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１２月１０日、１７日

災害時における応援協定を締結
多賀町と社会福祉法人達真会（多
賀清流の里）および社会福祉法人湖
東会（犬上ハートフルセンター）との
間で、「災害発生時における福祉避難
所の設置運営に関する協定」を締結
しました。
多賀町内に大規模な地震、風水害

およびそのほかの災害が発生した

場合に、避難行動要支援者への避
難援護について、両施設に福祉避難
所の設置運営をご協力いただくも
のです。
また、多賀町石油組合との間で、

「災害時における石油類燃料の供給
に関する協定」を締結しました。災害
時に緊急車両、避難所等で石油類燃

料を必要とする場合に優先的な供給
やその運搬についてご協力いただく
ものです。
平常時から協力体制を整え、いつ

起こるかもしれない災害への備えの
ひとつとなりました。

１月１１日

出初式が行われました
多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター屋内多

目的運動広場にて、今年も多賀町消
防出初式が挙行されました。早朝の
非常に寒い中でしたが、各字自警団、
婦人消防隊、消防団の皆さんは地域
の安全、安心のために決意を新たに

されました。また、式典の後には、多賀
町役場前で、恒例の一斉放水がおこ
なわれ、出初式を飾りました。
出初式の歴史は江戸時代にまで

さかのぼり、上野東照宮（東京）で
定
じょう　び　　け　

火消しと呼ばれる人達によって行

われた出初がはじまりと言われてい
ます。それが今や、全国に広がり、新
春恒例行事の一つに数えられ、また、
新年の季語ともなっています。
今後も、この歴史ある出初式を大

切に継承していきましょう。

１月１１日

平成２７年　多賀町新成人の集い
中央公民館で「多賀町新成人の集
い」を開催しました。今年は、対象者
７７人のうち６４人が参加され、成人と
しての決意を新たにされました。
式典では新成人の藤川慧

さとし

さんが
「２０歳になり、選挙に行ったりお酒が
飲めるようになったりと、さまざまなこ
とが一人でできるようになるため、自

分の行動に責任を持たなければなら
なくなりました。今後、私たちは社会の
一員として、自覚と責任を持って行動
します。この自然豊かな多賀町に生ま
れ、ここに集まる仲間と今こうして新
成人として誓いをともにし、私たちが
過ごしたこの多賀町に少しでも貢献が
できるよう、また後に続く後輩たちの

よき見本となるような社会人を目指し
ます。（一部抜粋）」と新成人としての
抱負を述べられました。
式典後の懇談会では、久しぶりに
会った同級生と時がたつのを忘れる
ぐらい話に花を咲かせていました。
新成人の皆さん、これからもがん

ばってください。

１０カ月を迎えたお子様の写真です。詳しくは企画課広報担当へお問い合わせください。
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▲藤川慧さん ▲式典のようす ▲タイムカプセル開封

新成人に聞きました!
多賀町の良いところ
•	自然が豊か
•	人が優しい
•	地域コミュニティのつながりが強い
•	多賀大社がある
など

関心のあること
•	車
•	お酒
•	ＳＮＳ
•	芸能界
•	少子化問題
など

タイムカプセルの中身
•	自分への手紙
•	筆
•	交換ノート
•	思い出の写真
•	ボール
など

▲式典のようす ▲一斉放水 ▲役場前にて

広報たが 2015年２月号

3
広報たが 2015年２月号

2

まちの話題まちの話題



税務住民課（住民）　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｊｙｕｍｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）２３-１１１４

国民年金保険料の納付は口座振替の前納がお得！

お申し込みは２月末までにしてください

国民年金保険料の納付は、口座振替で前納（将来分を
まとめて納付）すると、保険料の割引があり大変お得で
す。平成２６年度からは割引額のより大きな２年前納が
ご利用いただけるようになりました。前納を希望される
場合は平成２７年２月末までに手続きをしてください。手
続きは、口座振替を希望される金融機関・郵便局または
お近くの年金事務所や役場でお願いします。

平成２６年度（参考）
前納区分 割引額 振替月
６カ月前納 １,０４０円×２回 ４月・１０月
１年前納 ３,８４０円 ４月
２年前納 １４,８００円 ４月

※現在、口座振替を利用されている方であっても、振替
方法の変更を希望される場合は手続きが必要になり
ますのでご注意ください。

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８-３１３０

住宅用火災警報器設置について
毎年、住宅火災で多くの方が命を落とされています

が、過去５年間の統計では、住宅火災における死者数は
年々減少傾向にあります。その理由のひとつとして、住
宅用火災警報器（住警器）の設置義務化による影響が大
きいと思われます。実際に住警器を設置したことにより
火災を未然に防いだ例や火災の発生を早期に発見し避
難できた例も多く報告されております。
まだ設置ができていない住宅がございましたら、大切
な命・財産を守るために次の事項に留意し、設置しましょ

う。
○設置が義務付けられている場所（煙式火災警報器）
寝室に使用する部屋、就寝に使用する部屋がある階の
階段の踊り場（１階であれば必要なし）

○設置が推奨される場所
台所

※警報器のうち、家庭用電源の物は配線工事が必要と
なるため、消防用設備業者や電気工事店にご相談くだ
さい。

悪質な訪問販売に注意しましょう
消防署や自治体（市・町・村）が、直接「住宅用火災警

報器」を販売することはありません。また特定の業者に
商品をあっせんしたり、販売を依頼することはありませ
ん。おかしいと思ったときは、はっきり断ってください。

また悪徳業者は「消防署の方から来ました。」や「消
防署に委託を受け、販売に来ました。」などと言って、
高齢者や一人暮らしの方を狙ってくるので十分に注意
しましょう。

教育総務課　（有）２-３７４６　（電）４８-８１２３　ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

平成２７年度 多賀町放課後児童クラブのご案内
『放課後児童クラブ』は、保護者・同居親族の就労状
態・健康状態などの事情により、下校後に保護者が在
宅せず、子どもだけで生活することが不安な家庭の小
学校児童を対象に、適切な遊びと生活の場を提供し、児
童の心身の健全な育成を図ることを目的として開設し
ています。

つきましては、平成２７年度【通年（４月から翌年３月）】
１年生から小学校６年生までの入会者を募集していま
す。詳細は、各保育園、幼稚園・小学校を通じて案内の配
布をしておりますので、ご覧の上期日までにお申し込み
ください。
受付期限■２月１９日（木）まで（必着）

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

健康づくりに役立つラジオ体操第三
龍谷大学安西研究室が７０年ぶりに復元した「ラジオ
体操第三」を、多賀町役場で昨年６月末から健康づくり
のために実施しています。「ラジオ体操第三」は、戦後の
１９４６年から１９４７年の１年半の間だけ放送されまし
たが、複雑な動きが多い上、テンポが速いため、普及しな
かったそうです。しかし、「ラジオ体操第三」は「こころとか
らだの健康づくり」への効果が期待されているというこ
となので、平成２６年６月から、多賀町役場では職員全員
で朝礼前に実践しております。
本庁舎内職員９３人を対象として調査した結果、６月
末時点と９月末時点を比較すると、こころに問題のない
人は９.８％増加し、こころに問題のある人は、２５％減り
ました。こころに問題のある人のほとんどが睡眠に課題
を持っていることが分かりました。このことから、「ラジオ
体操第三」は複雑な動きが多く、テンポが速いのですが、
しっかりと体を動かすことを意識して実践すると、こころ

