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町制60周年記念事業／地獄めぐり
企画課 （有）２-２０１８ （電）４８-８１２２ ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

まちの話題
多賀町立文化財センター （有）２-０３４８ （電）４８-０３４８ ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

町制６０周年記念式典を
開催します！
日時■１１月８日（日） １３時３０分 開式（受付は１３時〜）
会場■多賀町中央公民館 ２階

大ホール

（仮）
『私たちのまち 紹介します』
展からのお願い
多賀町は町制６０周年を迎え、さまざまな記念イベン
へ ん さ ん

トを予定しています。このたび、
「多賀町史編纂を考える
委員会」ではこの節目の年に、町民の皆さんからのご協

主な内容

力もいただき、町や字などの地域の紹介をする展示会を

第１部……功労者表彰 ほか

企画しようと考えています。町史編纂にあたり、
より良い

第２部……記念講演会

ま す だ

増田

ひ ろ や

寛也氏

（日本創生会議座長・元総務大臣）

展示会にしたいと思いますので皆さんのご協力をお願
いします。詳細については、現在チラシを作成中です。
内容■多賀町のことならなんでも構いません。昔のこと
も現在のことも、
さまざまなものを募集します。

ささゆりむすめ

今年のささゆりむすめを紹介します！
こ ば や し

小林

か

ん

な

ま

栞奈 さん（富之尾出身）

え

だ

前田

ゆ

い

結衣 さん（南後谷出身）

年齢■満１８歳

年齢■満１８歳

性格■明るく元気

性格■追い込まれたらがんばる

趣味■好きなアーティストの音

趣味■音楽鑑賞（好きなアーティ

楽鑑賞

ストは「ＯＮＥ ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」）

将来の夢■保育士

将来の夢■保育士

多賀町の好きなところ■自然

多賀町の好きなところ■自然

豊かで町の人々が温かい

いっぱいで人が優しいとこ

ところです。

ろです。

ささゆりむすめとしての抱負■明るく元気に活動してた

ささゆりむすめとしての抱負■多賀の良さをいろいろ

くさんの人たちに多賀町をＰＲしていきたいです。

な人たちにたくさん知ってもらえるようにがんばっ
ていきたいです。

募集締切■１０月中旬（予定）
６月２０日
多賀観光協会 （有）
２-１５５３ （電）
４８-１５５３ ｔａｇａ-ｋａｎｋｏｕ@ｉ
ｒ
ｉ
ｓ.ｅｏｎｅｔ.ｎｅ.ｊ
ｐ

健康なまちづくりプロジェクト〜龍歩〜「ストックウォーキング」

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

『開運！ 近江の地獄めぐり』をマンダラ券でお得に体験
多賀大社前駅から多賀大社間の観光の促進を図るた
め、
『開運！ 近江の地獄めぐり』
参加加盟店で使用できる
プレミアム付観光振興券を期間限定で発行します。町内

「多賀観光之御札」
と
「マンダラ券」が１組５００円！

見本

の皆さんもこのお得な期間にぜひ一度ご体験ください。
観光振興券額面・販売単位■「多賀観光之御札」
（５００
セットを１組として５００円で販売
使用期限■発効日当日限り
平成２８年１月３１日（日）

引き続き、参加者を募集していま

づくりプロジェクト〜龍歩〜」が多賀

す。若く元気なパワーをもらって、
皆さ

町でスタートし、
６月には第１回目が

ん元気になりませんか。
（期間中は、
ス

開催されました。ご参加いただいた皆

トックと歩数計を貸し出しします。）

さんと学生の皆さんがふれあいなが

※毎月１回、
平成２８年２月まで開催し

ら、
ストックを使ったウォーキングを行

ます。なお、開催日はふれあいの郷

いました。

にお問い合わせください。

このプロジェクトは、このストック

円相当）とマンダラ券（５００円相当）の

販売日■８月１日（土）〜

龍谷大学社会学部の「健康なまち

見本

お問い合わせ・お申し込み

ウォーキングを中心とした「健康な多

福祉保健課

賀のまちづくり」を目指すものです。

㈲２-２０２１ （電）
４８-８１１５

▲6月からスタートした「龍歩」で若々しく！

７月１日

９時〜１５時

内閣総理大臣メッセージ伝達式が行われました！

販売所■多賀観光協会各案内所

役場玄関前で、第６５回社会を明る

ある７月の初めに行われるものです。

多賀町商工会 （有）
２-２０４０ （電）
４８-１８１１

くする運動の内閣総理大臣メッセー

今年は雨が降るなかでの伝達式と

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

ジ伝達式が行われました。この伝達式

なりましたが、多賀町推進委員会の委

は、犯罪の防止と罪を犯した人たち

員をはじめ多くの方が見守るなかメッ

『たがプレミアム商品券』利用開始！

の更生について理解を深めるため、 セージが伝達され、改めてこの運動
社会を明るくする運動の強調月間で

７月末に販売しました『たがプレミアム商品券』が８月

の重要性を考える機会となりました。

▲雨が降るなかメッセージが伝達されました

１日からご利用いただけます。使用期間が平成２８年１月
３１日までとなっていますので、
ご注意のうえ、有意義に
ご使用ください。なお、取り扱いいただく事業所の一覧
は、
ホームページでご確認いただけます。
また、
ご利用者には後日、
アンケート用紙をお配りさせ
ていただきます。今後もこのような事業を推進していく
ための大事なアンケートとなりますので、
ご理解ご協力
をよろしくお願いします。
広報たが 2015年８月号
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１０カ月を迎えたお子

