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まちの話題

まちの話題／たが写真館

１月２８日

１月２３日

中川泰三さん（元多賀町長）叙位伝達式

「健康寿命をのばそう！プロジェクト」にて多賀町の２団体が受賞！

元多賀町長で、昨年１０月に亡くな

期１６年多賀町議会議員として、
また

「健康寿命をのばそう！ プロジェクト」は県内の健康づ

られました中川泰三さんが叙位従五

昭和５９年から３期１２年の永きにわ

くりで優れた取り組みをおこなっている団体を県が表彰

位を授与され、役場にて伝達式が行

たり、町長として町政にご尽力いただ

するもので、平成２６年度は自薦他薦を問わず集まった

われました。式には、
ご息女の信子さ

き、びわ湖東部中核工業団地の整備

２４０団体の中から運動部門にＮＰＯ法人多賀やまびこ

んが出席され、滋賀県総務部江島管

や農業基盤整備など、町の発展に多

クラブ、そして喫煙対策部門に参天製薬株式会社滋賀

理監から位記が手渡されました。

大な貢献をされました。

工場が選ばれました。

故中川元町長は、昭和４３年から４

健康づくりの取組において多賀町から２つも選出され
たことは大変喜ばしいことです。今後も、町の健康づくり
にご協力いただきたいと思います。

１２月１４日

▲多賀やまびこクラブ 桂寿郎さん
（前列 左端）
参天製薬（株） 中田ゆかりさん
（前列 右から２番目）
参天製薬（株） 山本純子さん（後列 右から２番目）

多賀町アストロクラブが県知事奨励賞を受賞！
琵琶湖博物館で淡海こどもエコク
ラブ交流会が開催され、
滋賀県内で環

ざまな環境保全活動をおこなってい

最優秀賞

運動部門

ＮＰＯ法人

ます。

最優秀賞

多賀やまびこクラブ

喫煙対策部門

参天製薬株式会社滋賀工場

境省に登録している環境活動クラブか

宇宙の中で、地球という星はすばら

子どもから高齢者まで、幅広い年齢層を対象としたス

ら各活動の発表が行われました。その

しい環境に恵まれた星です。多賀町

ポーツ教室やイベントの実施、また体力チェックにあわ

禁煙を実施されました。また、第１回社員運動会の開催

結果、県知事奨励賞を多賀町アストロ

アストロクラブではクラブ員の皆さん

せて骨密度測定と血管年齢チェックを行うなど、新たに

など新たな取り組みも含め、現在までの熱心な健康づく

クラブなどの４団体が受賞しました。

で宇宙や地球の素晴らしさを知ると

健康づくり分野への取り組みもスタートされました。

りの取り組みについて評価がされ、受賞されました。

多賀町アストロクラブは天究館の

ともに、地球環境を守る活動を進め

望遠鏡などを使った天体観測活動の

ておられます。今後もこれからの未来

いく活動を地道に続けていただきた

１月２７日

ほかにも、道路清掃活動や多賀ふる

を担っていく子どもたちとともに、私

いと思います。今回の受賞、本当にお

さと楽市でのごみ回収活動など、
さま

たちが住む「宇宙船地球号」を守って

めでとうございます！

多賀町の花 ささゆりＰＲ活動

工場内のタバコ自販機と喫煙室をなくし、屋内の全面

東びわこ農業協同組合の多賀ササ

もらいました。みんなが説明をしっか

１月１７日

ユリ部会の事業として、
たきのみや保

り聞いて作業をこなしており、
とても

多賀町産米が優良賞を受賞！

育園にてささゆりのＰＲ活動が行われ

頼もしかったです。

た

が

す い

土田の（株）多 賀 穂 代表の土田勇氏

物の認証も受けています。

ささゆりが花を咲かせるまでに育

ました。たきのみや保育園の４・５歳
皆さんも

つには７年ほどの歳月がかかるとい

児 ９名が参加してくれました。

が、近江米振興協会主催の「滋賀県

今回の受賞は、手間を惜しまず、十

滋賀県のブ

まずはみんなでささゆりの種をポ

うことで、今回参加してくれた園児と

みずかがみ食味コンクール」で優良

分な時間と丹精を込めて作るお米作

ランド米を

ンポンと叩いて落とします。次に袋の

ともに健やかに育つことを願ってい

賞を受賞されました。

りの真摯な姿勢が認められたもので

支える身近

中に土を入れ、その中に種を混ぜて

ます。

みずかがみは、
米の食味ランキング

す。
「次は、優秀賞を目指す！」と力強

な多賀産米

で最高の特Ａの評価をもつ滋賀県産

いお言葉もいただき、多賀産米のブ

をぜひ召し

のブランド米で、
ほどよい粘りとまろや

ランド化にご尽力いただけるものと感

上がってく

かな甘みが特徴で、環境こだわり農産

じております。

ださい。

キラリとひかる ★

★

１月３１日

多賀町スポーツ少年団「保護者・指導者研修会」を開催！
多賀町総合福祉保健センター「ふ

動を行う中で必ず突き当たる諸問題

れあいの郷」にて「岐阜聖徳学園大

に対しての佐藤先生の経験に基づい

さ と う よ し ひ と

学」准教授の佐 藤善 人氏を講師に迎

たお話でした。参加者の皆さんにとっ

え、
「指導者・保護者のあり方」
という

て、大きな収穫になったことと思いま

テーマで講演をいただきました。競

す。ぜひ、今後のスポーツ少年団活動

技やマナーの指導方法や子どもたち

に活かし、素晴らしい団を作り上げて

の心のケアなど、スポーツ少年団活

ください。

広報たが 2015年３月号

2

★

★

▲種出しのようす

★

たが写真館

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。

こ す が

小菅

ゆ

の

柚乃ちゃん

しげもり

重森

ゆ う と

優斗ちゃん

たけうち

竹内

そら

昊ちゃん

大岡

おおおか

颯太ちゃん

やまもと

剛ちゃん

山本

そ う た

大道

お お み ち

空音ちゃん

そ ら と

ごう

山本

や ま も と

連太ちゃん

れ ん た
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まちの話題／住民票の住所変更

農山村／ダンボールコンポスト／粗大ごみ

２月６日〜８日／平成２６年度 文化活動推進事業（多賀町中央公民館）

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

第１２回多賀町美術展覧会 〜多くのご来場ありがとうございました〜
２月６日〜８日まで、多賀町中央公民館で第１２回多賀町美術展覧会が開催されました。受賞作品を紹介します。

「第２６回 多賀の農業・農山村を考えるつどい」を開催しました

写真の部

絵画の部

２月２２日に中央公民館において「第２６回多賀の農

ない「生の声」を聞いて震災を身近に感じた」、
「 震災か

業・農山村を考えるつどい」が開催され、約１８０人の参

らの再生と多賀町の農業再生に共通課題を見つけ、次

加がありました。

世代へ繋いでいくための行動を起こす必要性を感じた」
などのご意見がありました。

まず、水谷地区を拠点として活動する地域おこし協力
や ま し た ま さ み つ

隊の山 下政 満隊員による１年間の活動報告が行われま
（審査員

（審査員

した。

特選■「上高地」

礒野

公子

特選■「今はもう…」

碓井

靜子

佳作■「夏の宴」

上田

春美

佳作■「こすもす」

辻田

弘子

佳作■「ハッピーバースデー」

一圓

瑞季

佳作■「希望をもとめて」

小菅きらら

疋田

礼子

特選■「杜甫詩 春望の一節」
辰巳

輝子

福居

順

佳作■「源氏物語の若菜の中の歌」
久子

雅夫 先生）

川瀬あき子
佳作■「歸去来の辞の一節」
梅本 皆代

神山 直彦 先生）

西䑓

佳作■「谷川俊太郎の詩」

大賞■「初冬」
藤川 清和
特選■「雪の子」
小菅 正一
特選■「五年ぶり 余呉の茶わん祭り」横山 宏一
佳作■「珠洲デカ曳山まつり」
品居九一郎
佳作■「雨上り」
野﨑八重子
佳作■「影」
神田 裕弘
佳作■「滴のダンス」
中川 信子
佳作■「いい湯だな」
髙橋与志勝

