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決算

平成26年度決算

平成２6年度

多賀町の財政状況
〜家計にみたてて〜

平成26年度決算

建設に備えました。中央公民館建設

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ７億５，０５５万円 ７億４，２８４万円

備等、子育て・教育の充実を図ったこ

基金現在高は６億４,２３１万円となっ

後期高齢者医療事業特別会計

９，４４３万円

９，１６７万円

とから民生費、教育費が増加、集落へ

ています。

育 英 事 業 特 別 会 計

５０９万円

５００万円

びわ湖東部中核工業団地公
共緑地維持管理特別会計

１，００８万円

９５８万円

多賀財産区管理会特別会計

１４万円

９万円

大滝財産区管理会特別会計

１０１万円

４０万円

霊仙財産区管理会特別会計

４８万円

６万円

経費の増により総務費が増加しまし

１億９,１９７万円 ３.７％減）、歳出決

円となり、景気の回復等により個人住

して積み立てた１億５,２２１万円を全

や久徳中川原線が完成時期を迎えた

算額は、
４６億７,８１６万円（前年度比

民税、法人住民税が増収、固定資産税

額繰り入れ対象事業に充当しました。

ことや経済対策等の国交付金が減少

２億１,３１４万円４.４％減）
となりまし

は前年度とほぼ同額となり、前年度比

地方債については、
５億４,６７５万円

た。歳入歳出差引額は、
３億２５５万

５,０９３万円（２.８％）の増収となりま （前年度比１億１,２０８万円 １７.０％

円 で 、うち 平 成２７年 度 へ 繰り越

した。

地方消費税交付金は９,１３９万円

地方特例交付金
511万円

税の内訳

0.1%

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

町債
5億4,675万円

地方譲与税
4,059万円

11.0%

0.8%

県税交付金
1億914万円

自

2.1%

8.3%

49億8,072万円

４
源（

国庫支出金等
4億1,266万円

給料・
アルバイト代など
家族で得た
収入

親などからの
支援

38.1%

）

将来負担比率

－

－

3.6

27.2

（１５．
００）

（２０．
００）

（２５．
０）

（３５０．
０）

繰越金
2億8,138万円

5.6%

下 水 道 事 業 特 別 会 計 ４億３，４８０万円 ４億１，２２８万円
農業集落排水事業特別会計
水

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

道

事

業

会

５，３８５万円

５，０９１万円

計 ８億２，６６４万円 ９億２，８１４万円

投資および出資金・貸付金 56万円

0.0%

壁の張替え、
雨漏りの修繕

繰出金
（特別会計へ）
4億5,267万円

9.7%

維持補修費 1,751万円

0.4%

人件費
8億185万円

積立金
9,650万円

2.1%

17.1%

親への仕送り、
子どもへの
仕送り
定期預金等

補助費等
6億6,226万円

14.2%

各種保険料、
小遣い等

食費

歳出

46億7,816万円

扶助費
3億6,171万円

医療費、学費等

ローンの返済

7.7%

公債費
4億2,685万円

9.1%

光熱水費、
家電修理、被服費等

使用料
および手数料
1,963万円
0.4％
分担金
および負担金
5,914万円

18.3%

芹谷栗栖地域振興事業特別会計 ３億４，８１１万円 ３億４，８１０万円

実質公債費比率

６

地方交付税
9億1,073万円

前年から
の繰越

おりとなっています。

）

・

％

定期預金の
解約

財政健全化判断比率は、下記のと

連結実質赤字比率

％

８
４

源（ ５ １・

財

歳入

町税
18億9,618万円

なり、
１億８,０６６万円増加しました。

実質赤字比率

財

7.8%

存

県支出金
3億8,639万円

主

依

金融機関等からの
借入金

7億1,055万円
3億3,437万円
3億7,618万円
11億1,480万円
2億2,583万円
4億965万円
4億7,861万円
71万円
2,238万円
4,729万円
116万円

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ８億５，６６９万円 ８億５，４０２万円

地方債残高は、
５０億９,６００万円と

のまちづくり活動支援や６町クラウド
た。土木費については、町道小森池線

国庫支出金は前年度に交付された

支出済額

の新設や小中学校におけるＩＣＴを整

経済対策事業分が大きく減少しまし

す財源が４,３１９万円、実質収支は

収入済額

金に８,１７８万円を積み増し、将来の

たが、地域の元気臨時交付金基金と

減）
を発行しました。

会計別

歳出では、特に、放課後児童クラブ

歳入では、町税収は１８億９,６１８万

２億５,９３６万円となりました。

平成26年度特別会計および企業会計決算状況

積立金として、中央公民館建設基

２９９万円となりました。

額は、
４９億８,０７２万円（前年度比

平 成２６年 度 一 般 会 計 歳 入 決 算

したことにより、大きく減少しました。

が交付され、
うち消費税増税分は、
１,

1.2%

財産収入 579万円

0.1%

物件費
8億3,465万円

17.8%

家の増改築、
車の買い替え等

投資的経費
（道路、学校、公共施設の整備等）
10億2,360万円

21.9%

寄付金 1,357万円
繰入金 1億8,642万円

3.7%
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0.3%

諸収入 1億724万円 2.2%
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町制６０周年記念事業

町制６０周年記念事業

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

多賀町

多賀町立博物館 （有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５

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

※招待者・受賞者および応募者（先着３０人）の参加とな
ります。

大ホール

応募方法■第２部への参加を希望される方は、①氏名、

主な内容

②住所、③電話番号を企画課まで、電話もしくは窓
口にてお申し込みください。なお、定員になり次第

第１部……
（１３時３０分）功労者表彰 ほか
※招待者・受賞者のみの参加となります。
第２部……（１４時４５分）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）

締め切らせていただきますのであらかじめご了承く
ださい。
申込期間■１０月９日（金）から１６日（金）
（執務時間内）

「空き缶巨大モニュメント」完成お披露目式典＆
「キャンドルナイト６０」を開催します！

多賀町役場前

アケボノゾウからたどる今とむかしの環境
７月からスタートしたこの事業の締めくくりとして、
１１月７日に記念イベントとシンポジウムを開催します。皆さんに楽
しんでもらえるイベントになっていますので、ぜひ、
ご参加ください。
※この事業は全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

１１月７日（土） アケボノゾウから考える「未来」
Ⅰ部 アミンチュプロジェクトプレゼンツ！

１１時〜１２時
「館内リアル推理ゲーム 発掘探偵」
館内のどこかに眠る、
アケボノゾウの秘密。キーワー

多賀町 町制６０周年記念イベント

１０月１７日土
１７:00～

１５:００～

キャンドル並べ

１７:００～

空き缶巨大モニュメント完成お披露目式典

１７:３０～

キャンドルナイト６０ オープニング、キャンドル点灯

２０:００

キャンドル消灯

町では昨年８月より町制６０周年記念イベントの一

お披露目式典を開催します。また、当日はお披露目式典

環としてキリン製品の空き缶を回収し、モニュメントを

に続き、
「キャンドルナイト６０」
を開催します。キャンドル

制作しており、まもなく完成する予定となっています。

に火を灯し、キャンドルの灯りに照らされた幻想的な空

そこで、回収・制作に関わっていただいた皆さんをはじ

間で多くの皆さんの思い出に残る６０周年記念イベント

め、多くの方々とともに町制６０周年記念イベントであ

にしませんか？ ぜひご家族でおでかけください！

るモニュメントの完成をお祝いするため、上記のとおり

キャンドル並べ、点灯、消灯もぜひご一緒に！

ドを発掘して、謎を解き明かせ！
場所■あけぼのパーク多賀 １階 ホール
参加費■無料

Ⅱ部

期限■１０月２３日（金）

話や、好きな場所や食べ物、近くにある大きな木、花、

展示期間■１０月２７日（火）〜１１月８日（日）

魚や虫など身近な自然や生活など昔のことでも現在

場所■あけぼのパーク多賀

のことも、さまざまなものを募集します。昔の地図や写

お申し込み・お問い合わせ

真とそれに対するコメントを添えただけのものでも結
構です。自慢したいモノや人物なども対象とします。
提出形式■データ媒体でも紙媒体でも可。最大で模造

（有）
２-０３４８ （電）
４８-０３４８ （Ｆ）
４８-２０７８

お問い合わせください。

（ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｂｕｎｋａｚａ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
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大会議室

