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多賀中学校体育大会開催！
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まちの話題／たが写真館

まちの話題／幻のラジオ体操第三

７月４日

７月２３日〜

使用済み小型家電のボックス回収をはじめました

じ ょ く ん

死亡叙勲伝達式

携帯電話、ノートパソコン、携帯型ゲーム機などの使用済み小型家電を、多

し げ ぞ う

からは議長を務められました。自身の

賀町役場、川相出張所、中央公民館、あけぼのパーク多賀の４カ所で専用ボッ

の死亡叙 勲伝達式がおこなわれ、滋

体験を生かし、現場の声に傾聴して、

クスを設置して、無料回収をおこないます。

賀県総務部の廣瀬次長から、
ご遺族

町内の幅広い分野で地域の視点に立

の大倉茂雄さんに賞状と勲章（旭日

ち、
町政の伸展に尽力されました。

元多賀町議会議員 故大倉茂 三氏
じ ょ く ん

回収対象の小型家電

また、議員退職後７年間は、多賀町

単光章）
が手渡されました。

• 携帯電話、タブレット型携帯端末、

大倉氏は、昭和６３年に多賀町議会

教育委員として要職に就かれ、学校教

公衆用ＰＨＳ端末、パーソナルコン

議員に当選以来、
３期１２年の長きに

育の充実と振興など教育行政にも貢

ピュータ
（モニターを含む）

わたり、
町議会議員として活動され、
こ

献され、その功績が認められたもの

• 電話機、
ファクシミリ、
ラジオ

の間、産業建設常任委員長、
ダム建設

です。

• デジタルカメラ、
ビデオカメラ、
フィ

対策特別委員長などを経て、平成６年

ルムカメラ

から２年間は副議長を、
平成１０年４月

▲廣瀬次長、
大倉茂雄さん、
久保町長

ささゆりむすめ

せ き も り

関森

さ

や

か

ふ じ わ ら

彩夏さん（土田）

藤原

み

さ

き

実咲さん（多賀）

• 電子書籍、電子辞書、電卓、電子血
圧計、電子体温計、懐中電灯、時計
• ヘアドライヤー、ヘアアイロン、電
気シェーバーおよび洗浄機、
電気バ
リカン、電動歯ブラシ
• 据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、

ト、マウス、
ＡＣアダプター、ケーブ

Ｄレコーダー／プレーヤー、
ビデオ

ハンドヘルドゲーム
（ミニ電子ゲー

ル、プラグ、ジャック、充電器（健康

テープレコーダー

ム）、
ハイテク系トレンドトイ

機器、美容機器、
カメラなどの充電

• カーナビ、カーカラーテレビ、カー

器）、地上デジタルチューナー、
ＣＳ

デジタルオーディオプレーヤー（フ

チューナー、カーステレオ、カーラ

デジタルチューナー、その他チュー

ラッシュメモリ・ＨＤＤ）、テープレ

ジオ、
カーＣＤプレーヤー、
カーＤＶ

ナー、ケーブルテレビ用デジタル

コーダー、
ＩＣレコーダー

Ｄ、
カーＭＤ、
カースピーカー、
カー

セットボックス、
ゲーム用コントロー
ラー

年齢■満１８歳

年齢■満１９歳

• ヘッドホン、
イヤホン、補聴器

アンプ、
ＶＩＣＳユニット、
ＥＴＣ車載ユ

性格■負けず嫌い

性格■ポジティブ

• ハードディスク、
ＵＳＢメモリ、
メモ

ニット

夢中になっていること
（趣

夢中になっていること
（趣

味）は？

味）は？

音楽を聴くこと

家族、友人と旅行すること。

将来の夢は？

将来の夢は？

回収に当たって注意事項
• 回収の受付日時は、各施設の執務
時間内となります。

• 携帯電話等の内部に保存されてい
る個人情報はあらかじめ消去して
から投入してください。

デザイン関係

多くの人と関わる仕事

多賀町の好きなところは？

多賀町の好きなところは？

×横２８ｃｍ）に入らない小型家電

• 小 型 家 電に付 属して いるバッテ

歴史と自然が多いところ。

自然豊かで落ち着くところ、有名な神社やおいしい食べ

は回収できませんので、次回の粗

リー・電池は回収できませんので

ささゆりむすめとしての抱負は？

物があるところ。

大ごみ回収時に出してください。

取り外してから投入してください。

多賀町のＰＲ等、
最後まで一生懸命取り組みます。

ささゆりむすめとしての抱負は？

• 回収ボックスの投入口
（縦１７．
５ｃｍ

多賀町の良さを、県を越えて多くの人に来たい！ と思っ
てもらえるよう、
アピールしたい。

キラリとひかる ★

★

★

写真は地域の皆さんに
ご参加いただいた「こころ

操第三」の取り組みを始めました。ラ

とからだの健康づくり体験

毎 月 の１０カ

ジオ体操第三は昭和２１年から１年

教室」でのようすです。

月健診時にふれ

半だけＮＨＫラジオで放送されました

少し複雑なので回数を

あいの郷で撮影

が、音声のみで動きを伝えるのは難

重ねるほど楽しく、頭の体

しています。

しく、普及しないまま短期間で放送が

操にもなります。地域の皆

※詳しくは企画

終わってしまいました。それを龍谷大

さんも、ぜひ「ラジオ体操

課広報担当へ

学安西教授が再現され、全国的に注

第三」
に取り組み、
健康づく

目されています。当町でも普及に取り

りの実践をお願いします。

お問い合わせ
ください。
広報たが 201４年８月号
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う ち ぼ り

ゆ

ゆ

こ

内堀結々子ちゃん

たが写真館

か わ さ き

川㟢

も

か

萌佳ちゃん

な い と う

内藤

と

わ

澄和ちゃん

できませんのでご注意ください。
• 家電４品目（テレビ・エアコン・洗
濯機・冷蔵庫）は、従来どおり回収
はできません。

「幻のラジオ体操第三」で健康づくりに取り組もう!!
多賀町では、健康づくり事業の運

★

• ボックスに投入されたものは、返却

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

動処方のひとつとして「幻のラジオ体

★

• 付属品
（リモコン、
キーボードユニッ

• ＤＶＤビデオ、
ＨＤＤレコーダー、
Ｂ

• ＭＤプレーヤー、
ＣＤプレーヤー、

今年のささゆりむすめを紹介します！

リーカード

ま

す

だ

増田

り

こ

莉子ちゃん

組みたいと考えています。

▲体験教室のようす
広報たが 201４年８月号
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こと

まちの話題

豊かな言の葉 書道展／交通安全スローガン

７月１日

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

フラワーブラボーコンクールにて、優良賞を受賞しました！
大滝小では「ふるさとに育つ子ど
も・ふるさとを創る子ども」の育成に
栽培活動を位置づけています。
「美し

せてもらっています。
この「つくり隊」のメンバーには誰
でもなれます。休み時間に自分から

えます。
今回フラワーブラボーコンクール

こ と

は

第７回『豊かな言の葉 書道展』〜開催案内および作品募集について〜
多賀町では、
「 未来にはばたく心豊かでたくましい人
づくり」を教育基本目標として、町内保・幼・小・中学校
こと

は

来映えよりも「つくり隊」
としての子ど

け、学力向上の基盤は思考力の深化を図ることにあると

もたちの日々の姿が評価されたもの

考え、豊かな語彙力を身につけるため古典や漢文をはじ

めメンバーは全校児童７７人とも言

と考えています。

ご

い

あんしょう

あんしょう

め多くの名文の暗誦や筆写、校内で暗誦・群読等の発表
会をおこなうなどの取り組みをすすめています。
また、名文の筆写作品を校内に常時掲示発表するな
ど、児童生徒の言語への興味関心、意欲を育てるように
こ と