取り組みの発表では、多賀町にある特産物に目を向け、
関係組織が繋がりを持ちながら取り組む必要性を訴え
られました。
最後に、東日本大震災で被災した福島県南相馬市のＪ
え ん ど う と も ひ こ

Ａ福島青年連盟前委員長 遠藤友彦さんを講師に迎え、
今もなお原発事故の影響が続く農業の厳しい状況から
復興・再生への取り組みについて講演がありました。
アンケートには、
「テレビや新聞等では知ることのでき

▲講演のようす

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

ダンボールコンポスト講習会を開催しました

（審査員

（審査員 疋田

特選■「鄭板橋詩」

あさ か ず ひ ろ

「（仮称）多賀町特産物振興連絡協議会」設立に向けた

工芸の部

書の部

大賞■「方円庵記之一節」

滋 先生）

佑一 先生）

宮戸めい子

寿福

嶋貫

大賞■「旅支度」

ゆ

次に、滋賀県農産普及課副主幹 湯浅和宏さんによる

を皆さんで推進していきましょう。

２月２１日に役場にて、
「 市民・生ごみリサイクルプロ
よし

だ

えい

じ

ジェクト代表」の吉田栄治さんを講師に迎え、今、なぜリ
サイクルなのかを分かりやすく解説していただいた後、
ダンボール箱を使って生ごみを堆肥化する方法（ダン
ボールコンポスト）
を実演していただきました。

大賞■「着物の行列」

安居

久子

特選■「花」

礒野

公子

家庭から出る燃やすごみの３〜４割は、生ごみだとい

特選■「動くひょうたん」

富永

光男

われています。皆さんが生ごみの堆肥化に取り組んでい

佳作■花器「野の花のために」

品居

初江

ただくことにより、
ごみの減量化に大きくつながることに

佳作■木彫「お地蔵さん」

中野

道子

なります。

たい

ひ

ごみの減量化は、ほかにも生活の中のちょっとした工
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

夫で行うことができます。今までごみとして処理されて

住民票の住所が変更になりました

いたものが新たな資源に生まれ変わる、
リサイクル社会

アパート等にお住まいの方の住所

ら部屋番号を追加しました。

税務住民課までお問い合わせくださ
い。

が変更になりました。今まで多賀町で

運転免許証等の住所変更に証明

は、
アパート等に住んでおられる方は

書が必要な方は「住居表示変更に伴

番地までが住所でしたが、
２月１日か

ご注意ください。
う証明書」を無料で発行しますので、 なりますので、

なお、住民票が必要な方は有料と

平成２７年１月３１日以前
住所■多賀町大字１２３番地

広報たが 2015年３月号
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粗大ごみ・使用済小型家電の収集日のお知らせ
指定日
４月１１日（土）
４月１８日（土）

➡

平成２７年２月１日以降
住所■多賀町大字１２３番地（１０１号）

４月２５日（土）

搬入時間

収集場所

対象地域

7時

キリンビール社宅跡地
（中央公民館隣）

四手・大岡・八重練・土田・芹谷・脇ケ畑地区・栗栖・一円・木曽・
久徳・月之木・中川原

調整池駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑・
グリーンヒル多賀

滝の宮スポーツ公園駐車場

川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・佛ケ後・樋田・萱原・大杉・
小原・霜ケ原

〜

住所の変更例

▲講習会のようす

9時

※詳しくは、
チラシや多賀町ホームページにてお知らせいたします。
広報たが 2015年３月号
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ねんきんだより／国民健康保険証／人間ドック
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

国民年金 〜こんなときには手続を!〜
国民年金は日本国内に住む２０歳以上６０歳未満のす
べての方が加入する制度です。
次のいずれかに該当するときは、税務住民課または年
金事務所への手続きが必要です。
届出を忘れて保険料を納めていないと、将来に受給す
る年金額が少なくなるだけでなく、年金そのものが受給
できなくなる場合がありますのでご注意ください。
• ２０歳になったとき
（誕生日の前日）…会社員（厚生年
金の加入者）、公務員（共済年金の加入者）等を除き
ます。
• 会社等を退職したとき…被扶養配偶者がいる場合は

配偶者の方の届出も必要です。
• 第３号被保険者でなくなったとき…収入が増えたと
き、離婚したとき等
• 住所、氏名が変更になったとき

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

バスを積極的に利用しましょう
バスは住みやすい町づくりに欠かせない公共交通の
ひとつとして、特に高齢者や学生にとってなくてはならな

バス路線を維持していく

多くの人を運ぶことができるため、環境負荷の軽減や交

ためにも、皆さんの日常の

通渋滞の緩和などの役割もはたしてきました。

交通手段を少し見直し、積

しかし、少子高齢化やマイカーの普及に伴い年々利用

極的にバスを利用してくだ

者が減少しています。運行収入だけでは採算が取れず、

さい。また、
ご要望がありま

• 第１号被保険者…第２号第３号に該当しない（自営業

多賀町と滋賀県が赤字額を補助して、なんとかバス路線

したら企画課までご連絡く

者・学生等）
日本国内に住む２０歳以上６０歳未満の方

を維持していますが、財政状況も厳しい中、
このまま利

ださい。

国民年金被保険者の種別

• 第２号被保険者…厚生年金保険・共済年金に加入し
ている方で原則６５歳未満の方
• 第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている

平成２６年度多賀町路線バス収支状況（平成２５年１０月１日〜平成２６年９月３０日）

配偶者で２０歳以上６０歳未満の方

国民健康保険被保険者証を送付します
（桃色）を、
３月に簡易書留郵便で送付いたします。これ
までの被保険者証（紫色）は、税務住民課の窓口に返却
するか、
各自で確実に処分してください。

路線

国民健康保険被保険者には３月中旬に平成２７年度
の被保険者証を送付する予定ですが、国民健康保険税

ん。現在お持ちの受給者証をそのままご使用くださ
い。高齢受給者証の次回更新は、平成２７年８月１日
です。

１０割負担になる被保険者資格証明書を交付する措置
をとる場合があります。
納め忘れの有無がご不明な方や滞納がある方は、そ
のままにせず、
お早めに税務住民課にご相談ください。

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

人間ドックの受付が４月から始まります!
平成２７年度分の人間ドック費用の助成受付を４月に行います。被保険者の疾病の早期発見と健康維持、増進のため、
人間ドック・脳ドック検診を受診されてはいかがでしょうか。
助成対象者
ない方。
（今年度、
７５歳になられる方は助成対象外）

間中（８時３０分〜１７時１５分）

※定員は、
１５０人程度
助成金額

８,７７６,５５０円

運行経費

２７,９７２,８７３円

６,０９０,７１３円

２４,７９４,２５３円

赤字額
補助金内訳

２０,７１０,０６４円

４,６９５,０１０円

１６,０１７,７０３円

県

３,２５４,０００円

５５８,０００円

２,４６７,０００円

町

１７,４５６,０６４円

４,１３７,０１０円

１３,５５０,７０３円

ご存じですか？ バスのあれこれ
運転免許自主返納支援制度とは？
公共交通の利用促進と増加している高齢者ドライバーによる交通事故の防止を目的に、運転免許証を早期に自主返納
された方に路線バスの回数券または愛のりタクシーの回数券どちらか９,０００円相当分を無料交付します。
彦根警察署で免許証を返納して免許取消通知書を受け取り、町企画課の窓口に申請してください。

１乗車１００円で乗車できる「小判手形」とは？
満６５歳以上の方を対象に、
１乗車１００円でバスを利用できる
「小判手形」が近江鉄道・湖国バス各窓口で販売されて
います。料金は１カ月券２,１００円、
３カ月券５,２００円、半年券９,３００円です。
お問い合わせ

