！!!

かかって高血圧を招いたり、重症になると脳卒中や心筋

改善の基本は食事と運動です！

梗塞に進む場合もあります！ 自覚症状が何もないため、

場合によっては、薬を使って低下させることも。

市町別

内を送付する予定です。今しばらくお待ちください。

を次のとおり受付します。
正常範囲（目安）

すか？

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請

必ず期間中に申請書を提出してください。
期限までに提出いただけない場合はお支払できませ
んのでご注意ください。

受付期間
集中受付期間 ８月１日（金）〜８月１５日（金）

※受付期間は１１月４日（火）で終了いたします。

受付時間
８時３０分〜１７時１５分（土日・祝日を除く）

※ただし、
８月６日（水）、
８日（金）は２０時まで
８月９日（土）は８時３０分〜１７時１５分まで受付

ＬＤＬコレステロールの有所見割合（平成２４年度）

受付場所

滋賀県

多賀町

県内ワースト

男性

４９.０％

５１.９％

２位

女性

５８.９％

６０.４％

４位

多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

談話室

公務員の方へ

滋賀県は、全国と比較してＬＤＬコレステロールの有所

ＬＤＬコレステロール値が異常を示している方が多いこ

見割合はトップで、市町別にみると、その中でも多賀町は

とがわかります。すなわち、虚血性心疾患等を発症する

公務員の方で所属する官庁において児童手当が支給

から配布される
「申請書」、
「児童手当（特例給付）受給状

男女ともに割合が高くなっています。

危険を有する人の割合も高いということです。決して他

され、
「子育て世帯臨時特例給付金」の支給要件を満た

況証明書」、印鑑、通帳をご持参のうえ、上記受付期間内

人ごとではありません。

す場合は、平成２６年１月１日時点で住民登録がある自

に申請してください。

上記の結果からも、特定健診受診者の中で、多賀町は

治体から支給になります。多賀町の住民の方は、勤務先

教えて給付金Q&A

家族みんなではじめる生活習慣病予防
○運動をする

健診は転ばぬ先の杖

○朝ごはんを食べる

定期的に健診を受けることで

◎健康診断を受ける

病気の芽がチェックできるんだ。

Q

住民税が課税されているかどうか、
どうすればわかりますか？
Ⓐたとえば、
○ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
○役場から６月に住民税の課税通知書が届いている場合
には、住民税が課税されています。

年に１回は健診を受けて、からだを点検しましょう
長い時間をかけてじわじわと体を痛めつけ、自覚症状

• 卵は１日半分から１個を目安に…卵黄を使うマヨネー

が現われたときには病気が進行しているのが、生活習慣

ズや洋菓子は要注意！ イカ、タコ、エビにはコレステ

病。自覚症状はなくても、体は体内で異常が起きている

ロールを分解するタウリンも含まれるので、食べ過ぎ

というサインを出しています。そのサインを発見するた

なければＯＫ。

めに行うのが健診です。
日頃から……
• 動物性脂肪は極力控えめに…肉の脂身、バターなど
の動物性脂肪は、
コレステロールを増やします。

• 食物繊維が豊富な野菜、果物をとる…食物繊維は脂
肪の排泄を促します。ただし、果物は摂り過ぎると中性

Q

基準日（平成２６年１月１日）の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取はどうなりますか？
Ⓐ今回の２つの給付金は基準日時点で住民票がある市町村から支給されます。
具体的な申請期間や申請方法については、基準日時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。

Q

基準日以降に生まれた方や亡くなられた方は給付金の対象になりますか？
Ⓐ【臨時福祉給付金】

脂肪を増やすので、ほどほどに。お酒や甘いお菓子も

基準日に生まれた方は給付金の対象になりますが、基準日の翌日以降に生まれた方は対象となりません。また、基

中性脂肪を増やします。

準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた方も臨時福祉給付金の対象にはなりません。

• 脂肪の種類を考えよう…サバ、
イワシなど青い背の魚

• 適度な運動を週３日以上行う…ウォーキングなどの運

に多く含まれるＥＰＡやＤＨＡ、オリーブオイルに含ま

動は、
エネルギーを消費して肥満を防ぎます。
１日１万

基準日に生まれた児童は対象児童となりますが、基準日の翌日以降に生まれた児童は対象児童となりません。ま

れるオレイン酸などは、血液中の脂肪を減らす効果あ

歩を目安に、積極的に体を動かしましょう。

た、基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた児童も子育て世帯臨時特例給付金の対象児童にはな

り。適正エネルギーの範囲内でバランスよく。
広報たが 201４年７月号
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【子育て世帯臨時特例給付金】

りません。
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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
７月の休館
日

８月の休館

月

火
１

６
１３

多賀町子ども読書活動推進委員会の委員が決まりました!!