定員■８０人
お申し込み■多賀町立博物館
（有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７

講演

「多賀の古代に遊ぶ」

講師プロフィール…俳優として映画やテレビ番組で活

俊介氏

躍。
「大都会」
「西部警察」をはじめとするアクションや、

（俳優、日本考古学協会会員）

大河ドラマにも多数出演。俳優業のかたわら、考古学

講師■苅谷

地域に眠る財産を町おこしに

の研究を続けており日本考古学協会会員として精力

つなげるには！ 俳優として、

的に研究や発掘をおこなう。これまでに関わった遺跡

また考古学協会会員として、

は全国で３０カ所。故郷大分県日出町の「ふるさと親

苅谷さんが体験したエピソードやお考えをたっぷ

善大使」、別府市からは「ＯＮＳＥＮツーリズム別府特別

りお話しいただきます。

観光大使」に任命されている。

パネルディスカッション

「多賀の自然環境から町の未来を考える」
多賀町エコツーリズムの可能性や、
まだ世間に知られていない多賀の魅力など、
これからの多賀町の可能性をさぐ
るパネルディスカッションを行います。
パネリスト（５０音順・敬称略）
苅谷

俊介（俳優、日本考古学協会会員）

小早川

（多賀町立文化財センター内）

紙の大きさまでとします。分からないことがあれば、

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

所をつなぐツーリズムを提案し、その可能性につい

多賀町史編纂を考える委員会事務局
〒５２２-０３１４ 滋賀県犬上郡多賀町四手９７６-２

て考えていきます。

ていく１つの手法として、町内の自然を象徴する場

『私たちのまち 紹介します』展示会からのおしらせ
介、お祭りや行事の紹介、村の歴史、お年寄りに聞いた

講演・シンポジウム

多賀町の歴史ある豊かな自然環境を守り、活かし

多賀町史編纂を考える委員会事務局（多賀町立文化財センター内） （有）
２-０３４８ （電）
４８-０３４８ ｂｕｎｋａｚａ
ｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

提出者■各字や任意のグループまたは個人

※記念品は数に限りがあります。

１４時〜
「多賀の自然環境から町の未来を考える」
〜発掘ツーリズムで町おこし〜

キリンビール株式会社からソフトドリンク、
スターバックスからコーヒーの提供もあります。

内容■多賀町全体、各字、地域が対象です。寺や神社の紹

ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

中川
司

隆（多賀町立博物館館長）
信子（自然観察指導員、多賀酒造株式会社 専務）

松井ライディ貴子（海外ＰＲ・インバウンド発信、スリークローマ共同代表）
美濃部武彦（エコツーリズム、針江の里委員会会長）
山脇

秀錬（プロガイド、オーパルオプテックス株式会社 代表取締役）

会（敬称略）
西川

興（アミンチュプロジェクト監督、株式会社まちおこし 代表取締役）

広報たが 2015年10月号

5

町制６０周年記念事業／国勢調査

まちの話題／たが写真館

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が完成しました！
広報４月号でもご案内しておりました、原動機付自転

５０〜９０㏄（黄色のプレート）

車の多賀町オリジナルナンバープレートのデザインの

９０〜１２５㏄（桃色のプレート）

公募について、全国各地から多数の応募をいただきまし

交付日■１０月１３日（火）から交付

た。厳正な審査の結果、オリジナルナンバープレートデ

交付場所■税務住民課

ザインが次のとおり決定しました。ご応募いただきまし

必要なもの■印鑑（認印可）

た皆さん、ありがとうございました。

※交換の場合は、旧のナンバープレートも必要です。

８月１日〜４日

多賀少年野球クラブ 全国スポーツ少年団軟式野球交流会準優勝！
！
多賀少年野球クラブスポーツ少年団が、徳島県で開
催された「第３７回全国スポーツ少年団軟式野球交流大
会」に出場され、みごと準優勝されました。
決勝戦では新塚スターズスポーツ少年団（大阪府）
と
対戦し、
１１対８と健闘されました。今後、
より一層の活躍
を期待しています。

つきましては、新しいナンバープレートの交付を始め

▲準優勝おめでとうございます！

ますので、ご希望の方は税務住民課までお越しくださ
い。すでにナンバープレートをお持ちの方も無料で交換

８月１１日〜１４日

いたします！

多賀Ｋｉｄｓバレーボール 全日本バレーボール小学生大会全国大会出場！

※従来どおりの無地のナンバープレートもそのままお使
いいただけます。

多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団が東京都で開
該当車両■多賀町内に所在する原動機付自転車
５０㏄以下（白色のプレート）

▲60周年記念オリジナルナンバープレート（デザイン考案者
うしまる ゆ う じ
は栃木県の牛丸裕司さん）

催された「ファミリーマートカップ第３５回全日本バレー
ボール小学生大会全国大会」において、男女混合の部に
２年連続で出場され、ベスト１６という成績を収められま
した。

総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０ ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

昨年もベスト１６という同じ成績でした。連続して良い
成績を残せることはたいへん素晴らしいことです。今後

国勢調査が始まっています！
調査票の提出はお済みですか。
１０月７日までに提出をよろしくお願いします！ 国勢調査は、平成２７年１０月１日現
在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。平成２７年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来
を描く上で欠くことのできないデータを得るために実施するものです。

９月１日〜１０日

Ｂ＆Ｇ海洋センターに木製遊具が完成しました！

調査結果は、
さまざまな法令にその利用が定められて

調査票に記入していただいた内容は、統計の作成に関

遊具を作成したのは多賀木匠塾の塾生（滋賀県立大

いるほか、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対

連する目的以外に使用することはありません。調査員を

学生６８人）で、多賀町の木材や滋賀県産材を使用した

策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

はじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によっ

「でっきん」をつくってくれました。この遊具は「子ども

て、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せ

や親、お年寄りの方など、さまざまな世代の人が遊んだ

してください。記入いただいた調査票は、
１０月７日まで

られており、調査票の記入内容は厳重に守られます。

り、休んだりし、お互いが気持ち良く使える場を提供した

に、調査員に直接提出いただくか、調査票と一緒にお配

※万一、調査票が届いていない場合は、役場総務課にご

い。」という想いから考案したそうです。
Ｂ＆Ｇ海洋セン

りした郵送提出用の封筒に入れて郵送でご提出いただ

連絡ください。なお、インターネットやスマートフォン

ターへ来る際には、ぜひ一度見て、触って、遊んでみてく

けます。

で回答された世帯には、調査票は配布いたしません。

ださい。

調査票には、あなたの世帯の世帯員をもれなく記入

▲全国大会の出場メンバー

も活躍を期待しています。

キラリとひかる ★

国勢調査コールセンター ０５７０-０７-２０１５
※ＩＰ電話の場合 ０３-４３３０-２０１５

★

★

★

★

たが写真館

▲多賀幼稚園から遊びに来てくれました

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。

設置期間■１０月３１日（土）まで
受付時間■８時〜２１時（土・日・祝日もご利用になれます）
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、全国一律で市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・
ＰＨＳの場合は、それぞれ所定の通話料金となります。
※ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。
広報たが 2015年10月号
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い け だ