受診期間

ワンコインエコパスとは？
マイカーやバイクで通勤されている方を対象に、毎週

人間ドック利用券を受け取られた日〜平成２７年１２月

金曜日は１００円でバスをご利用いただけます。なお、
ご

末

利用されるにはお勤めの事業所からの登録が必要にな

申込方法および受診方法

ります。

日帰り、宿泊ともに検診費用額の５割（１００円未満切

多賀町国民健康保険被保険者証を持参のうえ、税務

り捨て）

住民課の窓口へお申し込みください。
（電話での申し

湖国バス （電）
２２-１２１０

※助成額は２万円を限度とします。

込みはできません。）

滋賀県バス協会 （電）
０７７-５８５-８３３３

広報たが 2015年３月号
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多賀線

１,３９５,７０３円

湖国バス （電）
２２-１２１０
４月６日（月）〜４月１７日（金）の土日・祝日を除く執務時

受けられません。

ブリヂストン線

７,２６２,８０９円

申込期間

多賀町国民健康保険の被保険者で、保険税に滞納が
※多賀町が実施する特定健診受診の場合はこの助成を

萱原・大君ケ畑線

運賃収入

国民健康保険税の納め忘れはありませんか？

に滞納がありますと、有効期間の短い短期被保険者証や
※高齢受給者証につきましては、
４月の更新はありませ

くなってきています。

い移動手段として長年利用されてきました。また、
１度に

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

平成２７年４月１日から使用できる新しい被保険者証

用者が減少していけばバス路線を維持していくのは難し

お問い合わせ

広報たが 2015年３月号
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平成

社会を明るくする運動標語

けんこう

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

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

こんにちは保健師です
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

年度

２６

第
回社会を明るくする運動標語

６４

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
に標語づくりに取り組んでいただきました。
（順不同・敬称略）

「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、
「健康たが２１
（多賀町健康増進計画）」の目標達成に向けて、地域に
事業への積極的な参加と実践、地域への普及啓発など、幅広く活動されています。大きく分けて３つの活動がありますの

標
友達は

宝ものだと

家族とは
ケンカして

辻

千夏

友の大切さ

辻川

夢斗

大切だ

土田

芹奈

土田

雅

坪倉

青

大切に

天南

魁

溶かしてくれる

土坂

光星

（一緒に調理をすること）を通して、

富田

清香

健康に大切なバランスのとれた食べ

富田

菜葉

中居

蓮

中嶋

志帆

西尾

栞奈

西村

唯翔

早坂

太我

原田

里奈

久田

椿

平居

奈緒

減塩をテーマにした寸劇が作成さ

平居

真弥

れ、
「 塩分を控えた食べ方のコツ」を

平木

拓斗

平塚

廉也

廣田

紗季

深田

悠斗

藤内

悠河

仲良くしよう

見せてよ君の

友達と

関わる今を

友達は

氷の心

毎日は

家族のおかげ

ありがとう

みんなの笑顔

大丈夫？

その一言で

友達との

輪を深めよう

あなたにも
すくわれる

笑顔を交わし

絆はね

友情を

友達と

その笑顔

広げよう

仲間との

仲良くね

ふかめる

切っても切れない

大事な糸

友達との

学校生活

笑うとき

となりにだれかが

大切に

友達は

支えてくれる

友達の

笑顔と絆

多賀町を

いてくれる

宝物

宝物

笑顔あふれる

友達の

①食育活動

温かくする

毎日ね

友達と

前
光佑

みんなの意識

いつまでも

名
地本

再び知った

声を出す

語

で、紹介します。

思います

私の心を

言葉は一生

ふるさとに

忘れない

思いやり

絆を深める

多賀町は

自然あふれる

ふるさとは

第一歩
いい町だ

一緒にやっていれば

いつになっても

大切な場所

絆が生まれる

古川永乃香

友達との

輪を広げよう

古川和圭乃

思いやり

絆を深める

堀川紗也華

ぼくの

第一歩

家族の思い

宝物

丸尾

いつでも

一番側にいるのは

笑顔とは

人から人へと

友達の

笑顔が一番の

都会でも
友達と

家の笑顔は

秀幸

家族です

宮戸めい子

伝染する魔法

宮野明日香

宝物

安田

生まれた場所が

しんゆうと

8

おける健康づくりのリーダーとして、健康づくりの５本柱「栄養」
「運動」
「休養」
「健診」
「いきがい」をもとに、健康づくり

《多賀中学校 ２年生》

できない事を友達と

広報たが 2015年３月号

多賀町健康推進協議会（健康推進員さん）の活動をご存じですか？

ふるさとです

大切に

ぼくのきずなは

ナンバーワン

伊織

安田奈津希
山口

駿介

山本

幸輝

今年度も、町内の幼稚園の親子を

ものを「選ぶ力」を養ってほしいとい

対象に、
「おやこクッキング」が開催さ

う思いで、バランスプレートが使用さ

れました。子どもの食育は、味覚をは

れました。自分が作った料理を通し、

じめ豊かな感性を培い、心と身体の

野菜が苦手な子どもさんも野菜を食

バランスのとれた人格形成に寄与す

べる経験ができ、参加者からは「親子

ることを目的としています。体験学習

で楽しく調理ができた」という声を聞
くことができました。

②高血圧予防の活動
多賀町の死因は、脳血管疾患・心

小学校で、中学生には身近な食べ物

疾患をはじめ「高血圧」を原因とする

に含まれる塩分量や塩分を減らすコ

疾患の割合が高いため、町民全体へ

ツを説明していただきました。一般的

の高血圧予防の活動として、
「塩分を

な家庭の食事の一場面や具体的な食

控えること
（減塩）」を呼びかけてい

品から、具体的にわかりやすく、小学

ます。

生や保護者、中学生にもわかりやす
い内容でした。

③野菜摂取の呼びかけ
町の健康診査等の受診者に対し、 （LDL）コレステロール、血糖値を上
「野菜１日３５０ｇ以上摂りましょう」

げにくくするなど、生活習慣病全体の

のもと、野菜苗と野菜を使ったレシピ

予防にもつながります。現在の量に、

を配布、多くの方に受け取っていただ
きました。

「毎日プラス一皿の野菜」から心掛
けましょう。

適 量 の 野 菜 摂 取 は 、血 圧や 悪 玉
しかし、字によっては健康推進員さんが不在の字もあります。
健康推進員さんを中心とした健康づくり事業が各字で実施されることにより、各家庭、各字の健康度アップにつながり
ます。健やかで充実した生活を営み、いきいきした元気なまちづくりには、
「私たちの健康は私たちの手で」
という思いの
もと、
日常生活において実践することが重要です。町民全体の健康寿命（※１）
が延伸しますよう、今後とも健康推進協議
会の活動にご理解とご協力をお願いいたします。
健康推進員の活動に興味・関心をもたれた方は、ぜひ福祉保健課までお問い合わせください。
※１…健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。
広報たが 2015年３月号
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海外派遣

海外派遣／学校支援地域本部事業

教育総務課 （有）
２-３７４６ （電）
４８-８１２３ ｋ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「海外派遣研修に参加して」

い と う

多賀中学校１年

伊藤

まき

槙 さん

私が海外派遣研修に参加して学んだことは主に二つあります。
一つ目は、 英語です。 行く前は、 英語が通じるのか不安でしたが、 ホストファミリーの方が優しくて、 ゆっくり、 ジェ
スチャーをつけて話してくださったので、 何とか理解することができました。
最初は、 聞き取れなくて困りましたが ､ 辞書とジェスチャーと笑顔でがんばりました。 日が経つにつれて、 英語がわ
かるようになっていき、 会話が楽しくなっていきました。
よくつかった英語は 「ｙｅｓ .」 と、 「ｔｈａｎｋ ｙｏｕ .」 です。 この二つの英語と、 表情とジェスチャーで、 自分の気持
ちを伝えることができました。 聞き取ることができなくても、 書いてくださったり、 辞書で引いてくださったりしてくださっ
たので、 そんなに会話には困りませんでした。
この経験により、英語が大好きになりました。 この経験を活かし、英語科の先生と英語で話したり、ホストファミリー
とメールしたりして、 これからも積極的に学習していきたいです。
二つ目は、 海外の暮らしです。 日本と違うことがあり、 また、 日本と同じこともありました。
一番大きく違ったのは、 食事です。 朝ごはんは、 ほぼ毎日、 シリアルとパン、 ホットココアでした。 学校では、 昼ご
はんの前にモーニングティーという時間があり、 その時間に少し、 おやつを食べたりしました。 昼ごはんは、 毎日少し違
いましたが、 大体、 飲むヨーグルトや、 マカロン、 煎餅、 パン、 リンゴなどでした。 私が驚いたのはリンゴです。 日本
に比べてサイズが小さかったです。 それが、 まるまるそのまま入っていて、 丸かじりでした。 私は初めてだったので、 時間
がかかりましたが、 現地の子達は、 器用に、 きれいに食べていました。 もうひとつ驚いたのは、 お弁当でした。 ホストファ
ミリーが持たせてくれたのですが、 プラスチックの箱に、 包装されているものはそのまま、 パンなど、 作ったものはラップに
包んで入っていました。 日本のお弁当とは、ぜんぜん違いました。 夜ごはんは、日によってばらばらでした。 ピザを食べに行っ
たり、 お寿司を作ったり、 ラザニアを食べたりしました。 ニュージーランドの食事はおいしかったですが、 ご飯と味噌汁が
食べたいなと思うことがありました。
この海外派遣研修に参加して、 さまざまなことを学びました。 ニュージーランドは、 困ったこともありましたが、 それ
以上にすごく楽しかったです。 この研修に参加できてよかったです。 （原文のまま掲載しています）