（■…休館日）

７
１４

８
１５

水

木

２

金

３

９

１０

１６

１７

２０

２１

２２

２３

２４

２７

２８

２９

３０

３１

４
１１
１８
２５

土

日

月

前回の委員の任期満了に伴い、今年度より新たに委員の改選を行いました。
火

水

木

５

２６

土

１

２

大
保

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

１２
１９

金

氏

名（敬称略）

諭

宮

島

敦

子

多賀中学校学校図書室担当教諭

川

嵜

智

子

当

大

谷

修

子

滝
育

※３１日（木）は月末整理休館日です

※２８日（木）は月末整理休館日です

読書会

おはなし会と科学実験

小

学

職
校

園 ・ 幼

司
稚

書

教

園

担

福

祉

保

健

課

担

当

杉

原

由起子

学

校

教

育

課

担

当

上

村

平

生

涯

学

習

課

担

当

岸

本

雅

嗣

当

西河内

靖

泰

図

３１

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

役

書

館

担

備

考

多賀・大滝小学校各任期で輪番
たきのみや保育園

園長

保健師
学校教育課

課長

多賀町立図書館

館長

図書館応援団活動報告
図書館の開架室から見える花壇には、季節折々のきれ

夏休みの自由研究の参考にもどうぞ。

日時■毎月第１火曜日 １０時３０分〜

日時■７月２７日（日） １０時３０分〜１１時３０分

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 実験室

対象■大人の方

対象■小学生

この花壇は、陰ながら図書館を支えてくださっている
図書館応援団の方が、年間計画を立てながら暑い日も

いな花が読書で疲れた目を癒してくれます。
一年を通じ、
この花壇のお花を楽しみにされている利

寒い日もお世話をしてくださっています。応援団の隊長

用者さんもおられるほどです。

Ｋさん、いつもありがとうございます。

▲暑い中、
３段もある花壇の草取り

▲きれいになった花壇

持ち物■炭酸飲料の空のペットボトル（500㎖以上）ひ

子どもの本のサークル「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

とつ
（キャップ付きで）
申し込み■７月５日（土） １０時〜 （先着順）
定員■20人

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。お子さん連れでもご参加い
ただけます。

雑誌のおわけ会

日時■毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜

図書館で不要になった雑誌をおわけします。

場所■あけぼのパーク２階 小会議室

会期■７月１９日（土）〜８月３１日（日）
会場■あけぼのパーク多賀

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

雑誌のおわけ会

対面朗読室

内覧展示

います。

内覧会■7月12日（土）、
１８日（金）

日時■７月１２日（土） １３時３０分〜

おわけ冊数■８月３日（日）までは1人5冊。

場所■あけぼのパーク多賀

図書館内

8月3日以降、冊数に制限はもうけません。

対象■中学生以上の方

７月

じ ゅ ふ く しげる

す ぎ は ら

８月
１日

Ｂコース
（多賀方面） 11日 ８日
第2金曜日

う

ね

寿福滋 写真展 「杉原千畝 命のビザ」
す ぎ は ら ち う ね

杉原千畝は戦時中、海外駐在の外交官で、
リトアニア
し、
６千人の命を救った人物です。

巡回場所・駐車時間

化財関係資料をフリーカメラマンとして撮影を続けてい

大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５
多賀清流の里
（玄関前）
１３：００〜１３：３０

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。

ち う ね

マにし、戦争と平和を、千畝の妻、幸子さんからみた夫婦
の物語で紹介します。
会期■８月１日（金）〜９月１５日（月・祝）

今回の写真展は、
２０１１年滋賀県文化大賞を受賞、文
じ ゅ ふ く しげる

Ａコース
（大滝方面） 4日
第1金曜日

ち

で１９４０年、ユダヤ教徒救出のためビザと書類を発給

