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町制60周年記念

60周年記念関係／農業委員会だより

町制６０周年の節目の年
昭和３０年４月１日、旧多賀町・大滝村・脇ヶ畑村の３町村が合併し、
新制多賀町誕生から60年

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

多賀町町制６０周年記念ロゴマーク募集！
とも考慮してください。）

町制６０周年を記念して、町の魅力を広くＰＲし、
また
開催される記念事業に親しみを持っていただけるよう、

選考・発表■応募作品の中から採用作品を決定します。
採用作品の応募者には選考結果を直接連絡すると

「ロゴマーク」を募集します。
今年は、町制施行６０周年の節目の
年となり、人で言えば還暦にあたりま
す。
「還」は「かえる」
「もどる」という
え

と

意味で「暦」は干支を意味します。
きのえ

きのと

ひのえ

ね

干支は、甲、乙、丙などの十干と子、
うし とら

た つ

丑 寅 、辰 ……の十二支を組合わせて
きのえとら

町制６０周年関連の主な取り組み
空き缶で巨大モニュメントをつくろう
キリン製品の空き缶を使って役場
玄関付近にモニュメントを作ります。

ひのえうま

「甲 寅」や「丙 午」など６０種類の組 （秋ごろ完成予定）
み合わせが決められています。
６０年
で一回りし、生まれ年の干支に戻るこ
とから「還暦」というそうです。

町制６０周年を記念して、町の魅力

還暦には、
「赤いちゃんちゃんこ」や

をＰＲし、
６０周年であることを印象づ
ける、親しみやすいデザインを募集し

年の干支に還る）
という意味と赤は魔

６０周年を記念して、郷土への愛着

して、還暦を２回迎えること
（１２０周

心をさらに高めるきっかけとし、協働

年）
を「大還暦」と呼ぶそうです。人で

によるまちづくりを進め、町民自らが

あれば６０年を迎えられることは、祖

主体的に企画・実施する記念事業に

ことであります。

あけぼのパーク
（博物館）にて、記

くりの功績に感謝し、町民の皆さんと

念講演・パネルディスカッション・企

迎えるまで前進し続け、その頃には

ます。
（応募の詳細は、次ページか多賀町
のホームページをご覧ください。）

対して支援を行います。
（応募の詳細は、多賀町のホーム
ページをご覧ください。）

ムページをご覧ください。）

きたいと考えております。

賀の再発見と後世へメッセージを残

応募期間■９月〜１１月

す」
をテーマに写真作品を募集します。

開催期間■１２月中旬〜１月
（あけぼ
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先機関にもございます。また、多賀町ホームページ

いデザインとしてください。

からもダウンロードできます。

（２）色数は自由です。
（拡大、縮小、単色で使用するこ
税務住民課（税務） （有）
２-２０４１ （電）
４８-８１１３ ｚｅ
ｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀町オリジナルナンバープレート デザイン募集！
町制６０周年を記念して、原動機付自転車のオリジナ

ともに、選考結果は多賀町ホームページにて発表し

ルナンバープレートを交付することが決まりました。つ

ます。また、最優秀賞として１万円分のQUOカード

きましては多賀の特色や魅力を表現したデザインを下

を贈呈します。

記のとおり募集します。採用された新しいプレートを付

プレート交付時期■平成２７年８月から交付開始予定

けた原動機付自転車が町を走ることとなりますので、ふ

応募方法■専用の応募用紙に必要事項を明記のうえ、
「税務住民課 多賀町オリジナルナンバープレートデ

応募資格■どなたでもご応募いただけます。

ザイン募集係」
まで郵送または持参、
もしくはメール

募集期間■４月１日（水）〜５月１日（金） （必着）

にてご応募ください。
募集要項・応募用紙は、税務住民課のほか、各出
先機関にもございます。また、多賀町ホームページ
からもダウンロードできます。

しておりますチラシや多賀町のホー

のパーク多賀）

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
２月１３日に開催された委員会の審議内容です。

多賀のむかしの写真展

• 議案第１号
ます。
開催期間■平成２８年２月〜３月（あ
けぼのパーク多賀）

町制６０周年記念「オリジナルご当地ナンバープレート」
原動機付自転車のオリジナルナン

※デザインについての、応募要領等

バープレートを作製し、原付登録され

は 次 ペ ージか 、多 賀 町 のホー ム

た方にご希望で交付します。
（平成２７

ページをご覧ください。

年８月から交付開始予定）

周年であることを印象づける、親しみやすく明る

採用作品の応募者には選考結果を直接連絡すると

然・歴史・人を「遺産」
として「今の多

0
6

応募方法■募集要項・応募用紙は、企画課のほか、各出

選考・発表■応募作品の中から採用作品を決定します。

なるように皆さんとともに歩んでい

しい 写 真を皆さんにご覧 いただき

（１）
「６０」や「多賀町」の文字を使用するなど、町制６０

ます。
（７月〜１１月）

町制６０周年を記念して、町内の自

和の時代を中心に、多賀町のなつか

（１万円分・５千円分）
を贈呈します。

募集条件■

応募作品数■１人（１グループ）
２点まで

全国から注目される素晴らしい町と

多 賀 町 の６０年を振り返って、昭

ます。また、最優秀作品・優秀作品にはQUOカード

画展・化石と環境イベント等を行い

多賀遺産フォトコンテスト

（応募要領等の詳細は、すでに配布

ともに、選考結果は多賀町ホームページにて発表し

募集期間■４月１日（水）〜５月１日（金） （必着）

るって応募ください。

「あけぼのゾウからたどる今とむかしの環境」

多賀町としましても、先人のまちづ
ともに６０周年をお祝いし、大還暦を

いします。

「町制６０周年町民企画記念事業」の募集

除けの色とされているためです。そ

先に感謝するとともに、大変喜ばしい

いと考えておりますのでよろしくお願

「町制６０周年記念ロゴマーク」の募集

「赤い頭巾」を贈る風習があります
が、これは赤ちゃんに還る（生まれた

町民の皆さんとともに作り上げた

応募資格■どなたでもご応募いただけます。

農地法第３条の規定による農地所有権の移転許可申請…３件

※農地である田や畑を、売買や贈与で耕作権や所有権を変更するための申請です。
• 議案第２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…３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…３１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…２６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４月号
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まちの話題