に良い影響を与えることがわかりました。
また、職員からは「気持ちがリフレッシュする」や「職場
の雰囲気が良くなった」などの声がありました。職員全員
がこころとからだも健康になるように「ラジオ体操第三」
を継続していきます。
皆さんも「ラジオ体操第三」を実践してみてください。

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

多賀町特定不妊治療等助成について
多賀町では、平成１８年４月より特定不妊治療等に要す

る費用の一部助成により、出産への支援を行っています。

対象者
•	多賀町内に居住（住民登録していること）し、法律上の
婚姻をしているご夫婦。
•	滋賀県が指定する医療機関で治療を受けた方。

•	公租公課を完納している方。

申請窓口
申請は多賀町総合福祉保健センターまでお願いします

（プライバシーは厳守されます）。原則として、治療が終
了した日の属する年度内に申請を行ってください（書類
は後日でも結構です）。

１月１９日

カルタ大会が行われました
多賀中学校多目的室にて、冬の風
物詩であるカルタ大会が行われまし
た。今回は全学年に先がけて２年生が
一堂に会し、百人一首をしました。
小学校の頃からなじんでいる百人
一首に、子どもたちは前のめりになっ
て札を取っていました。和歌が詠みあ
げられて数秒で札を取る場面も見ら
れ、子どもたちの真剣な姿に先生達
も見入っていました。

来年には
３年生にな
り、よりハイ
レベルな大
会になって
いくことで
しょう。

▲真剣な表情のこども達

ラジオ体操第三の効果

人
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資料作成：龍谷大学　坂田 大輔（指導教員：安西 将也）
こころに問題あり
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総務課（人権推進）　（有）２-２００１　（電）４８-８１２１　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「人権週間」活動報告　人権擁護委員・人権擁護推進員
家庭や職場や学校で、家族や友だちと人権を考える１

週間として、１２月４日から１０日までを「人権週間」とし
ています。多賀町では、人権擁護委員と人権擁護推進委
員が人権尊重思想の普及のため、学校訪問と人権研修
を行いました。
学校訪問では、小中学校の授業参観をし、授業中の姿

勢やあいさつなど学校での子どもたちのようすを見学し
た後、学校長から各学校での人権教育推進の取り組み、
学校と地域の連携により、地域の方と一緒に子どもを育
てていきたいなどのお話がありました。また、人権研修
会では、今年からスクールカウンセラーとして各小学校
で活動されている、臨床心理士の林

はやし

秀
よ し か

佳さんから「いざ
という時のカウンセリングマインド」として、人権相談を
受けた時の対応方法についてお話をいただきました。
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けた方々で、

住民の皆さんから人権に関する相談を受けたり、地域の

皆さんが、人権について関心を持ってもらえるよう啓発
活動をおこなっています。
１月２３日には、４人の人権擁護委員が講師となり、子
どもたちに命を大切にする気持ちや、思いやりの心を育
んでもらうことを目的に、多賀小学校で人権教室を開催
しました。

中央公民館内　多賀町青少年育成町民会議　（有）３-３９６２　（電）４８-１８００　ｋｏｕｍｉｎｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

中学校訪問
社会環境部会長　藤森　美智子
何十年ぶりになるのか、機会をいただき、多賀中学校

の授業参観をさせていただきました。当校生徒の中には
自分の考えをうまく表現できないでいる生徒もおり、「思
考力、判断力、表現力」をいかにして磨いていくのかが教
育の課題であるというお話を聞きました。また、現場で奮
闘する先生の力も大切ですが、家庭内でも、わが子とのコ
ミュニケーションの取り方を考えるべきだと思いました。
学校給食もいただきましたが、全校生徒が一堂に会し

て食事をするのは良いことですね。近年は、家族で食卓
を囲んで夕食をいただく機会が少なくなり、孤食をする

家庭が多くなっていると聞くので、このように家庭でも
一緒におしゃべりをしながら食事をすることも大切なこ
とだと思いました。

生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

平成２６年度「多賀町芸能発表会」のお知らせ
町内で芸能活動をされている皆さんが、日頃の活動

の成果を発表されます。ぜひ、皆さんの発表をご鑑賞い
ただき、一足早い春の訪れを感じてください。
日時■３月７日（土）　１０時〜
場所■中央公民館　２階大ホール
入場■無料
主催■多賀町文化協会
※詳しくは後日配布されるチラシをご覧ください。

税務住民課（税務）　（有）２-２０４１　（電）４８-８１１３　ｚｅｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
彦根税務署　（電）２２-７６４０（代表）

所得税・町県民税の確定申告が始まります！
彦根商工会議所　４階大ホール
•	２月１０日（火）・１２日（木）・１３日（金）　９時３０分から１６時	
（年金の方のみ）
•	２月１６日（月）〜３月１６日（月）　９時から１７時	
（１６時までにお越しください）

多賀町役場　１階会議室
•	２月１６日（月）〜３月１６日（月）　８時３０分から１７時	
（１６時３０分までにお越しください）
※	いずれも土・日を除きます。
※	なお還付申告の方は２月２日〜１３日の間の平日も
彦根税務署で受付ができます。（９時〜１６時３０分）

申告が必要な人
所得税
•	事業所得（営業、農業）や不動産所得などがあり、所得
金額が所得控除額を上回る人
•	年末調整済の給与以外に、２０万円を超える所得また
は給与収入がある人（２０万円以下の場合は町県民税
の申告が必要）
•	給与所得者で年末調整の内容（扶養控除など）を変更
する人
•	譲渡所得があり、特別控除や特例などの適用を受ける人
•	公的年金等の収入が４００万円以上または公的年金所
得者で公的年金以外の所得が２０万円以上の人

•	医療費控除、雑損控除、寄附金控除、生命保険料控除、
住宅借入金等特別控除等の控除を受ける人など

町県民税
•	年金所得者または年末調整済みの給与所得者で、別
に２０万円以下の所得または給与収入がある人
•	事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が町県
民税の控除（扶養控除や社会保険料控除などの合計）
を上回る人
•	所得がない人で課税上だれの扶養にも入らない人など
（国民健康保険に加入されている人は、申告をされな
いと国民健康保険税の軽減が受けられません）

申告に必要なもの
•	申告書（税務署から送付されている人は必ずご持参く
ださい）
•	認印
•	源泉徴収票（給与、年金収入のある人。コピーは不可。
紛失の場合は必ず再発行してもらってください。）
•	国民年金控除証明書（日本年金機構から送付されま
す。控除を受けられる方のみ）
•	生命保険料・地震保険料の控除証明書
•	医療費の領収書（平成２６年中に支払った原本。受診者、
病院ごとに集計してください。会場では計算しません。）
•	障害者手帳・療育手帳など（控除を受ける人）
•	収支内訳書（農業、事業、不動産所得のある人）
•	寄附金控除証明書・預かり証・振込票の控え等（控除
を受ける人）※証明書類がないと対象になりません。

•	住宅ローン控除関係書類（控除を受ける人）
•	そのほかの所得や経費の証明書類
•	還付申告を受ける人は、申告者本人の金融機関の口
座がわかるもの

おむつの費用が医療費控除の対象になる場合
寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合
は、おむつ代が控除の対象になります。初めて控除を
受ける場合は、医療機関発行の「おむつ使用証明書」
が必要になります。

