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決算

平成2５年度決算

平成２５年度

多賀町の財政状況
〜家計にみたてて〜

平 成２５年 度 一 般 会 計 歳 入 決 算

２億８,１３８万円で、
うち平成２６年度

より増収となったことから、個人住民

額は、
５１億７,２６８万円（前年度比

へ繰り越す財源が８,３０５万円、実質

税と固定資産税の減収幅を上回り、

３億６,１８９万円

７.５％増）、歳出

収支は１億９,８３３万円となりました。

前年度比７６９万円（０.４％）の微増と

決算額は、
４８億９,１３０万円（前年

歳入では、町税収は１８億４,５２６万

国県支出金は経済対策事業を活

となりました。歳 入 歳 出 差 引 額は、 法人税収の増収、たばこ税率改正に

用したため大きく増加しており、地方

地方特例交付金
502万円

税の内訳

市町村民税
（個人）
（法人）
固定資産税
（土地）
（家屋）
（償却資産）
（交納付金）
軽自動車税
たばこ税
鉱産税

0.1%

町債
6億5,883万円

地方譲与税
4,245万円

12.7%

0.8%

県税交付金
1億395万円

自

2.0%

主

依

歳入

財

給料・
アルバイト代など
家族で得た
収入

％

前年から
の繰越

）
3.4%

地方交付税
8億7,957万円

た道路整備や交通安全対策事業、橋
梁長寿命化事業、高取山ふれあい公
園における木造公共建物整備事業を
実施したため、土木費、農林水産業費

1.1%
0.1%

0.6%

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ８億５,８５３万円 ８億５,１６４万円
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ７億３,２８９万円 ７億２,３８９万円

なっています。

８,７６１万円

８,５８９万円

育 英 事 業 特 別 会 計

５８６万円

５７７万円

びわ湖東部中核工業団地公
共緑地維持管理特別会計

５２６万円

４６９万円

多賀財産区管理会特別会計

１２万円

５万円

大滝財産区管理会特別会計

１２３万円

３０万円

霊仙財産区管理会特別会計

５１万円

６万円

地方債残高は、
４９億１,５３４万円と
なり、
３億３,７５７万円増加しました。
財政健全化判断比率は、下記のと

実質公債費比率

将来負担比率

－

－

4.2

17.3

（１５．
００）

（２０．
００）

（２５．
０）

（３５０．
０）

芹谷栗栖地域振興事業特別会計 １億９,２０７万円 １億８,９９５万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計 ４億２,８５９万円
農業集落排水事業特別会計

実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は、
「－」を記載しています。
早期健全化基準を括弧内に記載しています。

水

道

事

業

会

５,１３１万円

４億８４５万円
４,９５７万円

計 ６億9,８57万円 ８億３,４９６万円

投資および出資金・貸付金 227万円

0.1%

壁の張替え、
雨漏りの修繕

繰出金（特別会計へ）
3億6,465万円

7.5%

維持補修費 1,162万円

0.2%

人件費
8億227万円

積立金
3億1,446万円

16.4%

6.4%

補助費等
5億1,416万円

10.5%

各種保険料、
小遣い等

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

食費

歳出

扶助費
3億2,421万円

6.6%

医療費、学費等

ローンの返済

公債費
3億8,143万円

7.8%

15.9%

家の増改築、
車の買い替え等

分担金
および負担金
5,870万円

寄付金 477万円
繰入金 3,254万円

連結実質赤字比率

支出済額

後期高齢者医療事業特別会計

主な積立金として、財政調整基金
実質赤字比率

収入済額

建設基金現在高は５億６,０５３万円と

おりとなっています。

が大きく増加しました。

会計別

物件費
7億7,763万円

財産収入 506万円

17.0%

2

政の安定を図りました。中央公民館

平成２5年度特別会計および企業会計決算状況

光熱水費、
家電修理、被服費等

使用料
および手数料
2,155万円
0.4％

繰越金
1億7,727万円

広報たが 201４年１０月号

ました。
歳出では、経済対策事業を活用し

中央公民館建設基

48億9,130万円

）

・
５

35.7%

％

定期預金の
解約

６

16.3%

金に１億１,０５３万円を積み増し、財

５

５
源（
国庫支出金等
8億4,217万円

6億5,579万円
3億2,212万円
3億3,367万円
11億1,495万円
2億2,417万円
3億9,860万円
4億9,115万円
103万円
2,233万円
5,089万円
130万円

町税
18億4,526万円

51億7,268万円
親などからの
支援

のが大きく６億５,８８３万円を発行し

定期預金等

源（ ４３・

7.6%

に４,９７８万円

財

金融機関等からの
借入金

存

県支出金
3億9,032万円

債についても、同事業実施に伴うも

なりました。

５.６％ 増 ） 円となり、立地企業の業績回復による

度 比２億５,７７８万 円

平成2５年度決算

投資的経費（道路、学校、公共施設の整備等）
13億9,860万円

28.6%

0.1%

諸収入 1億522万円 2.1%

広報たが 201４年１０月号

3

まちの話題

まちの話題

８月５日

８月１日〜７日

滋賀中央信用金庫より多賀町に寄付をいただきました！

多賀少年野球クラブ 西日本軟式野球大会優勝！
多賀少年野球クラブスポーツ少年

今年７月に合併１０周年という節目

受け、未来を担う子どもたちのため

団が、福岡県久留米市で開催された

の年を迎えられた滋賀中央信用金庫

に、
よりよい教育をおこなっていける

「筑後川旗 第３１回西日本学童軟式

より、学校運営や教育環境の充実の

よう、有効に使わせていただきます。

ために役立ててほしいと、寄付をいた

ありがとうございます。

野球大会」に出場されました。
総出場チーム数が９４チームという

だきました。

激戦でしたが、決勝戦では共楽少年

地域の皆さんに少しでも貢献した

野球クラブ（京都府）を６対４で破り、

いという滋賀中央信用金庫の想いを

昨年度に引き続いてみごと優勝、本
大会２連覇を果たされました。今後、

９月５日

より一層の活躍を期待しています。

桑原組から災害救助用工具寄贈

９月１日〜１１日

高島市に本社のある桑原組が創業
５５周年を迎えられ、県内５５箇所に
災害用救助用工具を寄贈する記念事
業を実施されました。
いただいた工 具は、スコップ、つ
るはし、ボルトクリッパー、ハンマー、

多賀幼稚園に新しい木製遊具が完成しました！

でキャスター付きのケースに収納で

た が も く し ょ う じ ゅ く

きるものです。

遊具を制作したのは多賀木匠塾の

近年多発している災害がいつ本町

塾生（滋賀県立大学生６０人）で、多

で発生するかもわかりません。万一に

賀町の木材や滋賀県産材を使用した

備え、ありがたく頂戴し、災害用備蓄

「ぼくらのおしろ〜ろっくん〜」をつ

品として活用させていただきます。

くってくれました。実際に遊具で遊ん

バール、油圧ジャッキ、ヘッドライト等

でみた園児たちは「楽しい！」と、笑顔
で答えてくれました。

８月１３日〜１６日
９月９日

多賀Ｋｉｄｓバレーボールスポーツ少年団 全国大会出場！
多賀Ｋｉｄｓバレーボールスポーツ
少年団が東京都で開催された「ファ

こ

ち

こ

ち

ず

も

う

古知古知相撲で豊凶占い！

の部に初出場され、ベスト１６という

今年も多賀大社にて九月古例祭が

成績を収められました。

んなに注目されて

執りおこなわれました。
こ

ち

こ

タビューでは、
「み

ち

ず

も

う

ミリーマートカップ第３４回全日本バ

また来年に向けてがんばってくだ

お祭りの中で「古知古知相撲」
と呼

の相撲はとても緊

レーボール小学生大会全国大会」に

さい！今後の活躍を期待しています。

ばれ、今年の農業の豊凶を占うもの

張した。」
「今日は

があります。特設の砂の土俵での相

貴重な体験ができ

撲は迫力があり、周りの観客からは歓

てよかった。」など

２０１３年１０月３１日

声があがっていました。取組は２勝１

と答えてくれまし

落合でニホンモモンガと遭遇!!