まちの話題／たが写真館

２月１４日

３月７日

多賀町文化協会芸能発表会が開催されました！

笑門寄席で大笑い！
今回で第６回を迎えた笑門寄席が、
（協）多賀門前町共
栄会の主催で開催されました。
かつら ぶ ん か

かつら そ う す け

二人の落語家（桂 文 華さん、桂 宗 助さん）が計４本の

中央公民館で、多賀町文化協会主

を発表されました。会場には２００人

催の「平成２６年度多賀町文化協会芸

余りの来観者が訪れ、大きな拍手に

能発表会」が開催されました。

包まれていました。

今年度は、文化協会に加盟されて

はなし

噺を披露され、老いも若きも笑顔に包まれた会場を作り

いる３９団体のうちの１３団体の会員

上げていました。表情・身振り・言葉の抑揚・扇子を巧

の方が出演され、日頃の練習の成果

みに操り、
語る姿はさすがの一言でした。

▲今回で第６回を迎えた笑門寄席（写真は桂宗助さん）

▲ステージのようす

２月１日
２月２１日

大滝柔道スポーツ少年団が滋賀県武道祭で表彰されました！

「認知症を学ぶつどい」が開催されました！
ふれあいの郷で「認知症を学ぶつ

次に、第２部「♪多賀から発信♪我

どい」が開催されました。今年で５回

が家はサロン」では、宮野孝次郎さ

滋賀県立武道館にて滋賀県武道祭

現在も週２回の練習に励んでおら

が開催され、大滝柔道スポーツ少年

れます。随時団員を募集中ですので、

夫婦を見て大変感動した。」など、
たく

団が「武道青少年団体の部」で表彰さ

入団、見学、体験を希望される方は、

さんの感想が寄せられました。

れました。

多賀町スポーツ少年団事務局までお

最後に、第３部は、豊郷病院認知症

目の開催となりましたが、今回の参加

ん・昭子さんご夫婦の紹介がありま

者は１３６人にのぼり、会場に入りき

した。宮野さんはご自宅の一部を、誰

疾患医療センター長

成田実先生か

から５３年を迎える伝統あるスポーツ

れないほどたくさんご参加いただき

もが気楽に集えるサロンの場として

らの講演がありました。
「あなたも私

少年団で、柔道を通して子どもたちの

多賀町スポーツ少年団事務局

ました。例年に比べ、男性の参加が多

開放しておられ、ご夫婦がなじみの

も……すでに認知症予備軍」であり、

精神と身体の鍛錬をおこなってこら

（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター内）

く、町民の皆さんの「認知症」への関

方々と毎日楽しく話し、笑って過ごす

アルツハイマー型認知症では４０歳ぐ

れました。

（有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５

心の高さがうかがえました。

サロンの場面など仲の良いご夫婦や

らいから脳に変化が出てくるため、予

ご近所の方のご様子が映像で紹介さ

防するには、高血圧症や糖尿病、高脂

れました。

血症など生活習慣病の予防が重要！

まず、第１部では「認知症になって
も安心して暮らせるまちをめざして
〜多賀町の取り組み〜」
として、行政、

参加者からは、
「 友だちに集まって

また、普段から適切な人間関係を保っ

大滝柔道スポーツ少年団は、結成

問い合わせください。
お問い合わせ

▲表彰のようす

体験教室

「今日から楽しむスナッグゴルフ体験教室」参加者募集中！

社会福協議会および町内の介護サー

もらい、
楽しく笑い話すよい集まりで、 ておくことが必要ともお話されてい

厳しかった冬も終わり、春の陽射し

ビス事業所など各立場からの取り組

まねしたいと思った」
「奥様の関わり方

ました。また、認知症の介護について

が優しく、心地よくなってきました。半

会です。こころもカラダも晴れやかな

みの紹介がありました。

に、見習うべきことがたくさんあり、
ご

は、認知症の方の立場を、自分に置き

ば眠っていた身体も適度な運動を欲

この時季に「スナッグゴルフ」を体験

換えてみて、
どうしてほしいか？ など

しがっている頃ではないでしょうか？

してみませんか？

相手の立場になって考えることが大
切であるとのことでした。

４月は何かを始めるには絶好の機

そこで、ぴったりのイベントを紹介
します。
４月２４日（金）と５月２３日（土）

お問い合わせ

参加者からは、
「これからの心構え

に多賀町スポーツ推進委員主催に

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

を勉強することができた」
「初めて参加

よるスナッグゴルフ体験教室を開講

（有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５

したが、
参加してよかった。他人事でな

します。

▲スナッグゴルフのようす

く、みんなが関心を持てるようになる
といい」などの声が寄せられました。

キラリとひかる ★

１０年後には、なんと高齢者５人に
１人が認知症になると推計されてい

★

ます。
認知症になっても本人の意思が尊
重され、
できるかぎり住み慣れた地域
で安心して暮らせるためには、家族を
はじめ周囲の多くの方の見守りや支
援が必要です。今後も町民の皆さん
のご理解、
ご協力をよろしくお願いし
▲熱心に聞き入る参加者の皆さん
広報たが 2015年４月号
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ます。

★

★

★

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。
いちえん

一円

す ず な

涼菜ちゃん

す ぎ え

杉江

り お ん

里音ちゃん

たにぐち

谷口

しゅんすけ

俊亮ちゃん

み や し た

宮下

ゆ ず き

柚希ちゃん

広報たが 2015年４月号
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国民健康保険／軽自動車税の減免

ねんきんだより／人権教育推進協議会

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

国民健康保険（国保）への加入・脱退の届け出は必ず１４日以内に！
職場の健康保険（健康保険組合・共済組合・船員保険など）、後期高齢者医療制度に加入している方、または生活保護
を受けている方のほかは、すべて国保に加入することになります。
次のようなときには、必ず１４日以内に税務住民課の窓口へ届け出をしてください。

子どもが生まれた時
生活保護を受けなくなった時

➡

住基カードまたは転出証明書、印鑑

➡

職場の健康保険をやめた証明書、印鑑

➡
➡

母子健康手帳、印鑑
保護廃止決定通知書、印鑑

生活保護を受けるようになった時

➡ 被保険者証、印鑑
国保と職場の健康保険の両方の被保険者証
➡ （後者が未交付の場合は加入を証明するもの）、印鑑
➡ 被保険者証、死亡を証明するもの、印鑑
➡ 被保険者証、保護開始決定通知書、印鑑

そのほか
手続きに必要なもの

被保険者証をなくした時
被保険者証が汚れて使えなくなった時

➡
➡

被保険者証、印鑑
身分を証明するもの（使えなくなった被保険者証など）、印
鑑

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

身体障がい者の方に対する軽自動車税の減免について
身体に障がいのある方のために使用されている軽自
動車について一定要件のもとで、軽自動車税の減免が
適用できます。詳しくは税務住民課までお問い合わせく
ださい。
軽自動車以外の自動車税の減免につきましては次の
ところへお問い合わせください。
広報たが 2015年４月号
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また、平成２７年４月分から平成２８年３月分までの保

平成２８年３月までの保険料は月額１５,５９０円になりま
した。

険料を、納付書（現金）でまとめて納付（前納）されると、
保険料が３,３２０円の割引となり、大変お得です。納期限
は平成２７年４月３０日です。

関、
または役場税務住民課・お近くの年金事務所でお願

ご存じですか？

お手元に納付書がない場合は、お近くの年金事務所
までご連絡ください。

学生納付特例制度！

国民年金には、学生本人の前年所得が一定基準以下

年金」や「遺族基礎年金」の受給資格期間にも算入され

の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予され

ます。
（ただし、
「老齢基礎年金」の年金額には反映しませ

る「学生納付特例制度」があります。承認期間は、原則４

ん。）
手続きは学生証を持って役場税務住民課までお願い

月から翌年３月までです。
対象となるのは、大学（大学院）、短大、高等学校、高等

します。
※承認された期間は、
１０年以内であればさかのぼって
納付（追納）することができます。追納されるとその期
間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額に

学生納付特例が承認された期間は、将来支給される

〈注意〉届け出が遅れると、
保険税が納めすぎになってしまうことがあります。

住所、世帯主、
氏名などが変わった時

いします。

国民年金の保険料額が見直され、平成２７年４月から

歳以上の学生の方です。

手続きに必要なもの

死亡した時

平成２７年度の国民年金保険料は月額１５,５９０円です！

専門学校、専修学校、各種学校等に在籍されている２０

国保を脱退する時

職場の健康保険の被保険者となった時
職場の健康保険の扶養家族となった時

国民年金課 （電）
２３-１１１４

です。手続きは口座振替を希望される郵便局・金融機

〈注意〉加入の届け出が遅れると、
国保の資格を得た月にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。

ほかの市区町村へ転出する時

彦根年金事務所

振替）
にされると、保険料が月々５０円の割引になりお得

手続きに必要なもの

職場の健康保険の被保険者でなくなった時
職場の健康保険の扶養家族からはずれた時

日本年金機構

毎月の保険料の納付を、口座振替の早割制度（当月末

国保に加入する時
ほかの市区町村から転入してきた時
（職場の健康保険に加入していない場合）

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

お問い合わせ
滋賀県東北部県税事務所湖東納税課（彦根）
（電）
２７-２２０６
自動車税事務所（守山）
（電）
０７７-５８５-７２８８

反映されます。なお、承認された年度から起算して３

「老齢基礎年金」の受給に必要な期間（受給資格期間）

年度目からは当時の保険料に加算額がつきます。

に算入されるほか、万一の場合に支給される「障害基礎

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

『人権教育推進協議会』活動報告
多賀町では「日々の暮らしの中にある古い因習・矛

見を見直すために、
『 イクメンは変ですか』、
『 よかれと

盾・差別を見抜き、人権の大切さを考え、差別のない住

思って』、
『 親の介護をするのは誰』、
『 愛情とは支配する

みよいまちづくりに努める」を目標に、人権教育推進活

こと？』など６つの題材をもとにした『家庭の中の人権・

動を展開しています。
１１月から２月までの期間、担当者

生まれ来る子へ』のＤＶＤを鑑賞した後、皆さんで人権問

が各地域へ出向いての『字別懇談会』が開催されまし

題についての意見交換がなされました。

た。今年度は、家庭や地域の中で間違ったとらえ方や偏

字別懇談会に参加して

多賀町人権教育推進協議会

会長

野村茂太郎

今年度の私の担当として、藤瀬、木曽団地、多賀の３地

うど防災訓練をするようなもので、準備が必要です。日

区を訪問させていただきました。討議をする中で「相手

頃から字別懇談会や人権集会に参加して学ぶことや情

の立場になってみないとわからない」との意見が出まし

報を得ることが

た。まさに人権問題の本質です。つまり相手への「思いや

大切です。皆さ

り」の気持ちが解決への道なのです。日々の生活の中で

んもぜひ、字別

私たちは、
いろいろな人たちと関わりを持ちますが、
常に

懇談会や人権集

相手への「思いやり」の気持ちがあれば何事もうまく行

会に参加してい

くのではないでしょうか。それも人権問題！ と特別に構

ただき、人 権 学

えるのではなく、
自然と身に付いているようになってほし

習を深めていっ

いと願っています。

てください。

「突然のことにも対応できるように！」
というのは、
ちょ

▲字別懇談会のようす
広報たが 2015年４月号
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学校支援地域本部事業／生活困窮者自立支援