見本

キラリとひかる ★

★

★

★

様の写真です。

★

たが写真館

詳しくは企画課広報担
当へお問い合わせくだ
やま もと

れ

おと

山本 蓮音ちゃん

おく

の

奥野

ら

ゆう

楽悠ちゃん

さい。

広報たが 2015年８月号
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ドクターヘリ／防災

マイナンバー制度／ねんきんだより

総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
彦根市消防本部

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

警防課 （電）
２２-０３３７

マイナンバー制度について

ドクターヘリ運用開始！
平成２７年４月２８日に、京滋ドクターヘリ
（愛称・ゆりかもめ）の運用が開
じゅうとく

始されました。
ドクターヘリは、
１分１秒を争う重篤な患者さんのところへ迅

マイナンバーは「住民票の住所」へ通知します

速に駆け付ける必要がありますので、皆さんが使用されている運動場や公
園に、突然着陸することがあります。その際には、安全を確保するために消防

今年１０月以降、
「マイナンバー」が住民票の住所に通

隊が出場しますので、万一ドクターヘリの飛来現場に遭遇された際には、現

知されます。

場消防隊の指示にしたがってください。

※マイナンバーは、
「社会保障」
「税」
「災害対策」の手続

助かる命を助けるために、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

Q１
A１

「ドクターヘリ」ってなんですか？
「ドクターヘリ」は、緊急の処置を行うための資器
材、検査機器を載せたヘリコプターで、救急専門

医、看護師が搭乗しており、病院到着前に少しでも早く

Q5
A5

▲運用が開始された京滋ドクターヘリ（愛称・ゆりかもめ）

「ドクターヘリ」はどこにあるのです
Q2 か？
A2

A6

きの際に必要となる重要な番号です。

引越し前の市区町村で転出前に転出届を提出して転

入学、進学、就職や転勤などで引越しをされ、住所を

出証明書を受け取る。

異動される方は、住所変更の届け出をおこなってくださ

引越し先の市区町村で転入した日から１４日以内に転

い。住民票の異動の届出（転出届、転入届、転居届など）

出証明書を添えて転入届を提出。

消防隊が出動し、校庭にいる人を誘導したり、砂ぼ

は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など

こりが舞い上がりにくくするために水をまいたりし

につながる大切な手続きです。届け忘れることのないよ

ますので、消防隊の指示にしたがってください。

Q6

ほかの市区町村に転出・転入される場合

校庭などに「ドクターヘリ」が降りて大
丈夫？

医師による治療を開始し、
「助かる命を助ける」ことを目
的に運航されています。

料に処されることがありますのでご注意ください。

「ドクターヘリ」で運ばれたらお金が
かかるの？
救急車と同じで、ヘリコプターの費用はかかりま
せんが、医師が診察して治療をしますので、病院で

済生会滋賀県病院（滋賀県栗東市）のヘリポート

治療を受けるのと同様に、保険診療の範囲内で費用が

にあります。

発生します。

同一の市区町村内で転居される場合

うに気を付けてください。

お住まいの市区町村で転居した日から１４日以内に転

※正当な理由がなく届出をしない場合、
５万円以下の過

居届を提出。

マイナンバー制度導入の３つのメリット
• 行政の効率化 〜手続きが正確で早くなる〜
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減さ
れ、手続きがスムーズになります。
• 国民の利便性の向上 〜面倒な手続きが簡単に〜
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省

Q3
A3

「ドクタ ー ヘリ」は誰 が 呼 ぶ の で す
か？

略できるようになります。
• 公平・公正な社会の実現

皆さんの救急要請を受けた通信指令課員や、患

の防止〜

者さんの状態を確認した救急隊などが要否を判断

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、
不正受給を防止できます。

し、
出場を要請します。

▲（愛称）
マイナちゃん

患者はどうやって「ドクターヘリ」に乗

Q4 るの？
A4

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

あらかじめ使用許可をいただいているグランド、
公園な
ど
（ランデブーポイントと呼びます）
に救急車で向かい、

飛来または着陸しているドクターヘリに引き継ぎます。
彦根市消防署

▲「助かる命を助ける」ことを目的に運航される「ドクターヘリ」の機内

犬上分署 （電）
３８-３１３０

台風が接近した際には次のことを守りましょう。
１.川や用水路の見回りは絶対にやめましょう！
増水した用水路等に足を取られる恐れがあります。
２.屋外での作業は絶対にやめましょう！
屋外の作業は、
雨風が強まる前にすませましょう。
３.外出は控えましょう！
不必要な外出は控えてください。
広報たが 2015年８月号

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
平成２７年４月分から平成２８年３月分までの国民年金

台風に対する備え

4

〜給付金などの不正受給

４.行政の指示に従いましょう！
災害発生の危険が高まれば、町から避難勧告や避難

保険料は、月額１５,５９０円です。保険料は、日本年金機

延滞金を課すだけではなく、納付義務（※）のある方の財

構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コ

産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお

ンビニで納めることができます。また、
クレジットカードに

願いします。

よる納付やインターネット等を利用しての納付、そして
便利でお得な口座振替もあります。

指示が出ますのでしたがってください。また、皆さん自身

日本年金機構では、国民年金保険料を納期限までに

が危険と感じたときも、
自主的に避難してください。避難

納めていない方に対して、電話、書面、面談により早期に

することが危険な場合は、自宅の２階や近くの高い建物

納めていただくよう案内をおこなっています。

などに一時避難してください。

状）
を送付し、指定された期限までに納付がない場合は、

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保
険料の納付が免除される制度や猶予される制度があり
ますので、税務住民課の窓口までご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義
務を負う配偶者および世帯主になります。

未納のまま放置されると、納付を督促する文書（督促
広報たが 2015年８月号
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言の葉

民児協だより／学校支援地域本部事業

書道展／農業委員会だより／紫雲苑からのおしらせ

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

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

は

第８回『豊かな言の葉 書道展』〜開催案内および作品募集について〜
多賀町では、
「 未来にはばたくことができる、心豊か
でたくましい人づくり」を教育基本目標として、町内保・
こ と

は

るように努めています。
古くから「ー写十読に当たる」の言葉があるように、
ご

い

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−

児童委員としての活動から

幼・小・中学校の連携『言の葉教育』の実践に取り組ん

「書く」ことが真の語葉力を育てると考えるとともに、美

「民生委員さん」
と一般的に呼ばれていますが、正式に

した。昨年度までは敏満寺の清涼ファミリーステーショ

でいます。とりわけ、学力向上の基盤は思考力の深化を

しくていねいに書くその「所作」は学びの基本であり、見

は「民生委員・児童委員」といい、地域の福祉全般に関

ンで運営されてきましたが、本年度より多賀小学校の横

る力を育て、作法としての人間の品格形成に寄与するも

わり、赤ちゃんから高齢者まで見守りや相談支援活動を

に新築、移転され立派な施設で運営されています。担当

ご

い

図ることにあると考え、豊かな語葉力を身につけるため
あんしょう

こ と

は

古典や漢文をはじめ多くの名文の暗 請や筆写、校内で

のと考えます。今年も「豊かな言 の葉

書道展」を下記

担っています。活動内容は地域の特性などもあり委員に

者の方より、現在の利用者は６０数人とお聞きしました。

あんしょう

暗請・群読等の発表会をおこなうなどの取り組みをすす

のとおり開催します。規定に従った力作をお寄せいただ

よってさまざまですが、児童委員としての活動は、学校訪

部屋の中では宿題をしている子や、
ゲーム遊びをしてい

めています。また、名文の筆写作品を校内に常時掲示発

きますようご案内申し上げます。

問やスクールガード、子育てサロン等の実施があります。

る子など、各自がそれぞれに一生懸命取り組んでいる姿

高齢者の方とのふれあいに比べると少ないように感じ、

を拝見しました。このような子どもたちの光景を見ると

今後の課題でもあります。

ほっとさせられます。

表するなど、児童生徒の言語への興味関心、意欲を育て
こ と

は

第８回『豊かな言の葉 書道展』
開催日時■１２月９日（水）から１２月１３日（日） ９時〜１６時
まで
（最終日は正午まで）
会場■多賀町中央公民館

大ホール

作品募集
作品の形式■小学校１・２年生……硬筆
小学校３〜６年生……毛筆（半紙）
中学校１〜３年生……岡毛筆（画仙紙）
募集地域■犬上郡、
愛知郡、
彦根市、
米原市内各小中学校
（学校に提出してください）
作品内容■字形はできるだけ整い、
ていねいに書かれて
いて、
筆遣いが明快なものが望まれます。