農業所得を申告される場合
一つの事業所得として農業所得を申告される場合、収
支内訳を事前に作成してください。自家消費のみの農
家は農業所得の申告対象にはなりません。

税務署で申告をお願いします
譲渡所得で複雑なもの、青色申告、ＦＸ等
内容が複雑なものは役場では受付しかねますので、税
務署で申告をお願いします。

介護保険の要介護認定を受けている人の控除
介護保険法による要介護認定を受けている人で、認知

症や寝たきり度が重度の満６５歳以上の人は障害者
控除の対象になりますが、町発行の『障害者控除対象
者認定書』が必要です。
認定書発行は確定申告の前に、多賀町役場福祉保健
課にて手続きをお願いします。

広報たが 2015年２月号
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「海外派遣研修に参加して」　　多賀中学校２年　土
つ ち だ

田　芹
せ り な

奈　さん

私は、 初めての外国でニュージーランドに行きました。 最初は不安もあったけど、 飛行機に乗れるし、 ホームステイで

きるし、 ニュージーランドの学校に通えるし、 友だちいっぱいできたらいいなぁと考えたら、 とても楽しみでした。

飛行機の中では、 音楽を聞いたり、 地図をみてあとどれくらいなのか考えていました。 離陸と着陸の時は、 揺れて

少し怖かったです。

オークランドに着いた時の気温は１２度か１３度ぐらいだと聞きました。 なので、空港の外に出たら、すごく寒かったです。

そこから、 タウランガまで行くバスの中から見る外の景色はとてもきれいでした。 学校に着いて教室まで歩いていると、

子ども達が教室の中から手を振ってきてくれたので振り返しました。 それから少しの間ミーティングをしてから、 いよいよ

ホストファミリーと会いました。

私のホストファミリーは、 お父さんのＷａｙｎｅ、 お母さんのＪｏｂ、 ３姉妹の長女のＭａｋａｙｌａｈ、 次女のＥｍｉｌｙ、 三女のＪ

ｅｓｓｉｅの５人家族でした。 猫のスペンサーもいました。 学校から家までは、 車で少しの近い所にあり、 海からもすごく近い

所でした。 私のホームステイ先の家は、 靴を脱がなくて普通に部屋に脱いでいたので、 慣れない光景に初めはどうしたら

いいのか戸惑ったけど部屋に案内してもらうまでは靴のまま入り、 普段家の中では、 靴を履かないで過ごしました。

ホームステイしている時の１番の思い出は、 ホストマザーのＪｏｂに飲み物は何がいいか聞かれた時にみんなの前でＷａｔ

ｅｒと言ったら、 日本語でなんと言うのか聞かれたので 『みず』 と言ったら、 みんなそろって 『みず』 と言ってくれました。

覚えてくれたので嬉しかったです。

２番目の思い出は学校に行ってスクールバディと体育や数学などの授業を受けたことです。 学校までは毎日自転車

で通いました。学校ではたくさんの子が寄ってきて名前を覚えて呼んでくれたり、『Ｄｉｍｐｌｅｓ　ｃｕｔｅ』（えくぼがかわいいね）

と言ってくれたのが嬉しかったです。 それをきっかけに話せる子が増えたのでよかったです。

ニュージーランドに行く前にホストファミリーの情報をもらっていた紙には４人家族と書いてあり ､ スクールバディが紙と

実際では異なっていて初めは不安ばかりでした。 でも、 賑やかな感じでよかったです。

短い間の滞在だったけど、少しはニュージーランドの暮らしに慣れました。 慣れたころに別れるのはとても寂しかったです。

特にＭａｋａｙｌａｈは同じ歳でいつも一緒にいて遊んでくれたり、 私が聞き取れなかった文があれば日本語に翻訳してくれ

たり、 ジェスチャー付きで話してくれました。 また行けるとしたら、 ほぼ英語が話せる時に行きたいです。 （原文のまま掲

載しています。）

教育総務課　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３　ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「海外派遣研修に参加して」　　多賀中学校２年　小
お が わ

川　夏
な つ み

美　さん

７月３０日から８月８日までの１０日間、 多賀町の海外派遣事業でニュージーランドへホームステイに行きました。 今

まで、 海外へは何度か行ったことがありましたが、 ホームステイは今回が初めてでした。 言葉も文化も違う、 知らない

人の家に泊まるなんて考えると出発の日が近づいてくるにつれ、だんだん不安になってきました。 日本を出発した翌朝、

オークランド空港につきました。 空港からバスに乗り、 タウランガという街へ移動しました。

マウントマンガヌイインターメディエイトスクールでオリエンテーション後、 ホストファミリーと対面する時がきました。 私

のスクールバディはジェームスという男の子でした。 どんなことを話せばいいのか不安でしたが、 向こうからどんどん話し

かけてくれたので安心しました。 次の日から、 マウントマンガヌイインターメディエイトスクールでの研修がはじまりました。

朝はジェームスと一緒に、 家の近くのバス停からスクールバスに乗って学校へ行きました。

現地の学校では日本の学校と違うところがいくつかありました。 日本の授業のようにみんなが前を向いて座ってい

るという形ではなく、 ひとつのテーブルに５ ・ ６人が座って授業を受けました。 授業中は比較的、 自由な感じですが、

授業以外のことをしたり、 遊んでいる人はいませんでした。 ほかには２時間目の後にある 「モーニングティ−タイム」 とい

う時間です。 日本の学校でいうと中休みにあたる時間で、 お菓子を食べながら、 おしゃべりをして過ごしました。 お菓

子は朝、 ホストマザーが用意してくれるランチボックスの中に入れておいてくれました。 浮世絵の絵が描かれたそのおせ

んべいは、 私のために用意してくれたのかと思うとうれしくなりました。

下校後は海まで散歩したり、 マウントマンガヌイに登ったりしました。 ふもとから見る山は、 とても大きくて迫力があ

りました。 ヒツジもたくさんいました。 細くて急な坂道を登り、 なんとか頂上までたどり着くと、 とても強い風が吹いて

いました。 頂上から見下ろすニュージーランドの景色は、 とても広くてきれいで、 感動しました。 あの感動は写真では

伝えられないくらい素晴らしいものでした。 週末にはジェームスのサッカーの試合を観に行ったり、 ホットプールという、 水

着を着て入る温泉のようなところへ行ってバレーボールをしました。

ニュージーランドでのホームステイは楽しくて、 本当にあっという間に終わってしまいました。 ニュージーランドに行く前は、

ホストファミリーとの会話に困らないよう、 現地で使えそうな会話や話題をあらかじめ考えていたのですが、 恥ずかしさ

もあって躊
ち ゅ う ち ょ

躇していまい、 なかなか話すことができませんでした。 この経験を通してこれからも英語の勉強をがんばって、

自分の英語でコミュニケーションをとれるようになりたいと強く思いました。 海外派遣研修でお世話になったホストファミ

リー、 多賀町の皆さん本当にありがとうございました。 （原文のまま掲載しています。）

▲海外での昼食 ▲サイクリングポーズいかがでしょう？▲多賀音頭を終えてパチリ ▲歌と多賀音頭で「さよならパーティ」
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生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

学校支援ボランティアだより　〜１２月の活動を紹介します〜

多賀幼稚園「祖父母ふれあいもちつき大会」
１２月９日、多賀幼稚園の祖父母ふれあいもちつき大
会に、３人のボランティアさんが協力してくださいまし
た。もち米を蒸したり、園児たちがおもちをつきやすいよ
うに準備をしていただきました。