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
コース

企画展

す ぎ は ら ち う ね

る寿福滋氏のライフワークでもある「杉原千畝」をテー

会場■あけぼのパーク多賀（ホール）
・ギャラリー・美術
工芸展示室
じ ゅ ふ く しげる

協力■寿福滋さん（寿福写房）
・大正出版

多賀町立図書館の利用資格を失われた方へ カード返納のお願い
当館の利用登録は、現在多賀町にお住まいか多賀町

失われたときはカードを返納しなければならないと定め
られています。ご理解、
ご協力をよろしくお願いします。

にお勤めの方が対象となっています。
多賀町立図書館管理運営規則（平成１０年７月１日教
委規則第２号）第１３条第２項の規定により、利用資格を

※本年度中に利用カードを更新します。その際には、在
住・在勤を証明する書類のご提示をお願いします。

今月号は
『本の紹介』
コーナーをお休みいたします。
広報たが 201４年７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 （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

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１４②
〜化石をクリーニングする？〜
なんですね。

リーニングを思い浮かべる方が多いのではないでしょう

ついて紹介します。

て、多賀町・多賀町教育委員会主催
の「湖東地区中学校優勝軟式野球大

と変な感じに聞こえるかもしれません。先日行われた古

会」を多賀町民グラウンドと多賀中学

代ゾウ発掘プロジェクトの第２次発掘調査では、哺乳類

校グラウンドにて開催します。全校、

は ね

の骨や魚類の歯、貝、昆虫の翅 、種子や葉など、全体で

新構成のチームで初めての試合とな

２４７点もの化石が掘り出されました。発掘現場では、化

ります。皆さんの熱い応援をよろしく

石は粘土に入ったかたまりのまま掘り出されることが多

お願いします。

キンボー ルは、直径１２ｃｍ、
重さ約１ｋｇのボールを、
４人１組

で構成された３チーム（ピンク、
グレー、
ブラック）が、決められた
コート内でヒット（サーブ）やレ
▲昨年のようす

く、研究室に持ち帰った後であらためて粘土を取り除く
作業「クリーニング」が施されるのです。化石は壊れやす

秋季軟式野球大会のご案内

く、
どのように埋もれているのかはっきりしないことも多
いので、作業は慎重に時間をかけて行われます。
１㎜足

８月３１日（日）、
９月７日（日）に多賀町
▲クリーニング中のシカ
（？）
の脊椎骨
（胸椎）

イベント案内

観察会

夏休み自由研究応援講座

第４回

多賀の花の観察会

夏休みの宿題と言えば自由研究です。今年も自由研

夏の植物の観察をしに芹谷方面へ向かいます。今月は

究の例の紹介や博物館ならではの実習などを行いま

どんな花と出会えるでしょうか。ぜひ、お気軽にご参加く

す。毎年自由研究をしている子もそうでない子も、一緒

ださい。

に研究してみましょう。
日時■７月１９日（土） １４時〜１６時
場所■あけぼのパーク多賀

ま参加チームを募集されています。

体育協会主催による秋季軟式野球大

詳細は、多賀町体育協会事務局（多賀

会が多賀町民グラウンドにて開催さ

町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）まで、お問

れます。多賀町体育協会では、
ただい

い合わせください。

「ほら！こんなに泳げるようになったよ！」
〜プール教室開講中！〜

シーブチームの色」
（自チーム以
外の色 例：ピンク）を大きな声

す。
「オムニ」とは、全てのという

を開催しています。専門の先生による

れています。

意味、
「キン」はキネスシス
（運動

指導のもと、各教室ともに充実した時

感性）の略語で、
「 全ての人が楽

※申し込みは不要です。当

しめるスポーツ」という意味を持

日、動きやすい服装でお
越しください。

つ造語です。

▲ハグロソウ

ヒットされたボールは、指定さ
れた色のチーム
（レシーブチーム

への参加を希望される方は、博物館

３本勝負

までご連絡ください。

１３時４０分〜１４時

例：ピンク）が床に落ちる前にレ

第２回（申込制）

シーブします。レシーブ成功後、
自チーム以外の色にヒットしま

また、
１３時からは安土城考古博物

ぜひお越しください。

会期■７月１日（火）〜７月２０日（日）

日時■７月２０日（日）
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ム ニ キン 」と言 い 、続 い て「レ