は

第７回『豊かな言の葉 書道展』
開催日時■１１月５日（水）から１１月９日（日） ９時〜１６時ま
で
（最終日は正午まで）
会場■多賀町中央公民館

大ホール

小学校３〜６年生……毛筆（半紙）
中学校１〜３年生……毛筆（画仙紙）
募集地域■愛知郡、
犬上郡、
彦根市、
米原市内各小中学校
（学校に提出してください。）

方が見守るなかメッ

くする運動の法務大臣メッセージの

セージが伝達され、

伝達式がおこなわれました。犯罪の防

改めてこの運動の重

止と罪を犯した人たちの更生につい

要性を考える機会と

て、理解を深めるため、
７月の強調月

なりました。

のと考えます。
こと

は

今年も「豊かな言の葉 書道展」を下記のとおり開催し
ます。規定に従った力作をお寄せいただきますようご案
内申し上げます。
作品内容■字形はできるだけ整い、
ていねいに書かれて
いて、筆遣いが明快なものが望まれます。
以下の語句を課題とします。

小学２年

作品の形式 ■小学校１〜２年生……硬筆

法務大臣メッセージ伝達

る力を育て、作法としての人間の品格形成に寄与するも

小学１年

作品募集

７月１日

い

しくていねいに書くその「所作」は学びの基本であり、見

やってみようという子どもが運動場

の施設等へも育てた苗や花を届けさ

ご

「書く」ことが真の語彙力を育てると考えるとともに、美

に出てきて、土づくりから苗の移植・
定植までおこなっています。そのた

古くから「一写十読に当たる」の言葉があるように、

の連携『言の葉教育』の実践に取り組んでいます。
とりわ

い学校・美しいふるさとをつくり隊」
でなく、保育園や幼稚園、時には町内

努めています。

で優良賞を受賞しましたが、花壇の出

として、学校の花壇やプランターだけ

役場玄関前で、第６４回社会を明る

は

小学３年
小学４年
小学５年
小学６年
中学１年
中学２年
中学３年

わがよ たれぞ つねならむ
ほしのよる お月さま
大きな花火が あがりました
虫たちの声が 聞こえてきます
空
七夕
王子
代表
音波
流れる雲
直観
永遠の美
考える葦
文房四宝
筆の穂先
博愛精神
秋露如珠
晴耕雨読

総務課（交通安全） （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２１ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

平成２７年度使用

滋賀県交通安全スローガン募集

交通事故のない、安全で住みよい湖国滋賀を築くた

めて封書で送付いただいても結構です。はがきおよ

間の初めに伝達されるもので、多賀

め、交通安全キャンペーン等に使用する「交通安全ス

び封書には以下の事項を明記してください。

町推進委員会の委員をはじめ、多くの

ローガン」を広く県民の皆さんから募集し、交通安全意

郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号 （学生の

識の高揚を図ります。

場合は学校名・学年）

平成２６年度使用スローガン

７月２日〜８日

多賀中学校２年生
地域のいろんな事業所の協力を得

職場体験
ふだん 、目にする
へ

い

か

て、今年も職場体験が実施され、多賀

こと の な い 閉 架 書

町立図書館では５人（男子２人・女子

庫なども見学しても

３人）
が汗を流しました。

らったり、
カウンター

お互いを相手にした、
カウンターで

業務以外の仕事に驚

の窓口対応や、本の返却、修理、
また、 いたようすでした。

• 近江路を 笑顔でつなぐ 無事故の輪
• 自転車も 立派な車両

意識持て

• 待ってます 君の横断

終わるまで

募集期間■９月１９日（金）から１０月３１日（金）まで
募集テーマ■県民みんなで交通安全をすすめる雰囲気
があふれる、滋賀県らしい特徴のあるもの。
応募資格■滋賀県に在住もしくは勤務・通学している方
（作品は自作・未発表のものに限ります）
応募方法■作品１点につき、
はがき１枚を使用し、事務局

移動図書館やおはなし会の見学をし

まで送付してください。作品が多数にわたる場合、

てもらいました。

はがき大の紙１枚につき１点の作品を記入し、
まと

広報たが 201４年８月号

4

※個人情報につきましては、目的以外には使用しませ
ん。
審査■審査は滋賀県交通対策協議会においておこな
い、優秀作品を決定します。
入賞発表■平成２６年度末までに直接入賞者に通知し、
入賞作品は平成２７年度に展開する交通安全県民
総ぐるみ運動の行事等に広く使用します。
入賞作品の著作権は主催者に帰属します。
お問い合わせおよび応募先（主催者）
〒５２０-８５７７ 大津市京町四丁目１番１号
滋賀県庁交通政策課内 滋賀県交通対策協議会事務局
（電）
０７７-５２８-３６８２
広報たが 201４年８月号
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町制60周年記念イベント

町制60周年記念イベント

町民の皆さんへのお願い

町制60周年記念イベント「空き缶で巨大 モニュメントを作ろう」へご協力のお願い！
町制６０周年に向けたイベントの一環として、キリン製品の空き缶を回収し「空き缶で巨大モニュメントをつくろう」を
開催します。ご家庭にある、
ビールやジュースの空き缶を、各字の資源ごみ回収場所へお願いします。
（キリン缶専用ネッ
トに入れてください）

お願い
• キリン製品に限ります。
• アルミ缶のみとします。
（３５０ｍｌ・５００ｍｌ）
• 袋等には入れず缶だけ出してください。

平成２６年８月より回収をはじめます
多賀町は、平成２７年に町制６０周年の節目の年を迎

• 中を洗ってください。
場は地域にうるおいとにぎわいをもたらす「キリンフェス

• つぶさないでください。

ティバル」の開催、
「 琵琶湖森林づくりパートナー協定」

えます。
多賀町はこれまで、さまざまな政策を展開する中で、
「自然と歴史・文化に囲まれた、キラリひかるまち」をス
ローガンに掲げるとともに、その一つの柱として、
『 環境

による森林保全活動への支援、平成２１年（２００９）
には
「災害時における支援物資の提供に関する協定書」の
締結など地域に貢献されてきました。

お問い合わせ
多賀町役場 企画課内

熱心町』を掲げ、環境基本条例の制定をはじめ、
ごみの

そこで、町制６０周年とキリンビール滋賀工場の４０周

回収運動や資源となる缶やペットボトル等の回収に長年

年を一つの節目として、今年から来年にかけて町民全体

トをつくろう」検討委員会事務局

取り組み、
「環境美化意識」や「缶・ビン・ペットボトル等

が取り組みやすい空き缶回収に焦点を当て、キリン製品

〒522-0341 犬上郡多賀町多賀324

の、
リサイクル意識」の醸成を図ってきました。

の空き缶を回収し、環境美化意識の高揚を目的として、

（有）2-2018 （電）48-8122 （F）48-0157

特別企画として、
「空き缶で巨大モニュメントをつくろう」

（メール）kikaku@town.taga.lg.jp

一方、多賀町には、地域とともに４０年間を歩んできた
キリンビール滋賀工場があります。キリンビール滋賀工

町制６０周年記念特別企画「空き缶で巨大モニュメン

各字資源ごみ回収所にキリンアルミ缶
回収ネットを設置しています。

を開催するものです。

回収期間約１年間。目標１０万缶！

広報たが 201４年８月号
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広報たが 201４年８月号
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学校支援ボランティア／いくせい