敗で多賀の里が勝利し、みごと豊作と

た。

おいて、
４０チームが集った男女混合

いう結果となりました。試合後のイン

ぬいぐるみのようにモフモフでク

の集落から少しはずれた森で捉える

廊下”
のような存在なのかもしれませ

リッとした大きな目をしている、そし

ことができました。森の中で生活して

ん。

う ろ

て滑空するための飛膜を持った手の

いるモモンガにとって、巣に使う洞の

ひらサイズのリスの仲間…ニホンモ

ある大木や餌となる木の葉や実をつ

モンガは、
こんな生き物です。夜行性

ける木々の存在が欠かせません。ま

で木々の間を飛び回っているので人

た同時に、
こうした森が分断されずに

目に触れることはめったになく、
これ

つながっていることも重要です。紀伊

まで県内では長浜市や高島市など数

半島エリアと北陸エリアの森をつな

毎月の１０カ月児健診時の写真です。

カ所で確認されているだけでした。 ぐ鈴鹿山脈は、ニホンモモンガをはじ

※詳しくは企画課広報担当へお問い

そんなニホンモモンガの姿を、落合
広報たが 201４年１０月号
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めとする森の動物たちにとって
“渡り

キラリとひかる ★

★

★

★

★

たが写真館

合わせください。

な か が わ

中川

く

る

み

な か む ら

来美ちゃん 中村

か

い

と

な

る

せ

海斗ちゃん 成瀨

ふ

う

ま

に し む ら

楓真ちゃん 西村

こ う す け

公佑ちゃん

広報たが 201４年１０月号
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若者定住支援事業／防災

臨時給付金／人権

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町若者定住支援事業の対象期間を３年間延長します!!
多賀町若者定住支援事業の対象住宅の期間を平成２９年１月１日までの３年間延長することとなりました。
多賀町では次世代を担う若者の定住を促進し、活力ある町づくりを目的として、住宅の新築や、親世代との多世代同居
により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、次の２つの助成事業をおこなっています。

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」
・
「子育て世帯臨時特例給付金」の申請
はお済みですか？
平成２６年４月１日から消費税率が８％に引き上げられたことから所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和する
ため、
「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」が暫定的・臨時的な措置として支給さます。
対象となられる方には、
７月下旬に案内を送付しています。申請がお済でない方は、下記のとおり、お早めに申請の手

①若者新築等住宅取得支援事業
事業内容■定住のため、多賀町で新築または中古住宅
を購入した対象者に対して助成金を交付します。
対象者■住宅の工事または売買の契約日において、

得された住宅
（平成２４年度から平成２９年度に新たに固定資産税
の課税を受ける住宅）

受付期限■１１月４日（火）まで

助成額

受付時間■８時３０分〜１７時１５分（土日・祝日を除く）

対象住宅に課税される固定資産税相当額（新築軽

• １８歳以上４０歳未満の者

減適用後の額）を３年間助成します。ただし、
１年あたり

• 夫、妻いずれかが１８歳以上４０歳未満の夫婦の者、

１０万円を上限とします。

または中学生以下の子を扶養する者

②若者世帯多世代同居支援事業
事業内容■多世代同居（二世帯以上）
により定住するた
め、多賀町で同居に必要な住宅の増築または、建
て替えをおこなった対象者に対して助成金を交付
対象者■住宅の工事の契約日において、
• 夫、妻いずれかが１８歳以上４０歳未満の夫婦の者、
または中学生以下の子を扶養する者
• 一年以内に婚姻を予定している１８歳以上４０歳未

対象住宅の新築、増築または建て替え工事を町内建
築業者が元請けでおこなったときは１年目の申請時に限
り、助成額に１０万円を加算して交付します。

• 上記いずれかの者と同居をする親

対象住宅、助成額など
（①②共通事項）

各課税年度の固定資産税を完納した日から同年度の
申請方法
企画課へ必要書類を添え、申請してください。
※申請書等については、企画課窓口または多賀町の
ホームページからダウンロードできます。
（企画課→若

平成２３年１月２日から平成２９年１月１日の期間に取

度分の助成を受けられませんの
せください。

れることなく、
装置付きのコンロを使用する。
③天ぷら油に火が入った場合は、絶対に水で消火せず

は５千円（１回限り）
を加算します。

窓口

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
②児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者

※臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金は同時
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。

子育て世帯臨時特例給付金
対象■平成２６年１月分の児童手当の受給者で、
平成２５

臨時福祉給付金

年中所得が児童手当の所得制限額に満たない人
対象児童■支給対象者の平成２６年１月分の児童手当
の対象となる児童

対象■平成２６年度分住民税
（均等割）
が課税されない人

ただし、以下の人は対象となりません。

ただし、以下の人は対象となりません。

• 臨時福祉給付金の対象者

• 平成２６年度分住民税（均等割）が課税されている

• 生活保護制度の被保護者

人に扶養されている人
• 生活保護制度の被保護者

給付額■対象児童１人につき１万円（１回限り）

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

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
問題の解決を図るため人権相談活動の強化週間を実施します。

天ぷら油火災を防止するとともに、万一の際の消火と併せて、いくつかのポイントを紹介します。

②加熱防止装置が付いている場合は、使い勝手にとらわ

福祉保健課

ふれあいの

ＤＶ、性的な嫌がらせ、ストーカーなどの事案は、依然として数多く発生していることから、これらの女性をめぐる人権

天ぷら油火災の防止について

やむをえずその場を離れる場合は必ず火を消す。

郷内

※給付対象者で次の①②のいずれかに該当する人

請期限を過ぎた場合は当該年

犬上分署 （電）
３８-３１３０

①天ぷら油を火にかけている時は、その場を離れない。

受付場所■多賀町総合福祉保健センター

給付額■給付対象者一人につき１万円（１回限り）

申請は毎年度必要になり、申

で、必ず期限内に申請をお済ま

対象住宅

お急ぎください！

申請時期

者定住支援事業）

満の者

彦根市消防署

〈割増助成〉

３月３１日まで

します。

続きをお願いします。申請に必要なものは、同封のチラシをご覧いただくか、福祉保健課までお問い合わせください。

期間■１１月１７日（月）〜１１月２３日（日・祝）

※相談は無料で、秘密は厳守します。

時間■８時３０分〜１９時（土・日は１０時〜１７時）

※この期間以外にも、平日８時３０分から１７時１５分ま

に、消火器などで消火する。また、消火器を使用する

相談内容■夫・パートナーからの暴力、職場での差別や

際、近づきすぎると油が飛び散って火傷をする恐れが

セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど、女性

あるので注意する。

をめぐるさまざまな人権問題

④火が消えても、十分油が冷えるまではその状態を保

で法務局職員・人権擁護委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
（０７７-５２２-４６７３）

相談担当者■法務局職員および人権擁護委員

つ。

以上のポイントに気を付け、天ぷら油を火にかける際は、危険であるということを十分認識してください。
なお、
コンロ周りの火災では衣服に炎が着火する事例や、
コンロ周りに置いてあるものに着火する事例も報告されてい

全国共通「女性の人権ホットライン」

０５７０-０７０-８１０
ゼ

ロ

な

な

ゼ

ロの ハ

ー

ト

ラ

イ

ン

ます。コンロ周りを整理し清潔にすることが火災予防につながります。
広報たが 201４年１０月号
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湖東定住自立圏

湖東定住自立圏
vol.14

彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町
2014.10 発行 湖東圏域公共交通活性化協議会

環境定期券のご利用範囲が変わります
湖国バス

◆現在近江鉄道バスが実施している、通勤定期券所持者とその家族が土休日100円、子ども※は50円（現金
で乗車できる制度が、湖国バス全線利用できるようになります。
でのお支払いに限ります）

!
10 月 1 日実施

）が
ス
バ
国
湖
（
ス
路線バ
す
ま
り
な
く
す
使いや

・三津屋線（開出今・県立大学経由）・彦根駅市立病院線
・南彦根ベルロード線
・旭森線
・多賀線
・萱原線

◆高校生限定の定期券が下記の値段で発売されます。

1ヶ月 ・・・5,000円

3ヶ月 ・・・14,200円

6ヶ月

愛のりタクシー 一部改正のお知らせ !

◆短距離運賃が期間限定で安くなります
現在210円の区間

100円に改定 子ども※は50円

☆現金でのお支払いに限ります
※6歳以上12歳未満

◆実施期間：平成26年10月1日～平成27年3月31日
◆対象区間：下記区間（駅で乗り降りする時）

上稲葉停留所

ビッグウイング停留所

彦根中央病院停留所

（新海浜線）

（宮田線）

（日夏線、河瀬東・豊郷線、亀山線、
甲良線、河内線、大君ヶ畑線、萱原線）
）

彦富
南稲部

間が
どこの区
？
の
る
わ
変

フレスポ彦根前

彦富口
稲枝駅

移設

京町通り商店街
彦根郵便局
京

100
円

町

印刷局前

パナソニック電工前

護国神社

10
0円

彦根駅

市役所前
佐和町

上稲葉

南甲田
物生山

稲枝町西

新設

豊郷幼稚園前停留所

（石寺線 / 河瀬東・豊郷線）
豊郷小学校
三ツ池教育集会所前
旧校舎群前

吉田公民館前駐車場停留所

松原線 路線図
ミシガン州立大学
連合日本センター
網代口

ビバシティ

南彦根東口

南彦根西口

小泉南

北河瀬

河瀬口

河瀬駅東口

河瀬駅西口

亀山ニュータウン南

亀山ニュータウン中

亀山郵便局前

新設 岡村本家前

豊郷町役場

50円
均一4 運行
は
賃
く）
運
1往復 1/3）を除
毎日年1始（12/29～
（年末

吉田公民館前駐車場
石寺線
河瀬東・豊郷線

彦根
グリーンハイツ

金剛輪寺線
石寺線
河瀬東・豊郷線

彦根駅

◆河内線 河内の風穴停留所が河内の風穴
（宮前）停留所に名称を変更しました。
大君ヶ畑線、
萱原線の時刻表が変更になり、近江鉄道への乗り継ぎが便利になりました。
◆河内線、