ボランティアさんもつきたてのおもちを一緒にいただ
き、楽しい時間を過ごしました。お手伝いいただいたボラ
ンティアさん、ありがとうございました。

多賀小学校「期末懇談会時の児童託児」
１２月１８日に、保護者の方が期末懇談会とＰＴＡ本部
役員選出会議をされている間、３人のボランティアさん
に児童の託児をお願いしました。１、２年生の宿題を見
守ったり、一緒に遊んだりして、保護者の方を待つ時間を
過ごしました。雪が降る中お手伝いに来ていただいたボ
ランティアの皆さん、ありがとうございました。

ボランティア研修会「本の読み聞かせステップアップ講習会」
１２月１３日に、ボランティア研修会を行いました。今回
で３回目になる研修会では、本の読み聞かせの活動をさ
れている方を中心に、より実践的な内容で行いました。
受講者のお気に入りの一冊を紹介していただいたり、実
際に読み聞かせの実践を行い、講師の先生からいろいろ

なアドバイスをいただきました。最後に、日頃活動してい
る中で感じていることを出し合い、情報の交換と共有を
行いました。講師の先生のお話に皆さん真剣にメモをと
られている姿が印象的でした。今後の皆さんの活動に役
立てていただきたいと思います。

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

　　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−

「子育てサロン」の紹介
今回は、当協議会の中の児童青少年部会が中心にお

こなっている「子育てサロン」を紹介します。
平成２６年は、１０月３０日にふれあいの郷多目的運動
室で行いました。就園前の乳幼児とその保護者が対象で
す。「気軽にちょっとのぞいてみませんか？	楽しくおしゃ
べりしましょう」とお誘いしたところ、乳幼児５１人、保護
者４２人と多くの方がご参加いただきました。内容は、ま
ず、「親子ふれあいあそび」で、歌に合わせてお母さんか
ら子どもさんへスキンシップをしていただきました。次
の「劇あそび」はおなじみの『大きなかぶ』を披露しまし
た。民生委員が、かぶやおじいさん、おばあさん、孫、犬、
猫、絵本には登場しないいろいろな動物に扮して役にな
りきり、「うんとこしょ、どっこいしょ」。なかなか抜けない
かぶに参加いただいた子どもさんやお母さん、皆さんで
「うんとこしょ、どっこいしょ」と大きな声援をいただき、

大変盛り上がりました。続いて、風呂敷を何枚も縫い合
わせた大きなバルーンで「バルーンあそび」、大はしゃぎ
で楽しんでいただけたようです。
あっという間に時間が過ぎ、おやつタイム。日頃、子育

てに大変なお母さん方に和やかな交流の時間を持ってい
ただき、ほっとするひとときをお過ごしいただけたのでは
ないでしょうか。毎年開催の「子育てサロン」、ご参加いた
だいた皆さん
は笑顔でお帰
りいただいて
います。また、
次回開催の時
も大勢のご参
加をお待ちし
ております。

地域整備課（下水道）　（有）２-２５８３　（電）４８-８１２５　ｇｅｓｕｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

下水管に雨水が流れ込まないようにしましょう！
雨水を流す雨

あま ど い

樋などの排水設備が、誤って「下水管」に
つながれていることや、排水設備の破損、汚水ますのフ
タを故意に開けられたこと等が原因で、大雨の日には大
量の汚水が東北部浄化センターに流れ込んでいます。
汚水が増えると次のようなことに影響してきます。
•	浄化センターで通常の処理ができず、放流先の琵琶
湖の水質が悪化する。
•	宅内ますから汚水があふれ出し、トイレなど家庭から
の排水が流れなくなる。
•	大量の汚水を処理するため、処理費用が増大し、下水
道使用料の値上げにつながる。
こうしたことを防ぐためには、皆さんのご協力が必要

です。雨水が下水管に流れていないか確認をお願いし
ます。
皆さんの取り組みが汚水量の削減につながります
汚水ますの場所や点検の仕方がわからない、破損が
見つかった場合に
は、多賀町役場地域
整備課下水道係か排
水設備指定工事店に
ご相談ください。

▶台風の影響により、マ
ンホールから汚水が
溢れ出るようす

企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
「すまい給付金」事務局　（電）０５７０-０６４-１８６

「すまい給付金」をご存じですか？
消費税の８％への引き上げ後に家を買った人、これか

ら買う人、「すまい給付金」をご存じですか？
「すまい給付金」は、平成２６年４月の８％への消費税
引き上げに伴い、国土交通省により、住宅購入者の負担
軽減のため実施されています。収入に応じて、最大３０万

円を受け取ることができます（消費税８％時）。
受給の条件や支給額、申請のやり方などは「すまい給
付金」事務局の問い合わせ窓口で確認できます。
「すまい給付金」事務局の電話の受付時間は、９時〜
１７時まで（土日祝含む）です。
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く思いました。そして、多賀そば手打ち養成塾で習得中
のそば打ちを生かして、サロンで皆さんに美味しい多賀
そばを召し上がっていただき、笑顔にできたらな、と思っ
ています。
また、栗栖地区ではハウス栽培でのほうれんそう草・
小松菜の種まきや収穫、耕起やストーブの薪運びをお手

伝いさせていただきました。特に種まきでは、初めて種
まきをした種から芽が出た時は、子を想う親の気持ちを
感じることができました。さらに、山林組合ではマツガー
ド（松枯れ防止樹幹注入剤）を注入する作業をお手伝い
させていただきました。普段ではなかなか経験できない
作業だったので、とても貴重な経験となりました。

暮らしの中から
先日、フットサルでお知り合いになった方を通じて、多

賀ＪＦＣの練習に見学・参加させていただきました！	私
も、小学校１年生からスポーツ少年団でサッカーを習っ
ていました。多賀の小学生は、足元が上手で、将来有望

な子が多いなと感じました。また、多賀の皆さんからいた
だいた食材で、炊き込みご飯や煮物を作り、美味しくい
ただきました♪

地域整備課（治水）　（有）２-２０２０　（電）４８-８１１９　ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

ゆきの風景　　　谷
た に

　涼
す ず か

香隊員

お久しぶりです。多賀町水谷
に住んでいます、地域おこし協
力隊の谷です。のどが痛くて、
鼻がむずむず、現在風邪っぴき
真っ最中。年々治りづらくなっ

てきているような気がします。気のせいだと思います。
先日水谷にも、たくさん雪が降りました。真っ暗な夜に

眠りについて、朝目が覚めたら外の風景は一変。真っ白
でした。早朝、がりがりと大きな音。除雪をしてもらってい
る音ですね。ありがたいなぁと思いながらお布団の中。

きっと除雪車がないと孤立してしまうなと考えると、背筋
がひやっとしました。
どんどん降り積もるさまにどきどき、そして少しわく
わくしました。そんな日、畑の獣害防止用のネットを外し
忘れていたのでそれをはずすために、外へ出ました。マ
フラーをぐるぐるに巻いて、長靴の下にもこもこのくつ
下も履いて防寒はばっちり。こんなにたくさんの雪が積
もったのを見たのは本当に久しぶりで、楽しくなって足取
りは軽く、いつもと違うむらの風景に嬉しくなりました。
冷たい空気をいっぱい吸い込んで、朝日に照らされた雪

原がきらきら。別世
界のようでした。
とても寒い冬です
が、季節を感じて楽し
く過ごしていけたら
な、と思いました。翌
日は雪かきのせいで
筋肉痛になりました。
きれいばかりじゃな
いですね！