奨学生募集／各種手当金額改定

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

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

学校支援ボランティアだより

平成２６年度 学校支援ボランティア活動報告
１年間ご協力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！
を進めていきたいと思います。

「できる人が、
できるときに、
できること」を支援する学

平成２７年度多賀町育英資金奨学生募集案内
本制度は、経済的な事由により高等学校・大学等に就

奨学生の資格■町内に３年以上居住または居住する者

学するために必要とする費用の負担が困難な場合に、そ

の子弟であり、高等学校（定時制含）、高等専門学

の一部として奨学金を給付する制度です。

校、各種専門学校、短期大学および大学に在学し、

校支援ボランティア活動は、今年度の登録人数も７９人

なお、生涯学習課では、学校支援ボランティアの募集

になり、昨年４月から２月末までで依頼回数１４１回、のべ

を随時おこなっています。ぜひ、地域の皆さんの力を活

募集期間■４月６日（月）〜５月８日（金）

学業・人物ともに優秀かつ健康であって、学資の援

４２５人の方々にご協力をいただきました。

かしていただく場として、学校支援ボランティアへの登

奨学生の採用■多賀町育英資金運営委員会の選考会を

助が必要と認められる者。

今年度も、引き続き地域の皆さんの経験や知恵をお
借りしながら、多賀町の子どもたちを見守っていく活動

録をお願いします。ご不明な点は、お気軽に生涯学習課

経て町長が決定し、本人宛に通知します。

までご連絡ください。

採用された方は、採用年度内にボランティア活動等

接本人または保護者に支給します。償還義務はあり

に従事していただきます。

ません。

（２月２８日現在）
平成２６年度活動実績（のべ人数）

内

容

人

本の読み聞かせ

多賀小学校

大滝小学校

多賀中学校

数

３０

草刈り・苗植え

１２

校外学習引率支援

５

子ども預かり

５

書初め展準備

３

本の読み聞かせ

５６

プールの監視

２０

草刈り

３

学校行事安全見守り

４

書写指導補助

９

おはなし会

１９

草刈り

１１

園行事補助
（もちつき大会）
おはなし会

１７

多賀ささゆり
保育園

おはなし会

３９

おはなし会

たきのみや
保育園
合

２１０

８３

７,０００円

８４,０００円

高等専門学校生
（４・５年生）

１４,０００円

１６８,０００円

専門学校生

１４,０００円

１６８,０００円

短期大学、
大学生

１４,０００円

１６８,０００円

草刈り

８

計

困難になりました。土田栄太郎氏のご意志を引継ぎ、少

２７年度から奨学金の支給額を従来の金額より３割減額

しでも長く本事業を継続させたいとの思いから、支給額

することに決まりました。本事業は、昭和４６年に土田栄

の減額の判断に至りました。

▲校外学習引率支援

金の基金とし、例年その基金利子により事業を運営して

渡しします。希望される方は、期間内に教育委員会へ提

しかし、基金利子の低下に伴い、平成２７年度からは、

▲子ども預かり

平成２７年度の児童扶養手当額（月額）、特別児童扶養手当額等（月額）が改定されますので、お知らせいたします。な
お、改定は以下のとおりです。

４月から生活困窮者自立支援制度が始まります
たとえば、
「収入が少なく生活が苦しい」
「離職したが、
仕事がなかなか見つからない」
「家族が病気やひきこ
もっている」など、生活全般にわたる困りごとの相談に応
広報たが 2015年４月号
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全部支給

じ、一緒に考えながら自立した生活に向けて支援をして
いきます。
相談できる方は、生活に困っていて、生活ができなく
なる心配のある人ならどなたでも相談できます。
相談窓口は、多賀町社会福祉協議会になります。

特別児童扶養手当および特別障害者手当等

児童扶養手当

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

自立支援を図る制度です。

さい。

各種手当金額が改定されます

２８

多賀町社会福祉協議会 （有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７ （Ｆ）
４８-８１４０

生活困窮者の自立支援制度は、生活にお困りの方の

出してください。なお、申請は毎年必要です。現在給付さ
れている方も給付を希望する場合は必ず申請してくだ

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

４５

４２５

教育委員会事務局にて必要書類（奨学生願書等）
をお

６,０００万円の基金を取り崩さなければ、事業の運営が

１７

申請方法

により開始され、その内の６,０００万円を育英資金奨学
きました。

１７
３

平成２６年度第２回育英資金運営委員会により、平成

太郎氏が、経済的に困窮した向学心に燃える青少年のた

９
３３

奨学金（年額）

高等学校、
高等専門学校生
（３年生まで）

めに、育英資金として本町に１億円の寄贈をされたこと

６

園庭遊具整備

奨学金（月額）

奨学金の変更についてお知らせ
▲本の読み聞かせ

３

大滝幼稚園

園庭遊具整備

合計人数

１５５

プールの監視

多賀幼稚園

奨学生の種類

奨学金の給付■奨学金は下表のとおりで、
４カ月分を直

平成２６年度

平成２７年度

１級

４９,９００円

５１,１００円

２級

３３,２３０円

３４,０３０円

障害児福祉手当

１４,１４０円

１４,４８０円

特別障害者手当

２６,０００円

２６,６２０円

経過的福祉手当

１４,１４０円

１４,４８０円

平成２６年度

平成２７年度

４１,０２０円

４２,０００円
（＋９８０円）

特別児童
扶養手当

４１,０１０円

４１,９９０円
（＋９８０円）

〜９,６８０円

〜９,９１０円
（＋２３０円）

一部支給

※各種手当の支給は、
４月１１日、
８月１１日、
１２月１１日の年３回、支給月の前月分までが支給されます。
広報たが 2015年４月号
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民児協だより／紙おむつ購入費補助

けんこう／防災

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

たが民児協だより

民生委員・児童委員

今年度の特定健診・がん検診が始まります！

-心のふれあいを大切に-

せ い こ う

『星光の里』を訪問して
障がい者福祉部会では、障がい者福祉問題をテーマ

「これまで大きな病気をしたことがないし。」
「具合の悪いところもないし、元気やし。」
「自分は大丈夫！ 」

くれます。食事の配膳も、時計の針を頭に思い描いて理

に毎年研修を重ねています。今年度は、犬上ハートフル

解できるように、何時の位置にどの器が置いてあるとい

センターに平成２５年４月に創設された、滋賀県で唯一

うように決められています。配慮が行き届いていて感銘

の盲養護老人ホーム
『星光の里』へ１１月１１日に委員全

しました。

員で訪問しました。入所されている方は６５歳以上の視

障がい者福祉部会では、そのほかの事業として、杉の

食べ過ぎ、飲み過ぎ、喫煙、運動不足、睡眠不足などの

覚障がいをお持ちの方で、経済的、環境上の理由などで

子作業所のクリスマス会も毎年恒例で実施しています

悪い生活習慣の積み重ねで起こってくる生活習慣病。検

在宅生活の継続が困難な方が対象とされています。施

が、今年度も１２月１８日開催予定で前日から準備をして

査値が少し悪くなった程度では目立った症状は出ないの

設内は入所されている方が行動しやすいようにさまざま

おりましたが、当日はあいにくの天候で中止となりまし

が、生活習慣病の特徴です。

な工夫が施されていました。

た。でも、用意していた食事やプレゼントは皆さんの手に

しかし、自覚症状がないまま静かに進行し、ある日突

お渡しでき、喜んでいただけたことをお聞きし、一安心し

然、発作や合併症が出現し、悪くすれば日常生活が不自

ました。

由になったり、命の危険にさらされたりすることもありま

現在地の把握ができる工夫は、廊下の壁面の化粧版
の形を東西、南北で模様が変えられていたり、廊下の角
す い き ん く つ

に水 琴窟 があり、廊下が交差することが分かる仕組み

また、近隣の養護施設や学校の学園祭、生活発表会を

になっています。居室の札と食堂の椅子に同じ形の鋲

見学訪問し、交流を深め、理解しあい、少しでもお力添え

静かに忍び寄る生活習慣病は、早期発見と予防が大

を打ち、鋲の形と数でご自分の部屋番号が分かるように

できないものかと思っております。アルミ缶やベルマー

切です。健診を受けて、病気を早く見つけたり、発症や重

なっています。居室から食堂の決まった椅子の場所まで

ク、古切手の収集も継続して行っておりますので、皆さ

症化の予防につなげましょう。

壁伝いに動線も決められていて、
スムーズに移動ができ

んのご理解ご協力を今後ともよろしくお願いします。

※

す。

るようにされていました。声の掛け合いと原則左側通行
の実施でぶつかるのを防いだり、外の遊歩道にも、鳥の

※水琴窟…日本庭園に見られる、地中に瓶・鉢を埋める

さえずり、香りのする樹木で現在地が分かるようにされ

などして空洞を作り、そこにしたたり落ちる水が反響し

ています。毎日散歩をされているそうですが、季節の移

て、琴の音色に聞こえるようにした仕組み。

り変わりも桜やキンモクセイなど花の香りが楽しませて

健診を受けられる方についてや、詳しい日程について

紙おむつ購入費補助の支給限度基準額の変更について
認定者の介護および経済的負担の軽減と在宅介護の促
進を図ることを目的とし、
介護保険市町村特別給付として
「紙おむつ購入費」の補助をおこなっています。
この補助は、介護保険法による要支援および要介護認
変更前
支給限度基準額