湖東圏域の公共交通をより良くする
ためのご意見をお寄せ下さい

河瀬線の最終便が遅くなり、さらに便利に！
最終便

◆河瀬線に日夏中央経由の最終便が増便されます。

8

新設路線

（金剛輪寺線 / 石寺線 / 河瀬東・豊郷線）

新設

豊郷病院
くれない公園前
豊郷駅

南彦根駅西口
南彦根駅東口

日夏線、亀山線

豊郷幼稚園前

三ツ池老人
憩いの家前

名称変更
城南小学校前
金剛輪寺線
河瀬東・豊郷線
甲良線、河内線
大君ヶ畑線、萱原線

下矢倉

吉田橋東詰

広報たが 201４年１０月号

新設

フジテック前駅

宮田線

服部

彦根中央病院

ビッグウイング

服部口

新海浜線

京町二丁目

100

実施期

平成2 間
6
平成2 年10月1日～
7年3月
31日
・
・
・27,000円

湖国バスの運行する彦根・多賀・甲良管内乗り放題！
！

期間限定！ 駅から＆駅まで ちょい乗り100 円バス

円

・南彦根県立大学線
・河瀬線

高校生限定定期券が期間限定で発売されます

来年の
3 月 31 日まで

市民会館前

・彦根県立大学線
・ブリヂストン線
・大君ヶ畑線

増便

今ま

彦根駅18時25分発
河瀬駅西口着18時55分着

で

+

彦根駅19時25分発
河瀬駅西口着19時55分着

湖東圏域公共交通活性化協議会
（事務局）彦根市役所交通対策課
〒522-8501 彦根市元町４番２号
電 話 ： 0749-30-6134 FAX： 0749- 24- 5211
e-mail：koutsutaisaku@ma.city.hikone.shiga.jp

【協議会の構成】
湖国バス(株)、彦根観光バス(株)、近江タクシー(株)、(社)滋賀県バス協会、滋賀県
タクシー協会、私鉄滋賀県協議会、滋賀県タクシー労働組合連絡協議会、
西日本旅
客鉄道(株)、近江鉄道(株)、彦根警察署、
東近江警察署、滋賀大学、
滋賀県立大学、
聖泉大学、彦根市身体障害者更生会、彦根市老人クラブ連合会、愛荘町シルバー
人材センター、愛荘町秦荘老人クラブ連合会、豊郷町老人クラブ連合会、豊郷町社
会福祉協議会、甲良町老人クラブ連合会、彦根交通安全協会甲良支部、多賀町民
生委員児童委員協議会、旧多賀町公共交通会議、近畿運輸局、湖東土木事務所、
滋賀県、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、
多賀町

広報たが 201４年１０月号
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地域おこし協力隊／いくせい

学校支援地域本部事業

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

カメラ

たに

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

す ず か

谷 涼香隊員
多賀にきて２つの季節が過ぎ

ことはたくさんありますが、その笑顔を将来につなげる

ました。お久しぶりです。水谷に

ために、残していきたい１コマがあるのではないかと私

住んでおります、地域おこし協力

は思います。不慣れな一眼レフカメラに悪戦苦闘してい

隊の谷です。初夏の強烈な日差

ますが、勉強あるのみです！

多賀ささゆり保育園で木製遊具の塗り直し作業をお手伝いしました
９月１３日に、多賀ささゆり保育園で木製遊具の塗り直
し作業のお手伝いをしました。ところどころ色がはがれ

製遊具で、園児たちが毎日元気に遊んでくれることを楽
しみにしながら作業をしました。

しにはびっくりしましたが、現在

たんに、デジカメが壊れたから買い変えただけではな

た木製遊具を、滋賀県立大学多賀木匠塾の皆さんと一

はすっきりしないお天気が続い

いのかというそれは、
どうかそっと胸にしまっておいてやっ

緒に手際よく塗り直していきました。きれいになった木

うございました。

ています。夏野菜をたくさん実ら

てください。ぜひ皆さんの笑顔、
撮らせてくださいね。

▲多賀木匠塾の皆さんと一緒に

▲塗り直し作業のようす

お手伝いいただいたボランティアの皆さん、ありがと

せてくれていた魔法のような畑も、水浸しになる日が続
き、不安な毎日です。
ところで、最近、
デジタル一眼レフカメラを手に入れま
した。あの、おっきくて黒いカメラです。今までは持ち運
びのしやすさなどを考えてコンパクトデジカメを使って
いましたが、思い切って買い変えてみました。その大き
な理由は、
多賀の風景を残したいからです。
水谷で暮らしていると、今ある何気ない日常がずっと
続くわけではないということを感じます。高齢化も、少
子化も、獣害被害も、身近に迫ってきていることをひしひ
しと感じるからです。それでも今ここには、笑顔がありま
す。これからこの地域がどうなっていくのか、
わからない

中央公民館内

▲地蔵盆、
上水谷公民館にて

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

生涯学習課学校支援地域本部では、年間を通して学

多賀町青少年育成町民会議
青少年育成町民会議

総務部会

副部会長

大矢

校支援ボランティアさんを募集しています。
９月現在、登
録していただいているボランティアさんの数は８４人で、

勝

今年度の青少年育成町民会議の活動も、町民の皆さ
んをはじめ関係機関、各種福祉団体、企業の皆さんの暖

地域の力を学校へ！ 学校支援ボランティアを募集しています
学校支援ボランティアの流れ
１.専用の申込用紙でボランティア登録をします。
（役場１
階生涯学習課にあります）

ほかの市町に比べて比較的多くの方に登録していただ

２.学校や園から、コーディネーターへボランティアの

らないと考える中で、本年度は「あいさつの呼びかけ運

いています。これは、町民の皆さんが、地域活動に積極

依頼があります。依頼内容に合わせて、
コーディネー

動」を進めていくこととしました。

的に関わり、自分たちの力で学校や地域を良くしていこ

ターから登録ボランティアの方に連絡をします。

れ い こ う

まずは役員自らがあいさつを励 行し、地域住民の皆

うという意識を高く持っていただいているからだと思い

３.ご都合が合った方に参加依頼書を送付します。

特にこの間、町内の事業所や町民の皆さんからご協力

さんや子どもたちに推進していくとともに、ほかの地域

ます。今後、
ますますボランティアの輪を広げ、皆さんの

４.当日、学校や園に行って活動していただきます。

いただきました会費につきましては、町民会議の活動の

福祉団体との協働のもとに「あいさつ運動」の輪がより

力で子どもたちの成長を見守っていきましょう。

大きな財源となっています。この善意に深く感謝とお礼

大きなものになるように、また出会いや自然な会話の

を申し上げます。

中であいさつが交わせるような社会を期待するもので

かいご支援とご協力により半年が過ぎました。

夏の酷暑も衰え、ずいぶん秋の気配も感じられる今日

このような取り組みを通じて、今日、人と人との繋がり

踏破隊が来町されました。今年は異常気象の豪雨のた

の希薄化、地域コミュニティの減退など地域の福祉力が

め、五僧峠の踏破は断念されましたが、小学生を主体と

低下しているといわれる中で、町民の皆さんとともに地

した陣羽織姿の元気な踏破隊を迎えることができ、
また

域でできることを実践し、地域福祉の担い手の一助とな

これまでの長い踏破隊の歴史と子どもたちの強い気持

れるよう努めたいと思います。

また町民会議は、子どもたちの更なる健全な成長を
期待するとともに、本会の取り組みの本質でもあります
青少年の育成に、
よりいっそう強く取り組まなければな
広報たが 201４年１０月号
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課までお気軽にお問い合わせください。

「できる人が、
できるときに、
できることを」皆さんのご
協力をお願いします。

あります。

でありますが、
この８月には鹿児島県日置市から関ヶ原

ちを聞くたびに感銘することばかりでありました。

興味のある方、
ご協力していただける方は、生涯学習

今後も町民の皆さんのお力添えを賜りますようお願
いいたします。

花壇の整備や

子育ても一段落したから、

除草作業なら、

空いた時間に

私にもできそうだわ。

活動してみようかしら。

今までの知識や経験を

簡単な修理や

活かして学習のサポートが

補修作業があれば

できないかな。

手伝いたいな。

広報たが 201４年１０月号

11

海外派遣

海外派遣／就学時健康診断

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

海外派遣研修に参加して

ニュージーランドへ中学生１４人を派遣しました
ニュージーランドは建国１５０年の若い国です。イギリス的な風土、気候の良いこと、治安の良いこと、人びとが温かく
フレンドリーなことなどさまざまな特徴があります。
今回、多賀町では次代を担う中学生を海外に派遣し、国際化時代にふさわしい広い視野と見識をもち、将来の多賀町
のまちづくりの発展を図る人材育成を目的にニュージーランドでの短期留学を実施しました。今後、広報たがにて６回に
わたり語学研修、文化自然体験、ホームステイを体験した多賀中学校１３人、河瀬中学校１人の計１４人の感想を順次紹
介していきます。
ひ ろ た

さ

き

ほり か わ

さ

や

か

第１回目は、多賀中学校２年生の廣田紗季さんと堀川紗也華さんです。

海外派遣研修に参加して

多賀中学校２年生

ひ ろ た

廣田

さ

き

紗季

今回、多賀町海外派遣研修で、ニュージーランドに行かせていただきました。ニュージーランド研修は私にとって初体験
の連続でした。外国に行くことはもちろん、飛行機に乗ることすら私にとっては初めての体験でした。
ニュージーランドに着くと少し肌寒かったです。バスでタウランガへと向かう途中に見える景色は、羊や牛や馬が見え、
緑がたくさんありました。昼食は、レストランでニュージーランド名物のフィッシュ＆チップスを食べました。その後、学校でオリ
エンテーションを受けた後、ホストファミリーとの初対面でした。ホストマザーのＲａｃｈｅｉとホストシスターのＨｏｐｅが迎えに来
てくれました。緊張していたけれど笑顔でやさしく迎えてくれたので緊張がほぐれました。
家に帰って、ホストブラザーのＣａｉｅｂとＮａｔｅとホストシスターのＬａｕｒｅｎに会いました。その後ビーチに連れて行ってくれ
ました。とてもきれいでした。夕食後にホストファザーに初めて会いました。そして次の日から学校で英語研修が始まりま
した。英語を使ったゲームをしたり、英語の質問に答えたりしました。
私のホームスティ先の家では、よく音楽がかかっていて、みんな音楽好きでした。ホストファミリーの友人が家に来て、歌を
披露してくれたりすることもありました。私もピアノを披露しました。とても楽しいひとときでした。
さよならパーティーでは、「多賀音頭」と「ふるさと」を披露しました。練習した成果を出せて良かったです。ホストファミ
リーと過ごす最後の夜は、たくさん遊びました。とても楽しかったです。
ホストファミリーとの別れの日、手紙やニュージーランドのおみやげをもらいました。嬉しかったです。ハグをして別れました。
もう少し滞在して、もっとたくさんのことを学んだり、話したりしたいと思いました。
この研修に参加していろんな経験ができて良かったです。また、日本との習慣や文化の違いを学べて良かったです。これ
から英語をもっと勉強して、もっと英語が上手くなるようになったら、またホストファミリーに会いに行きたいです。
最後に、海外研修でお世話になったホストファミリーの皆さん、多賀町の方々、両親、日本旅行の皆さん、先生方あり
がとうございました。この経験を将来に役立てたいです。
（ 原文のまま掲載しています）