産業環境課 （商工観光）　（有）２-２０１２　（電）４８-８１１８　ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

笑顔がいちばん　　　石
い し ぐ り

栗　義
よ し お

男隊員

１２月活動内容
皆さん、こんにちは。紅葉が終わり、寒さが増してきた
今日このごろ。先日、私がお世話になっている栗栖地区
でも、約３０㎝程の雪が積もりました。新潟県出身という
こともあり、雪には慣れています。しかしながら、想像以
上に雪が積もったので、少し驚いています。それと同時
に、ふるさとを思い出し、多賀町に親しみを感じていま
す。そして、緑のふるさと協力隊の任期も、残り３カ月。４
月からの進路も考えつつ、今までの活動を生かして、栗
栖地区から多賀町全体が活性化するように活動していこ
うと思っています。
６日、１２月から多賀そばが解禁となり、多賀「里の駅」
にて新そばまつりのお手伝いをさせていただきました。
当日は、初雪の日となり、とても寒い中でしたが、大勢の
お客さんにお越しいただきました。昨年度、農林水産大
臣賞を受賞された農家レストランにおいて、販売された
そば御膳は、多賀の手打ちそばと多賀の採れたての野
菜や赤米を使ったとても手の込んだ料理で、ヘルシーで

かつ深い味わいがありました。
１０日、水谷地区にて「こんにゃく芋堀り」のお手伝い
をさせていただきました。当日は朝早くから地域おこし
協力隊の方を中心に、住民の方達と楽しく作業を行い
ました。
２４日、栗栖地区にてサロンの「クリスマス会」に参加
させていただきました。栗栖地区では、多賀町で唯一、
毎週サロンが行われているということで、ほかの地区の
サロンの方々や民生委員の方々がたびたび見学に来ら
れました。栗栖地区のサロンは、紙芝居・塗り絵・手話・
歌・折り紙・手作りのゲーム（ボーリング・魚釣り・ゴル
フ）など、室内でもみんなで賑やかに楽しめる内容で、私
も毎週楽しみに参加させていただいています。今回のク
リスマス会においては、私がギターを演奏し、みんなでク
リスマスソングを歌いました。参加する側から、参加して
もらう側へ。自分発信で催しを行う大変さを感じたと同
時に、みんなを少しでも笑顔にできたことをとても嬉し

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。

ｈｔｔｐ://ａｍｅｂｌｏ.ｊｐ/ｔａｇａｇｕｒｉ/

▲新そばまつり ▲こんにゃく芋堀り

▲クリスマスツリー飾り付け▲クリスマス会

▲あっという間に雪景色 ▲雪かきの合間

広報たが 2015年２月号
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福祉保健課（多賀町地域包括支援センター）　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
こんにちは保健師です

「認知症」になっても、安心して暮らせる多賀町をめざして
「認知症を学ぶつどい」にぜひご参加ください
認知症について学び、みんなで支え合うまちを目指し

て、下記のとおり開催します。
他人ごとではない「認知症」の問題、大切な家族やご

自分のために、ぜひご参加ください。
日時■２月２１日（土）
１３時３０分〜１６時１５分
（受付は１３時１５分〜１３時３０分）

会場■ふれあいの郷　３階多目的運動室

内容■第１部　「認知症」なっても、安心して暮らせるま
ちをめざして〜多賀町の取り組み〜
地元多賀からの報告！	「認知症の夫を支える妻と地
域の仲間たち」
第２部　講演「大切な人と自分自身のために……
知っておいて欲しい認知症の話」

講師■認知症疾患医療センター長　成
な り た

田　実
みのる

先生
※参加費および申し込みは、不要です。

「認知症」は誰もがなる可能性のある、他人事ではない病気です
高齢者の割合が大変多い多賀町では、誰もが「認知

症」について他人事ではなく当事者意識をもって認知
症に向き合っていかねばならないという課題を抱えて
います。

このような状況の中、認知症になっても、この町で安
心して暮らせるよう、地域で支え合うまちを目指した取り
組みを進めています。

町内小学校での認知症サポーター養成講座の開催
多賀小学校および大滝小学校の６年生を対象に、「老

い」や「認知症」について学び、将来、認知症の方を支え
る人材となってもらうため、認知症サポーター養成講座
を開催しました。

講師役は、認知症についての啓発などを地域でお手
伝いしてくださっているボランティア「多賀町認知症キャ
ラバン・メイト」の皆さんです。受講した子ども達から
は、頼もしい感想が届きましたので、一部ご紹介します。

講座を受けた子ども達の声
•	この講座を受けてぼくは、これからお年寄りにより親
切に、笑顔でしっかりと、時々の場合に合わせて対応し
たいと思いました。がんばって認知症のお年寄りだけ
でなく、いろいろな人に親切にしたいです。
•	今まで、おじいちゃんやおばあちゃん、特にひいおばあ
ちゃんに「何回も同じことを聞かないでよ」と思ってい

たけど、この講座を受けて、その考えが変わりました。
これからは、同じことを何回も聞かれても、そのたびに
優しく対応したいです。
•	私は、おじいちゃんおばあちゃんが一人もいないから、
これから近所のお年寄りに優しく、明るく接することは
できるので、今まで以上に優しく接したいです。

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい社会をめざして、啓発事業・広報活動など

を展開しています。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中学校２年生の生徒の皆さんに
標語の取り組みをしていただきました。（順不同・敬称略）

《大滝小学校　６年生》

標　　語 名　前
人はみな　絆でつながる　大家族 深田　海暉
人の和が　笑顔でつながる　ぼくの町 深田　　翼
大切に　みんなが作った　大滝を 藤内　利羽
支えられ　つながる信頼　増えていく 森　　小姫
大滝で　広げていこう　笑顔の輪 森　　心汰

《多賀中学校　２年生》

標　　語 名　前
人の気持ちを　考えて行動する 安藤　奈知
我故郷　友情表す　山景色 池田　怜史
笑顔という　名の核爆弾より　強い物 池本　遥都
友達を　大切にみんなを　大切に 池本　瑠誠
友達や　家族の笑顔　宝物 一円　瑞季
高めよう　友達との　大切な絆 内堀　来翔
辛いこと　分かちあえるさ　友となら 小川　健太
笑顔だと　友達の輪が　ひろがるよ 小川　夏美
友達と　楽しく学ぶ　文化祭 川島　崇慎
友達の　笑顔はとても　大事だよ 川原　美加
友達が　その一言で　減っていく 神鳥　真輝
友達の　薬物乱用　君ならどうする？ 岸本　悠弥
友達と　家族の笑顔が　ふるさとです 北川　珠声
協力し　絆あふれる　良いクラス 木下　果歩
ふるさとは　おちつくばしょさ　ああいいわ 木村　優斗
友達と　過ごした日々を　忘れずに 久保田　陸
友達の　笑顔はいつも　大切だ 古石浩太郎
仲間なら　気づいてあげよう　心の傷み 小財　聖奈
かけがえの　そんざいの　ともだちだ 小財　茉莉
あいさつで　うまれる笑顔　にっこにこ 近藤　寿莉
友達と　仲良くしよう　いつまでも 重森菜々美
ふるさとは　家族の事を　思い出す 集治　大晴
帰る場所　一つしかない　家族のもと 城貝　優亜
ふるさとで　のんびりしよう　滋賀県民 菅森あゆみ
その笑顔　友達の輪が　広がるよ 曽我　綾乃
笑顔から　はじまる　友達の輪 辰野　　優
笑顔とは　平和を表す　象徴だ 田辺　将司
みんなの笑顔で　花が咲く 谷川　理子
今を生きる！！ 種村　龍二
その涙　声を掛ければ　明るい涙に 多林　玲海 ▲多賀小学校での講座のようす ▲大滝小学校での講座のようす
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季節風びわこ道場２０１４　春を呼ぶ風　平成２６年度子どもゆめ基金助成活動