以下の語句を課題とします。
つなひき

小学１年

赤とんぼが

高齢者への対応も私たちの大切な活動の一つです

内の幼稚園、保育園、小学校、中学校へ委員が分かれて

が、未来を背負ってくれる子どもたちに期待をし、改め

訪問し、児童の学校や園での様子を見せていただき、子

て、民生委員・児童委員の活動について考えさせられた

どもたちの現状を知るいい機会となっています。

施設の訪問でした。

今年は『放課後児童クラブ（学童）』を初めて見学しま

おつきみ

小学２年

例年６月には当協議会で学校訪問を実施しており、町

木にとまった。

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

小学３年

月

三人

小学４年

雲

大豆

小学５年

幸福

あきの月

小学６年

豊作の年

庭の草花

中学１年

古今集

詩の朗読

中学２年

絶妙の技

林泉読書

中学３年

線の芸術

金銀砂子

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

学校支援ボランティアだより
滝の宮スポーツ公園プール掃除
５月２８日、
プール掃除のお手伝いを

一緒にボランティアさんにもご協力い

しました。毎年、
大滝小学校では滝の宮

ただきました。スポンジでやさしく磨い

スポーツ公園プールを使用して、
プー

ていくのはかなりの労力でしたが、懸

ル授業をされています。児童数が昨年

命に磨いた結果、
プールはきれいにな

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

より大きく減少したため、
本年は児童と

り、
子どもたちは喜んでいました。

農業委員会だより

多賀幼稚園幼児託児

平成２７年６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。
• 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……１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。
彦根愛知犬上広域行政組合紫雲苑 （電）
４８-１３１８

紫雲苑からのおしらせ
平成２６年度から進めておりました第１期工事が完了し、
７月１日から新火葬炉棟での火葬業務を開始しました。
引き続き、既存の火葬炉棟を解体し、新待合棟を建設
広報たが 2015年８月号
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する第２期工事を進めています。
利用される皆さんにはご不便をおかけしますが、
ご理
解とご協力をよろしくお願いします。

６月８日、多賀幼稚園の園行事の

者を探す幼児、ビデオを真剣に見る

間、幼児の託児をしました。
０歳から５

幼児とさまざまでしたが、ボランティ

歳までの未入園児２０人がそれぞれ

アさんが抱いたり声をかけていただ

おもちゃや飲み物を持ち、保護者の

き、
しばらくすると慣れて、保護者の

迎えを待ちます。最初は泣いて保護

方を待つ時間を楽しく過ごしました。

▲スポンジでやさしく磨いていきます

▲ボランティアさんと一緒に保護者の迎えを待ちます

大滝小学校放課後児童見守り
６月１２日から毎週月曜日と木曜

ように趣向を凝らしていただき、児童

日、金曜日、全校集団下校をするため

たちは楽しく下校時間を待っていまし

に待機している低学年児童の見守り

た。校区を越えてご協力いただいた

をしました。宿題をしたり、本の読み

方もありました。

聞かせ、ゲーム等、有意義に過ごせる

▲宿題等をしながら下校時間を待ちます

今回も多くのボランティアの方にご協力をいただきありがとうございました。

広報たが 2015年８月号
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いくせい／星空観察会
中央公民館内

けんこう

多賀町青少年育成町民会議 （有）
３-３９６２ （電）
４８-１８００ ｋｏｕｍｉ
ｎｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

地域の子どもは地域で守り育てよう
会長

池尻

力

平素は青少年健全育成活動に対し、格別のご理解とご
協力を賜り誠に有り難うございます。
また日頃よりそれぞれの地域や団体で、青少年の健全
育成に対し、
きめ細かなお取り組みをいただいているこ
とに対し、厚くお礼を申し上げます。
この度、永年にわたり青少年の健全育成に大変ご尽力
をいただいた、
火口会長が勇退され、
その後を受け、
平成

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

食中毒を予防しましょう

（彦根ビバシテイ）へのパトロール、また小・中学校へ

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがち

大丈夫。冷蔵庫に入れておけば大丈夫。真空パックだか

の登校時の挨拶と声掛け運動等、新たな活動に取り組

ですが、毎日食べている家庭の食事でも発生していま

ら大丈夫。こんな間違った認識が、家庭での食中毒のも

みました。

す。普段当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き

とです。私たち一人ひとりの心構えと、予防方法をきち

起こすことがあります。

んと守ることで食中毒は防ぐことができます。

町内の青少年が非行に走らない、非行に巻き込まれ
ないために、地域や学校で取り組まなければならない
ことは計り知れませんが、できることはわずか限られて
います。

変な匂いがしなければ大丈夫。食べる前に加熱すれば

どうして食中毒は起こるの？

地域と青少年の関わりが希薄化している今日、
『 地域

夏に起きる食中毒の原因の多くは、
「細菌」によるも

元々そのような器ではありませんが、地域の皆さんを

の子どもは地域で守り育てよう』の意識の下、一番身近

のです。からだに有害な細菌が増殖した食品を食べた

はじめ、常任委員さんのご理解とご協力をいただきなが

な地域で、
『 おはよう！ 』の朝の挨拶に何か一言付け加

ときや、食べた後にそれらが体内で増殖したときに起こ

ら、
精一杯努めさせていただきたいと思います。

えていただくことと、併せて地域での活動や催事の中

２７年度の会長の大役を仰せつかりました。

さて、社会に目を向けてみますと、青少年が加害者、
ま

で、青少年が参画できる場所をぜひ作ってください。

ります。
主な症状は、吐き気、おう吐、腹痛、下痢などの急性の
胃腸炎症状や発熱などです。

食中毒予防の３原則 〜「つけない」
「増やさない」
「やっつける」〜

たは被害者になる事件や犯罪が後を絶つことなく起こっ

青少年を取り巻く環境はますます憂慮すべき事態と

ており、加えて近年ではＳＮＳやＬ
ＩＮＥでのトラブルも高

なっていますが、地域の子どもは地域で守り育てていく

度化してきており、
自分の知らない間に、いつ加害者、
ま

気概を持って、皆さんと一緒に進めて行きたいと思い

つけない

おかないようにしましょう。冷蔵庫を過信せず、庫内の

た被害者になるか分らない、そんな危険ととなり合わせ

ます。

• 調理の前や食事の前などは、必ず石

容量は７割くらいにしましょう。

の生活になっています。
こうした状況の中、青少年育成町民会議では昨年度

最後になりましたが、皆さんのご支援ご協力をよろし
くお願いいたします。

より、例年の活動に加え、子どもたち同士が集まる場所
産業環境課（環境） （有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７ ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