ているようで、満面の笑顔を見せてく

ご紹介します。ぜひ、
ご覧ください。

広報たが 201４年７月号

ム
（例：グレー）の１人が必ず「オ

生水泳教室・水中ウォーキング教室

おはなし」をしていただきますので、

茶３本勝負」を実施します。
３本勝負

試合開始の合図後、
ヒットチー

集合場所■多賀町立博物館

多賀座のこれまでの活動についても

今年の闘茶会では、
５人で行う
「闘

す。

上のみ、手や腕などで打撃）
しま

館学芸員の大槻暢子さんに「闘茶の

闘茶会

てを守れるように守備につきま

れた方も、練習の成果が表われてき

代と闘茶展」も１０回目を迎えました。

会場■あけぼのパーク多賀 ギャラリー

支え、他の２チームはコート内全

タープールにて、ベビー・幼児・小学

ギャラリー展示＆関連イベント

近江猿楽多賀座主催の「猿楽の時

ヒッター以外の３人がボールを

日時■７月１７日（木） ９時３０分集合

申し込み■電話または博物館カウンターで直接お申し

第１０回 猿楽の時代と闘茶展

を得たチームが、
コートの中央で

でコールしてからヒット（腰より

駐車場

込みください。

まず、
ジャンケンで勝ち、
ヒット権

間をすごされています。初めて参加さ

参加費■１００円（保険料）

参加費■２００円
（保険料等）

シーブを繰り返すゲームです。

ただいま、多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

実験室

対象■小学生以上
（先着２０人）

キンボール
キンボール（ＫＩＮ－ＢＡＬＬ）に

８月２日（土）〜４日（月）の３日間にかけ

か。だから、化石をクリーニングするなんて聞くとちょっ

らずの魚類の歯をクリーニングするのに３時間以上かか

スポーツ推進委員かわらばん

「第６６回湖東地区中学校優勝軟式野球大会」開催！

るなんていうことも…。化石と向き合うには根気が必要

クリーニングというと、汚れた服を薬剤で洗うドライク

Ｂ＆Ｇ海洋センター
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

す。レシーブまたはヒットに失敗

プール一般開放中！

すると、失敗したチーム以外の２
チームに１点ずつ加算されます。

Ｂ＆Ｇ海洋センター

滝の宮スポーツ公園

闘茶にチャレンジ
（自由参加）

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）

１１時〜 １２時〜 １４時〜

開放時間■９時〜１２時、
１３時〜１６時

開放時間■１３時〜１６時

闘茶のおはなし
（自由参加）

利用料金■幼

利用料金■海洋センタープールに準

児………１００円

１３時〜１３時４０分

小中学生………１５０円

じます。

３本勝負

高 校 生………２００円

※月曜日・祝日の翌日は休館日

第１回（申込制）

１１時４０分〜１２時

▲昨年の闘茶会のようす

一

般………２５０円

です。

全員の協力が必要なため、一
体感を味わうことができ、協調
性を養うことができるスポーツ
です。
遊 びに近 い スポーツです の
で、みなさん是非、キンボールを
体験してみてください。

広報たが 201４年７月号
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おしらせ

おしらせ

紫雲苑改築工事（平成２６年度〜平成２７年度）に伴う駐車場等の利用規制について
※工事期間中は、街合（待機）場所

工事期間中

工事完了後

会葬■マイクロバス１台と乗用車（タ

会葬■マイクロバス１台と乗用車（タ

がないため、お越しになった際

クシー・霊きゅう車含む）合わせ

クシー・霊きゅう車含む）合わせ

は職員の指示にしたがってくだ

て５台まで

て７台まで

さい。

収骨■乗 用 車（タクシー 含 む ）
１台
まで

まで

シルバー連合会

日除く８日間 ９時〜１５時
施町２９）

日程■８月２５日（月）〜９月８日（月） １３
会場■びわ湖花街道（大津市）、琵琶

※ヘルパー２級（介護

ツエストピアホテル（草津市）、連

職員初任者研修課程修了）資格

合会事務所会議室（大津市）※講

のある方

習日により会場移動
※申込受

面接日程■７月２３日（水）
１０時〜

定員■２０人
締切■８月５日（火）必着

付後、
面接により選考
び

わこ学院大学にて

※申込受付

後、面接により選考
面接日程■８月７日（木）
１０時〜

連合

ローワークで求職登録をされて
いる方
お問い合わせ・お申し込み

①ほかの医療機関からの紹介状

設されています彦根休日急病診療所

（電）
０７４９-２２-６０５０

（電）
０７７-５６４-６３１１
広報たが 201４年７月号
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盤づくりにつながる取り組みの推進」