たるいしまこさんとの読書会
日時■３月７日（土）　１４時３０分〜（受付は14時〜）
場所■あけぼのパーク多賀　２階　大会議室
対象■どなたでも
定員■２５人（事前申し込みが必要です）
申し込み受付■２月２１日（土）〜

たるいしまこさんの講演会
日時■３月８日（日）　１０時３０分〜（受付は10時〜）
演題■「えほんのなかみ」
場所■あけぼのパーク多賀　２階　大会議室
対象■どなたでも
定員■７０人（事前申し込みが必要です）
申し込み受付■２月２１日（土）〜

主催■季節風びわこ道場　後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

活動報告

多賀小学校２年生
１１月１３日多賀小学校２年生が総合学習で、図書館の
見学に来てくれました。

大滝小学校２年生
１２月１２日大滝小学校の２年生が総合学習で図書館
の見学に来てくれました。

クリスマス会を開催しました
１２月１３日に、子どもの本のサークル「このゆびとま
れ」さん出演によるクリスマス会を行いました。当日は子
どもから大人まで計４７人の参加者でにぎわい、ハンド

ベルの演奏やおはなし会、工作を楽しみました。サンタ
さんの登場にみんな大喜びでした。

多賀町立図書館　（有）２-１１４２　（電）４８-１１４２　ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町立図書館　カレンダー　（■…休館日）

２月の休館

日 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

※２６日（木）は休まず開館します。

３月の休館

日 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 ３１

※２６日（木）は月末整理休館です。

お知らせ

蔵書点検応援団
点検のお手伝いいただける方を募集しています。誰に

でもできる簡単な作業です。
日時■２月中　開館時間中
募集■事前に図書館までご連絡ください
場所■あけぼのパーク多賀　図書館内
対象■中学生以上の方

利用カードが新しくなります
１月から、図書館の利用カードがラミネート加工のも
のからプラスチックカードのものへと新しくなりました。
現在ご利用いただいているカードはお使いいただけなく
なりますので、図書館カウンターにて手続きをお願いい
たします。

サークルのご案内

読書会
会員数人のアットホームな会です。
一緒に文学の世界を楽しみませんか。

日時■２月３日（火）　１０時〜　（毎月第１火曜日）
場所■あけぼのパーク多賀　２階　小会議室
対象■１８歳以上の方（学生さんも大歓迎です）
テキスト■『生きるヒント２』　五木　寛之	著

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
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。
日時■毎月第１・３土曜日　１３時３０分〜
場所■あけぼのパーク多賀　２階	小会議室
対象■１８歳以上の方（学生さんも大歓迎です）

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
コース ２月 ３月 巡回場所・駐車時間

Ａコース
（大滝方面）
第１金曜日

６日 ６日
大滝幼稚園

（大滝小学校駐車場）
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

Ｂコース
（多賀方面）
第２金曜日

※
２０日 １３日

多賀清流の里
（玄関前）

１３：００〜１３：３０

多賀幼稚園

１４：００〜１４：３０

犬上ハートフルセンター
（玄関前）

１４：４０〜１５：１０

多賀ささゆり保育園

１５：５５〜１６：２５

※利用カード、本ともに図書館と共通です。返却日は次の巡回日です。
※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
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Ｂ＆Ｇ海洋センター 　（有）２-６２５　（電）４８-１６２５　ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

ココロも身体もポッカポカ♪ 〜「いきいき健康体操教室」開講中！ 〜

９月から始まった「いきいき健康体
操教室」も残りわずかとなりました。
講師の明るい声と的確な指導により、
受講者は毎回、和やかな雰囲気の中
で体操を学ばれています。
２月に入り、一層寒い日が続いてい
ますが、学ばれている体操を毎日行う

ことでその効果を十分に感じておら
れると思います。「継続は力なり」で
す。受講者の皆さん、去年の今頃を
思い出してみてください。心も身体
も若返ってませんか？
残り２回、みんなでがんばりま

しょう！

第９回「犬上郡ニュースポーツ大会」（ビーチボールバレー）参加者募集中！
２月２２日（日）に、甲良町立甲良中学
校体育館にて「ビーチボールバレー
大会」が開催されます。
そこで、犬上郡体育協会では参加

チームを募集されています。１チー
ム４人から参加できます。また「エン
ジョイの部」もありますので、初心者

の方にも安心して競技を楽しんで
いただけます。
申し込み方法や競技内容などの詳

細は、多賀町体育協会事務局（多賀
町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）までお問い
合わせください。

第４回「犬上ふるさとウォーク」開催！
平成２６年１１月２４日に犬上郡

体育協会主催による「犬上ふるさと
ウォーク」が開催されました。
今年度は、豊郷町「豊栄のさと」発

着の周回コースで行われました。当日
は晴天に恵まれ、皆さん晩秋の豊郷
町の景色を楽しみながらウォーキン

グをされました。
平成２７年度は、多賀町内にて「犬

上ふるさとウォーク」が企画されてい
ます。多賀町にはまだまだ知らない
宝物がたくさんあります。今年の秋
は、ウォーキングを楽しみながら一緒
に探しましょう！

スポーツ推進委員かわらばん『ダイエットと減量』
ダイエットと減量は両方とも、「や
せる」というイメージから、似ている
ような気がしませんか？	でも、まった
く違うものなのです。
そもそもダイエットとは、長期的な

プランで無理のない計画により体重
を落とし、健康な体を手に入れるた
めのもので、食事療法や食事制限の
ことです。

一方、期日を決めて食事制限等を
行い、体重を減らしていくのが減量で
す。例としては、ボクサー等のスポー
ツ選手が試合前によくおこなってい
ると言えば、分かるでしょう。
正しいダイエットにはリバウンドと

いうものはありませんが、減量ではほ
とんどリバウンドが起こります。
短期間であればある程、減量幅が

大きければ大きい程、リバウンドの比
率も大きくなります。また、痩せにく
い体質になってしまうのです。
自分の適性体重を理解し、適切な
食事、適度な運動、睡眠を行い、まず
は基礎代謝をあげ、健康的にやせま
しょう。

多賀町立博物館　（有）２-２０７７　（電）４８-２０７７　（Ｆ）４８-８０５５　ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１５
９月号以来の多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュー
スです。少し間が空いてしまいましたが、みなさん、覚
えていてくれましたか？	平成２５年度（２０１３年）からス
タートしたこのプロジェクトも、ついに３年目を迎えよう
としています。現在は、第三次発掘調査に向けて、さまざ
まな準備を進めている最中です。詳細が決まり次第、広
報たがでもご案内していきます。
今年度はゴールデンウィークにおこなった第二次発掘
調査に加えて、親子化石発掘体験を７回実施しました。
参加者数はのべ１６０人に達し、町外からもたくさんの方
が来てくれました。また、大滝小学校と多賀小学校の６年
生の皆さんにも、地層の学習の際に化石発掘を体験して
もらいました。こういったイベントや授業で、調査中に調
べきれなかった粘土をていねいに観察できたことは、発
掘プロジェクトにとって大きな成果です。
発掘体験以外に、化石のクリーニング作業も進められ