多賀の星空・自然を学ぶ会

〜一緒に夜空を見上げてみませんか？〜

毎年恒例行事となりました多賀の星空・自然を学ぶ会を今年も開催いたします。普段見上げることのない夜空を見上
げて星を見つめることで、今一度、多賀町の自然を感じてみてください。
この機会に環境について考えてみませんか。皆さんふるってご参加ください。
日時■第１回 ８月７日（金）
第２回 ８月２６日（水）

「つけない・増やさない・やっつける」の３原則を取り入れて、食中毒からからだを守りましょう。

けんでしっかり手を洗い、清潔なタオ
ルでよくふきましょう。手を洗うとき

• 冷凍食品の解凍は、室内に長時間放置する自然解凍
は避け、冷蔵庫や電子レンジで解凍しましょう。

は、指輪や時計をはずし、つめの間も

やっつける

忘れずに洗いましょう。

• 食品はしっかり加熱しましょう。目

• 肉や魚を切った包丁、
まな板はそのま
ま使わないようにしましょう。また、肉・魚・卵を触った
ら、必ず手洗いをしましょう。
• 傷のある手で調理をするときは、
ゴム手袋などをはめ
て、直接食品等に触れないようにしましょう。
増やさない

安は、中心部の温度が７５℃で１
分以上加熱することです。
• 包 丁やまな板などの 調 理 器 具
は、洗剤でよく洗って熱湯や漂白
剤で消毒した後、十分乾燥させましょう。
• 残り物を温める時も、沸騰するまで十分に加熱をしま

• 生鮮食品やお総菜は、購入後できるだけ早く冷蔵庫に

しょう。根菜類を多く使うカレーやシチューなどは、時

入れましょう。
（室内放置は２時間まで。室内に長時間

間がたっていれば、菌やウイルスが増殖していること

放置された食品は、味やにおいが大丈夫でも食べな

があります。鍋に残しておいて、翌日食べることはやめ

いようにしてください。）

ておいたほうが安心です。

• 冷蔵庫内は１０℃以下に保ち、
ドアを１５秒以上開けて

第３回 ９月２５日（金）
１９時３０分〜２１時３０分
（受付：１９時〜１９時３０分）

食中毒かな、
と思ったら……

※雨天決行
集合場所■ダイニック アストロパーク天究館

ほかに原因がないのに、吐き気やおう吐、腹痛、下痢、

内容■
（予定）

発熱に襲われたり、目がかすむ、めまいがする、からだの

ださい。
• 受診の際には状況をくわしく……どんな症状か、吐い

• 当日見える天体についての解説

どこかがしびれるなどの症状があったら、食中毒かもし

• 天体望遠鏡で星の観察を行う

れません。素人判断でようすを見ることなく、次のことを

たものや便の状態、いつ、
どこで、何を食べたかなど、

• 身近な生き物観察

守り、
すぐに受診しましょう。

お医者さんに詳しく説明しましょう。

参加費■無料
（申込不要）

• 下痢止めを飲まない……かえって菌やウイルスを腸
内にとどまらせ、増殖させてしまいます。
▲滋賀県最大級の60cm反射望遠鏡で観察もでき、
迫力満点

広報たが 2015年８月号
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大切です。お茶などの水分だけをとって、受診してく

• 水分補給だけで食べない……十分な水分の補給が

食 中 毒 予 防 の３原 則を守って、食 中 毒を予 防しま
しょう。
広報たが 2015年８月号
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地域おこし協力隊

緑のふるさと協力隊

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

２年目の活動開始！

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

皆さん、
こんにちは。多賀町水谷地区に住む地域おこし協力隊の山下です。今月も地域おこし協力
隊としての活動報告をさせていただきます。

自然を相手にする農林業

や ま だ

山田

よ う た

陽太 隊員

多賀町に来て早くも二カ月が経ちました。梅雨の季節となりどんよりとした天気の日が続いています。
雨は植物に水を与えますが、その一方で外での農作業をする妨げともなります。天気が与える影響は大き
いということを日々実感しています。