多賀中学校２年生

ほりかわ さ

や

か

堀川紗也華

私は、多賀町の海外派遣でニュージーランドに行かせていただきました。日本を旅立つ前は、本場の英語をしっかり身
につけよう、日本の文化を伝えて少しでも興味を持ってもらおう、ニュージーランドで多くの友だちを作って、現地のことを
教えてもらおう、と海外へ行くことへの期待でいっぱいでした。
実際、行ってみると、現地は寒かったですが、広大な景色に感動しました。学校で、スクールバディーのモーリーちゃんも、
とても気さくですぐにうちとけました。ホストファミリーの家は、六人家族で、ホストファザーも優しく、四人姉弟ともすぐに
仲良くなりました。子ども達は、私にニュージーランドではやっている「ルームバンド」を作ってくれ、作り方を教えてくれまし
た。それから、私もけん玉や折り紙を教えてあげました。三歳と五歳の男の子は、ピロピロ笛がお気に入りで、ずっと遊んで
いました。ホストマザーも万華鏡を見たり、けん玉に挑戦したり、とても喜んでくれました。
学校では、初日、ポフィリというマオリ族伝統の歓迎の儀式を見ました。マオリの歌やハカも披露してくれ、マオリの文
化に触れることができました。生徒達は、とてもフレンドリーで、たくさん話しかけてきてくれました。日本語に興味のある
男の子が日本語で、「おはようございます」と言ってきたあと、英語で「それはどういう意味？」と聞いてきたので、「グッドモー
ニングだよ。」と返しました。ほかにも「ありがとう」などたくさんの言葉を教えてあげました。
日本の学校と違う所は、二時間目と三時間目の間にモーニングティーというおやつの時間があるということです。授
業では、自由時間というものがあり、生徒達は読書をしたり、ゲームをしたり、パソコンをしたりしていました。生徒の自主
性に任せている感じがありました。また、授業として乗馬体験があり驚きました。
さよならパーティーでは、お世話になったホストファミリーに楽しんでもらうために、「ふるさと」を歌ったり、多賀町から持っ
ていった「多賀町の浴衣」を着て、「多賀音頭」を踊りました。浴衣は、ホストファミリーの間でとても好評でした。
この研修に参加して、私は、多くの人とコミュニケーションができ、ニュージーランドの文化や習慣を学ぶことができまし
た。とても良い経験になったと思います。最後に、この機会を与えてくださった多賀町の方、先生方、ホストファミリー、両
親にとても感謝しています。この経験をいかして将来に役に立つよう、がんばりたいです。 （ 原文のまま掲載しています）

▲すぐに仲良くなりました

▲「多賀町の浴衣」を着て、
ファミリーと

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

就学時健康診断のお知らせ
来春、小学校に入学される幼児（平成２０年４月２日か
ら平成２１年４月１日生まれ）
を対象に、就学時健康診断
を行います。必ず検診日に受診してください。
保護者の皆さんには、事前に「健康診断通知書」
「健康

▲ホストファミリーとボウリング

広報たが 201４年１０月号
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▲きれいなビーチで

るようお願いします。
保育が必要な方は事前に学校教育課までお申し出く
ださい。
健診日■１１月６日（木）

診断票」を送付しますので、必要事項をご記入の上、当日

場所■多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

必ずご持参ください。健診日までに通知書が届かない場

受付■１３時１５分〜１３時４０分

合や、健康上の理由等でやむを得ず受診できない場合

内容■１３時４５分〜	子育て講演会・視力検査・聴力

は、学校教育課までご連絡ください。
また、できる限り小さいお子様の同伴はご遠慮くださ

検査
１５時〜

内科検診・歯科検診
広報たが 201４年１０月号
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緑のふるさと協力隊

予防接種／ねんきんだより／農業委員会だより

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

よ

し

お

多賀町に来て早４カ月、石栗義男です。

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

水痘、高齢者肺炎球菌ワクチンについて 〜１０月から定期予防接種になりました〜
機能に障害を有する方。

水痘
• 生後１歳〜３歳未満の児：２回接種

熱い８月を、栗栖地区の住民の方と過ごしました!!

• 生後３歳〜５歳未満の児：１回接種（実施期間：平成

皆さん、
こんにちは。
８月は万灯祭に各地区の地蔵盆

多賀町役場職員有志の皆さんと一緒に行いました。龍

や夏祭り。そして、子どもたちにとっては楽しい夏休み。

の頭を持つ大役を任せていただき、
とてもいい経験とな

※ただし、すでに肺炎球菌ワクチンの接種を
受けたことがある方は対象外。
※接種料金：２,４４０円（接種料金８,１３９円

２７年３月３１日まで）
※ただし、すでに水痘にかかったことのある方およびすで

のうち、
５,６９９円を町で負担します。）

先日、私はお盆休みを利用して新潟県村上市に帰省し

りました。また、地蔵盆と夏祭りでは、
２３日に栗栖地区

ました。実家は、村上市の市街地ですが、車で１０分ほど

にて準備・運営のお手伝いをさせていただきました。特

走れば、辺り一面田んぼというところです。今ままでは、

に夏祭りでは、
１カ月前から実行委員で企画を考えてき

• 今年度６５歳、
７０歳、
７５歳、
８０歳、
８５歳、
９０歳、
９５

○予防接種は指定医療機関で受けてください。かかりつ

田んぼを見ても何も感じなかったのですが、今回の帰省

ました。私もメンバーの一人として、滋賀県立大学のＢＩＧ

歳、
１００歳となる方、および１００歳以上の方。
（ 実施

け医が指定医療機関ではない場合は、必ず接種前に

では、
「この田んぼはきちんと草刈りされている！」
「あっ、

×ＢＡＮＤ部によるバンド演奏を企画し、当日は雨でした

期間：平成２７年３月３１日まで）

福祉保健課までご相談ください。
（指定医療機関は送

この田んぼは穂が出てきたな！」
と感じました。何ごとも、

が、無事に夏祭りを行うことができました。栗栖地区の住

• ６０〜６５歳未満の方であって心臓、腎臓もしくは呼吸

さまざまな経験をして比べることで、改めて地元の良さ

民の方から、
「良かったよ！」
「来年もぜひ！」というお言葉

器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

を感じることができるのだと思います。

をいただき、嬉しく思いました。

また、私が住んでいます栗栖地区では、先日イノシシ

そして、
この夏祭りに合わせて、
２３日〜２７日に、若葉

が獣害フェンスを破ったということで、補修作業のお手

のふるさと協力隊を受け入れました。若葉のふるさと協

伝いをしました。田んぼの被害も重大で、一つの田んぼ

力隊とは、
４泊５日で田舎暮らしや農業を体験したい！と

が丸々駄目になってしまいました。改めて、
獣害被害の恐

いう若者を、特定非営利法人地球緑化センターが全国

ろしさを感じ、
その対策を考えさせられました。

に参加者を募り、現役の緑のふるさと協力隊がコーディ

に水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外。

○対象者には、
１０月上旬頃にご案内と予診票を送付い
たします。

〈高齢者肺炎球菌〉

付した案内の裏面をご覧ください。）

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

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

「街角の年金相談センター大津」移転のご案内

さて、万灯祭では３日に栗栖調宮祭典の準備、
４日に

ネーターとして日程を考え、依頼し、運営するプログラム

多賀音頭総踊りに参加、
５日に近江猿楽多賀座に参加さ

です。簡単に言えば、緑のふるさと協力隊の１年間の活

軽にお越しください。

せていただきました。多賀音頭総踊りでは、多賀町商工

動を、
４泊５日で一緒に体験するプログラムです。
２人が

新名称■「街角の年金相談センター草津」

会青年部の皆さんと一緒に踊りました。最初は、見よう

参加し、夏祭りにおいて栗栖地区の住民の方との交流を

所在地■近鉄百貨店 草津店 ５階（草津市渋川１-１-５０）

※相談についてはすべて無料です。

見真似で踊っていましたが、終わる頃には自然と体に染

楽しみました。

受付時間■月〜金曜日 ８時３０分〜１７時１５分

※街角の年金相談センターは「対面による年金相談」を

み付いていました。近江猿楽多賀座では、
「龍神の舞」を

１１月４日（火）より大津市から草津市へ移転します。お気

（土、
日、休祝日は休ませていただきます。）

などの再交付受付
•「ねんきん定期便」などの年金加入記録についての
相談

おこなっております。
※事業主の方からのお届けは受け付けておりません。年

相談内容■
• 公的年金の受給に関する相談、年金見込額の試算
• 裁定請求書、住所変更などの諸変更届の受付
• 源泉徴収票・支払通知書・年金証書・改定通知書

金事務所までお問い合わせください。
※日本年金機構の委託を受けて全国社会保険労務士会
連合会が運営しております。

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

８月８日に開催された委員会の審議内容です
• 議案第１号
▲夏祭りにて

▲龍神の舞にて

農地法第３条の規定による農地所有権

の移転許可申請………１件
※農地である田や畑を、売買や贈与で耕作権や所有権

暮らしの中から

を変更するための申請です。

先日、
犬上川にて地域おこし協力隊の方と、
アユ釣りに行きました！
！ 甘露煮や天ぷらにして、
おいしくいただきました。ま
た、
家の周りには無数のとんぼが飛んでおり、秋の訪れを感じる８月でもありました。