路があったり、 道が複雑で絶対運転できないなと思いました。
学校や家では、 言葉が通じなくてとまどいもあるけど、 言語の壁をも乗り越えていかないとダメだなと思って、 自分
から話しかけたり、 ジェスチャーで伝えたりできてよかったです。 楽しく生活もできたし、 授業にも入ったり、 ニュージーラ
ンドの人たちも気を使ってくれたりもしたし、 思っていたよりも楽しかったです。 馬に乗ったときは怖そうだったけど、 ブラ
シをかけてあげたりして楽しかったし、 いい体験になりました。 目線が高くなって楽しかったです。 休みの日や最終日に、
買い物にも行ったり、 遊びに連れてってくれたりもして、 日本の友だちとも一緒に遊べてよかったです。
初めは、 日本と違う環境にとまどって帰りたかったりもしたけど、 最後にはもっといたかったとか帰りたくないとか思っ
てしまいました。 また、 機会があればホームステイをしたいです。 とっても充実した１０日間でした。 （原文のまま掲載し
ています）

▲ウクレレ演奏に挑戦

▲多賀音頭をがんばりました

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

学校支援地域本部事業

学校支援ボランティアだより 〜１月の活動を紹介します〜
多賀小学校「書初め展

展示準備」

１月１５日、多賀小学校の校内書
初め展の準備のため、
３人のボラン
ティアさんにお手伝いいただきま
した。全校生徒分の硬筆と毛筆を
貼っていく作業で、貼るバランスな
ど難しさを感じながらも、手際よく
作業をしていただきました。お手伝
いいただいたボランティアさん、あ
▲スクールで仲良くなりました

「ニュージーランド研修に行って」

▲別れはさびしい

多賀中学校２年

と み た

富田

な の は

菜葉 さん

ニュージーランドに行って、 私は飛行機の中では横の席が知らない人で、 いやだと思っていたけど、 機内はとっても快
適で、 テレビも見れたし、 音楽も聴けたし、 とても充実していました。 機内ではしっかりと睡眠もとれたし、 機内食は
ＡｏｒＢみたいな感じで好きな方を選んでおいしく食べれたし良かったです。
ニュージーランドについたらまず、 空気がきれいで気持ちよくておいしかったです。 外に出た瞬間、 日本とはちがい寒
さにびっくりしました。 外は緑が広がっていて、 空港の近くだというのに都会っぽくなくてすごかったです。 どこに移動す
るときも馬や牛、 羊、 ヤギがいてニュージーランドだなと思いました。 車は左側通行で同じでしたが、 無料の高速道
広報たが 2015年３月号
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りがとうございました。

「滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業」合同研修会
１月３０日に、県内で教育支援活動に取り組んでいる

組みが報告され、学校支援ボランティアさんには、直接

市町のコーディネーターや事業関係者、学校教職員、行

的な授業の支援よりも、地域の方々とのふれあいの中

政職員が集まり、各市町の取り組みの発信をするととも

で、生徒たちがより良い人間関係を築くことを目的に関

に、地域社会全体で子どもの育ちを支える体制づくりの

わっていただいているという話が印象的でした。

推進や、地域の教育力の向上を図ることについての事例
発表と講演がありました。
学校支援について、近江八幡市立八幡中学校の取り

今後も、他市町の取り組みを参考に、地域の皆さんの
力をお借りして、多賀の子どもたちの育ちを応援してい
きたいと思います。
広報たが 2015年３月号
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民児協だより／いくせい／防災

交通安全プログラム／軽自動車税／農業委員会だより

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

地域整備課（建設） （有）
２-２０２０ （電）
４８-８１１６ ｋｅｎｓｅｔｓｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