そ う た

うわぐち

か い り

お お く ぼ ら い く

にしざわ

な

お

は ま べ

せ

な

まつなが

池田 荘汰ちゃん 上口 海里ちゃん 大久保來空ちゃん 西澤 菜央ちゃん 濵辺 世南ちゃん 松永

たける

や ま な

ひ ろ と

猛ちゃん 山名 弘人ちゃん
広報たが 2015年10月号
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平成28年度「幼稚園」
「保育所」の園児募集
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-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

平成２８年度「幼稚園」
「保育所」の園児を募集します
子ども・子育て支援新制度に伴い幼稚園、保育園の入園手続きについては、保護者からの申請にもとづいて、町がお
子さん一人ひとりについて保育の必要性の認定を行い、認定証を交付します。

就学時健康診断／民児協だより
学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ ｇ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

就学時健康診断のお知らせ
来春、小学校に入学される幼児（平成２１年４月２日か
ら平成２２年４月１日生まれ）
を対象に、就学時健康診断

平成２７年１１月６日（金）〜２０日（金） ※平日のみ

健診日■１１月１２日（木）

診断票」を送付しますので、必要事項をご記入の上、当日

場所■多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

必ずご持参ください。

受付■１３時１５分〜１３時４０分

健診日までに通知書が届かない場合や、健康上の理

場所■多賀町教育委員会事務局または各園

由等でやむを得ず受診できない場合は、学校教育課ま

時間■８時３０分〜１７時１５分

でご連絡ください。

内容■１３時４５分〜	視力検査・聴力検査
１５時〜

内科検診・歯科検診

※13時45分から保護者向け「子育て講演会」を

また、できる限り小さいお子様の同伴はご遠慮くださ

• 幼稚園入園願書・保育所入所申込書は、各園・教育

までお申し出ください。

を行います。右の健診日に必ず受診してください。
保護者の皆さんには、事前に「健康診断通知書」
「健康

申込受付期間（幼稚園、保育所共通）

どうしても保育が必要な方は、必ず事前に学校教育課

開催します。

るようお願いします。

委員会事務局で配布します。
（継続児童の場合は園
を通じて配布します）
• 産休や育児休業終了により年度途中からの保育所
への入所を希望される場合もこの期間内にお申し

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

込みください。
（この期間に申し込みのない場合は

たが民児協だより

途中入所扱いになり、入所いただけない場合があり
ます）
※詳しくは、教育委員会事務局へお問い合わせください。

命のバトンをつなぐ！（応急手当講習「救命入門コース」受講より）

幼稚園「多賀幼稚園」
「大滝幼稚園」
幼稚園とは、
３歳から小学校就学前の幼児を対象とし
た学校教育法にもとづく学校です。

去る７月定例会の全体研修は、彦根市消防署犬上分

にかく落ち着いて、受講したことを行動に移せるようにし

• 満３歳の誕生日を迎えた翌月から入園できます。

署の救急救命士の方を講師に迎え、応急手当講習「救命

たいです。傷病者の命のバトンを救急隊とへ繋げられる

入園資格■本人とその保護者が町内に住所を有し、
居住

入門コース」心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法に関してと、

ように！ 勇気を持って行動したいと思いました。

している幼児

対象年齢■満３歳〜就学前
教育時間■８時３０分〜１４時

民生委員・児童委員−心のふれあいを大切に−

提出書類■入園願書（施設型給付費・地域型保育給付
費等支給認定申請書兼幼稚園等入園願書）

• やむを得ない事情がある時は１５時まで預かり保育を
行います。

保育所「多賀ささゆり保育園」
「たきのみや保育園」

熱中症予防の研修を受けました。今、自分の目の前に人

また、
７月でしたので最後に熱中症予防や脱水による

が倒れていて呼吸がない状態だった場合、
自信を持って

脳梗塞の増加に関してもお話しいただきました。今夏も

助けに行くことができるでしょうか？

記録的な暑さが連日報道され、熱中症で搬送された方

いざ目の前に倒れている人がいたら、助けるための

が多かったですね。毎年、本民児協から見守り活動の中

行動を起こすこと。
「あなたは、
１１９番通報をしてくださ

で熱中症予防の啓発をしてまいりましたが、皆さんが元

い。」
「あなたはＡＥＤを持ってきてください。」
と指示し、

気に日々楽しく過ごしていただけるよう予防啓発も含め
た支援活動を継続しておこなっていきたいと思います。

保育所とは、児童福祉法に基づき、保護者が仕事や病

入所基準■両親等保護者、同居する親族等が児童を保

胸骨圧迫から人工呼吸をする、
ＡＥＤを使う、
という一連

気、出産、介護などのため、家庭において十分保育する

育できないこと
（祖父母等で住所は別でも、町内にお

の流れを、
３つのグループに分かれ、人形を使い胸骨圧

ことができない児童を、保護者にかわって保育するため

住まいの場合は、入所基準に該当するか確認します。）

迫の位置や角度、
（強く、早く、たえまなく）押し方の早さ

の児童福祉施設です。
対象年齢■多賀ささゆり保育園……６カ月〜就学前
たきの みや 保 育 園……１ 歳〜就学前
保育時間■通常の保育は８時から１６時まで。ただし、下
記の時間内で延長保育が可能です。
多賀ささゆり保育園……７時３０分から１９時まで
（土曜希望保育１３時まで）
たきのみや保育園……７時３０分から１９時まで
※土曜日は多賀ささゆり保育園で希望保育
提出書類■①入所申込書（施設型給付費・地域型保育
給付費等支給認定申請書兼保育所入所申込書）
②入所基準が確認できる添付書類
広報たが 2015年10月号
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※詳細については入所案内をご確認ください。
入所審査・決定について■入所申込書（施設型給付費・

や具合、気道確保時のポイントなど細かな点、
ＡＥＤの使
い方を実践しながら指導していただきました。
「もし、
こ

地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所入所

の人が自分の家族だったとしたら？ 自分は冷静に対処

申込書）の内容により、家庭において保育できない

できるのかな？ 」などいろいろな思いをめぐらせなが

状況を審査し、入所の決定をします。

ら、そういった場面に遭遇した時に、焦らず、的確な行動

• 入所希望者が多数の場合は、保育の必要度の高い
順に入所を決定しますので、希望された保育所に入
所できない場合があります。

が取れるようにするためにすべての委員が真剣に実践し
ました。
実際に倒れている人を発見し、
１１９番通報をして、救

• 入所が決定した場合でも、年度途中で家庭状況や

急車が到着するまでに何もしなかった場合と、居合わせ

入所要件が変わったときは、引き続き入所できない

た人が救急処置をした場合では命が助かる可能性が大

ことがあります。

きく変わってくることがデータでも分かり、一次救命救
急処置がとても大切であるということを痛感しました。
と

▲心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法
広報たが 2015年10月号
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ねんきんだより／マイナンバー制度／消防だより
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

国民年金保険料の５年の後納制度が始まります！
過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付す
ることで、将来受け取ることができる年金額の増額や受