人権教育推進協議会

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

学校支援ボランティアだより

『人権教育推進協議会』活動報告

６月、７月の活動を紹介します

総会・第１回リーダー研修会を開催

ルのごみを取っていただいたりしなが

「日々の暮らしの中にある古い因習・矛盾・差別を見

ます。
６月１９日に『多賀町人権教育推進協議会』総会と

ら、安全に授業がおこなわれるように

抜き、人権の大切さを考え、差別のない住みよいまちづ

第１回リーダー研修会が開催され、今年度の活動をス

かけて、多賀小学校と大滝小学校で

見守っていただき、
無事にプール授業

くりに努める」を目標に人権教育推進活動を展開してい

タートしました。

プール監視のお手伝いをしました。多

を終えることができました。

プールの監視
強 い日差しの 中 、
６月から７月に

賀小学校は１０人、大滝小学校は５人

ご協力いただいたボランティアの

の方に、交代でお手伝いをしていた

皆さん、ありがとうございました。

だきました。子どもたちが元気にプー

多賀幼稚園除草作業

ルで泳いでいる中、監視台からプー

６月６日と６月２４日に、多賀幼稚園

ル全体を監視していただいたり、
プー

で除草作業のお手伝いをしました。
園庭周辺の、草刈機が使いにくいフェ

中央公民館内

大滝小学校除草・葉刈り作業

ンス沿いや、溝回りなどを手刈りでて

７月に大滝小学校で除草作業と、植

いねいに刈っていただきました。雨が

木の葉刈りのお手伝いをしました。葉

心配されましたが、両日とも夏を思わ

刈りのお手伝いは初めてということ

せる暑さの中、
ボランティアさんも時

もあり、上手に仕上がるか心配でした

折木陰で休憩をとりながら作業をさ

が、伸びた枝や葉が刈られ、
すっきりし

れていました。暑い中作業していただ

た植木になり、
これで植木も暑い夏を

き、ありがとうございました。

乗り越えられそうです。

会長

多賀町人権教育推進協議会

会長

人は一人では生きられません。毎日の生活の中で『助

野村茂太郎

今日においてもいまだに部落差別をはじめとして、い

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

地域の子は地域で育てよう

あらゆる人権課題の解決に向けて

火口悠治

「たくましく 伸びよう 伸ばそう 多賀の子」は多賀町青少年育成町民会議のスローガンです
今年度、育成会議では、次のような３つのことを重点に取り組みます

けたり、助けられたり』
とさまざまな方と関わりを持ちま

じめ、体罰、児童虐待等の子どもに関する問題や女性・

す。私も今日まで多くの人から
『思いやりの心』をいっぱ

高齢者・外国人・障がい者などへの不当な差別や虐待

い受けてきました。今、その恩を強く感じています。
『恩

が存在しています。これはすべての人に保障されている

送り』
という言葉を人権学習から学びました。受けた恩を
その方へ返すのではなく、
ほかの方へ送る、
つまり
『恩返

『基本的人権』の侵害と言えます。
今、私たちに必要なこと、それは『人権問題を正しく理

し』の順送りです。私にとって、本協議会の会長をさせて

解すること』
ではないでしょうか。
『関わりたくない』
という

いただいている今こそ、多くの人から受けた『恩』を『恩

『さける』意識があるうちは、人権問題の本質が見えて

送り』の気持ちで、人権問題の重要性について皆さんに

学校と中学校に行き、あいさつ運動

フォンの『Ｌ
ＩＮＥ』絡みのトラブルが多

きません。人権問題は、
『 相手の立場になって行動するこ

伝えていきたいと思います。次の世代には、
『 差別のな

子どもたちが、安全に登下校がで

を実施しました。今は夏休みに入って

発しています。そこで、子どもたちを

と、相手の痛みを知ること』が解決の道です。つまり、
『相

い社会の確立を、住みよい多賀町を』
と願っています。

き、地域で安全に遊んだり生活でき

おり、各字では遊んだり、ラジオ体操

インターネットによる犯罪や非行、い

手を思いやる心』の意識を持つことが大切なのです。

ることはみんなの願いです。子ども

をする子を見かけることが多いと思

じめの被害者にも加害者にもさせな

たちの顔を知り、地域の人と子ども

います。そのような時には「おはよう」

いために、大人がスマホやＬ
ＩＮＥの問

１.あいさつと声掛け運動

たちが顔なじみになるには挨拶が一

「こんにちは」 などと、子どもたちへ

題点をしっかり押さえる必要がありま

番です。育成会議では更生保護女性

声掛けをお願いします。

す。そこで、育成会議では専門家を招

会の皆さんと、
７月８日と１４日に各小

２.愛のパトロール活動

き、
７月２２日に研修会を開催しまし

夏休みは開放的になり、いろいろな

た。これからの社会ではスマホやＬ
ＩＮ

誘惑が心配されます。今年度、育成会

Ｅはなくてはならない、便利なもので

議にて愛のパトロールに着るベストを

す。
しかし、一歩使い方を間違えば、恐

作りました。巡回方面として、
町内のパ

ろしいことになります。その使い方に

トロールの他に、初発方非行が心配

ついて親子で話し合い、ルールにま

されるビバシティ彦根と多賀サービ

で仕上げたいと思っています。

スエリアを巡回することにしました。
３.携帯電話、スマホ、
Ｌ
ＩＮＥなどに
ついての学習
最近はインターネットや、スマート
広報たが 201４年８月号
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これからも、育成会議では子どもた
ちの健全育成に向け、
できることから
取り組んで参ります。町内の皆さんの
ご支援とご協力をお願いいたします。

平成２６年度
職名
会長

多賀町人権教育推進協議会役員

部会名

学校人権教育部会
社会人権教育部会
副会長
（部会長） 人権擁護活動部会
企業内人権教育活動部会
学校人権教育部会
社会人権教育部会
副部会長 人権擁護活動部会
企業内人権教育活動部会
企業内人権教育活動部会
会計監事

氏名
野村茂太郎
井上 尚世
火口 悠治
若林 幸雄
松谷

健次

新谷
礒野
西河
河村
東雲
土田

純子
公子
仲市
豊志
正剛
昭雄

所属
社会教育委員
多賀中学校
社会教育委員
人権擁護委員
社会福祉法人湖東会
犬上ハートフルセンター
多賀ささゆり保育園
社会教育委員
人権擁護委員
（株）滋賀銀行多賀支店
共栄社化学（株）滋賀工場
分館連絡協議会

三木きみ江 人権擁護推進員
（敬称略）
広報たが 201４年８月号
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本人通知制度

ねんきん／農業委員会だより／防災

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

本人通知制度をご存じですか？
「被害者」にならないために。
登録して守る、自分の個人情報
本人通知制度とは？

日本年金機構

住民票の写しや戸籍謄本などからは、住所、家族構成、

三者に交付した場合に、事前に登録している人に対して、

年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、悪用さ

証明書を交付した事実をお知らせする制度です。多賀町

れれば重大な人権侵害につながります。

では平成２５年４月１日から実施しています。

実際に近年、調査会社の依頼を受けて、第三者が戸籍

本人通知制度に登録することで、不正取得による戸籍

国民年金課 （電）
２３−１１１４

あなたの年金記録を簡単確認！さらに便利になった
「ねんきんネット」
戸籍などをめぐる人権侵害事件

住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第

彦根年金事務所

日本年金機構では年金加入者や受給者がインターネットを通じて、いつでも手軽にご自身の年金加入記録を確認でき
る「ねんきんネット」サービスをおこなっています。
「年金見込額試算」などの新サービスが加わり、より便利に使いやすく
なった「ねんきんネット」をぜひご利用ください。

「ねんきんネット」でできること

や住民票の写しなどを不正取得し、個人情報を売買して

• ２４時間いつでも最新の年金記録が確認できます。

謄本などを使用した人権侵害の防止、委任状の偽造、身

いた事件が発生しました。不正取得された個人情報は、

• 記録がわかりやすく表示され、
「もれ」や「誤り」も簡単

元調査の防止につながります。多賀町では、戸籍の不正

交際相手の女性や家族への嫌がらせなどにも悪用され

取得が２件発生していたことが判明しています。

ました。

に発見できます。
• 将来の年金額がご自身で試算できます。

本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、
結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ス
トーカー行為などに悪用されています。