実施地域

パラオ諸島 ⑦ボルネオ・マレー半島
⑧フィリピン（１次） ⑨ソロモン諸島
⑩ミャンマー（１次）⑪台湾・バシー
海峡⑫東部ニューギニア（２次） ⑬
氏 名・電 話 番 号 を 記 入してく

すので、ぜひご応募ください。
応募資格■町内在住・在勤の方
応募期限■７月３１日（木） ※郵送の
場合は当日消印有効
応募点数■１人１点のみ（未発表の自

ださい。
その他■応募していただいた作品は
すべて広報たがに掲載します。
社会を明るくする運動
多賀町推進委員会事務局

応募方法■社会を明るくする運動多

（福祉保健課）

賀町推進委員会事務局（福祉保

〒５２２-０３４１

健課）
まで、持参・ＦＡＸ・はがき・

多賀町多賀２２１-１

※応募者全員を観月祭に招待し、
お問い合わせ・お申し込み
多賀大社社務所

観月祭係

俳句：北川

栄子先生

〒５２２-０３４１

木村

光鴉先生

犬上郡多賀町多賀６０４
（有）
２-２２０５
（電）
４８-１１０１

様 式 は 自 由 で す が 、住 所・

ミャンマー・インド
（２次）⑭フィリピン
（２次） ⑮中国

特定地域…①西部

ニューギニア ②ビスマーク諸島 ③
マーシャル・ギルバート諸島

お問い合わせ・応募先

（Ｆ）
４８-８１４３

献詠集を贈呈します。

※多賀大社観月祭会場（仲秋の名

した人たちの更生について理解を深

募ください。

す。

発表■９月７日(日) １９時３０分

会 （電）
０７７−５２２−７２２７

と重なるため変更開催）

フリガナを記入のうえ、住所、氏

滋賀県赤十字血液センター

協力の拡大」
「就労・住居等の生活基

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

が必要となっています。

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯

封書・メールのいずれかでご応

うえ、観月祭会場にて表彰しま

福祉保健課

申し込み■一般社団法人滋賀県遺族

月は９月９日（火）ですが、古例大祭
※入選以上の方には事前に通知の

小西久二郎先生

（電）
０３-３２６１-５５２１

ち直りを支える取り組みについての

作のものに限る）

え、封書で郵送のこと。作品には

啓先生

問い合わせ■日本遺族会事務局

社会を明るくする運動は、
すべての

この運動に関する標語を募集しま

申し込み■献詠献句料１，
０００円を添

選者■短歌：礒﨑

第６４回「社会を明るくする運動」-７月は社会を明るくする
運動強調月間です-

社会を明るくする運動標語募集！

液を安定的に供給するために、献血

します。

を目的としています。
費用■９万円（参加費）

（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

の確保」を基本理念として、安全な血

締切■８月５日(火)