たが民児協だより

民生委員・児童委員

多賀町通学路安全プログラムの策定

−心のふれあいを大切に−

少子高齢化と言われて久しいですが、団塊の世代が高
齢者の仲間入りをし、高齢化率を引き上げる一要因とな

との連携体制を再確認するとともに通学路の安全対策
一番幸せそうで、
とても満足そうでした。
９月には小旅行を兼ねて県内でぶどう狩りに出かけ、

安全プログラム」を平成２６年１２月に策定しました。

普段は閉じこもり気味の方も笑顔で楽しんでおられまし

今後このプログラムに基づき地域、学校、警察、道路管

います。ますます高齢化は進み、高齢者が高齢者を支え

た。やはり笑顔が一番。これからも無理をせず皆さんに

理者等が連携し毎年通学路の合同点検を実施し、その

る状況がすでに始まっています。

楽しん で い ただけ

後、対策の検討、対策の実施、検証等をＰＤＣＡサイクル

各地域のサロン活動においては、いろいろと趣向を凝

るように、ほかの福

として繰り返しておこなっていきます。

らして参加者の皆さんに喜んでいただけるようがんばっ

祉サロンの視察、研

主な対策内容は、道路管理者として歩道の改良やグ

ておられます。一例として、土田での活動を紹介します。

修を実施し、工夫し

リーンベルトの設置などハード的なものだけではなく教

４月は氏神様で花見をしながら会食、
５月は牛乳パック

な がら長く活 動 を

育委員会や警察等とも連携し、通学路の見直しや違法駐

で小物入れ作り、
６月は七夕の飾り作り、
７月は出前講座

続けていきたいと

車等の交通取り締まりなどソフト的な対策を実施してい

考えております。

きます。

寿司をいただきました。やはり食べているときが皆さん

町のホームぺージに掲載しております。

に取り組む姿勢を明確にするため、
「多賀町通学路交通

り、多賀町においてもすでに３１％を超える状況となって

「いきいきご利益体操」をおこなった後に昼食で手巻き

なお、
プログラムの詳細や危険箇所等ついては、多賀

当町では、児童生徒が安全に通学できるよう関係機関

福祉サロンでいきいき活動

▲６月七夕飾り作り

税務住民課（税務） （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
中央公民館内

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

松宮

（電）０５０-５５４０-２０６４

軽自動車検査協会滋賀事務所 （電）０７７-５８５-７１０３

子どもは社会を映す鏡
総務部会副部会長

滋賀運輸支局

軽自動車の廃車手続きはお済みですか

千津子

平成２６年度の総まとめとなる３月となりました。大人

さん、おばあさん、近所の大人が子どもたちの指導者で

の世界では年度末の３月は、一年の総決算の月であり、

あり、良き相談者、良き先生でした。近所の大人たちは、

農耕用車両、
ミニカーなどを含みます）を所有または使

子どもたちにとっても各学年の総まとめの月でもありま

子どもたちの名前はもちろん、性格や特技など自然と

用している人に課税されます。

す。また、学年によっては、大きな意味のある月でもある

知っていました。その当時は、地域とのふれあいも多く

すでに車両を処分したり、他人に譲ったりした場合で

ように思います。

あったように感じます。
『 子どもは社会を映す鏡』
といわ

も、廃車や名義変更をすまされないと平成２６年度の軽

さて、現在大きく変化してきている社会システムの中

れるように、子どもたちは、家庭や地域の影響を受けな

自動車税が課税されます。手続きが必要な方は、
３月３１

で、青少年を取り巻く環境も日々刻々と変化してきてい

がら成長します。共働きが増えた現在でも、昔のような

日（火）までに右記の場所で手続きをお願いします。

ます。それにあわせて家庭環境も、核家族が増え、共働

環境を作っていくには、私たち大人が変わらなければい

き世帯も増えています。多賀町の高齢化も人口の３０％

けないと思います。まずは、地域の子どもたちに目を向

をこえ、少子高齢化となっています。このような社会が広

けていくことが大切なのではないでしょうか。

がる中で、子どもたちは、現代社会にとってかけがえのな

次世代の多賀町を担う青少年の健全育成はある一部

い一員であり、将来の夢や希望を抱き、創造性とチャレ

特定された個人や団体・機関が関わるのではなく、
より

ンジ精神に富み、心身ともにたくましく、社会との連帯感

多くの町民の皆さまにご協力・ご賛同いただくことが重

にあふれる人間として成長してほしいと願います。
ひとむかし前までは、両親はもちろん、同居するおじい
彦根市消防署

要と考えます。今後も青少年育成活動に、
ご支援賜りま
すよう、
どうぞよろしくお願いいたします。

犬上分署 （電）
３８-３１３０

お願いします。

いるとその部分が圧力に耐えられず、
破裂してしまうこと
があります。
古い消火器でも何もしなければ突然破裂することは

により、加圧されたガスが瞬間的に本体容器内に充満し

ありませんが、消火器は雨水がかかるような湿気の多い

て、消火薬剤を放出します。そのとき、本体容器がさびて

場所には置かず、
日頃から点検を行いましょう。
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税務住民課
軽二輪（１２５㏄超 ２５０㏄以下）
・小型二輪（２５０㏄超）
滋賀運輸支局
軽自動車（三輪・四輪）
軽自動車検査協会滋賀事務所

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
１月１２日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第１号

農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請について……１件

※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。
• 議案第２号

農用地利用配分計画（案）
にかかる意見について………１件

• 議案第３号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づく農用地利用集積計画の決定について……２件

• 報告第１号

加圧式粉末消火器は、本体上部のレバーを握ること

広報たが 2015年３月号

原動機付自転車（１２５㏄以下）
・農耕用車両など

※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。

消火器の維持管理
消火器は風通しがよく、目につきやすい場所に設置を

軽自動車税は、毎年４月１日時点で軽自動車（バイク、

農地法第３条の３第１項に規定による届出書の受理について……１件

※相続等によって、農地の権利を取得された方が行う届出です。
• 報告第２号

農地法第５条第１項第６号の規程による農地転用届出について……１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３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……２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。
広報たが 2015年３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

地域おこし協力隊活動報告

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

まさみつ

政満隊員

月日の流れるのはあっという間で、気がつけば地域おこし協力隊として多賀町に移住し、
もう少し
で一年になります。忙しい中、
スケジュールに追われる日々を過ごしてしまいましたが、
たくさんの
ことを学ぶことができました。今年はその経験をもとに、
さらに活発な活動をおこなっていきたいと思います。

多賀町の特産品と触れる日々

いしぐり

石栗

皆さん、
こんにちは。月日が経つのは早いもので、広報たが６月号から毎月書かせていただ
いている緑のふるさと協力隊活動内容紹介も、残すところ３月号と４月号の２回となりました。
文章を作成し、発行されるまでに１カ月掛かるので少し違和感がありますが。栗栖の方々、町の方々から会うたびに、
「今

お米作り

月の広報たが見たよ！ 毎月楽しみにしているよ！」
と声を掛けていただき、嬉しく思っています。今回は、年末年始の活動と

現在水谷ではバイパス道路の建設

かったのですが、残念ながら一等米に

等が行われており、お米作りはお隣の

は届きませんでした。昨年の経験を

集落、笹尾にて田んぼをお借りして行

活かして、さらに美味しいお米を作り

いました。初めてのお米作りはなにも

たいと思っています。また今年もふる

栗栖地区の自警団員として、年末

かもが初体験で、
すばらしい経験にな

さと楽市でおにぎりを出したいと思っ

の特別警戒で町内の見回りを行い、

りました。収穫したお米は大変美味し

ています。

年始の出初式では一斉放水のホース

多賀にんじんについてご紹介します。

年末年始

持ちをさせていただきました。三が

こんにゃく芋栽培

日は、
絵馬通りにて
「多賀そば蒸しパン
はこんにゃくに加工して、さしみこん

（第１回多賀そばレシピコンテスト最

んにゃく芋の栽培。でも、虫の被害や

にゃくや煮物にと、集落の方々と美味

優秀賞）」の販売や「多賀そば工房（毎

病気など、多くの問題に悩まされまし

しくいただきました。こんにゃく芋の

週土曜日に行われている多賀そばＰ

た。さらに昨年の台風とその後の長

栽培を通して、農業の大変さだけで

Ｒ販売）」のお手伝いをさせていただ

雨で思ったほどこんにゃく芋は大きく

はなく、収穫の喜びを学ぶことができ

きました。客引きの大変さと面白さを

なりませんでした。それでも、ゴルフ

ました。今年はリベンジの年です。こ

感じた３日間でした。

ボール大だった芋は、握りこぶしより

んにゃくを育てて食べる。それが水谷

も大きく育っていました。収穫した芋

の文化になるよう取り組んでいきた

獣害に強いということで始まったこ

いと思います。

シソ栽培の視察
シソは獣害に強いという噂を聞き、 した。さわやかな甘さで何杯でも飲

▲出初式にて

多賀町の特産品であり、滋賀県の

作業は、にんじん専用の機械で行い

環境こだわり農産物である多賀にん

ます。特に、選別機は重さで瞬時にサ

じんの掘り起こし・洗浄・選別・箱詰

イズを選別するので、
とても画期的だ

比良里山クラブ（大津市）
にシソ栽培

めます。さらにシソの効能は、アレル

めの作業をお手伝いさせていただき

の視察に集落の方々と行ってきまし

ギー症状を緩和し、血液をサラサラに

ました。中腰での掘り起こし作業は想

じんの形を目で見て判断します。真っ

た。比良では、
シソを有機無農薬で栽

するそうです。また、
ダイエットにも最

像以上に大変です。葉を引っ張って掘

すぐなもの、曲がっているもの。機械

培されていました。水谷でも、畑の片

適というまさに健康飲料です。比良里

り起こすのですが、
うまく引っ張らな

化されたものの、まだまだ人の手は

隅で育てていたシソをシソジュース

山クラブから、
シソの種を分けていた

いと葉が根本から切れてしまい、取り

必要不可欠であると感じました。

にしてサロンで皆さんと飲んでみま

だきました。今年はその種を水谷にま

いてみようと考えています。

イベント、お祭りへの参加

にくくなってしまいます。洗浄・選別

▲多賀にんじん掘り起こし

暮らしの中から

多賀町では古例大祭や万灯祭、ふ

ものでした。地域おこし協力隊として

大晦日に、栗栖地区の方から、おせ

多賀そば手打ち養成塾では、現在

るさと楽市などたくさんのイベントや

積極的に参加していきたいと考えて

ち料理をいただきました！ 黒豆、栗き

１．
５ｋｇの二八そばを練習していま

お祭りがあることを知りました。大阪

います。また将来は自らイベントを企

んとん、数の子等色とりどりのお料理

す。まだまだ未熟者ですが、残りの活

に住んでいたころは、お祭りは年に一

画できればと考えています。

で、
とても美味しくて優しい味でした。

動では、
自分で打ったそばを今までお

いつもいただいてばかりなので、人

世話になった人にお届けしたいと思

生初の自分で打った年越しそばをお

います。

度か二度あるくらいで規模も小さな
町で活動をおこなっていると
「新聞見たよ、
がんばってね!」
と声をかけていただくことがあります。多賀町の活気のある楽
しい町づくりにむけ、
微力ではありますががんばっていきたいと思っています。今後ともご声援、
よろしくお願いします。