まずは「ねんきんネット」のご利用登録を！
お電話でのお問い合せの場合
ねんきんネット専用ダイヤル

（電）０５７０-０５８５５５
（電）０３-６７００-１１４４（０５０ または ０７０ ではじまる電話）

•「ねんきん定期便」や「年金の支払いに関する通知書」
が確認できます。

受付時間■月〜金曜日 ９時〜２０時、第２土曜日 ９時〜１７時
※日曜、祝日、土曜（第２を除く）、
１２/２９〜１/３はご利用できません

• 持ち主不明の記録を検索できます。
「ねんきんネット」にアクセスする場合
ねんきんネット

本人通知制度の流れ
①事前登録（希望者のみ）
税務住民課・川相出張所
窓口で登録

検索

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｎｅｎｋ
ｉ
ｎ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｎ_ｎｅｔ

➡

②第三者による請求
代理人や第三者が事前登
録者の住民票の写しなど
を請求

➡

③登録者への通知
登録者に交付した事実を
通知

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
６月１１日に開催された委員会の審議内容です。

事前登録できる人

事前登録者への通知内容

• 多賀町に住民登録している人、本籍がある人（転籍な

• 証明書の交付年月日

※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。

• 交付した証明書の種別

• 報告第１号

• 交付通数

※市街化の農地を転用し、第三者と売買等をおこなうことの届出です。

どで戸籍から除かれた人を含む）

事前登録に必要なもの
• 本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写真入
りの証明書）
• 代理人の場合は委任状
• 法定代理人の場合は、戸籍謄本などの資格を証明す
る書類

• 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

• 交付請求者の種別（本人の代理人または第三者の別）
彦根市消防署

登録の変更・廃止の届出
• 登録の有効期限はありません。登録内容（氏名、住所、
本籍地など）
に変更があった場合や、登録を廃止した
い場合は、必ず本人通知制度事前登録（変更・廃止）

犬上分署 （電）
３８-３１３０

台風に対する備え
例年、晩夏ごろを中心に日本には台風が襲来します。昨年の台風１８号による影響で、滋賀県内においても大きな被害
が発生しています。普段からできる準備をしっかり整え、危険から身を守りましょう。

届出書を税務住民課もしくは川相出張所まで提出し
てください。

不正取得は人権にかかわる問題です
不正取得は、私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私
たち一人ひとりが人権意識を高めましょう。
広報たが 201４年８月号
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気をつけよう
１.水害に備え、側溝や排水溝の掃除をして、水はけをよ
くしておきましょう。
２.ライフラインが途絶えたときのことを想定して、非常
用品を備えましょう。

３.家族で緊急時の連絡方法を話し合いましょう。
４.近隣の建物や道路を知っておきましょう。
５.近所の方と、
コミュニケーションを取りあって、助け合
いましょう。
広報たが 201４年８月号
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民児協だより／じだらく体操

けんこう

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

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

民生委員・児童委員 −心のふれあいを大切に−

笑顔あふれるサロンの活動

”
食事を楽しむ”
ために

近年の急速な少子高齢化の進行や、住民意識の多様

こんにちは 保健師です

食中毒を予防しましょう
高温多湿の日本の夏は、食中毒菌の繁殖に絶好の季節です。変な匂いがしなければ大丈夫。食べる前に加熱すれば大

５月１７日に多賀町民生委員児童委員協議会から研修

化、家族の小規模化、
また、社会を取り巻く環境が大きく

のため特別養護老人ホーム「多賀清流の里」を訪問し、

変化する中で、福祉に期待される役割も大きく変わって

施設長より施設の概要説明と施設内の案内をしていた

きているように感じます。

だきました。
「できること」の自立支援から「やりたいこ

丈夫。冷蔵庫に入れておけば大丈夫。真空パックだから大丈夫。こんな間違った認識が、家庭での食中毒のもとです。私
たち一人ひとりの心構えと、予防方法をきちんと守ることで食中毒は防ぐことができます。

どうして食中毒は起こるの？

各字で定期的に開催されているサロン、身近なところ

と」への生活支援に向けた取り組みをされていて、利用

で気軽に集まり、地域の皆さんが地域に溶け込み、一日

者の皆さんがゆったりと過ごされている様子も見せてい

夏に起きる食中毒の原因の多くは、
「細菌」によるもの

でも元気に楽しいひと時を過ごせる場所として定着して

ただきました。深緑に囲まれたテラスでは目の前の川の

です。からだに有害な細菌が増殖した食品を食べたとき

きています。そこから生きがいや楽しみをつくることが

せせらぎと木陰の涼風に癒されました。中には顔見知り

や、食べた後にそれらが体内で増殖したときに起こりま

寝たきりや認知症の予防にもつながります。

の民生委員と言葉をかわされ、笑顔いっぱいに話し込む

地 域 住 民とサロンの 活 動を通じて、福 祉コミュニ

姿も見られ、いつも身近な存在で、施設と住民との連携

ティーづくりを図り、多くの人々が共用できる場所、
「参

を図れる民生委員でありたいと思わずにはいられませ

加してみんなの笑顔に出会い、おしゃべりが楽しかっ

んでした。
ところで、皆さんは「すむーす食つるりん」をご

た。」
と喜ばれる素敵なサロン活動の輪を広げましょう。

存じですか。これは舌でつぶせる柔らかさでありながら、

の胃腸炎症状や発熱などです。

食中毒予防の３原則 〜「つけない」
「増やさない」
「やっつける」〜
生活の中に、細菌やウイルスを撃退する
「つけない・増やさない・やっつける」の３原則を取り入れて、食中毒からから
だを守りましょう。

誰もが住み慣れた地域で、安全で安心して自分らしい

彩りよく見た目も味も香りも楽しめて、口や舌でしっかり

自立した生活ができるよう、支え合い助け合える地域づ

味わいながら食事ができる、噛んで食べることが困難な

くりに、地域の皆さんの力強いご支援とご協力をよろし

方にも、また、介護に携わる方々にもうれしい画期的な

くお願いします。

介護食です。委員も試食させていただき「これはいい!!」

かり手を洗い、清潔なタオルでよくふきましょう。手を

と絶賛でした。生活するためにもっとも大切と考えられ

洗うときは、指輪や時計をはずし、つめの間も忘れず

る食事、それを楽しめるよう、いろいろ工夫がされている

に洗いましょう。

ことに感銘を覚えたところです。

す。主な症状は、吐き気、おう吐、腹痛、下痢などの急性

〈つけない〉
• 調理の前や食事の前などは、必ず石けんを用いてしっ

• 冷蔵庫内は１０℃以下に保ち、
ドアを１５秒以上開けて
おかないようにしましょう。冷蔵庫を過信せず、庫内の
容量は７割くらいにしましょう。
• 冷凍食品の解凍は、室内に長時間放置する自然解凍
は避けて、冷蔵庫や電子レンジで解凍しましょう。

• 肉や魚を切った包丁、
まな板はそのまま使わないよう
にしましょう。また、肉・魚・卵を触ったら、必ず手洗い
をしましょう。

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

• 傷のある手で調理をするときは、
ゴム手袋などをはめ

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

ご存じですか？ そいつはマズイよ じだらく体操♪

て、直接食品等に触れないようにしましょう。

〈やっつける〉
• 食品はしっかり加熱しましょう。目安は、中心部の温度
が７５℃で１分以上加熱することです。
• 包丁やまな板などの調理器具は、洗剤でよく洗って熱
湯や漂白剤で消毒した後、十分乾燥させましょう。