• 議案第２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………２件
※他人の農地を賃貸や売買により農地以外に転用する

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/ｔａｇａｇｕ
ｒ
ｉ/
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ときに必要な申請です。
• 議案第３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
………… １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。
• 議案第４号

農地利用集積円滑化事業規程の変更承

認について
• 報告第１号

農地法第５条第１項第６号の規程による

農地転用届出について…２件
※市街化地域の農地を転用し、第三者と売買等を行うこ
との届出です。
• 報告第２号

田畑転換等農地の形状変更届出につい

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１０月号
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けんこう

けんこう／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

転ばぬ先の骨粗しょう症予防
去る８月２８日、多賀町総合福祉保健センターふれあ
いの郷にて、骨粗しょう症検診を行いました。今年度、
４０

〜骨粗しょう症予防検診を行いました！〜

運動で予防
骨に適度な負荷をかける運動が効果的です！

• 腰やひざが痛んで歩くのがつらい場合は、屋内でで

• 歩くことからはじめよう。

きる体操をしてみましょう。

す。年に１回「骨粗しょう症検診」を実施しておりますの
で、対象の年齢になった際には受診をしましょう。

歳〜７０歳までの５歳ごとの年齢の女性を対象者として

骨粗しょう症と言われたら…
検診等で、骨粗しょう症と診断されたら、治療は３段階

ます。骨折の危険性を３０〜５０％減らすことができ

です。

るのですが、完全になくすことができないのも事実で

態となる骨の病気であり、骨折しやすく、腰が曲がったり

①基礎治療：食事療法や運動療法が基本です。

す。食事、運動と上手に組み合わせて治療しましょう。

寝たきりの原因になったりします。初期には痛みなどが

②薬物療法：日本ではビスホスホネート薬が多く使わ

ないので、見逃してしまうことが少なくありません。高齢

れ、骨の破壊を抑える薬です。薬には使う基準があり

行いました。
す

骨粗しょう症は、骨の内部が粗く、鬆が入ったような状

③手術・リハビリテーション
骨を丈夫にして、健康な高齢期を送りましょう。

化に伴って注目されるようになった病気ですが、若い世
代にも予備軍が増えています。
骨粗しょう症の早期発見には検査が欠かせません。町

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

では、
エックス線を照射して腕の骨量を測定しています。

たが民児協だより

検査自体は短時間ですみ、痛みも伴わないので安心で

“子育てサロン”
でみんなとふれあってあそびましょう!!

骨粗しょう症のリスクとは？
①女性・閉経：女性ホルモンのエストロゲンは、腸でカルシ

少なく、
５０歳以降では急速に減ります。

ウムの吸収を促したり、骨の細胞が壊れるのを抑えます。

③偏った食生活

閉経によりこの働きが抑えられ、骨量が減ってしまいます。

④運動不足：骨に負荷（圧力）
がかからないため、骨が弱

②加齢：加齢により、骨代謝のバランスがくずれ、骨量が
減ってしまいます。女性はもともと男性よりも骨量が

くなります。筋力やバランス力も衰えます。
⑤喫煙・過度の飲酒など

ライフステージと骨粗しょう症予防
１０代
• 骨の貯金をする：骨量は２０歳前後でピークを迎
え、
とくに骨密度のもっとも増加する思春期（１０〜
１４歳）はカルシウムをたっぷり摂り、荷重のかかる
運動も積極的に行い習慣としましょう。
• 無理なダイエットはしない：食事を抜くようなダイ
エットは骨の形成の大きな妨げになります。
２０代
• たばこは吸わない。
• 妊娠・授乳中のカルシウム：年齢に合ったカルシウ
ム量の摂取を。

３０代
• 不規則な生活をしない。
４０代
• 定期的に検査を受け始めましょう。
５０代

品、
大豆・大豆製品、小魚・海鮮類、野菜など）
②カルシウムを効率よくとるために、
ビタミンＤでカルシ
ウムの吸収を助け、
ビタミンＫでカルシウムの排泄を

数カ月前、町外にお住まいの子育て中の男性が、
「多
賀町は子育てに手厚い町ですね。」
と話されました。私は

します。親子で参加していただき、みんなで一緒に楽し
いひとときを過ごしましょう。
初めての出会いはとても緊張されると思いますが、思

「ええー、そうですか。」返答しましたが、多賀町をこの
ように感じてくださったことが嬉しくなりました。
しかし、

い切って参加されることで新しい出会いがあり、子育て

実際に多賀町に住み、毎日子育てに奮闘しておられるお

の喜びや悩みなどいろんなお話ができる場となるので

父さん、お母さんはどのように思っておられるのでしょう

はないでしょうか。
“子育てサロン”
が出会いの場となり、

か。子育ての喜び、不安、
しんどさは親になって初めて感

子育ての応援ができることを願っています。多くの方の

じることばかりです。子育ての悩みを誰にも相談できず、

ご参加をお待ちしています。お気軽にご参加ください。

ひとりで抱え込んでしまうことがないように、地域の民生

多賀町が取り組む
“子育て熱心の町、安心して子育て

委員児童委員にお気軽にご相談ください。子育てを支え

ができる町”
として充実した子育てができるように、民生

る力になればと思います。

委員児童委員も微力ながら努めてまいりますのでよろし

さて、当協議会の児童青少年部会では、毎年１回
“子育

くお願いします。

てサロン”
を実施しています。今年度も下記のとおり実施

• 閉経を機に骨量が急に減少します。カルシウムを摂
り、
からだを動かすことを日課にしましょう。
６０代
• 自分の体力を過信せず、
無理なく体を動かしましょう。
７０・８０代以降
• 転倒・骨折予防のために住環境を整備しましょう。

《子育てサロン》
開催日時■１０月３０日（木） １０時〜１１時３０分
開催場所■多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷 ３階 多目的運動室
対 象 者■就学前の児童とその保護者

食生活で予防
①毎日の食事にカルシウム食品をもう１品（牛乳・乳製

民生委員・児童委員-心のふれあいを大切に-

ビタミンＤが豊富な主な食品…さけ、さんま、キクラ
ゲ、干ししいたけなど
ビタミンＫが豊富な主な食品…納豆、
ブロッコリー、
ほ

２-２０２１ （電）
４８-８１１５
申 込 先■福祉保健課 （有）
申込期限■１０月２０日（月）まで

うれん草など

抑えましょう。
広報たが 201４年１０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
ご案内

多賀町立図書館カレンダー

１０月の休館日
日

月

火

１１月の休館日
水

木

金

土

１

２

３

４

日

火

水

木

金

土
１

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

３１

※３０日（木）は月末整理休館日です。

月

「小さな命の写真展」

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

い ま に し の り こ

児童文学作家の今西乃子さんが、子どもたちの心の育成のために講演会でおこ
なっている
「命の授業」を２７枚の写真とメッセージで展示しています。
期間■１０月２５日（土）〜１１月９日（日）
時間■開館時間中
場所■あけぼのパーク多賀