梅干し作り

今月から新たに、大滝山林組合のお手伝いが始まりました。私が興味を持っている活動のひとつです。

１年目の活動は日々の活動に追わ

いうわけではありませんが、食を通し

れてあっという間でした。すべてのこ

て季節を感じながら日々の生活を送

とができたとはいえなかったので、
２

る、
ということは地域おこし協力隊で

年目はできるだけのことをやっていこ

あるまえに、日本人として大切なこと

うと考えています。というわけで、今

なのかな？ と思っています。

年は梅干し作りに初挑戦してみまし
た。都会に住んでいるとできない、
と

ちょっと大げさになってしまいまし
たが…できあがりが楽しみです。

そのほかにも草刈り、田んぼ仕事、農家さんのお手伝いなどをさせてもらっています。

田んぼ仕事
▲できあがりが楽しみな梅干し

田植えが一通り終わり、
もう田んぼ

に溝を掘る。どちらの作業も土に空気

作業はあまりないのかなと思ってい

を入れて、稲の根腐れを防ぎ、丈夫な

ましたが、重要な作業がありました。

根にするという目的があります。この

それは、田んぼの雑草の除草作業と、 作業をしないとおいしいお米ができ

新価値創造展
５月３１日に、
インテックス大阪で開

ても大切なことだと実感しました。

溝切りです。除草作業は機械で土を

ないようです。重要な作業を体験さ

耕しながら、草を除く。溝切りもまた

せていただきました。

催された、新価値創造展に行ってきま

地域おこし協力隊の活動に正解は

した。
「新しいビジネスを生み出すた

ありませんし、
たとえ知識や経験が不

めの地域の関わり方」
という講演を聞

足していても、
目標だけは見失わない

くのが目的。とてもためになる話を聞

ようにしていきたいと思っています。

くことができました。講演の中で「信

満足はしていませんが、今までの

頼貯金」という言葉がありました。地

活動が決して無駄ではなかったこと

山仕事に興味がある私にとって山林

とでしたが、梅雨に入り雨が多かった

域おこしの活動にとって「信頼」はと

を実感することもできた一日でした。

組合に関われるというのはとても嬉

のでほかの作業はあまりしていませ

しいことです。今月は主に炭出しのお

ん。山仕事は雨に左右される自然相

機械を使い、田んぼの水を抜くため

▲とてもためになる講演が聴けました

こんにゃく芋栽培
昨年は、台風とその後の長雨の影

こともできました。

響でこんにゃく芋はそれほど大きく

今年はこの芋を再度植えつけてリ

なりませんでした。それでも、こぶし

ベンジです！ 昨年学んだ経験を活

大になった芋とその周りについた生子

かして育てています。
（６月の写真で

（芋の赤ちゃん）を収穫することがで

すが、こんな大きな芽が出てきまし

きました。また、
こんにゃくに加工する

▲除草作業のようす

山林組合にて
冒頭でも言いましたが、今月から大
滝山林組合での活動が始まりました。

た炭の量も多いので疲れました。
天候が良ければ山に行くというこ

手伝いをしました。私は主に炭の袋詰

手の仕事。雨で作業ができないとき

め作業をしました。単純な作業でした

に何をするか、
ということを学べまし

が、かがんでやらなくてはならず、ま

た。

ば ん が た こ う

▲こんな大きな芋の芽が出ています

番方講

▲箱詰めされた炭

６月２１日、栗栖地区の番方講とい

た！）

地区、八重練から運んできました。と

う行事に参加しました。
番方講とは、浄土真宗の門徒によ

ミニトマトの栽培

手伝いしました。仏像は栗栖の隣の

り戦国時代に始まった行事です。当

ても重い仏像。
トラックに載せるだけ
で一苦労です。
地域に根差した歴史ある行事に参

す。うまくできるか？ まだわかりま

時弾圧を受けていた浄土真宗の門徒

挑戦しています。たった２本の苗しか

せんが、今のところ順調に育っていま

たちは仏像を取られるのを恐れ、一カ

加し、貴重な体験をさせていただきま

育てていませんが、大量収穫を目指

す。

所にそれを留めず周辺地域で回して

した。

今年はミニトマトの水耕栽培にも

しています。ちなみに目標は３０㎏で

▲収穫目標30㎏を目指しています

管理していました。その風習が今でも
残っており、毎年この時期に仏像を地

まだまだ書き足りないことがいっぱいある
（いろんな芋を植え付けたり、水谷茶を手もみでつくってみたり…）のです
が、
それらの記事はブログへアクセスをお願いします。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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域で回すということをしています。私
は仏像運び、当日の装飾準備等をお

▲箱の中に仏像が入っています

日々の活動をブログで発信しています。よかったら見てください。

ｈｔ
ｔｐ://ａｍｅｂ
ｌ
ｏ.ｊ
ｐ/ｍ-ｄ-ｒ４９
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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

８月の休館
日

か わ

火

水

木

金

土

日

ゆ き の り

講演会報告

委員会報告

６月２０日にエジプト考古学者河江肖剰さんの講演会

（■…休館日）

が季節風びわこ道場さん主催で開催されました。

９月の休館

月

え

河江肖剰さん

平成２７年度多賀町立図書館事業計画等に関し、各委員

当日は７７人の方が参加され、エジプトのピラミッドの

月

1

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

25

26

30

31

27

28

29

30

５月１４日に第１回図書館協議会が開催されました。

なぞについて実際の研究現場からの楽しくわかりやすい

よりご意見をいただきました。事業計画は図書館ホーム
ページでご覧いただけます。

お話を聞くことができました。

※１５日（火）は特別休館します。
※２４日（木）は月末整理休館です。

※２７日（木）は月末整理休館です。

お知らせ
ＤＶＤ２点以内）へと変更します。

雑誌のおわけ会

また、
ＣＤの貸出期間を３週間に変更します。
（ＤＶＤ・
ビデオはこれまでどおり２週間）

図書館で不要になった雑誌をおゆずりします。
期間■前半：７月２５日（土）〜８月９日（日）

▲楽しくわかりやすい講演会でした

後半：８月１１日（火）〜８月２３日（日）
場所■あけぼのパーク多賀

図書館内

絵本・児童書をご寄贈ください

対面朗読室

冊数■前半は１人５冊まで、後半は制限なし。

ご不用になった絵本や児童書（汚損、破損、書き込み等
のないもの）
を図書館にご寄贈ください。

30冊までお借りいただけます

※図書館ですでに所蔵している本等は、公共施設やおわ

町制６０周年を記念し、
１０月１日より貸出冊数をこれ
までの１５冊以内から３０冊以内（うちＣＤ１５点以内、

新刊案内

絵本

け会などで必要とされる方に提供させていただく

いしゃがよい

もりのホテル

場合がございます。

さくら せかい／さく

ふくざわ ゆみこ／作・絵

福音館書店 ＫＥ イシ

学研教育出版 ＫＥ モリ

あるひ、やまにきのこがりにきたエン

あらいぐまいっかの「もりのホテル」

さんは、おおごえでないているパンダ

は、
だいにんき。おにわはいつもはな

をみつけました。
「きみは、
どこのこ？」
ときいても、パン

がいっぱいで、
おとうさんのつくるしょくじもだいひょうば

ダは「ファファ」
となくだけです。エンさんはパンダをファ

ん。それからなんといってもすてきなのは、
どんなおきゃ

ンファンとなづけて、そだてることにしました。ファンファ

くさまにもぴったりのおへやへあんないしてくれること！

ンはからだがよわく、
エンさんはいつもじてんしゃにのせ

きょうもへびさんやくまさんがやってきました。さあ、
どん

て、いしゃがよいすることになり…。

なおへやにとまるのでしょう？

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
２０１５年
巡

回

場

所 ・ 駐

車

時

間

８月 ９月

第１水曜日

川相
５日 ２日 （みなさまの店くぼさん駐車場）
１３:１５〜１３:４０

▲協議会では活発な意見が出ました

多賀清流の里
（玄関前）
１４:００〜１４:４０

Ａコース
（大滝方面） ６日 ３日
第１木曜日

大滝小学校
（渡り廊下）
１２:５０〜１３:３０

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

Ｂコース
（多賀方面） 12日 9日
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

児童書
ゆ め

の

す け

命を救われた捨て犬 夢之丞

風のヒルクライム

今西

加部

乃子／著

鈴子／作

金の星社 Ｋ３６９

岩崎書店 Ｋ９１３ カベ

殺処分直前に動物愛護センターから引

１３歳の誕生日に、父親の趣味のロード

き出された１匹の子犬。おくびょうで人

バイクを贈られた涼太。一方的なやり

をよせつけず、散歩すら苦手。食べ物へ

方に反発を覚え、勢いでレースに出る

の欲もなかったこの子犬は、やがて新米ハンドラーとと

ことになる。スタートに集う選手たち、みなそれぞれの人

※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。

もに訓練をこなし、災害救助犬「夢之丞」
として新たな一

生模様を乗せ、
ひとつのゴールをめざして、
レースがはじ

※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

歩をふみだした…。

まる−

広報たが 2015年８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

観察会

第５回

Ｂ＆Ｇ海洋センター （有）
２-１６２５ （電）
４８-１６２５ ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