〈増やさない〉

• 残り物を温める時も、沸騰するまで十分に加熱をしま

多賀町の医療費は年々増加しており、その中でも生

く体操」をみなさんはご存じですか？ びわ湖放送でも放

• 生鮮食品やお総菜は、購入後できるだけ早く冷蔵庫に

しょう。根菜類を多く使うカレーやシチューなどは、時

活習慣病（糖尿病、高血圧、脂質異常症など）
による医療

映されていましたが、
「 運動で予防」をテーマとする「そ

入れましょう。
（室内放置は２時間まで。室内に長時間

間がたっていれば、菌やウイルスが増殖していること

費が急増しています。多賀町では健康診断を広めるため

いつはマズイよ じだらく体操

放置された食品は、味やにおいが大丈夫でも食べな

があります。鍋に残しておいて、翌日食べることはやめ

に特定健診の無料化や青いポロシャツでの啓発などを

ホームページでご覧いただけます。歌詞を聞いて思い当

いようにしてください。）

ておいたほうが安心です。

行っています。そのポロシャツでイメージキャラクターの

たる節がある人は動画を見ながら体操をしてみてはい

「メタボリスくん」
と
「メタボレスくん」がしている
「じだら

多賀町編」が多賀町

かがでしょうか。

食っちゃ寝するんでしょー どうせまた 呑み過ぎてエヅくんでしょー
運動はスポーツ中継観てるだけ そいつはマズイよ じだらく体操
ノーノー生活習慣病

身体がパンクする前に 運動で予防しよう♪

※２番、
３番もございます。
気になる方はホームページでご確認ください。

食中毒かな、
と思ったら……
他に原因がないのに、吐き気やおう吐、腹痛、下痢、発
熱に襲われたり、目がかすむ、めまいがする、からだのど

• 受診の際には状況をくわしく：どんな症状か、吐いた

ません。素人判断で様子をみずに、次のことを守り、すぐ

ものや便、いつ、
どこで、何を食べたかなど、お医者さ

に受診しましょう。

んに詳しく説明しましょう。

• 下痢止めを飲まない：かえって菌やウイルスを腸内に
• 水分補給だけで食べない：十分な水分の補給が大切

12

い。

こかがしびれるなどの症状があったら、食中毒かもしれ

とどまらせ、増殖させてしまいます。

広報たが 201４年８月号

です。お茶などの水分だけをとって、受診してくださ

紹介した食中毒予防の３原則を守って、食中毒を予防
しましょう。
広報たが 201４年８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
ぎ ん な ん

銀杏で地域おこし

やました

山下

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

まさみつ

政満 隊員

い し ぐ り

よ

し

お

「何事も積極的に」がモットー、石栗 義男 です。
多賀町の魅力を、五感で感じる日々を送っています!!

なにか獣害に強い作物はないか？
私は多賀町水谷地区の地域おこし協力隊に応募させ

私の出身地である大阪は、御堂筋などの街路樹とし

ていただいた際、銀杏の栽培を提案させていただきまし

て銀杏が数多く植えられています。小学生だったころ

た。水谷は鳥獣害の被害が大きく、なにか獣害に強い作

「こんなアスファルトと排気ガスで囲まれたところで、

物はないか？ と調べたところ、銀杏というものを見つけ

活動内容
皆さん、
こんにちは。栗栖に住んで２カ月が経ちまし

く感じました。高取山ふれあい公園内には、多数の「チェ

銀杏は大丈夫なのだろうか？」と心配したこともありま

た。季節はすっかり夏となり、最近ではサル・イノシシに

ンソーアート」が飾られています。つい先日、私もチェン

ました。ご存じの通り銀杏の実は臭く、
どんな動物も食

したが、銀杏は毎年みごとな紅葉と大量の銀杏を実ら

お会いする機会が増えてきた今日このごろ。ありがたい

ソーアートを体験させていただきました。チェンソーの

べることはありません。また、台風による被害もありませ

せていました。

ことに、忙しい日々を送らせていただいています。

使い方から、作品のアプローチの仕方までていねいに教

ん。むしろ、台風によって実が地面に落ちることで、収穫

また、銀杏は秋の旬の食材として和食店を中心に安定

の手間が省けるそうです。さらには、銀杏は生命力が非

６月から２つの新たな活動をさせていただいていま

えていただき、何とかひとつの作品を完成することがで

したニーズがあります。秋の旬といえば、さんま、松茸、

す。ひとつは高取山ふれあい公園にて、
「やまのこ」に同

きました。もうひとつは、多賀「里の駅」での野菜市・農

常に強い果樹で、あれこれ世話を焼かなくても勝手に育

柿、栗と並んで、おそらく５本の指に入るくらい代表的な

行し、小学生と一緒に森林環境学習を体験させていた

家レストランのお手伝いをさせていただきました。栗栖

つそうです。

食材だと思います。

だきました。その中で、山のこと・植物のことをもっと

地区でお手伝いさせていただいたトマトや多賀町内で

知りたいと思いました。また、琵琶湖最大の島で、日本

採れた野菜を使っての料理は、食材そのものの味が生か

の淡水湖で唯一の有人島である「沖島」でのやまのこ

されており、
とても美味しかったです。また、建物も古民

にも同行させていただきました。私の地元・新潟県にも

家を活用しており、私の夢である
「地産地消のお店」に参

銀杏とこんにゃく芋のコラボレーション

あ わ し ま う ら む ら

さらに、地域おこし協力隊の第一期生の方が、鳥獣害

を植え、秋にはこんにゃくをつくっていたのです。台風の

「粟 島浦村」という人口３５０人程度の島があります。規

に強い作物としてこんにゃく芋の栽培をおこなっている

被害の多かった福岡で、
こんにゃく芋はみかんの木に守

模は違えど、漁船や民家の光景を見ると、
どこか懐かし

というブログを拝見しました。こんにゃく芋も鳥獣害に強

られ、立派な芋になっていました。

いとされる作物ですが、強い日差しと台風などの風に弱

銀杏とこんにゃく芋のコラボレーション。銀杏の木の

いというところがあります。その時ふと思い出したことが

間にこんにゃく芋を植えれば、一石二鳥なのではない

ありました。私の両親の実家は九州の福岡県で、祖父母

か？ 早速、面接の際にこのアイデアを提案させていただ

は以前みかん山でみかんの栽培をおこなっていました。

きました。そして、多賀町水谷地区の地域おこし協力隊

そのみかん山で、祖母はみかんの木の間にこんにゃく芋

に採用していただくことになりました。

考になることを経験・勉強させていただき、
とても感謝
しております。

水谷地区の方々の協力があってこそ
現在、水谷地区の方々と協力して、
こんにゃく芋の栽

も、なんとかこんにゃく芋はすくすくと育っています。秋

培をおこなっています。実際に栽培をおこなってみると、

の収穫ととれた芋でこんにゃくをつくるのが今からとて

思いもしなかった事件やトラブルが発生することがあり

も楽しみです。

ました。
しかし、
たくさんの方々から助言や協力をいただき、草
刈り機を触ったことすらなかった農業初心者である私で

次回は私が提案させていただいたもう一つの案件、

▲学校支援ボランティアにて

▲多賀「里の駅」にて

▲チェンソーアート
（左が本人作品）

緑のふるさと協力隊とは？
農山村の現状や暮らしに関心をもつ若者を、活力を取

３Ｄプリンターについて書かせていただこうと考えてい

り戻そうとする地方自治体に、
ＮＰＯ法人地球緑化セン

ます。

ターが１年間派遣するプログラムです。主な目的は次の

また、農山村にとっては若い力の活用による町おこし・
村おこしの「きっかけ」作りとなります。
そして、
このプログラムは隊員・地方自治体・ＮＰＯ法
人地球緑化センターの３者によって構成されています。

２つです。
①農山村で実施するさまざまな地域活動に、住民ととも

多賀町は、私で４回目の受け入れとなります。今まで

に取り組み、地方自治体の魅力・課題を内外に発信す

の隊員がおこなってきた活動を継続していくと同時に、

ること

今後とも新たな活動を通して、多賀町の魅力を内外に発

②農山村での暮らしを通して、人間としての生き方を学

信していこうと思います!!