図書館内

３０

■…休館日

※２７日（木）は月末整理休館です。

■…休館日

お知らせ

平成２６年度子どもゆめ基金助成活動 季節風びわこ道場２０１４ 冬の風
日時■１１月２日（日） １４時〜１６時

演題■「捨て犬・未来、命の授業」
いまにし の り こ

多賀町立図書館応援団

講師■今西乃子さん（児童文学作家）

利用カードが新しくなります

場所■あけぼのパーク多賀

大会議室

対象■小学生以上

※終了後、
サイン会を予定しています。

参加人数■７０人（申込制、先着順）

来年１月から、図書館の利用カードがラミネート加工

講師紹介■１９６５年大阪市岸和田市生まれ。現在は千

います。

のものからプラスチックカードのものへと新しくなりま

葉県在住の児童文学作家。産経児童出版文化賞推

申し込み■１０月１８日（土）〜

日時■１０月１１日（土） １３時３０分〜
（毎月第２土曜日）

す。現在ご利用いただいているカードはお使いいただけ

薦受賞、
日本児童文学者協会新人賞等を受賞。執筆

主催■季節風びわこ道場

場所■あけぼのパーク多賀

なくなりますので、
１月以降図書館カウンターにて手続

の傍ら、愛犬・未来を連れて全国の小中学校、図書

後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
・多賀町

きをお願いいたします。

館、少年院、刑務所などで「命の授業」を展開。その

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

対象■中学生以上の方

教育委員会

数、
２０１３年には１００校を超える。
サークルのご案内

読書会

子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

一箱古本市

第６８回「読書習慣」
期間■１０月２７日（月）〜１１月９日（日）

一緒に文学の世界を楽しみませんか

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

日時■１０月１２日（日） １０時〜１６時

日時■毎月第１水曜日 １０時３０分〜

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。特別

場所■あけぼのパーク多賀 ホール

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

な知識や技術はいりません。

内容■箱主（出展者）
さんがこだわりを持ってセレクトし

対象■１８歳以上の方
（学生さんも大歓迎です）

日時■毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜

た古本を箱に詰めて持ち寄り、販売するイベントで

場所■あけぼのパーク２階 小会議室

す。手作り品（雑貨、
お菓子など）販売もあります。

対象■１８歳以上の方（学生さんも大歓迎です）

（「文化の日」を中心に２週間）
標語■めくるめぐる本の世界
主催■公益社団法人読書推進運動協議会（日本図書館
協会、全国学校図書館協議会、日本書籍出版協会、

協力■大門玉手箱事務局（奈良）

日本雑誌協会、教科書協会、日本出版取次協会、日
本書店商業組合連合会）
後援■文部科学省（申請中）

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
コース

１０月 １１月

Ａコース
（大滝方面） ３日
第1金曜日

７日

新刊紹介

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

絵本

児童書

おねしょのかみさま

ジャッキー・ロビンソン

長谷川

近藤

義史／作

学研教育出版 （ＫＥオネ）
Ｂコース
（多賀方面） 1０日 1４日
第2金曜日

多賀清流の里
（玄関前）
１３：００〜１３：３０

多賀幼稚園
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１０月号
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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

隆夫／著

汐文社 （Ｋ７８３ロビ）

ゆうちゃんは、おねしょのかみさま

さまざまな人種差別をのりこえ、メ

から、おねしょをしないおまじないの

ジャーリーグ初の黒人プレイヤーとして

言葉をおしえてもらったのですが…。おねしょに悩む男

ブルックリン・ドジャースに入団し、数々

の子とユニークなおねしょのかみさまの不思議な交流を

のタイトルを手にしたジャッキー・ロビンソン。その闘い

描いた絵本です。

と栄光の歴史を紹介しています。
広報たが 201４年１０月号
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あけぼのパーク

多賀町立博物館

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

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

展示

「第４回多賀町スポーツフェスティバル」参加者募集中！

パッチワークキルト展 〜布あそび・気のむくままに！〜

の方もお気軽にご参加ください。

パッチワークは、布の切れ端を縫い合わせて独特な質

１１月９日（日）に、多賀町体育協会

ローピッチソフトボール、
グラウンド・

感や模様を作り上げる手芸で、
とりわけキルトは立体的

主催の「第４回多賀町スポーツフェ

ゴルフの４競技が企画されています。

でコントラストのある質感が特徴です。この展示会では、

スティバル」が多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

参加料は無料です。いずれの種目も

育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

パッチワークの作品およそ１００点を展示し、キルト制作

ターを中心に開催されます。競技種

多賀町体育協会の会員の方がていね

ター内）
までお問い合わせください。

の楽しさや作品の芸術性などを紹介します。

目は、
バドミントン、
卓球、
ジョイフルス

いに教えてくださいますので、初心者

▲グラウンド・ゴルフ

▲卓球

お申し込みなど詳細は、多賀町体

主催■ちくちくＱｕ
ｉ
ｌ
ｔ倶楽部
共催■あけぼのパーク多賀
協力■Ａ.ＳＩ
ＴＥ、
藝やカフェ
会期■１０月２５日（土）〜１１月３日（月・祝）
会場■あけぼのパーク多賀

ギャラリーおよび美術工

芸展示室
観察会

第７回

イベント

多賀の花の観察会

今回の観察会では高取池周辺を散策する予定です。

ふるさと楽市文化展

▲バドミントン

開会・閉会イベント

毎年、
ふるさと楽市の日に開かれていた文化展が、
今年

笑顔いっぱい！〜「今日から始めるスナッグゴルフ体験教室」〜

日時■１０月１６日（木） ９時３０分集合

は会場を移してあけぼのパーク多賀で開催されます。開

集合場所■多賀町立博物館駐車場

会や閉会のイベントとして吹奏楽の演奏などを予定して

９月１３日に、多賀町スポーツ推進

一人でも多くの方に楽しんでいただ

形式も取り入れ、楽しい中にも真剣な

参加費■１００円
（保険料）

いますので、
皆さんお誘いあわせの上、
ご参加ください。

委員主催による「スナッグゴルフ体

きたく普及を目指しています。この日

充実した内容でした。
「スナッグゴル

※申し込みは不要です。当

日時■開会 １０月１２日（日）１４時〜

験教室」が開催されました。多賀町ス

は、
１８人の参加者があり、専用のクラ

フ」は、出前事業「使こう亭屋」でも体

つ

て い や

日、動きやすい服装でお

米原高校音楽部吹奏楽班

ポーツ推進委員では、青年・壮年の

ブを使用し、がんばって取り組んでお

験することができますので、一緒にラ

越しください。

閉会 １０月１９日（日）１４時〜

皆さんを中心に「スナッグゴルフ」を

られました。後半は、ちょっとした実践

ウンドしましょう！

▲ラウンドのようす

▲フルショット

▲チップショット

河瀬高校吹奏楽部
会場■あけぼのパーク多賀

野外ステージ
（予定）

ヘビノボラズの実▶

博物館学芸員のつぶやき
１０月の博物館は大忙し。博物館の秋は夏に比べて静
かなイメージがあるかもしれませんが、
９月〜１１月にか

な。」…そんなことを思いながら、みんなに伝わるお話が
できるようにがんばる毎日です。

けてにぎやかな季節に入ります。それはなぜでしょう？

スポーツ推進委員かわらばん
『チューブトレーニング』

実はいろいろな地域の小学校や幼稚園・保育園の秋の

チューブトレーニングは、何か手軽

分自身のペースで無理なく行うこと

ング器具なのです。私も強度違いを

遠足での利用が多くなるからです。遠足で来てくれる子

な運動を始めたいと思っておられる

が可能となっているトレーニング方法

持っています。
「どの筋肉を鍛えるの

たちは、みんな元気いっぱい。職員たちもその元気に負

方には、特にお勧めのトレーニング方

だからです。

か？」を明確にし、
自分にあった強度の

けずに、多賀町の自然や歴史について説明します。初め

法です。

また、場所を取らない、時間帯を選

チューブを選択し、行いましょう。

て見るゾウの化石の大きさにびっくりする子や、展示室

それは、それぞれ個人の現在の身

ばない、チューブですから持ち運び

そして、関節をしっかりと固定する

の入口で動物探しに夢中になる子、楽しそうに質問して

体の状況に合わせ、運動不足の解消

が楽、限られた道具で腕、脚、腹筋を

役目があるインナーマッスルを鍛え

くれる子。
「遠足で訪れた博物館をきっかけに、
自然や多

やストレスの解消、体力や筋力の増強

鍛える多種多様なトレーニングがで

て、
バランスのとれた身体を手に入れ

や維持などの幅広い目的で行え、自

きるという点からも、便利なトレーニ

ましょう。

賀町のことを少しでも好きになって帰ってくれたらいい
広報たが 201４年１０月号
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▲見学のようす
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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

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

資源回収のお知らせ

粗大ごみ収集のお知らせ
粗大ごみの収集を次のとおり実施しますので、お知らせします。
収

集 日

収集場所

収集対象地域

時間

調整池駐車場
多 賀・尼 子・敏 満 寺・猿 木・梨ノ木・佐 目・
１０月１１日（土）
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣） 南後谷・大君ヶ畑・グリーンヒル多賀

実施団体

実施日

実施場所

回収品目

多賀小学校

１０月１８日（土）

調整池駐車場（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…必ずお守りください!!
をひもで縛る。

★分別を徹底してください。
新聞……新 聞、折込チラシをひも

１０月１８日（土）

収集時間は、いずれの日
キリンビール社宅跡地 四手・大岡・八重錬・土田・芹谷・脇ヶ畑地区・
も７時から９時までとな
（中央公民館隣）
栗栖・一円・木曽・久徳・月之木・中川原
ります。

１０月２５日（土）

滝の宮スポーツ公園
駐車場

川 相・藤 瀬・富 之 尾・楢 崎・一ノ瀬・佛ヶ後・
樋田・萱原・大杉・小原・霜ヶ原

※なお、
収集日の当日は、交通渋滞が予想されますので、交通安全に十分に気をつけて搬入してください。
※また、
雨天時でも収集をおこないます。ただし警報の発令時などは中止します。

び処理費用を抑えることができます

使用済小型家電には、希少な金属（レ

ので、分別収集に町民皆さんのご協

アメタル）や貴金属が含まれていま

力をよろしくお願いします。

す。この小型家電を回収してリサイク

回収する使用済小型家電は、縦３０

ルすることにより、
ごみの処理量およ

㎝、横３０㎝、奥行き４０㎝程度の家庭

雑誌……書籍、パンフレット、封筒、

品 目につ い て は 、多 賀 町 ホ ー ム

ダンボール ……ダンボー ル、お菓

布団、毛布類、カーテン、タオル等

可能です。この機会にぜひお出しくだ

は出せません。

さい。

子・ティッシュなどの紙箱

第９回 多賀ふるさと楽市
「文化展」を開催します

日時■１０月１１日（土）〜１９日（日）
平日

合は産業環境課までお問い合わせく
ださい。

日は１６時まで）

待ちしています。

費用■入場無料（ただし、駐車場は有

め、文化展もお休みとなります。
ル・ギャラリーほか

のでご注意ください。

すことはできません。事業者の責

ださい。

に分別して搬出してください。

燥機、エアコン：家電４品目となり

ださい。

※今年度より会場が変更になりまし
たので、
ご注意ください。

９月・１０月は「自動車点検整
備推進運動強化月間」です

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８
ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