変更後
支給限度基準額

３,０００円

要介護１

要介護等状態区分
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糖 尿 病

インスリンの働きが悪くなることなど
で血糖値が高くなる。

肝 臓 病

ウイルス感染や生活習慣によって肝臓
の働きが低下。

腎 臓 病

高血圧や糖尿病によって血管が傷つく
と腎臓病を発症。

が

生活習慣が悪いと遺伝子のコピーミス
が起こりやすくなり異常な細胞が増殖。

ん

は、各家庭にお配りする「多賀町特定健診・がん検診の

の特定健診も、無料で受けられます。
健診は悪い生活習慣を見直すチャンスです。重症化し

お知らせ」のパンフレットをご覧ください。

てから治療を受けるよりも、早くから予防に取り組むほう

平成２７年度からは、がん検診がすべて

が時間もお金もかかりません！ 認知症や寝たきり、要

※肺がん検診は２００円のままです。

年後も健康に暮らし続けられるように、今できることから

※国民健康保険の方対象の血液検査など

はじめてみましょう。

中重度の要介護者への支援を充実させていくため、
紙おむつ購入費補助の支給限度基準額を平成２７年４
月購入分から次のとおり改定いたします。

１,８００円

３,０００円

３,０００円

３００円

２,７００円

要介護２

４,０００円

４,０００円

４００円

３,６００円

要介護３

６,０００円

７,０００円

７００円

６,３００円

８,０００円

８,０００円

８００円

７,２００円
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血液中の脂質が異常な状態で、血液が
ドロドロに。

と認められる方などが対象となります。

２００円

要介護５

脂質異常症

介護状態にもつながる生活習慣病を予防し、
１０年後２０

２,０００円

要介護４

血管にかかる圧力が高くなり、血管が
ボロボロに。

５００円のワンコインで受けられます。

支給限度額

要支援２

高 血 圧

定を受け、
日常生活において常時紙おむつが必要である

自己負担額

要支援１

主な生活習慣病

今年度の特定健診とがん検診は、
５月２０日から始まります

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

現在多賀町では、在宅の要支援認定者または要介護

あなたも、
こう思っていませんか？

給付率

９０／１００

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

救急車の正しい利用をお願いします！
彦根市消防本部には５台の救急車が配備されていま

切な利用が未だ後を絶ちません。

すが、年間５,０００件以上の出動があり、最寄りの救急車

これでは、
助けられるはずの命も助けられなくなってし

が出動していることも少なくありません。時には、
すべて

まいます。助けられるはずの命を確実に助けるために、

の救急車が出動してしまうこともあります。

皆さんのご協力をお願いします。

しかし一方で、
「救急車で行くとすぐ診察してもらえる
から」、
「今日、入院する予定だ」、
「病院に来たら混んでい

ただし、緊急を要する容体にある場合は、ためらわず
に救急車を呼んでください。

るので、ほかの病院に連れて行ってほしい」などの不適
広報たが 2015年４月号
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湖東圏域公共交通ニューズレター
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湖東圏域公共交通ニューズレター
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マイナンバー制度／土砂災害危険箇所

『あなたの声』をお聞かせください！

町長への手紙

企画課 （有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２ ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

マイナンバー（社会保障・税番号）制度について
マイナンバー（社会保障・税番号）
は、住民票を有する

②添付書類の削減など、行政

すべての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災

手続が簡素化され、国民の

害対策等の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関

負担が軽減します。行政機

に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確

関が持っている自分の情報

認するために活用されるものです。

の確認や、行政機関からさ

このページの裏面に、町政に対する町民の皆さんのご意見、アイデアやご提案などをご記入ください。
キリトリ線に沿って切り、封筒をつくってポストにご投かんください。
町民の皆さんの声を、
できるだけ町政に反映しようと、
『町長への手紙』
を実施します。

まざまなサービスのお知ら

よりよい町づくりをすすめていくために、
日頃から皆さ

め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期

せを受け取ることも可能に

んが考えること、感じていることなどを、町長までお送り

待される効果としては、大きく３つあげられます。

なります。

▲
（愛称）
マイナちゃん

③所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、

たが」を通じて回答とともに掲載していきたいと考えていま
す。差し出し有効期限は平成２8年４月３０日までです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高

①行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の

町長への手紙

ください。

また、有線ファックスや、
Ｅメールでの投稿もお待ちして
います。
『町長への手紙』Eメール

裏面にあなたのご意見やご提案をご記入いただき、
ご

ｔｅｇａｍｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅

負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりするこ

投かんください。切手は不要です。
（ 必ず住所、氏名、年

お問い合わせ

に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続

とを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな

齢、性別、電話番号をご記入ください。氏名等の個人情

企画課

きが正確でスムーズになります。

支援を行えるようになります。

報を公開することはありません。）

（有）2-2018 （電）48-8122

皆さんからいただいた貴重なご提案、
ご意見は、
「広報

ｋ
ｉ
ｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊ
ｐ

番号はいつ、どのように通知されますか？
は、内閣官房のマイナンバー制度のホームページに掲載

ナンバー」で検索してください。
料金受取人払郵便

多

差出有効期限
平成28年4月
3 0 日 ま で
（切手不要）

平日の開設時間を２０時まで延長。
※年末年始を除く土日祝日も１７時３０分まで開設予定。

時３０分までです。

賀

土砂災害危険箇所の公表について

町

やかに周知し、危険箇所の認識をしていただくことを目

砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命および身

的に、関係住民への説明および土砂法の指定を行う前に

体を保護するため、
「土砂災害警戒区域等における土砂

公表することに改正されました。これを受けて平成２７年

災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法

３月末より、県の各土木事務所や県のホームページ等で

律」のとおり、
従来法の改正が行われました。

基礎調査結果が公表されますのでお知らせいたします。

主な改正点として、法第４条にもとづいて県が実施し

詳細が決定され次第、多賀町ホームページからもリン

ている基礎調査結果については、従来、関係住民への説

クして閲覧可能になるように手続きを進めますので、公

明を行い、土砂災害警戒区域の指定をおこなった後、公

表された情報をご活用いただき、危険箇所を認識いただ

表をおこなっていましたが、それを、基礎調査結果を速

きますようお知らせいたします。

広報たが 2015年４月号

14

長

住
所

氏
名

行

ふりがな

キ

）

522 8790

913

※平成２７年１０月から平成２８年３月までの半年間は、

平成２６年８月の豪雨により広島市北部で発生した土

ろ

多賀町役場内

さい。コールセンター開設時間は平日９時３０分から１７

し

彦根局承認

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｓ.ｇｏ.ｊ
ｐ/ｊ
ｐ/ｓｅ
ｉ
ｓａｋｕ/ｂａｎｇｏｓｅ
ｉ
ｄｏ/
マイナンバーコールセンター（電）
０５７０-２０-０１７８（全国共通ナビダイヤル）
詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせくだ

り

（受取人）
犬上郡多賀町多賀三二四番地

マイナンバー制度のよくある質問（ＦＡＱ）
や最新情報

マイナンバーについてご不明な点がある方や、
さらに

の

リ

リ

ト

リ
（

の

り

）

ださい。コールセンターも開設しています。

ト

ろ

厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。
「マイ

リ

し

バーについてさらに詳しい情報はホームページをご覧く

（
キ

り

しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、

の

とりに、
１２桁のマイナンバーが通知されます。マイナン

（

今年１０月以降、住民票を有する国民の皆さん一人ひ

し

ろ

）

町長への手紙

保育料のおしらせ

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

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

「町長への手紙」にいろいろなご意見やご提案がありました！
ご意見・ご提案は、環境・公共施設などさまざまな

平成２5年度に実施した「町長への手紙」には、
２６人

分野にわたりました。

の皆さんからご意見・ご提案などをいただきました。

いただいたお手紙の中から、一部を紹介します。

（４月〜２月受付分）

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

平成２７年度「幼稚園」
「保育所」の保育料のお知らせ
平成２７年４月から始まる「こども・子育て支援新制度」に合わせ、幼稚園、保育所の保育料が一部変更になります。

獣害対策について

『サルを捕獲する大型檻の設置をお願いしたい』

合は祖父母）の所得税に基づき算定していましたが、平

幼稚園保育料（幼稚園使用料）

▶サルが人へ与える被害を懸念し、適正な個体数を調整

以上のことから早急に設置できない状況ですが、サル

する必要があると考えております。
しかし、ニホンザル

成２７年度からの新制度においては、両親（祖父母が生

• ３歳〜５歳児

月額６,５００円

計の主宰者と認められる場合は祖父母）の市町村民税

の捕獲許可が出て、かつ、大型檻の設置が効果的となっ

• 満３歳児

月額７,０００円

の課税状況に応じた負担が基本となります。
４月から８月

の捕獲には、滋賀県ニホンザル特製鳥獣保護管理委

た場合には、設置場所のご提供を依頼をさせていただく

※市町村民税非課税世帯については月額３，
０００円、生

員会の許可が必要であることから、協議を重ね、調整

こともあると思いますが、その際にはご協力賜りますよ

をしたいと考えております。

う、
お願いします。

までは平成２６年度の市町村民税額、
９月から３月までは
平成２７年度の市町村民税で算定します。

活保護世帯については無料です。

また、保育の必要量により保育標準時間（最長１１時間

保育所保育料（保育園入所保護者負担金）

グラウンドゴルフ場について

利用）
・保育短時間（最長８時間利用）
に応じた２つの区
分で設定されます。

保育所は両親（祖父母が生計の主宰者と認められる場

『滝の宮グラウンドゴルフ場の予約窓口は』
▶広報５月号にてお知らせするほか、
チラシの配布、そし

（個人使用申し込みは滝の宮スポーツ公園（電）
４７-

て多賀町グラウンドゴルフ連盟に加盟されている団体

１３２５、団体使用申し込みはＢ＆Ｇ海洋センター（電）
４８-

様には、
説明会の機会を設けさせていただきます。

１６２５ にて受け付けております。）

保育料徴収基準額表
保育料基準額（月額）

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育標準時間認定の場合

定義

１

生 活 保 護 法による被 保 護 世 帯

２

町 民 税 非 課 税 世 帯

7,500

5,000

5,000

7,400

4,900

4,900

３

均 等 割 の み の 世 帯

13,000

11,000

11,000

12,800

10,800

10,800

４
５
６
７
８
９
10
11
12

48,600円未満

3歳未満児
0

3歳児

保育短時間認定の場合

階層

市町村民税所得割課税世帯

町長への手紙

平成２７年度

0

4歳以上児

3歳未満児

0

0

3歳児

4歳以上児
0

0

18,500

16,000

16,000

18,200

15,700

15,700

48,600円以上 72,800円未満

22,000

19,500

19,500

21,600

19,200

19,200

72,800円以上 97,000円未満

27,000

23,500

23,500

26,500

23,100

23,100

97,000円以上133,000円未満

33,000

27,000

27,000

32,400

26,500

26,500

133,000円以上169,000円未満

38,200

33,000

29,500

37,600

32,400

29,000

169,000円以上235,000円未満

45,600

35,000

29,500

44,800

34,400

29,000

235,000円以上301,000円未満

52,000

35,000

29,500

51,100

34,400

29,000

301,000円以上397,000円未満

64,000

35,000

29,500

62,900

34,400

29,000

397,000円以上

69,000

35,000

29,500

67,800

34,400

29,000

※開所時間内で通常保育時間（８時〜１６時）以外の利
用には、別途お菓子代が必要です。

※母子世帯や在宅障がい児（者）世帯においては、保育
料が減額される場合があります。

多子世帯の保育料の軽減について
幼稚園や保育所を兄弟で利用する場合、
最年長の子ど
もから順に２人目は半額、
３人目以降は無料となります。
※幼稚園では、年少から小学校３年までの範囲内に子ど
もが２人以上いる場合、最年長の子どもを第１子、そ
の下の子どもを第２子とカウントします。第１子は全額
負担、第２子は半額、第３子以降は無料となります。
※保育所では、小学校就学前の範囲内に子どもが２人以

電話
年齢

上いる場合、最年長の子どもを第１子、その下の子ど
歳

性別

（男・女）

もを第２子とカウントします。第１子は全額負担、第２
子は半額、第３子以降は無料となります。
広報たが 2015年４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

産業環境課（商工観光） （有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８ ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