地域おこし協力隊の活動をホームページで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｕ
ｉ
ｄａｎ
ｉ.ｎｅｔ/
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▲絵馬通りにて

多賀にんじん

と思いました。箱詰め作業では、
にん

広報たが 2015年３月号

よ し お

義男隊員

返ししました。
▲自作の手打ちそば

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/

広報たが 2015年３月号
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多賀町立図書館

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

３月の休館

活動報告

湖東定住自立圏の研修会を開催しました

（■…休館日）

４月の休館

日

月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

５

６

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

１２

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

※２６日（木）は月末整理休館です。

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

７

８

９

１０

１１

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

第３回図書館協議会を開催しました

２月２日に休館日を利用して、彦根愛知犬上の１市３町

２月５日第３回目の図書館協議会を開催しました。来

で図書館職員の合同研修会を開催しました。今年度は多

年度の予算や第２次多賀町図書館基本計画の策定につ

賀町で高齢者サービスについての研修会を行いました。

いて、
ご意見をいただきました。

※３０日（木）は月末整理休館です。
お知らせ

多賀町立図書館応援団

利用カードが新しくなりました

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

１月から、図書館の利用カードがラミネート加工のも

います。

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。

日時■３月１４日（土） １３時３０分〜 （毎月第２土曜日）

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

場所■あけぼのパーク多賀

なりますので、図書館カウンターにて手続きをお願いい

図書館内

ご案内
日時■３月２８日（土） １０時３０分〜１１時３０分

おはなし会と手作り工作のお知らせ

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

おはなしは図書館司書、手作り工作は博物館学芸員が

大会議室

対象■小学生まで
（保護者同伴可）
定員■２０人

行います。

申込受付■３月３日（火）〜
（先着順）

たします。

対象■中学生以上の方

新刊案内
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」

会員数名のアットホームな会です。

絵本
へのかっぱ

あなぐまアパート

子どもの本について学んだり、保育園・幼稚園への絵

一緒に文学の世界を楽しみませんか。
日時■３月３日（火） １０時〜 （毎月第１火曜日）

飯野

本の読み聞かせボランティアをおこなっています。特別

和好／作

あんびる やすこ／作・絵

絵本館 ＫＥ ヘノ

な知識や技術はいりません。

鈴木出版 ＫＥ アナ

だいくさんがおとこのひととあ
うま

あなぐまくんのいえは、ひろいしょ

あ

日時■毎月第１・３土曜日 １３時３０分〜

くしゅして、
「 あんたとは馬 が合う

くどうに、
りっぱなキッチン、
としょし

対象■１８歳以上の方
（学生さんも大歓迎です）

場所■あけぼのパーク多賀 ２階 小会議室

ね、いいしごとができそうだよ」。お

つにピアノまで、なんでもそろってい

テキスト■『生きるヒント ３』 五木

対象■１８歳以上の方（学生さんも大歓迎です）

とこのこが「あれっ？ またこのみち

ます。でもすんでいるのはあなぐまく

きつね

にきちゃった。ああっ！
？ ちょうちょがたくさん。こりゃ、狐

んひとりだけ。そこへ、
うさぎのおやこ、もぐらのコーラ

につままれたみたいだなあ!」。
「馬が合う」
「狐につまま

スたい、ふくろうじいさんがたずねてきました。みんなが

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

小会議室
寛之 著

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

か ん よ う く

コース
Ａコース
（大滝方面）
第１金曜日

３月

６日

れる」など、
慣用句をおもしろくえがいたえほんです。

巡回場所・駐車時間
大滝幼稚園
川相
（大滝小学校駐車場） （「皆様の店くぼ」さん横）
１４:３５〜１５:００
１４:００〜１４:２５

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

児童書
宇宙への夢、力いっぱい!
若田

光一／著

ＰＨＰ研究所 Ｋ ５３８
Ｂコース
（多賀方面）
第２金曜日

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

村上 しいこ／作
ＷＡＶＥ出版 Ｋ ９１３ ムラ
ぶたの花子ちゃんは、おとうとの花

初めてＩＳＳ
（国際宇宙ステーション）の

まるくんのめんどうをよくみるまじめな

コマンダー（船長）もつとめた、
ＪＡＸＡ

しっかり者。でも、ちょっと周りの人に厳

若田光一宇宙飛行士。
ＩＳＳ長期滞在中

しすぎ！
？ 怒ったわにのきよしくんが、

の様子と、
これまでの道のり、果てしない夢を紹介した１

※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

冊です。

16

ともだちはぶた

４度の宇宙飛行を経験し、日本人で

※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。

広報たが 2015年３月号

「ここにすめたらなあ」
というので、あなぐまくんは…。

花まるくんを連れて家出してしまい…。

広報たが 2015年３月号
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多賀町立博物館

多賀町B&G海洋センター

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

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１５
〜２０１４年度のまとめと第三次発掘調査のおはなし〜
昨年のゴールデンウィークに実施した第二次発掘調

第二次発掘調査では、脊椎動物の化石があると予想

査を中心に、今年度も多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト

される場所を集中的に掘った結果、
シカの化石が多く見

では以下のような事業に取り組みました。

つかりました。狙った場所からその通りに出てきたこと

８月９日

第二次発掘調査成果報告会

５月〜１１月

親子化石発掘体験（計７回）

１１月

大滝小・多賀小地層学習

「多賀町スポーツ少年団」に入りませんか？
「友だちをたくさん作りたい!」
「憧れの選手みたいになりたい!」小学生の皆さんは大きな思いを持っておられることで
しょう。
４月は新しいことを始めるにはぴったりの時期です。
見学はいつでもＯＫです。ぜひ一度見に来てください。たくさんの仲間たちがあなたのことを待っています!

大滝柔道スポーツ少年団

多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団

教育普及にも力を入れ、発掘体験を通して、多くの子ど

活動場所■大滝武道館

活動場所■多賀勤労者体育センター

もたちに化石を調べる楽しさやその意味を伝える機会

活動日■火曜日１９時〜２０時

活動日■水曜日、木曜日１８時〜２０時、

で、さらなる発見への期待が高まります。
２０１４年度は
４月２６日〜５月１日 第二次発掘調査

多賀町スポーツ少年団事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）
（有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

を設けました。
先月の広報でもお知らせしたとおり、博物館では第三
次発掘調査に向けて動き始めています。今回の調査で
は、
これまでよりも調査期間を長く設けて、
じっくりてい
ねいに掘り進める予定です。
３回目となるこの調査が、多
賀町古代ゾウ発掘プロジェクトの大きな区切りになりま

土曜日１８時〜２０時
（冬期は１７時３０分〜１９時３０分）
団費■月額１,５００円

日本正剛館空手道湖東多賀スポーツ少年団
活動場所■大滝武道館（水曜日）、

す。専門家と地域住民の方々とで協力して進めてきたプ
ロジェクトの成功を、皆さんも一緒に祈っていてくださ
い。
第三次発掘調査の日程は以下の通りです。調査の詳
細は多賀町立博物館までおたずねください。

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト 第三次発掘調査
▲第二次発掘調査１日目のようす

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター（土曜日）
活動日■水曜日１９時〜２０時３０分
土曜日１８時〜２０時３０分
団費■月額１,５００円

多賀少年野球クラブスポーツ少年団
活動場所■滝の宮スポーツ公園他
活動日■クラブ生……土曜日・日曜日・祝日

日程■３月１４日（土）〜４月１２日（日）
（予定）

１８時３０分〜１９時３０分

会場■発掘調査現場（多賀町四手）

教室生………火曜日・木曜日
１８時３０分〜１９時３０分
団費■月額２,０００円（クラブ生）
月額５００円（教室生）

土曜日、
日曜日、祝日９時〜１７時
団費■月額１,０００円（別に保険代等１,０００円）

ＴＡＧＡミニバスケットボールスポーツ少年団
活動場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター、大滝小学校
活動日■火曜日、木曜日１８時３０分〜２０時３０分
土曜日９時〜１２時
団費■月額１,０００円