している方などは、後納制度の利用をすることはできま
せん。

いくせい／男女共同参画社会／農業委員会だより
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

子どもは社会を映す鏡
社会環境部会長

多賀

昌宏

当町民会議は、設立後４７年目となります。青少年の健

よ！」
と言うと
「ハーイ！」
と言って帰って行きました。実

全育成を目指し活動が展開されてきましたが、近年情報

に素直な子どもたちです。ついつい話し込んでいるうち

給資格期間を確保することができる
「後納制度」が、平成

後納制度を利用するには、申し込みが必要になりま

化の急激な進展、大人社会のモラルや規範の低下等に

薄暗くなってしまったようです。このことは、子どもたち

２７年１０月１日から３年間限りの特例として開始されま

す。詳しくは、
「 国民年金保険料専用ダイヤル」
（０５７０

より、少年犯罪の凶悪・粗暴化・低年齢化をはじめ憂慮

の遊び場である公園に数人でいることが大人目線で見

した
（本来、国民年金保険料は２年を過ぎると時効により

-０１１-０５０）または年金事務所へお問い合わせくださ

すべき問題行動が異常なまでに増え続け、青少年の非

ると
『たむろ』に見えてしまう。ある意味、現代社会が過

納付することができません）。なお、老齢基礎年金を受給

い。

行防止の対策と解決が今日の青少年問題の緊急な課題

剰なのか自由を奪ってしまっているのかも知れません。

となっています。
税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４ ｊ
ｙｕｍｉ
ｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

マイナンバー制度が始まります
１０月５日（月）よりマイナンバー制度がスタートします。
住民票の住所地に、世帯ごとにマイナンバーが記載され

むやみに他人に教えたりすることがないよう、取り扱い
にはご注意ください。

いようにしてください。

平成２７年１０月以降、
日本国民全員に通知される１２桁の番号のことです。

どういうときに使うの？

• 税務署等に提出する書類への記載など税務関係の手
続き
• 被災者生活再建支援金の支給など災害対策に関する

た。
「子どもが公園で『たむろ』
しているので注意してく

護者はもとより、地域の大人が青少年を温かく、時に厳し

ださい。」とのことでした。行ってみると、数人の小学生

く見守ることを基軸として今後も活動を進めていきたい

が話し込んでいました。
「すぐに暗くなるから帰りなさい

と思います。

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

楽しもう！ オトコの男女共同参画
１０月１１日（日）から１８日（日）の８日間は、男女共同参画

通知カードと一緒にマイナンバーの説明書類や個人

社会づくりを目指す「パートナーしがの強調週間」です。

番号カードの申請書類等も同封されています。個人番号

今年度は「楽しもう！ オトコの男女共同参画！」を

カードは１枚で本人確認ができるほか、個人番号も確認

キャッチフレーズに、男性の家事・育児への参画や、仕事

できるといったとても便利なカードになっています。初回

と家庭の両立に向けた環境づくり、風土づくりを進める

の交付手数料は無料となっていますので、申請してみて

主体的な取り組みを呼び掛けます。

はいかがでしょうか。

手続き

ちは家庭や地域社会の影響を受けながら成長します。保

男女共同参画社会を目指す「パートナーしがの強調週間」

マイナンバーって？

関係の手続き

ある日の夕方、事務局に一本の電話がかかってきまし

また、マイナンバーは生涯にわたって使いますので、

た通知カードが届きます。大切なものですのでなくさな

• 年金、医療、介護、生活保護、児童手当などの社会保障

「子どもは社会を映す鏡」
といわれるように、子どもた

この週間を機に、家庭で、職場で、地域で、それぞれの
個性と能力を発揮できる
「男女共同参画」を築く一歩を、

今後、上記の手続きに使えるようになる予定です。

あなたも踏み出してみませんか。
お問い合わせ
税務住民課またはコールセンター［全国共通ナビダイヤル］
マ イ ナ ン バ ー

（電）
０５７０-２０-０１７８
（コールセンター） ９時３０分〜１７時３０分（土日祝、年末年始を除く）
彦根市消防署

農業委員会だより

３８-３１３０
犬上分署 （電）

ファクシミリによる１１９番緊急通報について
聴覚や音声言語に障害のある人、
コミュニケーション

お問い合わせ

の方法に配慮が必要な障害のある人など、電話で１１９

彦根市消防本部通信指令課

番通報が困難な人のために、彦根市消防本部ではファク

（電）
２２-０１１９ （Ｆ）
２７-０１１９

シミリによる１１９番通報を受けています。
なお、利用については事前登録制としていますので、

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

平成２７年８月１０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３条の規定による農地等の所有権移転について……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……２件

※他人の農地を賃貸や売買により農地以外に転用するときに必要な申請です。
• 議案第３号

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にもとづく農用地利用集積計画の決定について……１件

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。

詳しくは下記へお問い合わせください。
広報たが 2015年10月号
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公共交通

広報たが 2015年10月号
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公共交通
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学校支援ボランティアだより

けんこう

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

ボランティア研修会を開催しました
７月１９日、あけぼのパーク多賀の大会議室において、

生から読み聞かせの実演もしていただきました。
「母を

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

転ばぬ先の骨粗しょう症予防
去る８月２７日に、
多賀町総合福祉保健センター「ふれあ

児童文学評論家の北村夕香さんを講師にお迎えして、本

思い出すような心地」
「改めて反省することがあります」

いの郷」
にて、
今年度４０歳〜７０歳までの５歳刻みの年齢

の読み聞かせ研修会を開催しました。

などの感想をいただきました。

の女性を対象者として、
骨粗しょう症検診を行いました。
す

〜骨粗しょう症検診を行いました！〜
齢化の進展に伴って注目されるようになった病気です
が、若い世代にも予備軍が増えています。
骨粗しょう症の早期発見には検査が欠かせません。町

読み聞かせに必要な心構えなど、基本を改めて勉強し

受講者の皆さんが、
この研修会で学んだことを活か

骨粗しょう症は、骨の内部が粗く、鬆が入ったような状

た後、本の準備・選び方など、
わかりやすくお話ししてい

し、子どもたちや地域の方々に素晴らしい本との出会い

態となる骨の病気であり、骨折しやすく、腰が曲がった

検査自体は短時間ですみ、痛みも伴わないので安心で

ただきました。途中、受講者の皆さんを対象に、講師の先

を届けていただけたらと思います。

り、寝たきりの原因になったりします。初期には痛みなど

す。年に１回「骨粗しょう症検診」を実施しておりますの

がないので、見逃してしまうことが少なくありません。高

で、対象の年齢になった際には、受診をしましょう。

では、
エックス線を照射して腕の骨量を測定しています。

骨粗しょう症にかかりやすいのはどんな人？
閉経……女性ホルモンのエストロゲンは、腸でカルシウ
ムの吸収を促したり、骨の細胞が壊れるのを抑えま
す。閉経によりこの働きが抑えられ、骨量が減ってしま
います。
加齢……加齢により、骨代謝のバランスがくずれ、骨量
▲わかりやすく講演していただきました