振り返り

人とのつながりの大切さ

たに

す ず か

谷 涼香 隊員

いしぐり

石栗

よ し お

義男 隊員

皆さん、
こんにちは。寒かった冬も終わり、春の陽気が漂う今日この頃。先日、栗栖地区にて、

春

調宮会の懇親旅行に連れて行っていただきました。小雨が降る中、島の美味しいお魚料理を堪

緊張の採用面接を終えて、水谷に

家庭菜園。種をまいて、稲や苗を植え
く わ

能して、栗栖地区の方々との交流を楽しみました。

す き

やってきた私に預けられた一軒のお

て。鍬 も鋤 も使い方なんてわからな

さて、
３月１１日をもって多賀町緑のふるさと協力隊の任期を終了致しました。
４月１０日から１１カ月、多賀町栗栖地区

うち。ここでこれから暮らしていくの

いから、むらのおばあちゃんの見よう

を拠点に、多賀町の農業・林業・福祉・観光・地域の祭り等、
さまざまな地域活動に参加し、お手伝いさせていただきま

だと、見上げて深呼吸。隣の大家さん

見まねです。翌日は決まって筋肉痛。

した。私の活動に関わっていただいたすべての方に、
この場を借りて感謝申し上げます。今回は、栗栖地区でのしめ縄作

宅のわんちゃんに激しく吠えられまし

でも、作物が芽を出してすくすく育っ

りと、
サロンでのそば打ちについてご紹介させていただきます。

た。
４月５月はとにかく、土いじりでし

てくれることが、とてもうれしかった

た。田んぼにこんにゃく芋畑、そして

です。

▲種をまいて、稲や苗を植えて

夏
涼しい水谷ですが、
それでも夏は暑

後半はぐずつく天気の多い年で、

しめ縄作り
２月１５日、栗栖地区にてしめ縄作

す。そんな貴重な行事のお手伝いを

りのお手伝いをさせていただきまし

させていただいたことをとても光栄

く、昼間に畑に出ようものなら汗だく

田んぼの稲にとっては恵みの雨でし

た。栗栖地区には４つの組があり、毎

に思いました。もちろん、初めてのし

になりました。むらでは、赤しそ栽培

たが、
こんにゃく芋はなんだか元気が

年各組で栗栖地区のしめ縄作りを担

め縄作りで、最初は戸惑いながらも、

の視察へ行ったり、地蔵盆をおこなっ

ありません。畑で育てた赤しそで作っ

当しているそうで、今年は３組の担当

諸先輩方のご指導を受けながら何と

たり、竹を切って流しそうめんもしま

たジュースを飲みながら、すっきりし

でした。さらに、組の中でも担当を回

か立派なしめ縄を完成することがで

した！

た空を恋しく思いました。

しているので、
３組の住民の方は約

きました。お昼も３組の方と一緒にい

２０年に１回担当が回ってくるそうで

ただき、交流を楽しみました。

秋

▲流しそうめん

収穫の秋です！ お米もこんにゃく

んたちの梅干しやお漬物が本当にお

芋も無事収穫。ふるさと楽市では、収

いしくて、来年は漬け方を教えてもら

穫したお米を使ったおにぎりを販売。

おうと決意しました。浄願寺の大きな

２月２５日、栗栖地区のサロンにて

とか皆さんに美味しいそばを召し上

朝早くからむらのみんなで愛情をこ

いちょうの木。洗ったさつまいもの紅

私の手打ちそばをサロンの皆さんに

がっていただけました。サロンの皆さ

めて握りました。このおにぎり、中の

色。いただいたあけびのうすいむらさ

召し上がっていただきました。昨年の

んの笑顔が見れたことに、
とても嬉し

梅干しも水谷産！ 水谷のおかあさ

き。水谷の秋は色鮮やかでした。

１１月から多賀そば手打ち養成塾に

く思いました。また、
３月１１日の活動

てそば打ちを習い、この日のために

最終日には、
サロンにて私がギターを

自宅にてそば打ち練習に励んできま

弾いて、皆さんと一緒に歌を歌い、交

した。約３カ月の練習のおかげで、何

流を楽しみました。

冬

栗栖サロンでのそば打ち

▲収穫したお米を使ったおにぎり

畑の獣害ネットは雪が降るまでに

月号の表紙になりました！）、寒いな

外さなくてはならいので、獣害のひど

がらも冬を満喫しました。こもる季節

い水谷では冬の間、畑はお休みです。

になるかと思っていましたが、
４月か

月に１回行うサロンではクリスマス飾

らの活動に向けて作戦を練る毎日で

りを作ったり、年末には上水谷の神

す！

▲サロンそば打ちにて

緑のふるさと協力隊の活動を通して
「田舎暮らしがしたい！ 地域活性

社に飾る門松を作ったり
（広報たが１
▲サロンでのカルタ大会

栗栖地区の皆さん、役場の皆さん、

化に貢献したい！ 自分の夢を叶えた

大滝山林組合の皆さん、商工会青年

い！」この思いで、
１年間活動してき

部の皆さん、多賀そば工房の皆さん、

ました。この１年で感じたことは、人と

土田の農家さん等本当に多くの人と

自分の力不足を感じながらも、むら

たり、写真をたくさん撮ってみたり。ま

ことをしたいと思います。できないこ

のつながりの大切さです。その中で、

繋がり、
「ほんまに多賀町はええ所や

の皆さんに助けてもらいながら試行

ちづくり、むらおこしに正解はないと

とにも挑戦していきたいです！

チェンソーアートで置物を作り、栗栖

な♪」
と心からそう思いました！！

錯誤した１年でした。水谷通信を発行

思っています。だからこそ、むらの声

してみたり、お米のラベルを作ってみ

をちゃんと聴きながら、自分にできる

どうぞこれからも、水谷地域おこし

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.ｓｕ
ｉ
ｄａｎ
ｉ.ｎｅｔ/
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地区に贈呈させていただきました。

▲チェンソーアート贈呈品

協力隊を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。

広報たが 2015年４月号

▲しめ縄作りにて

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４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

活動報告

蔵書点検が終わりました

多賀町立図書館 カレンダー （■…休館日）

4月の休館
日

２月１１日〜２０日までの期間、年に

5月の休館

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

日

月

１度の蔵書点検を行いました。当館
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

料をボランティアで参加してくださっ
た９人の応援団の皆さんにもお手伝
いいただき無事点検を終えることが
できました。
応援団の皆さん本当にありがとう
ございました。

▲蔵書点検のようす

たるいしまこさん

31

※３０日（木）は月末整理休館です。

で所蔵している約１６５,５００点の資

※１２日（火）は特別休館します。

読書会・講演会

▲応援団の皆さん、ありがとうございました

報告

３月７日、
８日に絵本作家たるいし

※２８日（木）は月末整理休館です。

まこさんによる読書会と講演会が開
催されました。
講演会では３７人の参加者でにぎ

お知らせ

多賀町立図書館応援団

移動図書館「さんさん号」巡回日変更

本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

４月から、移動図書館「さんさん号」の巡回曜日を下表

います。特別な技術はいりません。

わい、
絵本製作の裏話や絵をかく時の
こだわりなど、貴重なお話を聞くこと
ができました。また、
最新作の絵本「わ
すれたっていいんだよ」の読み聞かせ

のとおり変更しました。

日時■４月１１日（土） １３時３０分〜 （毎月第２土曜日）

貸出期間は今までどおり、次の巡回日までです。

や、
講演会後のサイン会など、
盛りだく

場所■あけぼのパーク多賀 図書館内

皆さんのご利用をお待ちしています。

さんの内容で盛況に終わりました。

▲読書会のようす

▲講演会のようす

対象■中学生以上の方
新刊紹介
移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
２０１５年

巡

４月 ５月
６日
７日

２日

Ａコース
(大滝）
第１木曜日

１日

第１水曜日

川相
（みなさまの店
くぼさん駐車場）
１３：１５～１３：４０
大滝小学校
（渡り廊下）
１２：５０～１３：３０

回

場

所

・

駐

絵本
車

時

ぼくがすきなこと

間

多賀清流の里
（玄関前）
１４：００～１４：４０
大滝幼稚園
（駐車場）
１４：００～１４：３０

藤瀬
（草の根ハウス前）
１５：００～１５：３０

たきのみや保育園
（玄関前）
１５：５０～１６：２０

おばけのたまごにいちゃん

中川 ひろたか／文

あきやま ただし／作・絵

ハッピーオウル社 Ｋ Ｅ ボク

鈴木出版 Ｋ Ｅ オバ

紫色に見える瞬間の朝焼け、日なた

おばけのたまごにいちゃんは、生まれ

のほこり、シャボン玉をふくらますと

てからずっとたまごの中に入っていま

できる虹…。ぼくのまわりには、面白

す。おばけなのに怖くない、おばけの

いことがいっぱい！ 大好きなことが

たまごにいちゃんは、誰も驚いてくれ

いっぱい！

ないのが悲しくてたまごの中から出られないらしく…。

児童書
すっぽんぽんのすけひかる石のひみつ

１３

日

８日

Ｂコース
(多賀)
第２水曜日

多賀小学校
（玄関前）
１３：００～１３：３５

多賀幼稚園
（運動場）
１４：００～１４：３０

犬上ハートフル
センター(玄関前)
１４：４０～１５：２０

多賀ささゆり保育園
（玄関前）
１５：５５～１６：２５

グレッグのダメ日記

もとした いづみ／作

ジェフ・キニー／作

鈴木出版

ポプラ社 Ｋ ９３３ キニ

Ｋ９１３ モト

服を脱ぐと、力がみなぎるかんたろう。

ボク、
グレッグ。これを書くことにしたわ

このふしぎな力に気づいたのはかんた

けは、ただひとつ。ボクが将来、金持ち

※利用カード、
本ともに図書館と共通です。天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

ろうがまだ小さいときで、お父さんにも

の有名人になったとき、
１日中質問に答

※図書館のカードを持ってきてください。本は１５冊まで借りられます。

お母さんにも秘密にしている。最後に

えるのが面倒だからだ。そういう場合、

※「さんさん号」での個人貸出しの期限は次の巡回日までです。

パンツを脱ぐと、頭にちょんまげをつけた「すっぽんぽん

これを出せば一発で解決するからね…。すごーくダメな

※団体カードでの貸出期限は貸出日より１カ月後です。

のすけ」
となり…。

少年の日記。

広報たが 2015年４月号
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広報たが 2015年４月号
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多賀町立博物館

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

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

平成２７年度

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

多賀町立博物館行事予定

ト ピック 展 示 カエル～season４～
展示会

観

滋賀県立大学ミニ博物館展

５月末～６月中旬

ギャラリー展示 猿楽の時代と闘茶展（仮）

察

会

発 掘 体 験
講
そ

４月中旬～１１月中旬

座
の

他

７月上旬

夏休み自由研究展

１１月１４日～１１月２９日

多賀の花の観察会

４月～１１月
（毎月１回）

町制６０周年記念

大君ケ畑の花ごよみ観察会

早朝

６時〜８時

午前

９時〜１２時

１,５００円

照明料

７００円

１３時〜１７時

２,０００円
１,０００円

１,２５０円／３０分

後夜

１９時３０分〜２１時３０分

１,０００円

１,２５０円／３０分

親子化石発掘体験

６月６日

夏休み自由研究応援講座

７月１８日

夏休み自由研究展表彰式

１１月２９日

博物館研究発表会

３月

全国モーターボート競走施行者協議会助成事業

多賀町民テニスコート
（町内料金）
区分

利用時間

使用料

照明料

全日

９時〜２１時３０分

６００円／１時間

１５０円／３０分

「多賀町民ソフトボール大会」参加チーム募集中！

町政６０周年記念「アケボノゾウからたどる今とむかしの環境」
展示会■多賀の自然環境 ―水辺から見たその現状―
（７〜９月）

いよいよ多賀町のスポーツイベントも本格的にスター
トします。
「待ってました！」という方も多いのではない

発掘された１８０万年前の多賀（１０〜１１月）
講演会■環境保全・発掘・地域おこしなどをテーマにし

ワークショップ■化石発掘体験と地域の環境スポット巡り
（９月）

使用料

１７時〜１９時３０分

第２回

せしていきますので、
ぜひご参加ください。

利用時間

前夜

５月２日

詳細は博物館ホームページや広報たがで随時お知ら

区分

午後

親子化石発掘体験

６０周年記念事業として計画しています。

多賀町民グラウンド
（町内料金）

５月３１日

第１回

今年度は上記の行事に加えて、次のような事業を町政

４月１２日（日）よりナイター利用スタート！

た講演会とパネルディスカション
（１１月）

でしょうか。
５月１７日（日）に多賀町軟式野球連盟主管による「多賀
町民ソフトボール大会」が多賀町民グラウンドにて開催
されます。参加申し込み・競技内容など詳細につきまし