「多賀町秋季軟式野球大会」参加者募集中！

多賀の花の観察会

毎日、暑くて疲れる季節になりました。今回の観察会

８月３０日（日）、
９月６日（日）に、多賀町

は、
この暑い季節にぴったりな湿地の植物観察です。湿

民グラウンドにて多賀町体育協会主

地ではどんな植物が見られるのか、一緒に探してみま

催による多賀町秋季軟式野球大会が

しょう。

開催されます。

日時■８月２０日（木） ９時３０分集合

参加申し込みなどのお問い合わせ
は、
多賀町体育協会事務局
（多賀町Ｂ＆

集合場所■多賀町立博物館駐車場
参加費■１００円
（保険料）

▲キツネノマゴ

Ｇ海洋センター内）
までお願いします。
▲昨年の多賀町秋季軟式野球大会

▲今年も熱戦が期待されます

博物館学芸員のつぶやき

「いきいき健康体操教室」を開催します！

自由研究の相談、いつでも受け付けます！！
小中学生の皆さん、夏休みの宿題に自由研究はいか
がですか？ 今からでも、
まだ間に合います！！
「こんなことを研究したいけれど、どうやって調べたら
いいのかわからない。」

「体が軽くなった！」と例年好評い

開催日■９月１日、
１５日、
２９日／１０

ただいています教室を今年も開催し

月１３日／１１月５日、
２４日／１２

ます。健康運動指導士の北京子先生

月１日、
１５日／１月１２日、
２６日

より、
リズム体操など誰でも楽しく、気

／それぞれ１０時〜〈全１０回〉

「本に書いてある通りに実験したけど、
うまくいかない。」

軽にできる体操を学びます。参加を

場所■中央公民館 ２階

「水路でつかまえた生き物の名前を知りたいけれど、

希望される方は、右記の事項をご記

対象■町内在住の方

図鑑にのっていなくてわからない。」
「観察した結果をどうまとめたらいいのかわからない。」
……自由研究をしてみると、いろいろな疑問が出てく

大ホール

入のうえ多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターに

申込書記入事項…①教室名

お申し込みください（任意の様式で構

②お名前

いません。
ＦＡＸ可）。

⑤ＦＡＸ番号

③住所

④電話番号

⑥年齢・性別

ると思います。そんなときは博物館に来て、
学芸員といっ

▲「体が軽くなった！」と例年好評です

しょに答え探しをしてみましょう。顕微鏡などの、家には
ないような道具も使うことができますよ。

「第７回 多賀町民ボウリング大会」報告

質問するのはちょっぴりはずかしいかもしれませんが、
気軽に声をかけてくださいね。多賀町立博物館では、皆

７月１９日に多賀町体育協会主催に

さんの自由研究を応援しています！！

よる第７回多賀町民ボウリング大会
が開催されました！
３３人の参加があり、大人も子ども

お知らせ

アケボノゾウの復元骨格が琵琶湖博物館へ出張中です！！

も、皆さん楽しい時間を過ごされまし
た。来年も、皆さんのご参加をお待ち
しております！

博物館の主役のアケボノゾウ復元骨格が、多賀町の町
制６０周年を県内外の皆さんにお伝えする「化石の親善

▲楽しい雰囲気となりました

▲来年もご参加お待ちしております！

使節」
として、滋賀県立琵琶湖博物館に出張しています。
１１月下旬まで、琵琶湖博物館の第２３回企画展示「琵琶

スポーツ推進委員かわらばん

湖誕生−地層にねむる７つの謎−」で、
かつて生息してい

『こまめに水分補給を！』

た生き物の代表として展示されているので、ぜひ会いに
行ってください。アケボノゾウの代わりに、琵琶湖博物館

日増しに暑くなり、少し動いただけ

からはトンボの大型模型が多賀町立博物館に来てくれて

で汗が出てくる季節になりました。

ていますが、水がなければ２〜３日し
か生きられないといわれています。

とが大切です。
のどが渇いた時には、すでに体の

います。企画展「多賀の自然環境−トンボの目で見たそ

皆さん、
こまめに水分補給していま

運動すると、大量の水分が汗として

中で脱水症状が起きている状態で

の現状−」で展示されているので、
こちらもご観覧くださ

すか？ 私たちの身体の約６０％は水

失われますが、汗をかくことで私たち

す。スポーツの後は、アミノ酸系のド

い。

分です。

は体温調節をおこなっています。

リンクを飲むと、疲労回復にいいで

期間■７月２日（木）〜１１月下旬（予定）
出張先■滋賀県立琵琶湖博物館
広報たが 2015年８月号

14

企画展示室

▲琵琶湖博物館に行ってきます！

人間は、食べ物がなくても数週間

しかし、失われていく水分を速やか

は生き延びることができるといわれ

に補給して、水分のバランスを保つこ

すよ。
こまめな水分補給を忘れずに！
広報たが 2015年８月号
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おしらせ

おしらせ

多賀ふるさと楽市フリーマーケット出店者募集
ご家庭で不用なもの、ご自分でお
作りになった小物など、フリーマー
ケットで販売してみませんか？
開催日■１０月１８日（日）
１０時〜１５時（予定）
出店場所■多賀大社前駅周辺または
絵馬通り
（場所は選べません）

出店スペース■２ｍ×４ｍ
（予定）
※机、いす、シート等は出店者でご
用意ください。

犬上ハートフルセンター夏祭り
‘１５
申込締切■９月４日（金） １７時まで
※申 込 多 数 の 場 合は抽 選となり
ます。

販売品■不要となった家庭用品、衣

※申込用紙は、産業環境課窓口ま

類、おもちゃ、古本、参加者が自

たは町のホームページでダウン

分で作ったものなどに限る。
飲食物、生き物、営業用商品、

ロードいただけます。
お問い合わせ・お申し込み

参加資格■町内在住の方。
（町内在

薬品薬草、危険物、盗品のほか実

住の方が代表者であれば、町外

行委員会が販売不可と判断した

（産業環境課）

の方も可）
未成年は不可。

ものの販売は、
お断りします。

（有）
２-２０１２ （電）
４８-８１１８

ふるさと楽市実行委員会事務局

佐目清流祭

多くの方のご参加をお待ちしてい

模擬店や遊戯店、盆踊りなど、さま
もよお

ざまな催しを予定しております。ぜ

ですが、取り扱いを誤ると感電や火

日時■８月８日（土） １８時３０分〜

ひ、
ご参加ください。

災の原因になります。電気事故をなく

場所■犬上ハートフルセンター

日時■８月９日（日） １７時〜１９時３０分

すため、毎年８月に「電気使用安全月

場所■多賀清流の里

間」運動が全国一斉に行われていま

内容■模擬店、遊技店、盆踊り、抽選

す。今年の重点テーマは、

※雨天中止
内容■お楽しみ抽選会・模擬店・アト
ラクション・花火
お問い合わせ

会、花火
お問い合わせ

犬上ハートフルセンター
（電）
４８-２６００

日程■９月７日（月）〜９月１８日（金）
土日除く１０日間 １３時〜１７時
会場■連合会事務所会議室
定員■２０人
申込締切■８月２７日（木）必着
※申込受付後、
面接により選考
面接日程■８月３１日（月） １０時〜
連合会事務所会議室
福祉有償運送運転者講習②
日程■９月１５日（火）〜９月１７日（木）の