地域の住民と友好親善をはかること

開されています。重点事項として、
「立

多賀大社観月祭献詠献句募集

くの命を助けるため、
ご協力をお願い

荒神山自然の家 （電）
２８-１８７１

場所■荒神山自然の家（彦根市）

を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同

（電）
０７７-５２５-４１２８

については、まずは当院敷地内に開

名、年齢、電話番号を明示のこと

お問い合わせ・お申し込み

を対象として、父等の戦没した旧戦域

東部ニューギニア
（１次）⑥トラック・

なお、休日（日曜日・祝日）の受診

詠」 自作・未発表作品

なり次第、締め切り）

んで考えてみてはいかがでしょうか。

（内科・小児科☎２２-１１１９）をご利

作品■１人三首・三句まで、
「 秋季雑

（電話にて受け付けます。定員に

築こうとする全国的な運動として展

お問い合わせ■市立病院医事課

お問い合わせ

戦で父等を亡くされた戦没者の遺児

〒５２０-００５４ 大津市逢坂１-１-１

得ない事情がない患者さん

皆さんの善意により、ひとりでも多

応募期間■７月１５日（火）〜３１日（木）

広域地域…①旧満州 ②西部ニュー

定療養費を負担していただくことと

国内の献血血液による「国内自給

でもらうことを目的として、夏休みに

ギニア ③旧ソ連 ④マリアナ諸島 ⑤

なりました。

—７月は強調月間です—

から補助を受け実施しており、先の大

や非行問題について、もう一度皆さ

用いただきますようお願いします。

滋賀県愛の血液助け合い運動

参加費■１人あたり３,０００円

を掲げています。この期間中に犯罪

②入院・事故など緊急でやむを

に当てはまる患者さん

に野外活動を通して、自然に親しん

め、それぞれの立場において力を合

がない患者さん

日の診察で、次の①・②の両方

集しています。同事業は、厚生労働省

わせ、犯罪や非行のない地域社会を

ら、次の対象者にも初診にかかる選

選定療養費の額■２,１６０円

約３０人

公益財団法人

初診の選定療養費（初診にかかる特別の費用）について

対象■平日受付時間外および土日祝

対象■小学４年生〜６年生

滋賀県シルバー人材センター連合会

会事務所会議室にて

彦 根 市 立 病 院 では７月１日（火）か

荒神山自然の家では、子どもたち

日本遺族会では、
「戦没者遺児によ
る慰霊友好親善事業」の参加者を募

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

湖グランドホテル（大津市）、
クサ

締切■７月１８日（金）必着

ファイヤーほか

参加者の募集について

１４日（木） １５時３０分まで

受講料■いずれも無料

時〜１７時

会場■びわこ学院大学（東近江市布

内容■テント泊、野外炊事、キャンプ

キャンプを実施します。

旅館ホテルスタッフ技能講習

日程■８月４日（月）〜８月２１日（木） 土

「こどもチャレンジサマーキャンプ」

日時■８月１３日（水） １３時〜 ８月

再就職・就業支援 シニア対象『講習会』のご案内

介護スキルアップ講習

定員■２０人

収骨■乗 用 車（タクシー 含 む ）
１台

「戦没者遺児による慰霊友好
親善事業」参加者募集

湖東定住自立圏事業

ｆｕｋｕｓｈ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

農業委員会開催のお知らせ
日時■７月１１日（金） １５時〜
場所■役場３階

会議室

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

よろず相談

広告募集中
広報紙発行部数：２９５０部。
１枠：５０００円／１カ月

今月の相談日■７月１６日（水）
来月の相談日■８月６日（水）
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
広報たが 201４年７月号

17

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

平成２６年８月 多賀町 し尿収集カレンダー

（標記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

すこやか相談
すくすく相談

８月１８日（月）
８月１９日（火）

１０時〜１１時

健康相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定など
子どもの健康、
子育てに関する相談、
身体計測

※今回は、歯科衛生士による歯や歯みがきなどの相談もできます。

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

乳児健診４カ月児健診
乳児健診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

８月４日（月）
８月２７日（水）
８月５日（火）
８月２０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

Ｈ２６年３月生まれの乳児
Ｈ２５年９月生まれの乳児
Ｈ２６年５・６月生まれの幼児
Ｈ２４年１・２月生まれの幼児
Ｈ２３年１・２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、
お子様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。

（指定医療機関で１年中実施・予約制）
〈予防接種〉

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）

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７月号
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〈ひろばの案内〉
わくわくランドで遊ぼう
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。

にじ・きりん広場
（２・３歳児）
ぺんぎん広場
（１歳児）
こあら広場
（０歳児）
おはなしポケット

月曜日〜金曜日
８月６日（水）

９時〜１３時
１３時〜１４時
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

８月２０日（水）

１０時〜

８月２７日（水）

１０時〜

支援センターのテラスで水遊びや絵の具遊びなど
夏らしい遊びをします。
持ち物■水遊びのできる用意（着替え・帽子・タオ
ル・水分補給のためのお茶など。）夏ならではの遊
びを親子で楽しみましょう！

８月５日（火）

１０時〜

絵本や紙芝居、
ペープサートなどを楽しみます。

☆８月１３日
（水）
１４日
（木）
１５日
（金）
は「わくわくランド」はお休みです。

午
後
集
落
萱原①・川相①
不定期
一円①③・木曽①③・猿木①
敏満寺①③・一之瀬①・藤瀬①②
不定期
萱原②・土田①・中川原①・河内③
栗楢③・八重練③
佐目①・四手①・富之尾②・南後谷①
大君ヶ畑①
川相②・小原②・霜ヶ原②
大君ヶ畑③
不定期