▲母を思い出すような心地でした

が減ってしまいます。女性はもともと男性よりも骨量
• 毎日の食事にカルシウム食品をもう１品（牛乳・乳製

７月２２日、
たきのみや保育園の夕涼み会に向けて、園

• カルシウムを効率よくとるために、
ビタミンＤでカルシ

庭の除草作業をお手伝いしました。小雨が降る中の遊具

ウムの吸収を助け、
ビタミンＫでカルシウムの排泄を

周辺やテラス付近の除草・葉刈り作業で、子どもたちの

抑えましょう。

品、大豆・大豆製品、小魚・海藻類、野菜など）

にぎやかな声を聞きながら、汗をぬぐい懸命に作業して

運動で予防

いただきました。
「ありがとうございました」
と園児たちか

• 骨に適度な負荷をかける運動が効果的です。歩くこと

らお礼を言ってもらい、皆さん喜んでおられました。ご協

からはじめましょう。外に出て適度な日光浴をすること

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

により、
カルシウムの吸収を促進するビタミンＤが体
▲みるみるきれいになっていく遊具周辺

本の読み聞かせ活動を紹介します

運動不足……骨に負荷
（圧力）
がかからないため、
骨が弱
くなります。筋力やバランス力も衰えます。
偏った食生活
喫煙・過度の飲酒
など

食事で予防

たきのみや保育園除草作業

した。

が少なく、
５０歳以降では急速に減ります。

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

内で合成され、
より効果的です。
• 腰やひざが痛んで歩くのがつらい場合は、屋内ででき
る体操をしてみましょう。

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

実です。食事、運

です。

動と上手に組み

①基礎治療…食事療法や運動療法が基本です。

合わせて治療し
ましょう。

学校支援地域本部では、多賀小学校と大滝小学校で、

びや練習など、大変なこともありますが、朝や昼の１０分

②薬物療法…日本ではビスホスホネート薬が多く使わ

週１回始業前に本の読み聞かせをおこなっています。

という限られた時間の中で、子どもたちに絵本を通じて

れ、骨の破壊を抑える薬です。薬には使う基準があ

多賀小学校は１３人、大滝小学校は５人の方々に、スケ

触れ合えることを楽しみにされています。

ります。骨折の危険性を３０〜５０％減らすことがで

③手術・リハビリテー
ション

きるのですが、完全になくすことができないのも事

ジュールを組んで進めていただいています。事前の本選

★年代別・骨を守るためのワンポイントアドバイス
１０代

• 骨の貯金をする…骨量は２０歳前後でピークを迎え、と
くに骨密度のもっとも増加する思春期にはカルシウムを
たっぷり摂り、運動も積極的に行い習慣としましょう。
• 無理なダイエットはしない…食事を抜くようなダイエット
は骨の形成の大きな妨げになります。

２０代

• たばこは吸わない。
• 妊娠や授乳中のカルシウム：年齢に合ったカルシウム量
の摂取を。

▲多賀小学校でのようす

広報たが 2015年10月号
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▲大滝小学校でのようす

３０代

• 不規則な生活をしない。

４０代

• 定期的に検査を受け始めましょう。

５０代

• 閉経を機に骨量が急に減少します。カルシウムを摂り、か
らだを動かすことを日課にしましょう。

６０代

• 自分の体力を過信せず、無理なく体を動かしましょう。

７０・８０代以降

• 転倒・骨折予防のために住環境を整備しましょう。
広報たが 2015年10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

充実した日々

多賀町、夏の一大イベント万灯祭！

いしぐり

石栗

よ し お

義男

隊員

や ま だ

山田

よ う た

陽太

こんにちは。
４月から水谷地区に住まわせていただき、
早いもので半年が経とうとしています。肌寒く桜

この記事を書いているのはちょうど一番暑い時期の８月。この暑い時期に外作業するなん

が咲いていた季節から、
汗だくでセミが鳴く季節へ。多賀町に来て２年目。毎週土曜日の夜は、
多賀Ｂ＆Ｇ

てことはこれまであまりなかったので、少し疲れ気味です……。そんなときは、
６月に作った梅

センターの多目的運動場にてフットサルをおこなっています。先日そのフットサルを一緒におこなってい

ジュースを飲み体力回復しています！ 自然の恵みに感謝です。

る方に
「ぐりやん
（私のことです）
は、
多賀町に来てもう何年になるん？」
と聞かれ、
私が「２年です！」
と答

隊員

今月は多賀の一大イベント、万灯祭に参加したことを中心に活動報告したいと思います。

えると、
「もう５年くらい居てると思った」
とびっくりされたということがありました。多賀町の地域おこし協
力隊としては、
今年と来年の２年間ですので、
この２年間で「多賀そばを主体とした地産地消の飲食店の
起業」
に向けた活動を精一杯おこなっていこうと考えています。今回は、
水谷地区の地域支援活動で取り
組んでいる
「赤シソ栽培の収穫」
と、
私の定住定着活動で取り組んでいる
「木工旋盤」
についてご紹介したいと思います。

初めての万灯祭
８月３日〜５日の３日間万灯祭が開催されました。私は万
灯祭のようすを多賀町のパンフレットで見ていて、
とても楽

赤シソ収穫

しみにしていました。祭り当日、実際に１万張りを超える提

昨年度こんにゃく芋を栽培した畑に、今年度から新た
に赤シソ栽培を始めました。
５月６日の植え付けから、一

錯誤の末、収穫できたこと、村の方々の笑顔を見れたこ

灯が吊るされている様子を見て息をのみました。そんな提

とでとても嬉しく思いました。

灯ですが、
昔はもっと多かったとういうのだから驚きです。

度は肥料を与えすぎて肥料焼けにより、苗から育ててい

驚いたことといえばもうひとつ、
人の多さです。普段あ

た赤シソのほとんどを枯らしてしまいました。そのため、

まり人通りが少ない絵馬通りですが、
この３日間は本当

梅干し用に使うことはできませんでした。知識の無さ、準

に人が多く活気にあふれていました。普段もこういう活

備の甘さを痛感させられた出来事となりました。失敗か

気が少しでもあればいいなと思います。

ら次どうしたら良いかを考え、
もう一度種から苗を作り直

み

か

ぐ

ら

万灯祭で御神楽を踊る！

し、植え付けしたのが６月３０日。そこから２カ月程で、約
８０cmまでに成長しました。
８月１９日・２０日には、村の

万灯祭最終日に行われる多賀座の公演で御神楽を踊

方々と一緒に赤シソの葉を摘み、皆さんで赤シソジュー

りました。
６月から毎週金曜日に練習をしてきて、なんと

ス作りを行い、
美味しくいただきました。

か当日に間に合いました。踊る前は緊張しましたが、踊り

「にぎわい作り」を目的として始めた赤シソ栽培。試行

▲赤シソジュースを美味しくいただきました

始めるととても楽しく興奮しました。こんなに大きなお
祭りで、
しかもあんなに多くの人の前で踊りを披露する
というのはそうできないこと。良い経験になりました。多

木工旋盤

賀座以外の団体の踊りも見られ、
とても楽しい時間を過

私の定住定着活動に向けた取り組みです。
「多賀そば

なっていこうと考えています。

ごせました。私を受け入れ、指導してくださった多賀座の
方々ありがとうございました。

を主体とした地産地消の飲食店を起業」を目標としてお
り、そのコンセプトは「多賀町にある食材はもとより、豊
産物等）
をひとつのお店で表現する」
ということです。木

今月から高取山ふれあい公園にてチェンソーアート

工旋盤とは、別名「木工ろくろ」とも言い、回転させた木

を習い始めました。多賀に来て見る機会が増えたチェ

材に刃物をあてて削り作品を作る機械のことを言いま

ンソーアート。これもあれもチェンソーアートだと聞き、

す。多賀町でもこの木工旋盤を行い、お食い初めセット

チェンソーでこんなに素晴らしいものが作れるのかと驚

を作られている方がいます。現在は週に一回機械をお貸

きました。またチェンソーアートは木を使用するもの。ど

りし、
ヒノキやケヤキでお皿作りを練習させていただい

んなものにせよ、木を利用するということは現在の日本

ています。今では、自分一人でお皿を作れるまでになり

の木余りの状態にとっては良いことだと私は思っていま

ました。今後は水谷地区で場所をお借りして、将来のお
店で使う
「そばセット
（お皿とそばちょこ）」の制作をおこ

▲木工旋盤でのお皿作り

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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▲御神楽のようす