ました。発掘調査のメンバーがクリーニング作業を行い、
きれいになった化石がどういったものなのかを、琵琶湖
博物館と協力しながら解析しています。
次号では、第三次発掘調査についてもご紹介したいと
思います。プロジェクトに興味がある方は、ぜひ、博物館
までお問い合わせください。

研究発表会

平成２６年度多賀町立博物館研究発表会
多賀町立博物館では、年度末に研究発表会を実施し

ています。この研究発表会では、町内や周辺地域に関す
る幅広い分野の発表を聞くことができます。お気軽にご
参加ください。
日時■２月２８日（土）　１３時３０分〜１７時
会場■あけぼのパーク多賀　２階　大会議室

展示

トピック展示「多賀町お雑煮調査２０１５」
先月の広報でもご紹介した通り、現在、博物館では「多
賀町お雑煮調査２０１５」の調査結果のまとめを展示して
います。アンケート調査でどんなことがわかったのか、ぜ
ひ、見に来てください。お雑煮や多賀町の食事に関する
情報もまだまだ募集中です。
会期■１月２７日（火）〜２月２２日（日）
※２月１１日（水）〜２０日（金）は特別整理休館日

会場■あけぼのパーク多賀　ギャラリー
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南の島で国際交流/野外活動体験　参加者募集
公益財団法人国際青少年研修協会

（内閣府公益認定等委員会認定）で
は、『第３９回ちびっこ探険学校ヨロン
島』の参加者を全国より募集してい
ます。この事業は、沖縄に近い南の島
『ヨロン島』のサンゴ礁の海と美しい
自然の中で、全国から参加する仲間
との共同生活（民宿）や、さまざまな
野外活動（海水浴、イカダ作り＆イカ
ダこぎ、さとうきび刈り＆絞り、洞窟探
険、野宿体験など）を通して友だち作
りの楽しさを知り、お互いに協力し助
け合い、積極的にチャレンジする心を
養います。また在日外国人小学生と
活動・生活をともにすることで、言語
や習慣を越えて友情を深め、国際感
覚を身に付ける第一歩とします。

今度の春休みは、日本全国から参
加するたくさんの日本人や外国人の
お友だちと一緒に、思い出に残る楽
しい体験をしに暖かな南の島『ヨロン
島』に行きませんか？
期間■３月２７日（金）〜４月２日（木）
６泊７日

場所■鹿児島県大島郡与論町
説明会■無料（自由参加）
　※説明会場が、お住まいの場所から

遠い方、また説明会当日、御都合
の悪い方には、本会へお問い合わ
せいただければ、説明会に使用し
ます詳しい資料を郵送にてお送り
します。さらに、本会ホームページ
からも事業内容が分かりやすいよ
うにご案内しております。

定員■日本人小学生２００人
在日外国人小学生１００人（小学
２年生〜６年生：平成２７年２月
末現在）

締切■３月５日（木）
出発地別参加費（プログラム参
加費＋旅費の合計）
中部国際空港　１４１,０００円
伊丹空港　１３９,０００円
関西空港　１３６,０００円

　※募集パンフレットに記載のない
出発希望地につきましてはお問
い合わせください。

お問い合わせ
公益財団法人国際青少年研修協会
（電）０３-６４１７-９７２１
（Ｆ）０３-６４１７-９７２４

登記相談予約制導入
相談日■毎週火、水、木曜日
相談時間帯■９時〜１１時３０分、１４
時〜１６時３０分

相談時間■３０分以内
お問い合わせ
大津地方法務局彦根支局
（電）２２-０２９１

ＮＨＫ学園生徒・受講者募集
ＮＨＫ学園では、通信制の高等学
校普通科、福祉教育、生涯学習通信
講座の生徒・受講者を募集していま
す。まずは、無料の案内書をご請求く
ださい。
広域通信制 ＮＨＫ学園高等学校普通科
全国どこからでも入学可能。ＮＨＫ

のテレビ・ラジオの放送を利用した
特色のある教育課程で、３年間で高
校卒業資格を取得できます。登校は
月に１〜２回。
受付期間■１月２５日〜４月３０日（必着）
ＮＨＫ学園 社会福祉士養成課程
地域や社会福祉施設等で、高齢者や

障害者に対して福祉に関する相談援助

を専門的に行う国家資格である社会
福祉士の受験資格を取得できます。
受付期間■２月２５日（必着）
ＮＨＫ学園 生涯学習通信講座
ＮＨＫ学園には、趣味・教養から語
学・資格まで、幅広いジャンルの講座
が２００コース以上あります。通信講
座で新しい趣味・スキルを身につけ
てみませんか。
受付期間■通年申込受付

案内書・願書の請求は下記まで。
ＮＨＫ学園広報
（電）０４２-５７２-３１５１
（Ｆ）０４２-５７４-１００６

産業環境課 （農政）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｎｏｕｓｅｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農業委員会だより
１２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　…１６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。

• 報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知書の受理について　…５件
※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。

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

２月４日〜１０日は
滋賀県がんと向き合う週間

私はがんになりません。
そう言いきれるのは、

２人に１人。
知らないことが、いちばんの危険。

がんになっても安心して働くことができる滋賀県をめざして

多賀町・滋賀県

草津クレアホール（南草津駅東口より徒歩１０分）
平成２７年２月８日（日）　１０時〜１６時

●がんを予防しましょう
●がん検診を受けましょう

「大人ももらおう！ 大事なからだの成績表」

滋賀県がん対策イベント滋賀県がん対策イベント
滋賀の健康づくりキャラクター	しがのハグ＆クミ

農業委員会開催のお知らせ
日時■２月１３日（金）　１４時〜
場所■役場２階　大会議室
お問い合わせ
産業環境課
（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７

よろず相談
今月の相談日■２月１６日（月）
来月の相談日■３月１６日（月）
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
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おたのしみ クロスワード

☆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。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp

ヨコのカギ
①お正月前にペッタン、ペッタン。
②幸福。幸運。「末永くお○○○○に。」
③麦芽。ば○○。
④ことわざ。出る○○は打たれる。
⑤水や物などが落下するときの高低差のこと。
⑥ｐ.１０。「子育て○○○」を紹介しています。
タテのカギ
③ｐ.５。多賀町放課後児童○○○をご利用くださ
い。

⑦【難】生物の変遷・気候の変化などを研究する学
問。

⑧旅行会社などが企画する団体旅行。○○ー。
⑨竹と似ている。この葉っぱは、ちまきを包む際に
よく使われる。
⑩木の細い材で縁

ふち

どったもの。
⑪先月号のクロスワードの答え。

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。
ヒント：２月といえば。

□  □  □  □
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
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。

有線FAX 2-2018 
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは２月２７日（金）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景
品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

りません。内容に関係なく抽選しています。

おめでた・おくやみ

問題

放射線量（μsv/h）
1月	６日　0.08
1月15日　0.09

※役場前にて、9時の3回測定平均値

結婚しました!