知って安心！
！ おしっこのトラブル

前立腺肥大症と
過活動膀胱について

パスポートセンター「米原出
張窓口」からのお知らせ
１０月１４日（火）は県立文化産業交

て。」〜安全と環境保全はクルマの点

日時■１１月８日（土） １４時〜１５時３０分

窓口はお休みです。申請には平日の

リー、
ガスボンベ、消火器、塗料等、

検整備が必要です。〜

場所■豊郷病院

火・水・木曜日にお越しください。な

お問い合わせ

• スプリングベッド、タイヤ、バッテ

て、小売店もしくはメーカーの引取

バースセンターに持ち込むことが

め、販売店や専門店に処分を依頼

国土交通省近畿運輸局

場所に搬入してください。

できますが、一日の搬入量が決め

してください。

滋賀運輸支局検査整備保安部門

られていますので、事前に役場で

（電）
０７７-５８５-７２５２

受付をお願いします。

（Ｆ）
０７７-５００-８０８５

粗大ごみ回収について、不明な点がございましたら産業環境課（環境）
までお願いします。
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（電）
０７４９−５２−６６２６

流 会 館 の 休 館日のため、米 原 出 張

たたみ、ピアノ：処理困難物のた

広報たが 201４年１０月号

ふるさと楽市事務局（産業環境課）

講演■泌尿器科 曽我弘樹 副院長 ほか

• 布団、
じゅうたん、毛布：木曜日にリ

車リサイクルコールセンター（０３-

お問い合わせ
米原市役所政策推進課

お問い合わせ

は、点検整備しないといけないんだっ

ますので、リサイクル券を購入し

• バイク：廃棄二輪車取扱店か二輪

場所■多賀大社前駅前〜絵馬通り一帯

料になります）

お問い合わせ

「ねぇ、知ってる？ クルマに乗る人

搬入されても持って帰っていただくことになりますのでご注意ください。
３５９８-８０７５）へお問い合わせく

ホー

日時■１０月１９日（日）

• 金属製品、木製品、そのほかの製品

次に掲げるごみは回収できません
• テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾

ぜひご参加ください。

場所■米原駅東口広場（小雨決行）

る燃 料はすべて抜 いておいてく

• 収集車搬送中の爆発事故防止の

フェ、鉄道沿線グルメが集まります。

が出店されます。皆さんのお越しをお

生したごみは、今回の粗大ごみに出

て収集日に出してください。

第９回 多賀ふるさと楽市開
催します！

土日祝 １０時〜１７時（最終
※なお、
１４日（火）は、施設休館日のた

おいてください。

東海道新幹線の米原駅開業５０周

１２日（日） １０時〜１８時

ます。時間外の搬入はできません

ください。

（有）
２−３７４０ （電）
４８−８１３０

米原ぽっぽフェス

さまざまな模擬店、
フリーマーケット

場所■あけぼのパーク多賀

して、各ご家庭で燃えないごみとし

（生涯学習課）

多賀大社前駅前でのステージや、 日時■１０月１１日（土） １０時〜２１時

１０時〜１８時

ため、石油ストーブ等に入ってい

許可業者を通じて適正に処分して

多賀ふるさと楽市実行委員会

年を記念して、手作り雑貨や人気のカ

をお過ごしください。

• 事業活動（農業も含む）
によって発

員事故防止のため必ず事前にはず

ラシをご覧ください。
町内の方ならどなたでも持ち込み

ページに掲載していますが、不明な場

• カン等の中身のものは取り除いて

詳しくは、各団体から配布されるチ

★古着は古着（学生服を除く）のみで

文化の秋にぜひ芸術に親しむ時間
から出るものが対象となります。

入れてください。

包装紙等をひもで縛る。

• 必ず収集時間内に搬入をお願いし

任において、廃棄物処理法により

等は出せません。

の作品が数多く出展されます。

（搬入に当たっての注意事項）
必ずお守りください！

• 家具等のガラスは、処分時の作業

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）

で縛る。

多賀町に在住・在学・在勤の方々

４月に引き続き、使用済小型家電の回収を行います
従来、粗大ごみとして処分していた

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

★古着は中身の見えるビニール袋に

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。な

お、大津の窓口（ピアザ淡海 １階）
は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始

お、警報以上の発令が出された場 （１２月２９日〜１月３日）を除き、申
合は、中止とさせていただきます。
お問い合わせ

自動車点検整備推進協議会

（公財）豊郷病院地域連携室

hｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｔｅｎｋｅｎ-ｓｅ
ｉ
ｂ
ｉ.ｃｏｍ

（電）
３５-３００１

請受付業務をおこなっています。
お問い合わせ
滋賀県パスポートセンター
（電）
０７７-５２７-３３２３
広報たが 201４年１０月号
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おしらせ

おしらせ

彦根城フェス誘客イベント開催事業

「ぼくらのこころを熱くするひこねの魅力体験！」
彦根城フェス誘客イベントといた
しまして、ひこねの歴史や文化にふれ

裁判所横）
参加費■無料

平成２７年度滋賀大学特別
支援教育専攻科学生募集
特別支援教育（障がい児教育）に携わ

「来て！見て！知って！滋賀県立盲学校！」
のある方

滋賀県にたった一つの盲学校！ ぜ

る教育者の資質向上を図るため、主とし

ひこの機会にお越しください。

時間■９時３０分〜１２時３０分

て現職教員を対象として、特別支援教

日程■１０月２７日（月）

内容■盲学校専攻科の授業を見学・

育に関する高度の専門事項を教授し、

場所■滋賀県立盲学校

ていただく体験事業を開催いたしま

事前申し込みとなり、申し込み多

す。茶道体験・箸研ぎ体験・彦根城

数の場合は先着順とさせていただき

その研究を指導して、この分野の優れ

○盲学校に興味のある方

ツアー・ランタン作り体験のうち１つ

ます。

体験して、進路選択の参考にして
ください。

た教育者を養成すること目的とします。

時間■１０時３０分〜１２時３０分

申込締切■１０月２４日（金）

を体験していただいた方には気球搭

なお、赤備兜作り体験に関しまして

募集人数■３０人（障がい児教育専攻）

内容■盲学校の紹介、視覚障害者ス

お問い合わせ

乗体験にて彦根城を見ていただきま

は事前申し込み不要ですので参加お

出願期間■１０月２３日（木）〜１０月２９

ポーツ体験（サウンドテーブルテ

す。また、赤備兜作り体験をしていた

待ちしております。

だき、作成いただいた兜を並べて文

お問い合わせ

日（水） １７時必着
試験日■１１月２３日（日）

字を作ります。

全国城サミットｉ
ｎ彦根・彦根城フェ

試験科目■小論文、口述試験

日時■１０月２５日（土） ９時〜１５時

ス実行委員会（公益社団法人彦根

お問い合わせ

４０分
（予備日２６日（日））
場所■大手門前保存用地（彦根簡易

大津地方裁判所での法の日
週刊記念行事「模擬裁判員
裁判」の開催

青年会議所）
（電）
２２-７５２２

全国一斉！法務局休日相談所
法務局職員、公証人、司法書士、土

滋賀大学教育学部入学試験係
（電）
０７７-５３７-７７１１

甲良養護学校 第１９回学習発表会
日程■１０月２４日（金）
（予備日２８日（火））

ニス体験）

（電）
２２-２３２１ （Ｆ）
２６-３６８６

○視覚障害があり、見え方に不安

場所■滋賀県希望が丘文化公園

一日目（１５日）

（青年の城）

• あそぼう！ドキドキ「人間すごろく」!〜

※東ゲートよりお入りください。

住する中学生（保護者同伴が必要）
お問い合わせ
大津地方・家庭裁判所事務局総務課
（電）
０７７-５０３-８１１２

費用■無料
お問い合わせ

食事をすることは、歯や全身の健康
にとって大切です。よく噛むことの

※当日の昼食は販売しておりません

を明記の上、電話・ＦＡＸもしくは

滋賀県立甲良養護学校

（電）
０７７-５２２-４７７２

賞品■１位：３万円 ２位：２万円
３位：１万円
（※すべて商品券です。）

最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は、
１０月９日（木）か
ら、
１時間７４６円となります。
滋賀県最低賃金は、常用パートな
ど雇用形態を問わず、県内の事業所
に雇用されるすべての労働者に適用