チェンソーアートを始める！！

富な資源（町域の８５％以上を占める森林、多賀町の特

広報たが 2015年10月号

▲この風景に感動しました！

す。そんな木の利用法の一つであるチェンソーアートを
身に着け、良い作品を作れるようがんばります。

▲この丸太が……

▲フクロウ
（右）
になりました！

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

（

ご案内

１０月の休館
日

月

火

水

本のおわけ会

…休館日）

手作り絵本講座

図書館で不要になった本をおゆずりします。

１１月の休館

期間■前半１０月１７日（土）〜１１月１日（日）

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

１

２

３

４

５

６

７

場所■あけぼのパーク多賀

大会議室

対象■幼児・小学生と保護者
講師■藤井スミ苑さん

対面朗読室

定員■２０人（事前申込必要、先着順）

冊数■前半は１人５冊まで、後半は制限なし

申し込み受付■１０月１０日（土） １０時〜

５

６

７

８

９

１０

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

町制６０周年記念人形劇

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

日時■１０月３１日（土） １５時〜

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

２９

３０

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

（木）は月末整理休館です。
※２６

場所■あけぼのパーク多賀 ２階

後半１１月３日（火）〜１１月１５日（日）

４

※２９日（木）は月末整理休館です。

日時■１０月２４日（土） １３時３０分〜１５時

２０１５年・第６９回読書週間
大会議室

期間■１０月２７日（火）〜１１月９日（月）

対象■幼児〜大人

標語■「いつだって、読書日和」

出演■人形劇団京芸

主催■社団法人読書推進運動協議会

入場無料、事前申込不要です。
子どもゆめ基金助成活動

お知らせ

３０点までお借りいただけます
町制６０周年を記念し、
１０月１日より貸出冊数をこれ

のないもの）
を図書館にご寄贈ください。

Ｄ２点以内）
へと変更します。

※図書館ですでに所蔵している本等は、公共施設やおわ

また、
ＣＤの貸出期間を２週間から３週間に変更します

いとうひろしさんと読書会■１１月１４日
（土） １５時～

ご不用になった絵本や児童書（汚損、破損、書き込み等

までの１５点以内から３０点以内（うちＣＤ１５点以内、
ＤＶ

（ＤＶＤ・ビデオはこれまでどおり２週間）
。

季節風びわこ道場２０１５ 冬の風

絵本・児童書をご寄贈ください

いとうひろしさん講演会■１１月１５日
（日） １０時３０分～
場所■あけぼのパーク多賀 ２階
主催■季節風びわこ道場

け会などで必要とされる方に提供させていただく場

大会議室

後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」

※詳しくは図書館までお問い合わせください。

合がございます。

新刊案内
移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
２０１５年

第１水曜日

１1月

７日

川相
（みなさまの店くぼさん
4日
駐車場）
１３:１５〜１３:４０

5日

おかあさん、おみやげ

飛行士と星の王子さま

ささき みお／作・絵

ピーター・シス／文・絵

フレーベル館 ＫＥオカ

徳間書店 ＫＥヒコ

保育園に通うぽっこちゃんは、毎朝おか

若くして飛行士になったアントワーヌ

あさんと「ばいばい」するとき、
どうして

は、郵便を運ぶ飛行機を操縦し、地上の

も涙が出てしまいます。ある日、そんな

人々のくらしを見つめ、さまざまな作品

ぽっこちゃんの毎日が変わる出来事が…。大好きな人の笑

を著した…。
「星の王子さま」の作者サン＝テグジュペリの

顔のために、がんばる母子の日常を描いた物語。

生涯を、美しく繊細なイラストで描いた絵本。

巡回場所・駐車時間

１０月

Ａコース
（大滝方面） １日
第１木曜日

絵本

大滝小学校
（渡り廊下）
１２:５０〜１３:３０

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

児童書
まほとおかしな魔法の呪文

おとなになるってどんなこと？

草野 たき／作

吉本 ばなな／著

岩崎書店 Ｋ ９１３ クサ

筑摩書房 Ｋ ９１４ ヨシ

３年生になったまほは学童保育で親友

勉強しなくちゃダメ？ 普通ってどういうこ

ができた。ところが夏休み前にやってき

と？ 生きることに意味があるの？ がんば

た転校生に親友をとられてしまう。どう

るって何−？ これから大人になる子どもた

※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。

して３人じゃダメなの？ 苦しむまほの前にあらわれたの

ち、そして「大人になるって難しい…」と思っている人たちへ

※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

は…。

向けて、人生の根幹に関わる大切な８つの問いに答えます。

Ｂコース
（多賀方面） １４日
第２水曜日

広報たが 2015年10月号
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１1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

広報たが 2015年10月号
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多賀町立博物館
多賀町立博物館 （有）
２-２０７７ （電）
４８-２０７７ （Ｆ）
４８-８０５５

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
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
③第三次発掘補足調査

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

「秋季軟式野球大会」結果報告

久しぶりの多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース

９月６日、
１２日に、多賀町民グラウ

です。今回は、
９月７日～１４日に行われた、第三次発掘

ンドにて多賀町体育協会主催による
多賀町秋季軟式野球大会が開催され

調査の補足調査についてご報告します。

ました。

調査は７日からを予定していましたが、台風の影響で

夏の日差しを浴びながら皆さん気

なかなか始められませんでした。結局、掘り始めたのは
１１日からだったので、少しでも調査を進めようとみんな

持ち良く試合をされました！

で頑張りました。今回は十分に掘りきれず、第四次発掘

優勝■森下仁丹

調査に向けてまだまだ準備が必要ですが、
この補足調査

準優勝■ワイルドキャッツ

▲森下仁丹の皆さん

▲ワイルドキャッツの皆さん

の結果も次に活かしていきたいと思います。
▲第三次発掘補足調査のようす

「第一回全国女子ガールズカップ」結果報告
８月２２日〜２４日に愛知県一宮市

会で、
「滋賀マイティーエンジェルス」

くかなどは１１月７日（土）のシンポジウムでも取り上げま

で「第一回全国中学ガールズカップ」

はお二人の活躍もあり決勝リーグま

すので、興味のある方はぜひご参加ください。

が開催され、
この大会に滋賀県代表

で勝ち残り、得失点差で激戦の末３位

９月１２日に、多賀町立博物館主催で「発掘ツーリズ

チームの「滋賀マイティーエンジェル

となりました。

ム」のモニター会を実施しました。
「発掘ツーリズム」と

ス」が出場しました。このチームに多

は、多賀町の自然環境、歴史、文化の魅力を『掘り起こ

賀町の選手で城貝優亜さん（外野手）

し』、多賀町のことをもっと多くの方に知ってもらおうと

と岸 辺乃 音さん（外野手）の２名が出

いう試みです。ツアーを通して多賀町をめいっぱい楽し

場しました！ 全１２チームからなる大

多賀発掘ツーリズム

モニターツアーの報告

し ろ が い ゆ う あ

き し べ

の

ん

▲滋賀マイティーエンジェルスの皆さん

んでもらえるよう、
どの場所をどのような順番でまわる
かなど、
試行錯誤をくり返して迎えた当日でした。

「第５回多賀町スポーツフェスティバル」参加者募集！

博物館の人気イベントである化石発掘体験はもちろ
ん、多賀大社や河内風穴、一圓屋敷などもめぐり、
コンパ

１０月２５日（日）に、多賀町体育協会

れの種目も、多賀町体育協会会員の

クトながらも内容の濃い１日を参加者の方々には過ごし

主催の「第５回多賀町スポーツフェ

方がていねいに教えてくださいます

スティバル」が多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン

ので、初心者の方もお気軽にご参加

ターを中心に開催されます。

ください。

ていただくことができました。この時の様子の詳細や参
加された方の感想、今後の活動にどのようにつなげてい

▲モニターツアーのようす

観察会

第６回

多賀の花の観察会

競技種目は、バドミントン、卓球、

お申し込みなどの詳細は、多賀町

ジョイフルスローピッチソフトボール、

体育協会事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セ

グラウンド・ゴルフの４競技が企画さ

ンター内）までお問い合わせくださ

れています。参加料は無料です。いず

い。

▲初心者の方もお気軽に！

秋も深まり、山々も色づいてきました。今回の観察会
では、大君ケ畑へ紅葉を観に出かけます。春にも一度訪

スポーツ推進委員かわらばん

れている大君ケ畑の風景が、数カ月後、
どのように変化し

『ストレッチングの大切さ』

ているのでしょうか。
どうぞ、
お気軽にご参加ください。
日時■１０月１５日（木） ９時３０分集合

季節も秋になり、肌寒い気候となっ

ストレッチングをするだけで体が温ま

レッチングができる、意外とスグレモ

参加費■１００円
（保険料）

てきました。運動するにも、なかなか

り、動きやすくなるだけではなく、怪

ノなのです！

※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でお越し

スムーズに身 体が動かないですよ

我の防止にもなります。

集合場所■多賀町立博物館駐車場

ください。

▲ウリカエデ
広報たが 2015年10月号
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『多賀町いきいきストレッチ』を面