３日間 ９時２０分〜１６時
会場■草津市シルバー人材センター

実習は湖西・湖南地域各事業所
定員■２０人

定員■２０人

申込締切■９月１０日（木）必着

申込締切■８月３１日（月）必着

※申込受付後、面接により選考

※申込受付後、面接により選考
面接日程■９月３日（木） １０時〜
連合会事務所会議室

面接日程■９月１４日（月） １０時〜
プエルタ大津

開催日時■１１月７日（土）
・８日（日）
１０時〜１６時（９時受付開始）
出店会場■滋賀大学経済学部（雨天
時は体育館のみ）
区画広さ■屋内１区画 縦３ｍ×横３ｍ

保守点検と計画的な更新で防ぎま

犬上郡多賀町佐目６７５

しょう

公益社団法人

日程■９月２８日（月）〜１０月９日（金）

滋賀県シルバー人材センター連合会

土日除く１０日間 １３時〜１７時

（電）
０７７-５２５-４１２８

会場■連合会事務所会議室、作業実技

（Ｆ）
０７７-５２７-９４９０

自衛官募集
（高卒程度）
５人程度

随時、事務所にて各種募集説明会

出店料金■１日１区画 ５００円、両日

ムページなどにて後日連絡いたし

電話またはホームページから気軽に

ます。

お問い合わせください。

さい。

〒５２２-８５２２

申込方法■①インターネット申し込み

彦根市馬場 １-１-１

②郵便申込 ※９月３０日（水）必着

滋大祭実行委員会

③電話・ＦＡＸでの申し込み

フリーマーケット担当行

• 定員に達し次第、募集を締め切りと

（電）
２７-１１３７
（ＦＡＸも同じ）

広報官が直接説明に伺います。

いのある方からの日常の相談に応じた

ただけます。ぜひご来所ください。
相談日■８月２２日（土）

り、相談の内容によっては関係機関に

１３時３０分〜１６時

連絡をとるなど、必要な指導や助言を

会場■多賀町総合福祉保健センター

行うため、
また、地域福祉活動の中核

ふれあいの郷 ボランティア室

（医学科、看護学科）
受付期間■①９月５日（土）〜９月９日（水）
②９月５日（土）
〜９月３０日（水）
お問い合わせ
彦根市旭町１-２４ 田中ビル２ｎｄ１階
自衛隊滋賀地方協力本部

すために、町から委託しています。障

お問い合わせ

彦根地域事務所

がい者の立場で、就職・結婚に関する

福祉保健課

広報たが 2015年８月号
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日時■８月１０日（月） １４時〜
場所■役場２階

大会議室

お問い合わせ
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

②防衛大学校、防衛医科大学校

相談員■身体障がい者相談員

（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５

農業委員会開催のお知らせ

学生

となって障がい者福祉の向上を目指

ことなど、
さまざまな相談を受けてい

（電）
２３-０３５４

産業環境課

募集種目■①自衛官候補生、一般曹
候補生、海上・航空自衛隊航空

身体障がい者相談員は、身体障が

滋賀支店

お問い合わせ・お申し込み

申込期間■８月１日（土）〜９月３０日（水）

所に連絡をいただければ、地域担当

身体障がい者相談員による「身体障がい相談」を行います

お問い合わせ

１区画 ７００円（１日目５００円、

注意事項

フレッシュ サ イ ヨ ー

ついて無料相談を承っています。お

彦根営業所

屋内６０区画）

にお越しください。遠方の方は、事務

（電）
０１２０-２０４-３１４

の使用安全では、電気の使用安全に

• 詳細は、申込時や送付資料、ホー

の旨と相手のお名前をお伝えくだ

（屋外５０区画

ページをご確認ください。

Ｂ
（高卒程度）
１４人程度／女性Ｂ

ちの受付は行います。

また、関西電気保安協会では、電気

関西電気保安協会

試験区分および採用予定人員■男

滋賀県警察本部警務課採用係

いたします。ただし、キャンセル待

れる場合は、お申し込みの際にそ

を実施しております。お気軽に事務所

性Ａ
（大卒程度）
３人程度／男性

けてください。

募集区画■各日ともに１００区画程度

詳しくは、滋賀県警察のホーム
お問い合わせ

皆さん、日頃から電気安全を心が

• 友人・知人とお隣で出店を希望さ

受付期間■８月１日（土）〜８月３１日（月）
性Ａ
（大卒程度）
１３人程度／女

• 地震、雷、風水害などの自然災害に

屋外１区画 縦３ｍ×横３ｍ

２日目２００円）

第１次試験■９月２０日（日）

• 自家用設備の電気事故は、適切な

多賀清流の里

滋大祭フリーマーケット出店募集

お問い合わせ・お申し込み

ふるさと産品技能講習

第２回 滋賀県警察官採用試験

• 電気はムダなく安全に使いましょう

そなえ、電気の安全に努めましょう

再就職・就業支援 シニア対象「講習会」のご案内

公的事務補助技能講習①

電気はたいへん便利なエネルギー

ます。

（電）
４９-８０３０

シルバー連合会

８月は電気使用安全月間です

（電）
２６-０５８７
（ＦＡＸも同じ）

よろず相談

広告募集中
広報紙発行部数：２，
９５０部。
１枠：５，
０００円／１カ月

今月の相談日■８月６日（木）
来月の相談日■９月１６日（水）
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８月号

17

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〉

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付けています。
す く す く 相 談 ９月１７日（木） 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。
（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４ カ 月 児 健 診
１０ カ 月 児 健 診
１ 歳 ６カ 月 児 健 診
７〜８カ月児・離乳食教室
胃がん・大腸がん検診
胃がん・大腸ん・肺がん検診
子宮頸がん・乳がん検診
特
定
健
診
特
定
健
診

９ 月 ７ 日（ 月 ）
９ 月 ７ 日（ 月 ）
９ 月 ２ 日（ 水 ）
９月１７日（木）
９月１０日（木）
９月２４日（木）
９月１６日（水）
９ 月 ９ 日（ 水 ）
９月１５日（火）