♥柴
し ば た

田　基
もと な り

成
　山

や ま だ

田真
ま ゆ み

由美

生まれました!
☆奥

お く の

野　楓
ふ う と

斗（美津彦・綾那）
☆西

にし ざ わ

澤　愛
あ い ら

來（克規・登喜子）
☆増

ま す だ

田佳
か ほ り

穂利（悟士・真美）

おくやみ申し上げます
◆安

あん ど う

藤　留
とめ き ち

吉　９２歳
◆川

かわ も と

本　なを　９０歳
◆月

つき ざ わ

澤　純
じゅ ん こ

子　９２歳
◆樋

ひ え

榮喜
き よ こ

代子　７６歳

◆山
やま ぐ ち

口　　覺
さとる

　８８歳
◆山

やま ぐ ち

口　孫
まご た だ

忠　８１歳
◆山

やま な か

中　祥
よ し こ

子　８１歳

ひとのうごき
平成２６年1２月末現在
（　）内は前月比
■人口
７,７1３人　（±０）
■男性
３,７０5人　（−８）
■女性
４,００８人　（＋８）
■世帯数
２,７２６世帯　（＋７）
■転入
1３人
■転出
　８人

（敬称略）

① ⑦ ⑧ ⑩

② ⑪

③ ④

⑤ ⑨

⑥

〈相談等〉（標記の時間は受付時間です）

すこやか相談 ３月９日（月） 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。

すくすく相談 ３月１７日（火） １０時〜１１時
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 ３月２日（月） １３時〜１３時１５分 Ｈ２６年１０月生まれの乳児

１０カ月児健診 ３月２日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２６年４月生まれの乳児

１歳６カ月児検診 ３月４日（水） １３時〜１３時１５分 Ｈ２５年７月・８月生まれの幼児

７〜８カ月児離乳食教室 ３月１７日（火） １０時〜１０時３０分 Ｈ２６年７月・８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 対象年齢 実施時期と方法 種類

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）

１期：生後３カ月以上〜９０カ月未満
２期（２種混合：ジフテリア、破傷
風）：１１歳以上１３歳未満

（小６相当の年齢）

１期初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
１期追加：３回目接種日から

１年後に１回接種
２期：１回接種

不活化ワクチン
（６日以上おいて
別のワクチンが

接種可能）

不活化ポリオ
※１ 生後３カ月以上〜９０カ月未満

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
追加：３回目接種日から

１年後に１回接種

日本脳炎
※２

１期：生後６〜９０カ月未満
（標準的な時期：３歳〜４歳）

２期：９歳以上１３歳未満
（小３〜４年）

１期初回：６日〜２８日間隔で２回接種
１期追加：２回目接種日から

１年後に１回接種
２期：１回接種

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）
※３

生後２カ月〜５歳未満
（標準的な時期：生後２〜７カ月）

初回：４〜８週間隔で３回接種
追加：３回目接種日から

７〜１３カ月後に１回接種

小児用肺炎球菌
※４

生後２カ月〜５歳未満
（標準的な時期：生後２〜７カ月）

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日以上に１回接種
（追加接種は、生後１２〜１５カ月に至るまで）

麻しん風しん混合 １期：１２カ月以上〜２４カ月未満
２期：５歳以上７歳未満の年長児 １期・２期ともに１回ずつ接種

生ワクチン
（２７日以上おいて

別の接種可能）

結核（ＢＣＧ） 生後１２カ月未満（標準的な時期：
生後５〜８カ月） １回接種

水痘
生後１２カ月以上〜３６カ月未満
（標準的な時期：生後１２〜１５カ月） ３カ月以上の間隔で２回接種

生後３６カ月以上〜６０カ月未満 １回接種
※１	ポリオが未接種の方で、３種混合を１回以上接種されている場合は、不活化ポリオワクチンの接種になります。
※２	平成７年４月２日〜平成１９年４月１日に生まれた方で、平成１７年度に接種が差し控えられたことで接種が受けられなかった方につい
ては、２０歳の誕生日を迎えるまでは、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。
※３	ヒブ　生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回終了後７〜１３カ月後に追加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

〈ひろばの案内〉

わくわくランドで遊ぼう 月曜日〜金曜日
９時〜１３時 子ども同士・親同士が遊んだり、語りあったりする

のに利用してください。
１３時〜１４時 子育て相談

に
こ
に
こ
広
場

（
登
録
制
）

にじ・きりん広場 ３月１１日（水） １０時〜 （ありがとうの会）
思い出遠足に行こう！
晴：金亀公園でいっぱい遊ぼう。
雨：	消防自動車と新幹線を見に行こう。晴れの日はバス
の中で、雨の日は消防自動車、新幹線見学後、ふれあ
いの郷で「ありがとうの会」をします。

ぺんぎん広場 ３月１８日（水） １０時〜

こあら広場 ３月２５日（水） １０時〜

お話しポケット ３月３日（火） １０時〜 ひなまつりコンサート（県立大学生）

※「—」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。

平成２７年3月 多賀町 し尿収集カレンダー
日（曜日） 午前 午後

集落 集落
３日（火） 萱原①・川相① 萱原①・川相①
5日（木） 久徳①②・月之木①② 不定期
1０日（火） 多賀①② 多賀①②

1２日（木） 一円①②・一之瀬①・木曽①②・猿木①②③敏満寺①②・藤瀬①・大杉①・樋田③
一円①②・一之瀬①・木曽①②・猿木①②③
敏満寺①②・藤瀬①・大杉①・樋田③

1７日（火） 佐目② 佐目②
1９日（木） 土田①②③ 不定期
２３日（月） 中川原①③ 中川原①③
２４日（火） 佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷① 佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷①
２６日（木） 大君ヶ畑①② 不定期
３０日（月） 栗栖②・久徳③ 栗栖②・久徳③
３1日（火） 萱原③ 萱原③

お詫びと訂正	 広報たがで誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
	 12月号　２ページ　日置市・多賀町兄弟都市盟約３０周年	（誤）１０月１５日　（正）１０月２５日
	 1月号　14ページ　人権啓発に関する作文発表　（誤）岸本　幸輝　（正）山本　幸輝	です。

① ⑥ ⑧ ⑩

② ⑨

③

④ ⑦

⑤

フ タ リ 　 セ
ラ テ ン ケ イ
ン 　 ギ ア ク
ス イ シ ン 　
　 ジ ヨ ス ウ

先月号の答え

「セイジン（成人）」
でした。

広報たが 2015年２月号

23
広報たが 2015年２月号

22

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



表紙写真■今月は多賀中学校で行われたカルタ大会の
ようすです。元気のいい子どもたちと触れ合い、たくさ
んの元気をもらいました。また、この中には自分の後輩
になる子も出てくるかもしれないと思うと、なんだか不
思議な気持ちを味わいました。いつかそんな日が来るこ
とが、これからの楽しみのひとつになりました！

編集後記■今年の目標は何ですか？	みんなで目標を
発表し合い、達成に向けてお互いに励まし助け合えた
ら素敵ですね。毎日一歩ずつでも自分の決めた目標に
向かって歩んでいたいですね。
ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ	 	 	 （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。
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ウグイス
[Cettia diphone]

町の鳥

スギ
[Cryptomeria japonica]

町の木

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

多賀町民憲章
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

19時まで受付します。
税務住民課（住民） （有）2-2031	（電）48-8114

と13 27（金）
日

（金）
日

２月の時間外交付

「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%）

▼
携
帯
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話
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ご協力
ありがとうございます！

引き続き、皆さんのご協力を
よろしくお願いします。

キリンアルミ缶回収状況
（12月末現在）

24,106缶
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