多賀剣道部スポーツ少年団
活動場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
活動日■水曜日１８時〜１９時３０分
木曜日１９時３０分〜２０時３０分
団費■月額１,０００円

多賀ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団
活動場所■多賀小学校他
活動日■土曜日、
日曜日９時〜１２時
団費■半期７,０００円（別に保険代等１,５００円／年）

活動に関しての詳細は、小学校・幼稚園・保育園に配付するチラシをご覧いただくか、
「多賀町スポーツ少年団事務局」
までお問い合わせください。

スポーツ推進委員かわらばん『バランスボール』

▲第二次発掘調査で発見されたシカの化石

先日、家族がバランスボールを買ってきました。今さら

博物館学芸員のつぶやき
多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトの大きな目標の一つ

いるけれど、昔の環境を調べてどうするのでしょう？

すことでヒップと太ももに効果あり。
１日３０回。

と思いましたが、
これで痩せると意気込んでいました。ス

③ボールの上に四つん這いになり、左足と右手をまっす

ポーツ店で、千円程で買えるそうです。案外安い！ そこ

ぐにあげ１分静止。反対も行い、左右に各３回。この

で、バランスボールでどんなことができて何にいいのか

時、呼吸は止めない。

に、
「アケボノゾウが生息していた１８０万年前の古環境

次年度は、
「いまの環境」
と
「昔の環境」をテーマにした

の復元」があります。言葉だけでは、いまいちピンとこな

展示やイベントを職員みんなで準備しています。化石が

①手をボールの横に置き、背筋を伸ばしてボールの真

今、話題の体幹を鍛えられ、脂肪が燃焼しやすい身体

いですよね。とてもむずかしく感じるかもしれません。そ

産出する多賀町ならではの環境学習、
まちづくりを目指

ん中に座るだけで体のゆがみの改善に効果あり。
１日

もつくれるそうです。②は少し回数を減らさないときつ

もそも、化石を調べることが私たちの暮らしにどんな意

して、試行錯誤の日々です。

１５分。

そうですが、①と③ならテレビを見ながらでもできそう

味があるのでしょうか？？「古環境」という言葉が入って
広報たが 2015年３月号
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気になり、調べてみましたので紹介します。

②背中と壁でボールを挟み、身体をゆっくり真下に下ろ

です。春に向け、
ボールを借りてやってみようかな!？
広報たが 2015年３月号
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おしらせ

おしらせ

介護職員初任者研修開講予定のお知らせ
介護職員初任者研修とは、介護制

講師はもちろんのこと、
姉妹施設である

度の変更により平成２５年４月に始

（公財）豊郷病院の協力の下、医療の

まった資格で、今までの「ホームヘル

現場で活躍されている講師陣がそろっ

パー２級」がこの「介護職員初任者研

ています。また、高齢者介護のほか、

修」
に移行となりました。

全国的にも少ない３障がい
（知的障が

多賀大社ボーイスカウト体験会

開催のお知らせ

ボーイスカウト犬上第一団（多賀大

なことを自然の中で仲間達と活動し、

やロープを使った木登り、ミニ

定員■１９人（定員になり次第締切）

社）では、幼稚園・保育園の年長さん

自主性・社会性・協調性を学びます。

ゲームなどを行います。

受講料■８０,０００円（テキスト代・消

から大学生・社会人までの男女で多

日時■３月２２日（日） １０時〜

賀町を中心に活動しています。ボーイ

場所■スカウトハウス

※補講等は別途費用が必要

スカウトＯＢ・ＯＧから医師・神職・巫

対象■年長さんから小学校６年生（ご

募集期間■２月９日〜３月２７日（金）

費税込み）

合上、参加人数を連絡のこと）

社会福祉法人とよさとでは、
高齢者

い・身体障がい・精神障がい）の支援

※厚生労働省の教育訓練給付制度と

女まで、多種の職業の社会人が指導

家族の方もご一緒に参加可能）

や障がい者（児）の高度化かつ多様化す

センターの運営母体が主催する研修

母子家庭自立支援給付金制度の指

者となり、学校では学べないさまざま

内容■アウトドアでモンキーブリッジ

るニーズに対応した介護サービスを提

のため、
ほかではなかなか勉強できな

定を受けているため、条件を満たし

供するための必要な知識、技能、心構

い障がい福祉についても学べます。

ている場合は、受講料の一部が支

えを有する介護職員を養成し、
介護の

受講対象者■介護の仕事に従事する

給されます。

ことを希望、予定されている方、

護職員初任者研修の開講を予定して

興味のある方で、すべての研修

社会福祉法人とよさと

ご相談に応じます。

います。
この超高齢化社会に対応する

に出席できる方

介護職員初任者研修事務局

日時■３月２１日（土） １０時〜１６時

べく、
介護保険の現場で活躍されてい
る看護師、理学療法士、介護福祉士の

研修期間■４月７日（火）〜７月１７日（金）

福祉用具の展示および福祉用具の

一般幹部候補生

のうち全２４日間

概要■採用後、約１年間の教育を受

受付時期■３月１日〜５月１日

（電）
３５-０００８

…５月１６日または１７日
２次試験

資格■平成２８年４月１日現在、
２２歳

県立視覚障害者センターでは、視
覚に障害のある方々に点字や声で情

福祉職場で就職を希望されている

内 容 ■ ① 福 祉 の 職 場 就 職セミナー

方、関心のある方すべてを対象に、滋

（１１時３０分〜１３時）②福祉の

現在、平成２７年３月３１日をもって

域事務所

情報収集する場を提供し、
就職活動を

ですので法案が可決されない場合は

支援することを目的に開催します。
日時■平成２７年３月１０日（火）
場所■大津プリンスホテル

①〜②をご連絡ください。

ティアの養成講習会を開催します。そ

４月１６日（木） １３時４０分〜

月１６日かを明記してください）

れに先立ち、
ボランティア活動の内容

同じ内容で２日開催します。

※Ｅメールの場合は件名に「説明会

や講習会のスケジュール等について

どちらかにご参加ください。

※点訳・音訳ボランティア養成講習

（彦根市松原１丁目１２-１７）

①氏名、②参加日
（４月１５日か４

参加」
と書いてください。

講習会のスケジュール、受講申

のみ配布いたします。受講希望の

込手続き、面接、漢字読み問題等

ター長

成田

実

日時■３月２８日（土）
１４時〜１５時３０分
場所■豊郷病院
広報たが 2015年３月号
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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。皆
さんお誘い合わせの上、お気軽に
ご参加ください。
※なお、警報以上の発令が出された