び、隊員自身の生き方を見つけること

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/

広報たが 201４年８月号
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あけぼのパーク

多賀町立図書館
多賀町立図書館 （有）
２-１１４２ （電）
４８-１１４２ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町立図書館カレンダー
月

火

水

（■…休館日）

３月２７日に図書館協議会会長より
「これからの多賀町
立図書館のあり方」について、答申がなされました。今後

９月の休館
木

金

土

１

２

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

日

３１

月

火

水

木

金

土

１

２

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

はこの答申内容をふまえて、さらによりよい図書館づく
りをおこなっていきます。

「手づくりヒコーキをとばそう！」報告
６月１４日滝の宮スポーツ公園の体育館で季節風びわ
当日は親子２０名の参加者で賑わい、
ヒコーキをテー

※２５日（木）は月末整理休館日です

読書会

雑誌のおわけ会

マにしたおはなし会の後、
日本紙飛行機協会の高田努さ
んから、飛行機の飛ぶ仕組みを教えていただいたり、実

こ道場主催の標記事業がおこなわれました。

※２８日（木）は月末整理休館日です

一緒に文学の世界を楽しみませんか。

多賀町立図書館

「これからの多賀町立図書館のあり方」について

８月の休館
日

あけぼのパーク

際に飛ばす体験をしました。

図書館で不要になった雑誌をおわけしています。

日時■毎月第１火曜日 １０時３０分〜

会期■７月１９日（土）〜８月３１日（日） 開館時間中

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

会場■あけぼのパーク多賀

対象■１８歳以上の方
（学生さんも大歓迎）

おわけ冊数■８月３日（日）まで１人５冊

対面朗読室

８月５日（火）から無制限
子どもの本のサークル
「このゆびとまれ」

新館長就任のごあいさつ

子どもの本が好きな方大募集!! 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。

8月1日から館長が変わりました！

日時■毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜

多賀町立図書館館長

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

後藤

対象■１８歳以上の方
（学生さんも大歓迎）

久夫

企画展
じ ゅ ふ く

しげる

す ぎ は ら

ち

う

ね

寿福 滋 写真展「杉原千畝 命のビザ」
会期■８月１日（金）〜９月１５日（月・祝）

西 河 内 館 長 の 後 任で後

協力■大正出版・NPO法人 杉原千畝 命のビザ

会場■あけぼのパーク多賀 ホール・ギャラリー

藤といいます。出身は関東
地方、元自治体職員でした。

多賀町立図書館応援団

企画展関連イベント

公 共 図 書 館や大 学 図 書 館

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

「６千人の命のビザ」〜映画会と座談会〜（「杉原千畝の決断」）
すぎはら ち う ね

等々、多種にわたる図書館
経験があります。図書館が

います。

しらいし

町 民 の 皆 さ ん に 親しみ を

日時■８月９日（土） １３時３０分〜
場所■あけぼのパーク多賀

日時■８月１６日（土） １３時〜１６時３０分

図書館内

講師■白石

持っていただけるよう努力してまいります。

じゅふく

寿福

まさあき

仁章（外務省外交史料館課長補佐）

会場■あけぼのパーク多賀

2階大会議室

定員■８０人（図書館へ事前申込が必要です）

しげる

滋
（写真家）

対象■中学生以上の方

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
コース

８月

Ａコース
（大滝方面） １日
第1金曜日

９月
５日

Ｂコース
（多賀方面） ８日 12日
第2金曜日

16

日時■８月２３日（土） １４時〜１６時３０分

巡回場所・駐車時間
大滝幼稚園
１４：００〜１４：２５
多賀清流の里
（玄関前）
１３：００〜１３：３０

に し ご う ち や す ひ ろ

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

多賀幼稚園

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

１４：００〜１４：３０

※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。
広報たが 201４年８月号

映画会「はだしのゲンがみたヒロシマ」とトーク
講師■西 河内靖 泰（元多賀町立図書館館長・元東京原

会場■あけぼのパーク多賀

2階大会議室

定員■８０人（図書館へ事前申込が必要です）

爆被爆二世の会 代表）

１５：５０〜１６：２０

１５：５５〜１６：２５

「アンネの日記」問題をめぐって〜
図書館から見えてくる戦争と平和〜「はだしのゲン」

日時■８月３１日（日） １４時〜１６時
に し ご う ち や す ひ ろ

講師■西 河内靖 泰（元多賀町立図書館館長・公益社
団法人日本図書館協会 図書館の自由委員会委員

長）
会場■あけぼのパーク多賀

2階大会議室

定員■８０人（図書館へ事前申込が必要です）
広報たが 201４年８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２０１４③
〜親子化石発掘体験〜

Ｂ＆Ｇ海洋センター

Ｂ＆Ｇ海洋センター（有）
２−１６２５ （電）
４８−１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
生涯学習課

（有）
２−３７４０ （電）
４８−８１３０ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「いきいき健康体操教室」を開催します！

今年度は発掘プロジェクトの一環として、親子化石発

「体が軽くなった！」と昨年度好評

開催日■９月〜３月の第１・３金曜日

掘体験を５月から１１月まで毎月１回、開催しています。

だった教室を今年も開催します。健康

１０時〜（１０月のみ第３・５金

おかげさまで、開催日の２カ月以上前に定員に達してし

運動指導士の北京子先生より、
リズム

まう人気イベントとなりました。町内はもちろん、町外、

体操など誰でも楽しく、気軽にできる

場所■中央公民館 ２階

県外からも多くの方にご参加いただいています。多賀町

体操を学びます。参加を希望される

対象■おおむね６０歳以上の方（定員

の自然の魅力発信、
これもプロジェクトの大事な柱のひ

方は、右記の事項をご記入のうえ多

とつです。

賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターにお申し込み

〈申込書記入事項〉

ください（任意の様式で構いません。

①教室名

②ご氏名

③ご住所

ＦＡＸ可）。

④お電話

⑤FAX

⑥年齢・性別

この発掘体験で使用している粘土ブロックは調査期

▲発掘体験前のレクチャー

間中に調べきれなかったもので、
まだまだいろいろな化

曜日。
１・２月は休講）
〈全１０回〉
大ホール

３０人）

スポーツ推進委員かわらばん

体力をつけて
夏を乗り切ろう
夏、真っ只中、夏バテを防ぐた
めに栄養のある食事（うなぎ、お
肉など）を摂るのも一つの方法
ですが、体を動かして体力をつけ
てみてはいかがでしょうか？
まずは、皆さんもご存じの走る
ことです。全身と肺を使う、一番