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

午
前
集
落
５日（火） 萱原①・川相①
７日（木） 久徳①・月之木①・多賀①③
一円①③・木曽①③・猿木①
１２日（火）
敏満寺①③・一之瀬①・藤瀬①②
１９日（火） 大杉①②・樋田②・仏ヶ後①②
萱原②・土田①・中川原①・河内③
２１日（木）
栗楢③・八重練③
佐目①・四手①・富之尾②・南後谷①
２５日（月）
大君ヶ畑①
２６日（火） 川相②・小原②・霜ヶ原②
２８日（木） 大君ヶ畑③
２９日（金）
—

日（曜日）

おたのしみ
①

⑥

⑧

※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、ご理解ご協力お願いいたします。
※「—」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回でお申し込みの場合は、原則１回目を同集
落の月１回と同じ日に、
２回目を１回目の１５日後（２
〜３日は前後します）に収集させていただきます。

クロスワード

⑨

ヨコのカギ

先月号の答え

①別の名。
②乗り物。
５月３１日、
６月１日に多賀町で全国大

②

会が開催されました。

⑩

○○。強制○○。

⑤

⑤高い崖から流れ落ちる水。
タテのカギ
①中南米音楽のリズム楽器。両手に一つずつ持
ち、
振って鳴らす。

⑦

③

④

④雪を英語で。

④

⑥

②

③集中している人口や建物を分散すること。学童

③

ハンチ
ナ
カ
ヒラ
モノモ
キチ

①

ヨウ
セキ
ワ
チ
ジツ

⑦

⑨

⑧

「チチノヒ（父の日）」
でした。

⑥舌。牛や豚のものをよく食べます。
⑦野生。○○犬。○○猫。
⑧９ページ。スローガンのひとつ。
『たくましく伸
びよう ○○○○

⑤

多賀の子』

⑨医学の一分野。⇔外科
⑩（話に対して）反応が良い様。語源は魚釣りか
ら。○○○○が良い。

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：夢にあふれた一日。

□□□□

締め切りは７月３１日（木）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

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
意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有
線ＦＡＸでもOKです。
結婚しました！
北山 貴教
♥
野村 美里
木下 祐輔
♥
山𦚰志央里
きたやま

たかのり

の む ら

み さ と

きのした

ゆうすけ

やまわき

し

お詫びと訂正

お

り

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5月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７７３人 （-１９）
■男性
３,７３６人 （-５）
■女性
４,０３７人 （-１４）
■世帯数
２,７３３世帯 （-４）
■転入
５人
■転出
１４人

おめでた・おくやみ
おくやみ申し上げます
生まれました！
（昭信・晶子）
◆山本惣九郎 ８９歳
☆岸邊野乃花
☆片山 結咲（真吾・有紀子）◆久保田初市 ８０歳
☆杉江 里音（了観・みゆき）◆米谷 ヱミ ９１歳
◆岡田 純江 ９０歳
き し べ

かたやま

す ぎ え

の

の

か

ゆ

い

り お ん

やまもと そ う く ろ う

く

ぼ

こめたに

お か だ

た

はついち

え

み

す み え

こんどう

◆近藤
◆清水
◆三木
◆横田
し み ず

み

き

よ こ た

いちろう

一郎
種
直治
好弘
たね

な お じ

よしひろ

９８歳
８８歳
８０歳
７７歳

（敬称略）

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。
９ページ 人事異動のお知らせ 係長級 （追加）
生涯学習課図書館係長 建部 志帆
（生涯学習課係長） です。
広報たが６月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
２ページ たがスポーツ大賞受賞の写真の提供元 （誤）
高校野球ドットコム （正）
時事通信社 です。

放射線量（μsv/h）
6月 2日 0.0８
6月16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。

広報たが７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

7月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

11

（金）
日

スギ

25

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（金）
日

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

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

表紙写真■今月はキリン滋賀フェスティバルの写真で
す。実に多くの方が祭りを楽しんでおられました。豪華
賞品が当たるスタンプラリーも開催されており、スタン
プの前には行列が出来ていました。この行列に並び、ひ
とつひとつクリアしていくことで手に入れる権利が得ら
れます。小さな事でもコツコツとひとつずつクリアして
いくことは大事だな、
と考えさせられました。
編集後記■個人的な話になりますが、
最近サーカスを見
る機会がありました。技術的な素晴らしさにはもちろん
感動しましたが、特に印象に残っているのが笑顔です。
出演者の方が演技しているとき、
ステージ上にはいつも
笑顔がありました。笑顔は伝染し、会場は笑顔であふれ
ていました。どんな時も笑顔を忘れずに、そして笑顔を
発信していけるようにしようと思いました。
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。