３日（木）

１３時〜１３時１５分
１３時１５分〜１３時３０分
１３時〜１３時１５分
１０時〜１０時３０分
９時〜１１時
９時〜１１時
９時〜１１時
７時３０分〜１０時
９時〜１１時

Ｈ２７年４月生まれの乳児
Ｈ２６年１０月生まれの乳児
Ｈ２６年１・２月生まれの幼児
Ｈ２７年１・２月生まれの乳児

各がん検診・特定健診の申込者

１０日（木）
１４日（月）
１５日（火）
１７日（木）
２４日（木）
２８日（月）
２９日（火）
３０日（水）

予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

種類

①

⑦

１期：生後３カ月以上〜９０カ月未満 １期初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
２期（２種混合：ジフテリア、破傷 １期追加：３回目接種日から
または
風）
：１１歳以上１３歳未満
１年後に１回接種
３種混合
（小６相当の年齢）２期：１回接種
（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア）

猿木②③・多賀①②・一之瀬①
藤瀬①・敏満寺①②
大杉①・樋田③・佐目①・四手①②
富之尾①・南後谷①
土田①②③
中川原①③
佐目②
不定期
久徳③
萱原③

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

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
生後３カ月以上〜９０カ月未満
追加：３回目接種日から
１年後に１回接種 不活化ワクチン
１期：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
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
生ワクチン
生後１２カ月未満（標準的な時期：
１回接種
（２７日以上おいて
生後５〜８カ月）
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）

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
き
ぺ
（
ぺ
（
こ
お

り ん 広
ん ぎ ん 広
に こ に こ
ん ぎ ん 広
き ら き ら
あ ら 広
話 ポ ケ ッ

場 ８ 月 ５ 日（ 水 ）
場
８月１７日（月）
）
場
８月１９日（水）
）
場 ８月２６日（水）
ト ８ 月 ４ 日（ 火 ）

９時〜１３時
１３時〜１４時
１０時〜支援センター
１０時〜支援センター

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。
子育て相談

ヨコのカギ

③

①p.10。○○○○作りに初挑戦。
②海に生息する、ひし形の平たい生き物。細長い
尻尾を持ち、
毒があるものもいる。
③「今」を意味する英語。
「now」
（読み）
。
④夏にはこれを求めて冷凍庫へ！
⑤【難】欧州にある、
エストニア、
ラトビア、
リトアニ
アの三国の総称。○○○三国。
⑥畑や庭のお手入れは大事ですが、炎天下での
草○○○はたいへんですね。

１０時〜支援センター

⑨

④

タテのカギ
① 植 物を植 え、安 定 させるため の 容 器 。割 れ
物なので扱いには注意。
④ 手 塚 治 虫 先 生 の 大ヒットア ニメ。
「鉄腕○
○○」
⑦ 兄 弟 あ るい は 姉 妹 の 娘 の 呼 称 。息 子 の 場
合は甥【 おい 】。
⑧剣道で使われる、竹でできた刀。
⑨厚切り⇔○○○○

⑤

⑥

問題

クロスワードを回答して、二重枠の

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：夏バテ予防してますか？

□ □ □

締め切りは８月３１日（月）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・有線ＦＡＸでもOKです。

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
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
結婚しました！

プール遊びや水遊びをします。

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と
なっています。			
※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、お申し
込みいただいた収集回数を表していま
す。
①は１カ月に１回、②は２カ月に１回、③は３
カ月に１回でのお申し込みを表し、
「 萱原
町①」
とある場合は１カ月に１回で申し込
みいただいた萱原町のお宅を収集させ
ていただきます。
なお、収集予定のない集落等については、
翌月以降の収集となります。
※１月に２回でお申し込みの場合は、原則１
回目を同集落の月１回と同じ日に、
２回目
を１回目の１５日後（２〜３日は前後しま
す）
に収集させていただきます。

クロスワード

⑧

②

やまもと

剛之

たねむら

さ お り

山本
♥
種村

た け し

早織

生まれました！
き し べ

☆岸邉
つ ち だ

☆土田

こうへい

煌平（知也・吏江子）
あおい

葵（翔一・歩）

おくやみ申し上げます
お

お

く

たけなか

◆竹中
◆宮野

１０時〜支援センター 水に触れてあそびます。
１０時〜
絵本・パネルシアター・歌遊び

先月号の答え

ギブ
ン
ス
マイ
ホロ

①

⑦

⑥

④

⑤

⑧

アツ
イ
カン
ナ
グラ
⑨

②

③

プ
レ
ミ
ア
ム

⑪

「スイレン（睡蓮）」
でした。

ひとのうごき

平成２7年6月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,６７９人 （-２）
■男性
３,６８３人 （-１）
■女性
３,９９６人 （-１）
■世帯数
２,７３７世帯 （+５）
■出生者数
３人
■死亡者数
４人
■転入
１４人
■転出
１５人

放射線量（μsv/h）

ぼ す ず こ

◆大久保鈴子 ７５歳
み や の

7月15日 0.07

とし ９５歳

7月21日 0.06

は る お

治雄 ８２歳
（敬称略）

お詫びと訂正
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不定期

（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア・不活化ポリオ）

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

広報たが 2015年８月号

午
後
集
落
萱原①・川相①

おたのしみ

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）

水痘

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

午
前
集
落
萱原①・川相①
一円①②・木曽①②・久徳①②
月之木①②・栗栖②
猿木②③・多賀①②・一之瀬①
藤瀬①・敏満寺①②
大杉①・樋田③・佐目①・四手①②
富之尾①・南後谷①
土田①②③
中川原①③
佐目②
大君ヶ畑①②
久徳③
萱原③

日（曜日）

８日（火）

☆乳幼児健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参下さい。
☆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。

結核（ＢＣＧ）

☆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9月 多賀町 し尿収集カレンダー

※役場前にて、9時の3回測定平均値

広報たが７月号で誤りがありました。お詫びして訂正します。
24ページ 観月祭 短歌・俳句の募集 ２列目２行目（仲秋の名月は〜変更開催）の１文は不要です。

広報たが 2015年８月号

19

▼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
８

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

ウグイス

8月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

14

（金）
日

スギ

と

28

（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
（6月末現在）

50,137
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■大滝小学校で行われたカヌー教室の写真で
す。カヌーを扱う際の基礎知識や注意事項の説明を聞
き、大門池（敏満寺）
にてカヌーを体験しました。最初は
なかなか思い通りに扱えず、苦労しているようすでした
が、
笑顔も見られ、
素敵な体験となりました。

缶

編集後記■今月号の表紙はいつもと違い、いくつかの
写真を組み合わせて構成してみました。一枚写真の方
が迫力がありますが、今回は当日の流れが見えるように
工夫しました。今後も広報紙をよりよいものにしていく
ため、
試行錯誤を重ねていきたいと思います。
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。