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

石を含んでいます。はじめは化石を見つけることがむず

手っ取り早い方法です。しかし、

かしいと感じるかもしれませんが、
目が慣れてくると次々

なかなか行動に移せない人が多

グラウンド・ゴルフ場へようこそ！

と気になるものが見え始めるので、
とてもおもしろいで
すよ。
参加してみたい方は、お早めに博物館までご連絡くだ

６月にオープンしました滝の宮ス

さい。第５〜７回（９月・１０月・１１月）
には少し空きがあ

ポーツ公園グラウンド・ゴルフ場はも

りますが、
定員になり次第、締め切らせていただきます。

うお試しいただきましたでしょうか？

利用時間・利用料金・予約方法な

起伏に富んだ２コース全１６ホール

どについては、多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

は、
まるで自然の中でプレーしている

ターまでお問い合わせください。

▲親子化石発掘体験のようす

具の貸し出しもおこなっていますの
で、ぜひお気軽にお越しください。

かのように楽しんでいただけます。道
イベント案内

「アケボノゾウが生きた時代の多賀町と日本をさぐる」

第５回

らできる、上り下りする運動があ
ります。
そうです、
「踏み台昇降」です。

と時間で調整します。慣れてきた

多賀の花の観察会

暑い季節はなかなか外に出たくなくなりますが、今の

を実施します。昨年からの取り組みの中で分かってきたこ

時期だからこそ見ることができる植物があります。
８月

とや、
アケボノゾウが生きていた１８０万年前の様子につ

の観察会では湿地の植物の観察を予定していますので、

いて、各分野の専門家がわかりやすく説明してくれます。

ぜひ、
お気軽にご参加ください。

私たちの住む多賀町の『昔』
について、
一緒に思いをはせ

日時■８月２１日（木） ９時３０分集合

てみませんか？ みなさんのご参加をお待ちしています。

集合場所■多賀町立博物館

日時■８月９日（土） １３時〜１７時

参加費■１００円（保険料）

場所■あけぼのパーク多賀

※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越し

※申し込みは不要です。

観ながら、
または音楽を聴きなが

む程度の速さで、踏み台の高さ

この春に実施した第二次発掘調査の成果の中間報告会

大会議室

そこで、涼しい部屋でテレビを

会話ができるくらいの息が弾

観察会

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト成果報告会

いのでは…。

ください。

ら、徐々に高くしたり長くしてい
きます。
踏み台に使用するものは、丈
夫で平な物を選んでください。
地味な運動ですが、根気よく
続けてもらうことが大切です。一

駐車場

度、試してみてはいかがでしょう
か？ 水分補給も忘れずに。

元気いっぱい！〜「ちびっこ体操教室」〜
５月から始まった「ちびっこ体操教
室」の前期が終了しました。

す。後期も元気いっぱい笑顔いっぱ
いの姿を見せてくださいね。

この教室は、生涯にわたる基礎体
力・運動能力を身につけることを目
的に毎年開講しています。皆さん、平
均台・マット運動・跳び箱などにチャ
レンジしながら体操の基本を学んで
おられました。
▲昨年の報告会のようす
広報たが 201４年８月号
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▲ヘクソカズラ

９月２日（火）からは後期が始まりま
広報たが 201４年８月号
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おしらせ