町内で芸能活動をされている皆さ

日の法改正直後の窓口混雑を避け、

会 介護・福祉人材センター

免税証交付にかかる日数を短縮する
ため、下記のとおり免税証交付申請

（電）
０７７-５６７-３９２５

受付場所■滋賀県東北部県税事務所

開催日時■３月７日（土） １２時〜
場所■中央公民館 ２階

ます。

主催■多賀町文化協会

ぜひ、皆さんの発表をご鑑賞いた

お問い合わせ

ださい。入場は無料です。

滋賀県立視覚障害者センター

受付期間■２月１６日（月）〜３月３１日（火）

んが、日頃の活動の成果を発表され

だき、一足早い春の訪れを感じてく

大ホール

※詳しくはチラシをご覧ください。

湖東納税課
対象者■平成２７年度当初に免税軽
油を購入する予定の方
お問い合わせ
彦根市元町４-１

お問い合わせ
生涯学習課

滋賀県東北部県税事務所湖東納税課

（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０

（電）
２７-２２０６

（電）
２２-７９０１ （Ｆ）
２２-７８９０

『知っていますか？ 認知症のこと……』公開セミナーのお知らせ
講演■認知症疾患医療センター セン

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議

平成２６年度「多賀町芸能発表会」のお知らせ

申込締切■４月９日（木）

内容■点訳とは何か、音訳とは何か、

会の受講申込書は、
この説明会で

延長となりません）。このため、
４月１

お問い合わせ

の事前受付を行います。
申込方法■電話・ＦＡＸ・Ｅメールで

日時■４月１５日（水） １３時４０分〜

ある方はぜひご参加ください。

終了となっている免税軽油制度は３
年間延長される見込みです（見込み

（電）
２６-０５８７
（ＦＡＸも同じ）

ださい。

場所■滋賀県立視覚障害者センター

職場説明会（１３時〜１６時）

設を一堂に集めて施設職員から直接、 参加費■無料（事前申し込み不要）

報を伝えるボランティア・音訳ボラン

の説明会を開催しますので、関心の

（電）
０７７-５６７-３９０７

自衛隊滋賀地方協力本部 彦根地

説明会のご案内

方は、必ずこの説明会に参加してく

内容■福祉用具等の展示、相談等

福祉の職場総合就職フェア

１１時〜 受付開始

点訳・音訳ボランティア養成講習会

滋賀県社会福祉協議会

センタープラザ

賀県内で職員採用予定のある福祉施

…６月中旬

以上２６歳未満の方。

お問い合わせ

場所■ビバシティ彦根

免税軽油制度延長（見込）に
伴う免税証交付申請書の事
前受付について

平成２６年度第２回

お問い合わせ

試験日■１次試験

けた後、
幹部自衛官に任官。

多賀大社ボーイスカウト事務局
（電）
４８-１１０１（雨天中止）

（ステップあップ２１内）

自衛官の募集について
種目■自衛隊

お問い合わせ

「福祉用具展示相談会ｉ
ｎ ひこね〜」のご案内

人材確保をすることを目的として、介

お問い合わせ

申し込み■予約不要（昼食準備の都

場合は、中止とさせていただきます
ので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
（公財）豊郷病院
（電）
３５-３００１

地域連携室

広告募集中
広報紙発行部数：２９５０部
１枠：５０００円／１カ月

農業委員会開催
のお知らせ

日時■３月１２日（木）
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■３月１６日（月）
来月の相談日■４月１６日（木）
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 2015年３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

４月2０日（月）

すくすく相談

４月２１日（火）

１０時〜１１時

平成２７年４月 多賀町 し尿収集カレンダー

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

乳児健診１０カ月児健診

１３時〜１３時１５分

４月６日（月）

Ｈ２６年１１月生まれの乳児

１３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２６年５月生まれの乳児

２歳６カ月児健診

４月７日（火）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２４年９・１０月生まれの幼児

３歳６カ月児健診

４月8日（水）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２３年９・１０月生まれの幼児

４月２２日（水）

１３時４０分〜１４時

Ｈ２７年１・２月生まれの幼児

整形外科健診

☆各健診には必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。
☆２歳６カ月児健診、
３歳６カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップを持ってきてください。
☆１０カ月児健診には、
お子様と同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）
予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

種類

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）

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 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
生後３カ月以上〜９０カ月未満

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

不定期
佐目①③
川相②③

①

⑦

⑨

クロスワード

⑩

ヨコのカギ
先月号の答え
①ｐ３。運動部門で最優秀賞を受賞したのは、多賀
○○○○クラブ。
モチツキ
②海岸で、
潮が引いて現れたところ。頭２文字を省
シアワセ
くことも多い。
クガ
クイ
③○○が残る。後悔。
ラクサ
ジ
④ＧＵＣＣＩ。
ブ
サ
ロ
ン
⑤人の心をひきつける力。○○○○的な人。
タテのカギ
「セツブン（節分）」
①八百屋（○○や）。
でした。
②紅白帽で赤組と○○○○に分かれる。
⑥魚を釣針で捕えること。川○○。バス○○。海○○。
⑦しびれること。
⑧国歌のワンフレーズ。
「君が代は ○○に八千
代に…」
ひとのうごき
⑨自然・芸術における美の本質や構造を解明する
平成２7年1月末現在
（ ）
内は前月比
学問。
⑩同一の種に属する生物の大きさや性質などの
■人口
ばらつき、
差のこと。
７,７０２人 （-１１）
①

わくわくランドで遊ぼう
にじ・きりん広場

月曜日〜金曜日

９時〜１３時

１３時〜１４時 子育て相談

４月8日（水）

１０時〜

ぺんぎん広場

４月１５日（水）

１０時〜

こあら広場

４月２２日（水）

１０時〜

４月１４日（火）

１０時〜

お話しポケット

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。

ふれあい遊び
手形遊び
絵本・パネルシアター・歌遊び

⑦

⑧

⑩

②

②

⑪

③

⑤

④

⑨

⑥

③

④

⑤

⑥

⑤

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。
ヒント：昔はこう呼びました。

□ □ □

締め切りは３月３１日（火）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
意見を企画課までお送りください。
Ｅメール・有

〈ひろばの案内〉

にこにこ広場
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川相①
久徳①②③・月之木①・一円①・木曽①
猿木①・栗栖③・多賀①・敏満寺①
一之瀬①・藤瀬①②③・大杉①②③
樋田②・仏ヶ後②③
不定期
萱原②

ジフテリア）

（登録制）

広報たが 2015年３月号

午後
集落
不定期

おたのしみ

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・

※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。
生後１歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
※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
※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。

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

２日（木） 萱原①
７日（火） 川相①
久徳①②③・月之木①・一円①・木曽①
９日（木）
猿木①・栗栖③・多賀①・敏満寺①
一之瀬①・藤瀬①②③・大杉①②③
１４日（火）
樋田②・仏ヶ後②③
１６日（木） 土田①・中川原①
２１日（火） 萱原②
小原②③・霜ヶ原②・富之尾①③
２３日（木）
大君ヶ畑①・四手①・南後谷①③
２８日（火） 佐目①③
３０日（木） 川相②③

（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア・不活化ポリオ）

水痘

☆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。

午前
集落

日（曜日）

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

乳児健診４カ月児健診

※「—」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。

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

■男性
３,７０２人 （-３）
■女性
４,０００人 （-８）
■世帯数
２,７２７世帯 （＋１）
■転入
１１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!
河池
匠
♥
青木美沙希
かわいけ

あ お き

たくみ

み

さ

き

生まれました!
☆尾田宗次郎（亮太郎・泉）
☆権藤ロック（智之・志歩）
☆土田 凰介（陽介・由貴子）
☆松田 怜桜（晃・豊美）
お

だ

そ う じ ろ う

ごんどう

つ ち だ

ま つ だ

おうすけ

れ

お

おくやみ申し上げます
◆大清水 彰 ６５歳
◆北川 好子 ８６歳
◆小井戸金藏 ７３歳
◆土田きり江 ８２歳
お お し み ず

きたがわ

こ

い

つ ち だ

あきら

よ し こ

ど

きんぞう

え

つ ち だ

◆土田 ミツ １０４歳
◆八木ミサ子 ８８歳
や

ぎ

こ

（敬称略）

放射線量（μsv/h）
2月 3日 0.08
2月16日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値
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▼携帯電話からも「たがのホームページ」が見られます。このＱＲコードを携帯電話で読み取ってご覧ください。

広報たが 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 ４８ ８-１２２ 		
毎
月
発
行
３

「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

３月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

13

（金）
日

スギ

と

27

（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

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

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

ご協力
ありがとうございます！
キリンアルミ缶回収状況
（1月末現在）

29,688
引き続き、皆さんのご協力を
よろしくお願いします。

表紙写真■今月は節分祭の写真です。天気にも恵まれ、
多くの方が集まっていました。豆まきをされている方は
晴れやかな舞台でキラキラした笑顔を見せていました。
みんなが上を向いて手を広げ、餅や豆に釣られてあっち
こっちに動いている様は節分祭ならではの光景でした。
編集後記■３月は別れの季節と言われます。年度の区切
りですからそう言われますが、全ての国がそうではない

缶

ようです。例えばアメリカの学校は９月から新学期が始
まり、夏休み前に学期末を迎えるそうです。自分が当た
り前だと思っていることも、他人にとっては違うのだと気
付くことはとても大切なことだと思います■「当たり前」
の対義語は「有り難い」だそうです。
「当たり前」ではなく、
「有り難い」
と思える心構えで居たいものです。
ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ			

（ど）

「広報たが」についてご意見などありましたら上記アドレ
ス
（企画課）
にメールをお送りください。