ね。普段の運動でも、もちろん重要

多賀町では、スポーツ大会や身体

倒くさいな…なんて思わないで、身

ですが、寒くなってきた時期だからこ

を動かすイベントの際は『多賀町いき

体のためにとしっかりストレッチングし

そ、ストレッチングの大切さがわかる

いきストレッチ』
をしています。

て、怪我なく思いっきり楽しんでくだ

のではないでしょうか？ 運動前に、

ゆっくりとした動きで、優しくスト

さい！
広報たが 2015年10月号
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おしらせ

おしらせ

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

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

粗大ごみ収集のお知らせ

資源回収のおしらせ

粗大ごみの収集を次のとおり実施しますので、
お知らせします。
収集日

収集場所

収集対象地域

時間

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南
１０月１０日（土） 調整池駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）
後谷・大君ヶ畑・グリーンヒル多賀

実施団体

実施日

実施場所

回収品目

多賀小学校

１０月１７日（土）

多目的運動場横駐車場
（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶

資源回収のルール……必ずお守りください！！
四手・大岡・八重錬・土田・芹谷・脇ヶ畑地
１０月１７日（土） キリンビール社宅跡地（中央公民館隣）
７時〜９時
区・栗栖・一円・木曽・久徳・月之木・中川原

１０月２４日（土）

滝の宮スポーツ公園駐車場

川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・佛ヶ後・
樋田・萱原・大杉・小原・霜ヶ原

※なお、
収集日の当日は、交通渋滞が予想されますので、交通安全に十分に気をつけて搬入してください。

★分別を徹底してください。

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

新聞……新聞、折込チラシをひもで

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）等

縛る。
雑誌……書籍、パンフレット、封筒、包
装紙等をひもで縛る。
ダンボー ル……ダンボール、お菓子・
ティッシュなどの紙箱をひもで縛る。

※また、
雨天時でも収集を行います。ただし、警報の発令時などは中止します。

４月に引き続き、使用済小型家電の回収を行います

入れてください。
詳しくは、各団体から配布されるチ
ラシをご覧ください。

は出せません。
★古着は古着（学生服を除く）のみで

町内の方ならどなたでも持ち込み

布団、毛布類、カーテン、タオル等は

可能です。この機会にぜひお出しくだ

出せません。

さい。

★古着は中身の見えるビニール袋に

ご存じですか？ 行政相談委員『困ったら 一人で悩まず

行政相談』

きは、お気軽に行政相談委員までご

従来、粗大ごみとして処分していた

び処理費用を抑えることができます

庭から出るものが対象となります。品

行政相談委員は皆さんの身近な相

使用済小型家電には、希少な金属（レ

ので、分別収集に町民皆さんのご協

目については、多賀町ホームページ

談相手として、国の事務に関する苦

アメタル）や貴金属が含まれていま

力をよろしくお願いします。

に掲載していますが、不明な場合は

情などの相談を受け付け、助言や関

行政相談委員は、行政相談委員法

産業環境課までお問い合わせくださ

係行政機関に対する通知などをおこ

に基づき、総務大臣が民間有識者の

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｓｏｕｍｕ.ｇｏ.ｊｐ/

い。

なっています。

中から委嘱した方で、
ご相談は無料・

ｈｙｏｕｋａ/ｇｙｏｕｓｅ
ｉ-ｆｏｒｍ.ｈｔｍｌ

す。この小型家電を回収してリサイク

回収する使用済小型家電は、縦３０

ルすることにより、
ごみの処理量およ

㎝、横３０㎝、奥行き４０㎝程度の家

国の事務（県・市町に委任している

相談ください。

たとえば、国道、一級河川、年金、健康

（電）
０７７-５２３-１１００

亘さん

相談日■１０月２０日（火）

• 必ず収集時間内に搬入をお願いし

• 事業活動（農業も含む）
によって発

ため、石油ストーブ等に入っている

保険、雇用保険、労災保険、戸籍、登

ます。時間外の搬入はできません

生したごみは、今回の粗大ごみに出

燃料はすべて抜いておいてくださ

記、国税などといった意外に身近な分

場所■多賀町役場 １階

のでご注意ください。

すことはできません。事業者の責

い。

野があります。

お問い合わせ

• 家具等のガラスは、処分時の作業

任において、廃棄物処理法により

員事故防止のため必ず事前にはず

許可業者を通じて適正に処分して

して、各ご家庭で燃えないごみとし

ください。

て収集日に出してください。

• 収集車搬送中の爆発事故防止の

• カン等の中身は取り除いておいて

このようなことについて、困ったと

• 金属製品、木製品、そのほかの製品
に分別して搬出してください。

ことになりますのでご注意ください。
• テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾
燥機、エアコン：家電４品目となり

輪 車リサ イクルコー ルセンター
（０５０-３０００-０７２７）へお問い
合わせください。

います。

か、初診時にかかる「選定療養費」
（２,１６０円）の負担がありません。

• 当院に診察予約ができ、待ち時間

• 当院での専門的な検査や治療を終
えたあとは、当院での経過を「かか

られていますので、事前に役場で

は当院で行い、風邪など一時的で軽

受付をお願いします。

い病気や、
症状が安定した慢性の病気

• 診療所での診療の経過がわかり、

りつけ医」に報告しますので（逆紹

（高血圧・腰痛など）の診療は「かか

診断や治療を速やかに進めること

介）、その後適切な治療を継続して

ができます。

受けることができます。

• スプリングベッド、タイヤ、バッテ
リー、
ガスボンベ、消火器、塗料等、

りつけ医」で行うように診療体制をす
すめています。

• 布団、
じゅうたん、毛布：木曜日にリ

たたみ、ピアノ：処理困難物のた

て、小売店もしくはメーカーの引取

バースセンターに持ち込むことが

め、販売店や専門店に処分を依頼

場所に搬入してください。

できますが、一日の搬入量が決め

してください。

粗大ごみ回収について、不明な点がございましたら産業環境課（環境）
までお願いします。
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総務課 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１１１

市立病院の受診はかかりつけ医の紹介を

な検査や治療が必要な場合の診療

ますので、リサイクル券を購入し

広報たが 2015年10月号

相談室

療所）
と連携して、重い病気や専門的

次に掲げるごみは回収できません
• バイク：廃 棄 二 輪 車 取 扱 店か二

１０時〜１１時３０分

ください。

市立病院では、地域の医療機関（診

搬入されても持って帰っていただく

インターネット行政相談

予約不要・秘密厳守です。

事務なども一部含みます。）
としては、 行政相談委員■松居

必ずお守りください！（搬入に当たっての注意事項）

滋賀県行政評価事務所行政相談課

が少なくてすみます。

• 診療所で行われた検査や薬の処方

当院を初めて受診する場合や、新

の重複をさけることができ、患者さ

たな症状で受診する場合は、まずは

んの負担を軽減することができま

「かかりつけ医」を受診し、
「 紹介状」
を持って受診されることをお勧めして

す。

お問い合わせ
彦根市立病院地域医療連携室
（電）
２２-６０５０

• 健康保険による一部負担金のほ
広報たが 2015年10月号
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おしらせ