おしらせ

身体障がい者相談員による「身体障がい相談」をおこないます
身体障がい者相談員は、身体障が

めざすために、
町から委託しています。

滋大祭フリーマーケット出店募集
会場■多賀町総合福祉保健センター

いのある方からの日常の相談に応じた

障がい者の立場で、
就職・結婚に関す

り、相談の内容によっては関係機関に

ることなど、
さまざまな相談を受けて

相談員■身体障がい者相談員

連絡をとるなど、必要な指導や助言を

いただけます。ぜひご来所ください。

お問い合わせ

おこなうため、
また、地域福祉活動の

相談日■８月２３日（土）

中核となって障がい者福祉の向上を

１３時３０分〜１６時

ふれあいの郷ボランティア室

③電話・ＦＡＸでの申し込み

開催日時■１１月１日（土）
・２日（日）
１０時〜１６時（９時受付開始）

福祉保健課

第２回滋賀県警察官採用試験

ｍ／屋外１区画 縦３ｍ×横３ｍ
（屋外５０区画

屋内６０区画）

出店料金■１日１区画５００円

ど、
この機会にフリーマーケットで販

飲食物、生き物、営業用商品、薬

受付期間■８月１日（金）〜８月３１日（日）

申込方法■①インターネット申込

売してみませんか？

品薬草、危険物、盗品のほか実行

試験区分および採用予定人員■男

開催日■１０月１９日（日）

委員会が販売不可と判断したも

性Ａ
（大卒程度）
１０人程度／女

参加資格■町内在住の方（町内在住
の方が代表者であれば、町外の

ます。
※申込用紙は、産業環境課窓口

方も可）
。未成年は不可。

または町のホームページで入

出店スペース■２ｍ×４ｍ
※予定です。

手できます。
お問い合わせ・お申し込み

※机、いす、
シート等は出店者で
ご用意ください。

日時■８月９日（土） １８時３０分〜
場所■犬上ハートフルセンター内大
駐車場

※雨天中止

ページをご確認ください。
お問い合わせ
フ レ ッ シ ュ

サ イ ヨ ー

０１２０-２０４-３１４

内容■お楽しみ抽選会・模擬店・アト
お問い合わせ
犬上ハートフルセンター
（電）
４８-２６００

今年で１０回目を迎える佐目清流

自衛官募集
随時、事務所にて各種募集説明会

祭は、大字佐目と多賀の清流の里が

場所■多賀清流の里

合同で開催する夏祭りです。今年は

内容■
（一部）敬老祝賀会（二部）模擬

敬老祝賀会と夏祭りを同日におこな

店、遊技店、
ステージショー、盆踊

い、今まで以上に盛大な内容となって

り、
花火など

おります。模擬店、
ステージショー、盆
もよお

お問い合わせ

日除く１０日間 １３時〜１７時

ふるさと産品技能講習
日程■９月２９日（月）〜１０月１０日（金）

会場■連合会事務所会議室
定員■９月・１２月 各２０人

土日除く１０日間 １３時〜１７時
会場■連合会事務所会議室、湖西・

面接日程■８月２２日（金）

申込締切■９月１１日（木）必着

（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

農業委員会開催のお知らせ

広報官が直接説明に伺います。

て、固定資産税および不動産取得税

お問い合わせ

（県税）の適正課税のため家屋評価

税務住民課

②９月５日（金）〜９月３０日（火）
お問い合わせ
彦根市旭町１-２４ 田中ビル２ｎｄ１階

犬上郡多賀町佐目６７５

彦根地域事務所
（電）
２６-０５８７
（ＦＡＸも同じ）

大津市逢坂１丁目１番１号

（電）
０７７-５２５-４１２８

ます。

受付期間■①８月１日（金）〜９月９日（火）

〒５２０-００５４

定員■２０人

家屋（住宅・店舗・倉庫など）につい

（医学科、看護学科）

お問い合わせ・お申し込み

滋賀県シルバー人材センター連合会

所に連絡をいただければ、地域担当

（有）
２-２０４１

対象となる方についてはご案内し

１０時〜 プエルタ大津にて

実習

家屋評価にご協力お願いします

を実施します。

※申込受付後、面接により選考
面接日程■９月１６日（火）

公益社団法人

ので皆さんのご協力をお願いいたし

②防衛大学校、防衛医科大学校

（電）
２７-１１３７
（ＦＡＸも同じ）

湖南地域各事業所にて作業実技

平成２６年１月１日以降に建築された

ております。ぜひとも、多数のご参加

20

日程■９月９日（火）〜９月２４日（水） 土

にお越しください。遠方の方は、事務

自衛隊滋賀地方協力本部

広報たが 201４年８月号

連合会事務所会議室事務所にて

たうえで、評価のため順次訪問します

多賀清流の里
（電）
４９-８０３０

１０時〜 （９月・１２月合同で）

９月ごろから税務住民課では主に

踊りなど、さまざまな催しもご用意し
お待ちしております。

公的事務補助技能講習
９月開催・１２月開催

を実施しております。お気軽に事務所

学生

フリーマーケット担当行

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

※申込受付後、面接により選考

候補生、海上・航空自衛隊航空
日時■９月７日（日）

りといたします。ただし、キャンセ

②郵便申込 ※９月３０日（火）必着

１２月どちらも締切）

募集種目■①自衛官候補生、一般曹

１０回目 佐目清流祭

• 定員に達し次第、募集を締め切

申込締切■８月２０日（水）必着（９月・

（産業環境課）

ラクション・花火

ます。

詳しくは、滋賀県警察のホーム

ふるさと楽市実行委員会事務局

犬上ハートフルセンター夏祭り'１４
多くの方のご参加をお待ちしてい

（高卒程度）
３人程度

お問い合わせ・お申し込み

滋大祭実行委員会

申込期間■８月１日（金）〜９月３０日（火）

※申込多数の場合は抽選となり

区画まで）、駐車場の要否（１区

ください。

第１次試験■９月２１日（日）

絵馬通り
（場所は選べません）

えください。

滋賀県彦根市馬場１-１-１

分でつくったものなどに限る。

性Ａ
（大卒程度）
３人程度／男性

か屋外）、区画数（１店舗につき２

おおよその販売価格を記入して

の、ご自分でお作りになった小物な

Ｂ
（高卒程度）
１２人程度／女性Ｂ

される場合は、お申し込みの際
にその旨と相手のお名前をお伝

日目２００円）

集しています！

のの販売は、
お断りします。

も明記）、電話番号、
メールアドレ
ス、出店日、出店希望会場（屋内

〒５２２-８５２２

類、おもちゃ、古本、参加者が自

申込締切■９月５日（金） １７時まで

• 友人・知人とお隣で出店を希望

画につき１台まで）、出店品内容、

１９日（日）に開催します。家で不用なも

１０時〜１５時（予定）

します。

１区画７００円（１日目５００円、
２

販売品■不要となった家庭用品、衣

出店場所■多賀大社前駅周辺または

ムページなどにて後日連絡いた

両日

今年の多賀ふるさと楽市は１０月

滋賀県警察本部では、警察官を募

時〜１６時のみ受付いたします。
• 郵便番号、住所、氏名（フリガナ

募集区画■各日ともに１００区画程度

多賀ふるさと楽市フリーマーケット出店者募集

• 詳細は、申込時や送付資料、
ホー

注意事項

区画広さ■屋内１区画 縦３ｍ×横３

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

８月２４日（日）〜８月３０日（土）の１０

出店会場■滋賀大学経済学部（雨天
時は体育館のみ）

ル待ちの受付はおこないます。

（電）
４８-８１１３

広告募集中
広報紙発行部数：２９５０部。
１枠：５０００円／１カ月

日時■８月８日（金） ９時３０分〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ
固定資産税係

産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

よろず相談
今月の相談日■８月６日（水）
来月の相談日■９月１６日（火）
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８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

９月１日（月）

１０時〜１１時

すくすく相談

９月１６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カ月児健診
７〜８カ月児離乳食教室

９月１日（月）
９月１日（月）
９月３日（水）
９月１６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

Ｈ２６年４月生まれの乳児
Ｈ２５年１０月生まれの乳児
Ｈ２６年１月・２月生まれの幼児
Ｈ２６年１月・２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

（百日せき・破傷風・ジフテ
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）

不活化ポリオ
※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）

対象年齢

実施時期と方法

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
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６０日以
生後２カ月〜５歳未満
上の間隔で１歳以降に１回
（標準的な時期：生後２〜７カ月）
接種（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
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） （有）２-８１３７ （電）４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
多賀町子ども家庭応援センター主催
☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

わくわくランドで遊ぼう
に こ に こ
広
場
（登録制）

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

〈ひろばの案内〉

平成２６年９月 多賀町 し尿収集カレンダー
午前
集
落
２日（火）萱原①・川相①
４日（木）久徳①②・月之木①②③
９日（火）多賀①②
−
１０日（水）
一円①②・木曽①②・猿木①②③
１１日（木）
一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②
１６日（火）大杉①・樋田③・仏ヶ後①・佐目②
−
１７日（水）
１８日（木）土田①②③・中川原①③
−
２４日（水）
佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷
２５日（木）
①・大君ヶ畑①②
２９日（月）久徳③・栗楠②
３０日（火）萱原③
日（曜日）

午後
集
落
萱原①・川相①
久徳①②・月之木①②③
多賀①②
不定期
一円①②・木曽①②・猿木①②③
一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②
大杉①・樋田③・仏ヶ後①・佐目②
不定期
土田①②③・中川原①③
不定期
佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷
①・大君ヶ畑①②
久徳③・栗楠②
萱原③

おたのしみ
①

⑧

⑩

②

③

⑪

④

⑤

⑨

⑥

⑦

月曜日〜金曜日

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

にじ・きりん広場

９月３日（水）

１０時〜

ぺんぎん広場

９月１７日（水）

１０時〜

こあら広場

９月２４日（水）

１０時〜

おはなしポケット

９月９日（火）

１０時〜

絵本や紙芝居、
ペープサートをします。

レッツエンジョイ子育て講座

９月３０日（火）

１０時〜

３Ｂ体操とおしゃべりデー
（要予約）

ヒント：手に持つこともあれば、
眺めることも。

□ □ □

締め切りは８月２９日（金）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

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
線ＦＡＸでもOKです。
生まれました！
☆上田 野愛（大志・みず穂）
☆重盛 藍水（博・良子）
☆田中 彩菜（博英・晃実）
☆宮川 昇寿（昇吾・美保）
の

あ

しげもり

あ い み

た な か

あ や な

みやがわ

しょうじゅ

お詫びと訂正
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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

マタノナ
ランバイク
カ
ソカイ
スノウ
ツ
ラ
タキ

①

⑥

⑧

⑨

②

⑩

③

④

⑦

⑤

「タナバタ（七夕）」
でした。

ひとのうごき

平成２6年6月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７59人 （-14）
■男性
３,７２３人 （-１3）
■女性
４,０３６人 （-１）
■世帯数
２,７３４世帯 （+１）
■転入
１０人
■転出
１5人

おめでた・おくやみ
おくやみ申し上げます
明   ８３歳
◆安藤
◆一圓 隆次   ７７歳
◆澤田 孝雄   ６４歳
◆辻 安太郎   ９５歳
あんどう

あきら

いちえん

た か じ

さ わ だ

た か お

つじ

と み た

け ん じ

◆富田 健治
◆中居林次郎
な か い り ん じ ろ う

  ８３歳
  ８２歳

放射線量（μsv/h）
7月 2日 0.0８
7月17日 0.0７

や す た ろ う

（敬称略）

広報たが７月号で誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
こだま あいか

広報たが 201４年８月号

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

答えください。

う え だ

広場の運動会をします。親子で楽しんでください。

ヨコのカギ
①２ページ。○○○○むすめを紹介します。
②ふりがな。
③介護。世話。スキン○○。アフター○○。
④○○○ガスの削減は大きな社会問題のひとつ
です。
⑤good→better→○○○。
⑥小動物。ネズミ目で森林に生息し、木の実など
を食べます。
⑦インドなどで食されている平焼きパン。カレー
につけて食べたりします。
タテのカギ
①樹木。夏から秋に紅色または白色の小花をたく
さんつけます。
④平和条約を象徴する鳥。
⑧曲の中で一番の山場となり、盛り上がる所。
⑨煙に含まれて立ちのぼる炭素の粒子。触ると黒
くなります。
⑩文系⇔○○○
⑪６
・
７ページ。
「○○○○で巨大モニュメントを作
ろう」

文字を並び替えてできる言葉をお

意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有
９時〜１３時

クロスワード

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

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。

※役場前にて、9時の3回測定平均値

こだま まなか

３ページ キラリとひかるたが写真館 （誤）児玉 愛華さん （正）児玉 愛華さん です。
１０ページ こんにちは保健師です コレステロールの正常範囲
（誤）
ＨＤＬコレステロール ４０〜８ｍｇ／ｄℓ （正）
４０〜８０ｍｇ／ｄℓ （誤）
ＬＤＬコレステロール 〜１１ｍｇ／ｄℓ （正）〜１１９ｍｇ／ｄℓです

広報たが 201４年８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。

広報たが８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

８月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

スギ

8

と

22

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

（金）
日

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

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

表紙写真■今月は多賀中学校の体育大会の団体競技
の写真です。天気に恵まれ、今年も熱い戦いが繰り広げ
られました。こうしてチームで一致団結して「優勝」とい
う同じ目標を目指して頑張るということは、人生におい
ても非常に重要な要素です。
３年生はこれから進路選択
に向けて大事な時期に入ります。粘り強さと集中力を発
揮して、本番に力を出し切れるよう、頑張って欲しいと思
います。
編集後記■学生の方はもう夏休みに入っていることと
思います。部活に打ち込む人、勉強に励む人、家族や友
達と旅行に行く人、
さまざまだと思いますが、何をするに
しても全力でやると気持ちが良いものですし、疲れがさ
わやかです。そしてそれは、学生の方に限った話ではあ
りません。この夏もまたひとつ、人生の中で素晴らしい
思い出となるような時間を過ごせると良いですね。
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。