できる料理のレシピコンクールを行

その他、優秀な作品には賞品を

されます。最低賃金は賃金の最低額

います。

進呈いたします。

を保証するとともに、労働条件の改善

募集内容■よく噛むことができ、歯

詳しくは滋賀県歯科医師会ウェ

に重要な役割を果たしています。
（な

ブサイトをご覧ください。

お、特定の産業には特定（産業別）最

および全身の健康が期待できる

「材料、レシピ、料理後の写真、
料理の特徴」を応募ください。
締切■１０月３１日（金）

青年海外協力隊■２０〜３９歳の方
シニア海外ボランティア■

お問い合わせ

４０〜６９歳の方

滋賀県希望が丘文化公園

募集締切■１１月４日（火）まで

着順）。

体験学習担当

お問い合わせ

対象者■小学生以上の子どもとその
家族（定員１００人）

（電）
０７７-５８６-２１１１

独立行政法人国際協力機構

（Ｆ）
０７７-５８６-１７９９

Ｊ
ＩＣＡ関西国際センター

ｋ
ｉｂｏｕｇａｏｋａ@ｓｈｉｇａ-ｂｕｎｓｈｉｎ.ｏｒｊ
.ｐ

（電）
０７８-２６１-０３５２

農業委員会開催のお知らせ

よろず相談

日時■１０月１３日（金） １３時〜

今月の相談日■１０月１６日（木）

場所■役場２階

来月の相談日■１１月１７日（月）

大会議室

お問い合わせ
産業環境課 （有）２-２０３０ （電）４８-８１１７

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

低賃金が定められています。）

料理。
独創性があり、未発表の料理で、

費用■大人（高校生以上）４,５００円

応募資格■日本国籍を有しており、

メールにて申し込みください（先

大津地方法務局総務課

「よく噛んで健康レシピコンクール」募集
ゆっくり時 間を掛け、よく噛 んで

番号

（電）
３８-４８８０

ティー!!
子ども
（小・中学生） ４,０００円

場所■滋賀県立甲良養護学校体育館

お問い合わせ

経験を活かし、開発途上国の人々
でのボランティアです。

（生年月日）⑤電話番号・ＦＡＸ

（当日は予約優先）

ＪＩＣＡボランティア募集

• さん せ だ い 交 流・お 楽しみ パー

９時４０分〜１４時

対象者■滋賀県内またはその近隣に在

• 天体観測と夜のゲーム

（Ｆ）
０７７-５３７-７８４０

申込方法■①郵便番号・住所②氏名

日時■１０月５日（日） １０時〜１６時

のでご了承ください。

応じた論述試験および口述試験

との相互理解を図りながら行う海外

４５分）

予約受付■１０月３日（金） １７時まで

試験内容■各専攻・専修の専門性に

二日目（１６日）

（ふりがな）③性別④学年・年齢

費用■無料

（火）
１７時（必着）
試験日■１０月１８日（土）

申込期間■１０月４日（土）〜

１０月２５日（土）

ンホール

出願期間■１０月１日（水）〜１０月７日

（電）
０７７-５３７-７７１１

内容■

たの相談に対応します。

定員■２２人
（同伴の保護者は除く）

専攻…２５人

教育学研究科入学試験係

日時■１１月１５日（土）、
１６日（日）

１６時３０分（受付開始は１２時

場所■イオンモール草津 ２階イオ

害児教育専攻…２人、教科教育

お問い合わせ

希望が丘家族三世代交流フェスタ

９時４０分〜１４時３０分

場所■大津地方・家庭裁判所庁舎別館

募集人員■学校教育専攻…８人、障

滋賀大学大学院

地家屋調査士、人権擁護委員があな

日時■１０月２５日（土） １３時２０分〜

滋賀県立盲学校

平成２７年度滋賀大学大学
院教育学研究科（修士課程）
学生募集

お問い合わせ
滋賀県歯科医師会事務局
（電）
０７７-５２３-２７８７
ｈｔ
ｔｐ://ｓｈ
ｉ
ｇａ-ｄａ.ｏｒｇ/

お問い合わせ
滋賀労働局賃金室
（電）
０７７-５２２-６６５４
彦根労働基準監督署
（電）
２２-０６５４

広報たが 201４年１０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

（標記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

すこやか相談

１１月１７日（月） １０時〜１１時

すくすく相談

１１月１８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。

１１月１０日（月）
１１月１０日（月）
１１月５日（水）
１１月１８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６月生まれの乳児
Ｈ２５年１２月生まれの乳児
Ｈ２５年３月・４月生まれの幼児
Ｈ２６年３月・４月生まれの乳児

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）
対象年齢

実施時期と方法

種類

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

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
１期初回：６日〜２８日間隔で２回接種 （６日以上おいて
１期：生後６〜９０カ月未満
別のワクチンが
（標準的な時期：３歳〜４歳）１期追加：２回目接種日から
接種可能）
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
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）
６０日以上に１回接種
（追加接種は、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
２期：５歳以上７歳未満の年長児
生後１２カ月未満（標準的な時期：
生ワクチン
１回接種
生後５〜８カ月）
（２７日以上おいて
別の接種可能）
生後１２カ月以上〜３６カ月未満
３か月以上の間隔で２回接種
（標準的な時期：生後１２〜１５カ月）
生後３６カ月以上〜６０カ月未満 １回接種

わくわくランドで遊ぼう
にこにこ広場
（登録制）
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後

集

落

萱原①③・川相①

おでかけ広場

月曜日〜金曜日
１１月５日（水）

にじ・きりん広場

１１月１２日（水）

ぺんぎん広場

１１月１９日（水）

こあら広場

１１月２６日（水）

お話しポケット
おしゃべりデー

―

１３日（木）

多賀①②③

一円①②③・木曽①②③・猿木①②・
一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②③

一円①②③・木曽①②③・猿木①②・
一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②③

１８日（火） 佐目②・大杉①・仏ヶ後①

佐目②・大杉①・仏ヶ後①

２０日（木） 土田①②・中川原①

不定期

佐目①・南後谷①・四手①②・
２７日（木） 富之尾①・河内③・栗栖②③・
八重練③・大君ヶ畑①②③
２８日（金）

佐目①・南後谷①・四手①②・
富之尾①・河内③・栗栖②③・
八重練③・大君ヶ畑①②③

―

不定期

おたのしみ
①

⑦

②

③

④

１１月１１日（火）
１１月２８日（金）

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
１０時〜
大滝幼稚園で、
園児の皆さんと遊びます。
文化財センターで行います。図書館の方にお話会
１０時〜
をお願いしています。お天気が良ければ図書館周
１０時〜
辺を親子でお散歩します。
９時〜１３時

１０時〜
１０時〜
１０時〜

支援センターでふれあい遊び等をします。
絵本や紙芝居、
ペープサートをします。
健康推進員さんに手作りおやつを作っていただき
ます。

ヨコのカギ
①ｐ９。○○○○タクシーはご利用いただいてい
ますか。
②トゲのある皮に包まれたままの栗のこと。○○
栗。
③白⇔○○
④クロスワードに○○○て、景品をもらおう！
⑤絵を描くのが上手な人。
⑥弦楽器。
４弦からなり、弓で弦を擦って音を出し
ます。
タテのカギ
①仲間内だけが知っている、合図の言葉。
⑦液体にしたものを流し込み、型を取るもの。
⑧スマイル。
⑨生物は海から○○へ上がり、
さまざまな進化を
遂げてきました。
⑩海の魚で、体が鋭く長いトゲで覆われている。
○○センボン。
⑪ｐ５。木製遊具の名前は「ぼくらのおしろ〜○○
○○〜」

⑪

⑧

⑤

⑩

⑥

問題

クロスワードを回答して、二重枠の

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：東京オリンピックを記念し、制定されました。

□ □ □ □ の日

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

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

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・

〈ひろばの案内〉

広報たが 201４年１０月号

午

落

１１日（火） 多賀①②③

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

前

集

（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア・不活化ポリオ）

※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。

午

６日（木） 久徳①②・月之木①②

☆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。

予防接種名
４種混合

日（曜日）

５日（水） 萱原①③・川相①

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

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

平成２６年１１月 多賀町 し尿収集カレンダー

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

先月号の答え

ゲタ
ガ
ヒオ
ヨコ
ウ

①

⑦

③

④

⑤

ミド
イコツ
キ
ヂ
ツトビ
ケラー
②

⑩

⑧

⑨

⑥

「ツキミ（月見）」
でした。

ひとのうごき

平成２6年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,７４２人 （-１１）
■男性
３,７２１人 （‐３）
■女性
４,０２１人 （-８）
■世帯数
２,７３３世帯 （‐３）
■転入
５人
■転出
１2人

りません。内容に関係なく抽選しています。

線ＦＡＸでもOKです。

おめでた・おくやみ
結婚しました！
く

ぼ

た りょうすけ

久保田涼介
♥
堀川さやか
ほりかわ

し み ず

清水
♥
蔀
しとみ

け ん じ

健次
ゆ う こ

優子

生まれました！
お く の

☆奥野
やまもと

☆山本

おくやみ申し上げます

ら ゆ う

◆木戸

れ お と

にしかわ

楽悠（学・直香）
蓮音（哲学・麻衣）

き

ど

放射線量（μsv/h）

あ や こ

綾子 ８５歳
き

よ

9月 1 日 0.08

こ

◆西河喜代子 ８２歳
にしかわ

庶枝 ６８歳

ま つ だ

正信 ９１歳

◆西川
◆松田

9月16日 0.07

た み え

まさのぶ

（敬称略）

※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが 201４年１０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 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
１０

「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

10月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

10

（金）
日

スギ

と

24

（金）
日

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

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■今月表紙を飾ったのは、新しい木製遊具で
遊ぶ園児たちのようすです。本当に嬉しそうに、楽しそう
に遊具で遊んでいて、思わず見ている方も笑顔になり
ました。これからも遊具で友達と仲良く遊んでください
ね。多賀木匠塾の皆さん、
関係者の方、
本当にありがとう
ございました。
編集後記■お米が収穫され、彼岸花が咲き乱れ、もう
すっかり秋の景色となりました。世間では、読書の秋、食
欲の秋、スポーツの秋と言われます。私は読書の秋にし
ようと考えていますが、皆さんは何の秋にされますか。
もしよろしければ、
クロスワードの答えと一緒に教えてく
ださいね。
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。