今とむかしの環境を探る謎解きワークショップ（１１月）

ては、
「 多賀町体育協会事務局」
（ 多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター内）へお問い合わせください。

イベント案内

発掘体験 「第１回

皆さんのご参加をお待ちしています！

親子化石発掘体験」

多賀町体育・スポーツ大会出場激励金のご案内

大好評の親子化石発掘体験を今年も開催します。第三次発掘調査で掘り出され
たばかりの粘土を割って、大発見を目指しましょう！
日時■５月２日（土） １４時〜１６時
場所■あけぼのパーク多賀

この制度は、多賀町の体育・スポーツの水準向上を図

公園・大会議室

るため、各種の体育・スポーツ大会滋賀県予選において

定員■２０人

わせください。

る選手・団体に対して激励金を交付するものです。詳細
▲昨年の化石発掘体験のようす

スポーツ推進委員かわらばん『スナッグゴルフとは？』

観察会

第１回

は、
「多賀町教育委員会事務局生涯学習課」へお問い合

優秀な成績を上げ、近畿大会や全国大会等に出場され

参加費■２００円
（保険料等）
申し込み■電話または博物館カウンターで直接お申し込みください。

▲昨年の「多賀町民ソフトボール大会」のようす

多賀の花の観察会

寒かった冬も終わり、運動でもする

めに）の頭文字と「くっつく」という意

き、
ランチャーを使って打ちます
（ホー

４月になり、植物たちもどんどん春らしい姿に変化してきました。今回は青龍山

か！ と思われる方も多いのではない

味の二つの理由から命名されていま

ルにより距離・打数は異なります）
。そ

で春の植物の観察を実施します。初めての方でも気軽に楽しめる観察会です。町内

でしょうか？（フルシーズンで運動さ

す。道具はゴルフと違い、
プラスチック

して、
グリーン内に置かれたスナッグ

のさまざまな場所で、一緒に自然を楽しみましょう。

れている方、すみません！）そこで、

製のランチャー
（アイアン）
とローラー

フラッグにローラーを使ってボールを

日時■４月１６日（木） ９時３０分集合

スナッグゴルフというスポーツを紹介

（パター）の２種類のみで、ボールは

集合場所■多賀町立博物館駐車場

します。

参加費■１００円
（保険料）
※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越しください。
広報たが 2015年４月号
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▲コバノミツバツツジ

くっつけると１ホール終了です。

硬式テニスボールよりやや小さい球

今年度、
４・５月に体験教室を予定

スナッグ（ＳＮＡＧ）は、
Ｓｔａｒ
ｔ
ｉ
ｎｇ

を使用します。ルールを簡単に説明し

しています。皆さんの参加をお願いし

Ｎｅｗ Ａｔ Ｇｏ
ｌ
ｆ
（ゴルフを始めるた

ますと、
ランチャーマットにボールを置

ます！
広報たが 2015年４月号
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狂犬病予防

おしらせ

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

狂犬病予防注射を受けましょう！
飼い主には狂犬病予防法により、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を受ける義務があります。また、愛犬の死亡や飼い主
の変更等があった場合は、変更届が必要です。この機会にぜひ登録や変更届けをしましょう。詳しくは産業環境課までお問
い合わせください。

季節を楽しみながら胡宮神社、大
滝神社、多賀大社をあるいてまいって
みませんか。
日時■４月１８日（土）
９時２０分集合（９時３０分出発）

平成２７年度の狂犬病予防注射の日程は下記のとおりですが、次のような場合、当日注射を受けられない可能性があり
ますので、
ご注意願います。該当する場合は、必ず申し出るようにお願いします。

〜１４時頃解散予定
集合場所■多賀大社前駅
歩程■約１１㎞

★犬の登録原簿

注射が受けられない可能性がある犬

定員■予約制・先着５０人（予約制の

• 過去にワクチン接種で異常が認められた犬

記載されています。一生に一回の登録で、転出される場

• 治療中の疾病がある犬

合は、犬も一緒に届け出てください。また、死亡の場合や

• 一カ月以内にほかのワクチンを受けた犬

譲渡された場合も届け出てください。

ます。利用者の歌や踊りなどお楽しみ

• そのほか、
健康に異常が認められた犬

★犬鑑札

ください。模擬店にもおいしいものが

今年も杉の子まつりを開催いたし

登録手数料と注射料金

登録すると、番号がつけられます。番号のついた鑑札

たくさんあります。町民の皆さん、ぜ

は必ず首輪等につけましょう。鑑札を犬の首輪等につけ

ひお気軽にお越しください。お待ちし

ておくと、迷い犬になった場合でも、
すぐに飼い主がわか

ております。

「犬の登録カード
（愛犬カード）」をご持参ください
２,８５０円
５５０円
３,４００円

〈新規登録の方〉

★狂犬病予防注射
狂犬病予防注射を受けるには登録が必要です。例年、
役場で実施している４・５月の集合注射を受けるか、動

公益財団法人・国際青少年研修協

物病院で受ける方法があります。必ず１年に１回、予防注

会では、
１０コースの参加者を募集し

狂犬病予防注射料金（集合）

２,８５０円

射を受けましょう。

ています。体験を通して、お互いの理

★狂犬病とは

解や交流を深め、国際性を養うことを

５５０円
６,４００円

平成２７年度
担当獣医師：西村
４月９日（木）

４月１６日（木）

狂犬病予防注射日程
明

先生

９：３０〜１１：３０

中央公民館

１３：００〜１５：００

多賀町役場

１３：３０〜１４：３０

川相出張所

１５：００〜１５：３０

佐目多目的集会所

５月１１日（月） １３：３０〜１４：３０

多賀町役場

狂犬病ウイルスを保有する犬や猫、
こうもり等の野生
動物に咬まれたり、
ひっかかれたりして発病します。一度、
発症すると治療法がなく、
１００％死亡する感染症です。

試験会場■滋賀大学 教育学部（大津

多賀観光協会

キャンパス）
試験区分■男性Ａ／女性Ａ

（有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３
企画課

採用予定人数■７０人程度／９人程度

（有）
２-２０１８ （電）
４８-８１２２

対象者■昭和６０年４月２日以降に生

受付期間■〜４月２４日（金）まで

場所■中央公民館大ホールおよびそ

詳しくは、滋賀県警察のホーム

の周辺

ページをご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせ

杉の子作業所

滋賀県警察本部警務課採用係
フレッシュ サ イ ヨ ー

０１２０-２０４-３１４

（有）
２-３９７２ （電）
４８-２１４３

農業委員会開催のお知らせ

目的に実施します。
おひとりでご参加になる方が７割
以上、
はじめて海外へ行かれる方が多

日時■4月１３日（月） １４時〜

サイパン・シンガポー ル・フィ

場所■役場２階

ジー・フィリピン

お問い合わせ

日程■７月２３日（木）〜８月１６日（日）
８〜１８日間
（コースにより異なる）
より異なる）
説明会■全国１５都市、
５月下旬（入

りの指導もございますので、安心して

締切■５月２６日（火） および ６月８日

は、できるだけ早く咬傷部位の洗浄・消毒を施し、暴露

ご参加いただけます。

後発病予防ワクチンを必ず接種してください。

内容■ホームステイ・ボランティア・

がもっとも効果的な予防方法であることをご理解いただ
き、予防注射を受けてください。

文 化 交 流・学 校 体 験・英 語 研

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

対象■小３〜高３の方まで（コースに

危険性が高くなります。万が一、感染犬に咬まれた場合

人間が狂犬病に感染しないためには、犬への予防注射

大会議室

産業環境課

参加費■２５〜６９万円

場無料・予約不要）

公益財団法人 国際青少年研修協会

派遣先■米国・英国・豪州・カナダ・

（Ｆ）
０３-６４１７-９７２４

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
（電）
０３-６４１７-９７２１

今月の相談日■４月１６日（木）
来月の相談日■５月１８日（月）

（月）
（コースにより異なる）

修・地域見学・野外活動など

よろず相談

お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

４月１8 日（土）は、絵馬縁日（終日）＋笑門バザール（１６：００～）！
「動物保護管理センター」に移送するため、
ご連絡が遅

に考え、
すぐに探しだそうとしない方が見受けられます。

れた場合、返還のために湖南市まで向かっていただくこ

た場合、
飼い犬は自分で帰ることはできません。

日時■４月２５日（土） １０時〜１４時

会いも楽しみのひとつです。仲間づく

家に帰ってくる」
「近所でうろついているだろう」と安易

まで行ってしまう上に、役場やほかの第三者に保護され

卒業見込みの方が対象です。

ません。感染した飼い犬に咬まれた”
あなた”
も死に至る

多賀町では、犬を保護した後、
しばらくすると湖南市の

しかし、犬は行動範囲が広く、放っておくと遠くの集落

または平成２８年３月３１日までに

く、全国から参加するお友だちとの出

飼い犬の行方がわからなくなっても、
「 犬なら自分で
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お問い合わせ

狂犬病に感染した後では、飼い犬を助ける方法はあり

飼い犬が行方不明になったら？

広報たが 2015年４月号

第１次試験■５月１０日（日）

（電）
４８-８１１１

小学生〜高校生のための夏休み海外研修交流プログラム 参加者募集

３,０００円

合計

集しています！

るようになっています。

犬の登録手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料

当日の開催確認窓口

滋賀県警察本部では、警察官を募

杉の子まつり

〈すでに登録済みの方〉

合計

※７時に降雨の場合は中止します。

まれた男女で、四年制大学を卒業

月日・性別・狂犬病予防注射年月
（注射済票番号）等が

狂犬病予防注射済票交付手数料

弁当販売あり）

人間でいう住民基本台帳のことです。犬の名前・生年

• 妊娠中の犬

狂犬病予防注射料金（集合）

平成２７年度 第１回
滋賀県警察官（Ａ・大卒程度）
採用試験について

あるいてまいろう「多賀三社まいり」

とになりかねません。
万が一、飼い犬が行方不明になった場合は、すぐに多
賀町役場へご連絡ください。

絵馬通りの月イチのお楽しみ、
今年もいよいよ始まります。
詳しくは直前の折り込みチラシをご覧下さい！
◎笑門バザール出店者募集中！

（組合員以外の方も OK、絵馬通りを一緒に盛り上げて下さい！）

多賀大社参道 絵馬通りも
新しく生まれ変わります！
（舗装等の改修着工）

協同組合 多賀門前町共栄会
お問い合せ先／担当

ヒライ（TEL.080-5364-2415）

広報たが 2015年４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
すくすく相談

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。
５月１９日（火） １０時〜１１時 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。
５月１８日（月） １０時〜１１時

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４カ月児健診

５月１１日（月）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２６年１２月生まれの乳児

１０カ月児健診

５月１１日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２６年６月生まれの乳児

１歳６カ月児検診

５月１３日（水）

１３時〜１３時１５分

Ｈ２５年９月・１０月生まれの幼児

７〜８カ月児離乳食教室

５月１９日（火）

１０時〜１０時３０分

Ｈ２６年９月・１０月生まれの乳児

総合健診

５月２０日（水）

９時〜１１時

総合健診（女性のみ）

５月２１日（木）

９時〜１１時

総合健診

５月２７日（水）

９時〜１１時

特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん・
子宮頸がん、
乳がん検診の申込者

〈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

土田①②・中川原①
佐目②
不定期

①

⑧

⑩

※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

ヨコのカギ
先月号の答え
①水を英語で。
「Water」ではない言い方。
②海に住む魚。紅色もしくは黒褐色の体にまだら
ヤマビコ
模様が見られる。ヒレの棘は強い。
シオヒガタ
③来客の際、応対するために設けた部屋。
ロ
クイ
④ｐ１４。今年の１０月以降にマイ○○○○が通知
グツチ
サ
されます。
⑤初心者が好成績をおさめること。○○ナーズ
ミリヨク
ラック。
「ヤヨイ（弥生）」
⑥（読み方）土筆。○○シ。
でした。
タテのカギ
①徳島市周辺の盆踊り。○○○どり。
⑦体中ヌルヌルしている魚。夏バテに効くとされ
ているが、
実は冬が旬。
⑧すぐれた人を模範とし、あやかろうとすること。
爪の○○を○○じて飲む。
ひとのうごき
⑨荒々しさに満ちていること。すさんでいること。 平成２7年2月末現在
（ ）
内は前月比
○○○○とした雰囲気。
■人口
⑩ｐ３。多 賀 町 町 制６０周 年 記 念 ○ ○ ○ ○ ○
募集！
７,６９９人 （-３）

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：生後６〜９０カ月未満
１期初回：６日〜２８日間隔で２回接種 （６日以上おいて
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
（標準的な時期：生後２〜７カ月） 追加：３回目接種日から
７〜１３カ月後に１回接種
生後３カ月以上〜９０カ月未満

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、生後１２〜１５カ月に至るまで）
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： １回接種
生ワクチン
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カ月以上の間隔で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

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
にこにこ にじ・きりん広場
広
場 ぺんぎん広場
（登録制）こあら広場
おしゃべりデー
お話ポケット

⑦

⑨

⑩

②

②

⑨

③

ジフテリア）

不活化ポリオ

クロスワード
①

※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。
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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・

水痘

広報たが 2015年３月号

午
後
集
落
萱原①・川相①
一円①②③・木曽①②③
多賀①②③・久徳①②・栗栖②③
猿木①②・月之木①②
不定期
萱原③・一之瀬①・藤瀬①
敏満寺①②③

（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア・不活化ポリオ）

結核（ＢＣＧ）

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

午
前
集
落
７日（木） 萱原①・川相①
１２日（火） 一円①②③・木曽①②③
多賀①②③・久徳①②・栗栖②③
１４日（木）
猿木①②・月之木①②
１５日（金）
—
萱原③・一之瀬①・藤瀬①
１９日（火）
敏満寺①②③
佐目①・四手①②・富之尾①
２１日（木）
南後谷①・大杉①
２５日（月） 土田①②・中川原①
２６日（火） 佐目②
２８日（木） 大君ヶ畑①②③・河内③・八重練③

日（曜日）

☆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。

麻しん風しん混合

☆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。

平成２７年５月 多賀町 し尿収集カレンダー

※「—」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。

④

⑥

⑧

⑤

③

⑦

④

⑤

⑥

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：この時期、
花を咲かせます。

□  □  □

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp
締め切りは４月３０日（木）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景

答えがわかったら▶郵便はがきで、
解答と住所・
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

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 （±０）
■女性
３,９９７人 （-３）
■世帯数
２,７３２世帯 （+４）
■転入
２２人
■転出
１９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。
月曜日〜金曜日
５月１３日（水）
５月２０日（水）
５月２７日（水）
５月１２日（火）
５月２６日（火）

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〜
ふれあい遊び 手形遊び
１０時〜
１０時〜
１０時〜
保健師さんのお話 予防接種について
１０時〜
絵本・パネルシアター・歌遊び
９時〜１３時

お詫びと訂正 広報たが３月号に間違いがありました。訂正してお詫びします。
目
次 （誤）保育料のおしらせ…５ （正）農山村／ダンボールコンポスト／粗大ごみ…５
	１３ページ 軽自動車税 ５行目
（誤）平成２６年度
（正）平成２７年度
	２３ページ クロスワード回答欄４行目 （誤）④、⑤、⑥
（正）④、⑥、⑧

おめでた・おくやみ
生まれました！
☆北川 葵奈（岳史・雅子）
☆重森 友華（亮一・久美子）
☆竹内友梨華（友作・春華）
☆中野 珠里（充・恵里子）
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おくやみ申し上げます
９３歳
◆大矢 とみ
８２歳
◆喜多 登美
９７歳
◆坂上 鉄藏
８７歳
◆則本 敏江
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お詫びと訂正 広報たが３月号に間違いがありました。訂正してお詫びします。
４ ペ ー ジ （誤）住民票の住所が変更になりました （正）住民票の住所表記が変更になりました
変 更 例 （誤）多賀町大字１２３番地 → 多賀町大字１２３番地（１０１号）
（正）多賀町大字多賀１２３番地 → 多賀町大字多賀１２３番地（１０１号）

７７歳
９６歳
７０歳
９７歳
８７歳

放射線量（μsv/h）
3月 2日 0.08
3月16日 0.08
※役場前にて、9時の3回測定平均値

（敬称略）
広報たが 2015年４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 ４８ ８-１２２ 		
毎
月
発
行
４

「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

４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

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
（2月末現在）

33,950
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■今月は笑門寄席の写真です。バレンタイン
デーの開催であったこともあり、終了後に抽選会が行わ
れ、豪華景品が用意されていました。何歳になっても抽
選会のあのドキドキ感はたまらないですね。
（ 残念なが
ら当選しませんでしたが…）
編集後記■まちの話題でご紹介しました、笑門寄席は私
も観覧させていただきました。その中で、落語を聴くに

缶

あたっての心得を教えていただきました。それは「声に
出して笑う」
「隣の人が笑っていたら笑う」
「話が分から
なくても笑う」
「笑わせて見ろ、ではなく楽しもうという
心構えで聴く」
ということでした。最近面白いことがない
なぁと嘆いている方、
ぜひお試しあれ。
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。