おしらせ

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

第１０回

多賀ふるさと楽市を開催します！

多賀大社前駅前でのステージや、
さまざまな模擬店、
フリーマーケットが出店されます。皆さんのお越しをお

お問い合わせ
ふるさと楽市実行委員会事務局（産業環境課内）

待ちしています。

（有）
２-２０１２ （電）
４８‐８１１８

日時■１０月１８日（日）

（ｅ-ｍａｉ
ｌ）
ｓｈｏｋａｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

場所■多賀大社前駅前〜絵馬通り一帯

対象者■就学前の児童とその保護者

日時■１１月２１日（土） ８時３０分〜受付

を過ごしませんか。

申込期限■１０月９日（金）

場所■多賀勤労者体育センターを発

日時■１０月２１日（水） １０時〜１１時３０分

お問い合わせ・お申し込み

「子育てサロン」で楽しいひととき

場所■多賀町総合福祉保健センター
ふれあいの郷３階 多目的運動室

多賀町に在住・在学・在勤の方々の作品が数多く出展されます。
文化の秋にぜひ芸術に親しむ時間をお過ごしください。
会期■１０月１０日（土）〜１８日（日） ９日間
※なお、
１０月１３日（火）は、施設休館日となります。

ホール・ギャラリーほか
主催■多賀ふるさと楽市実行委員会

滋賀弁護士会による
無料法律相談書の開設
場所■滋賀弁護士会館
（大津市梅林１-３-３）
定員■各日とも３３人
お問い合わせ・お申し込み
滋賀弁護士会

看護職員届出制度が始まります

（電）
０７７-５２２-３２３８

１０月１日より看護師等の人材確保

ンターに送信する。滋賀県ナー

例の「甲良養護学校学習発表会」を

の促進に関する法律の改正に伴い、

スセンターでも登録できます。

開催します。
「学習発表会」では、子ど

看護職が離職時等にナースセンター

対象者■病院、介護施設などを離職

もたち一人ひとりが日頃の学習の成

へ届出を行う制度が始まります。届出

した場合。就業者のうち、保健師

果を、
皆さんの前で精一杯に披露しま

は個人で登録、または離職時の就業

助産師看護師法に規定する業務

す。特別支援学校に通う子どもたち

先を通して行うことが可能です。

に従事しなくなった場合。看護師

９時〜１６時
場所■大津地方検察庁
（大津市京町３-１-１）

覧いただき、
より多くの地域の皆さん

なった看護職の方の個々の状況に

に保健師助産師看護師法に規定

大津地方検察庁広報官

と楽しいひとときが過ごせるよう願っ

あった相談対応や情報提供等の支援

する業務に従事する見込みがな

ています。

を行います。

い場合。

※予備日は１１月４日（水）

ンやパソコンのナースセンター
のサイトを通じ、情報をナースセ

滋賀県ナースセンター
（電）
０７７-５６４-９４９４

３１日（土） ９時４０分〜１４時
※当日の昼食は販売しておりま
せんのでご了承ください。
場所■滋賀県立甲良養護学校 体育館
滋賀県立甲良養護学校

開催日時■１１月６日（金）
１０時〜１５時３０分
ンター １階

多目的室

内容■福祉についての学習と「自助

（電）
３８-４８８０
（担当：小学部

「湖東地域福祉用具講座」受講者募集

開催場所■彦根市立病院医療情報セ

お問い合わせ

齋藤）

具」の作製を行います。
対象者■先着５０人、興味のある方
は、
どなたでも参加できます。

広報たが 2015年10月号
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（電）
０７７-５２７-５１４４
人権相談窓口の開設
日時■１０月５日（月）〜７日（水）
８時３０分〜１７時１５分
場所■大津地方法務局
（大津市京町３-１-１）

３０日（金） ９時４５分〜１４時３０分

参加費■無料
申込期限■１０月２３日（金）まで
※当日お弁当の準備をします（有料：
６００円）。必要な方は、お申し込み
時にお知らせください。
お問い合わせ・お申し込み
多賀町地域包括支援センター
（電）
４８-８１１５ （Ｆ）
４８-８１４３

るチラシをご覧ください。
犬上郡体育協会事務局
（多賀町生涯学習課）
（有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０

１０月は「自動車点検整備推
進運動強化月間」です！
この運動では、自動車の不具合に
よる交通事故および公害の防止を

全国一斉！ 法務局休日相談所

めざし、自動車を利用する皆さんの

日時■１０月４日（日） １０時〜１６時

保守管理意識を高め、適切な点検・

場所■イオンモール草津 ２階

整備の実施をお願いしております。

イオンホール

『えっ本当！ 車に乗るのに点検整備

お問い合わせ・お申し込み

やってないの？』〜安全と環境保全

大津地方法務局総務課
（電）
０７７-５２２-４７７２

日時■１０月３１日（土）

お問い合わせ・お申し込み

日時■１０月３０日（金）、
３１日（土）

（電）
０７７-５２２-４６７３

日時■１０月５日（月）〜７日（水）

として免許を取得した後、
ただち

お問い合わせ

大津地方法務局人権擁護課

「後見制度を知ろう！

ナースセンターでは、届出をおこ

届出方法■制度開始後、
スマートフォ

お問い合わせ・お申し込み

刑事事件についての
相談窓口の開設

のステージ発表や作品展示などをご

ぜひ、
ご来校ください。

６.５㎞） ※詳細は後日配布す

念の啓発等を図るため、下記の行事を開催します。

（１人３０分、先着順）

※最終日は午後４時まで

県立甲良養護学校では、今年も恒

（電）
４８-８１１５ （Ｆ）
４８-８１４３

着とする多賀町内周回コース
（約

お問い合わせ

日時■１０月５日（月） ９時３０分〜１６時
会場■あけぼのパーク多賀

時間■
（平日）
１０時〜１８時

甲良養護学校
第２０回学習発表会

福祉保健課 （有）
２-２０２１

「法の日」週間は、法の尊重、基本的人権の擁護および社会秩序の確立の理

多賀ふるさと楽市「文化展」を開催します！

（土日祝）
１０時〜１７時

第５回犬上ふるさとウォーク

１０月１日から１週間は「法の日」週間です！

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

第１０回

子育てサロンのご案内

〜後見人って何をするの？ 〜」の開催

１３時３０分〜１５時３０分

はクルマの点検整備が必要です〜
お問い合わせ
国土交通省 近畿運輸局滋賀運輸支局
検査整備保安部門
（電）
０７７-５８５-７２５２
（ＨＰ）
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔｅｎｋｅｎ-ｓｅｉｂｉ.ｃｏｍ

（受付開始は１３時〜）
場所■大津地方・家庭裁判所庁舎別館
（大津市京町３-１-２）
定員■３０人（予約制の先着順となり
ます。参加費は無料です。）
内容■裁判所書記官が制度や手続き
を分かりやすく説明します。
お問い合わせ・お申し込み
大津地方・家庭裁判所事務局総務課
（電）
０７７-５０３-８１１２

農業委員会開催のお知らせ
日時■１０月１３日（火） １３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■１０月１６日（金）
来月の相談日■１１月１６日（月）
時間■いずれも９時〜１１時３０分
場所■多賀町総合福祉保健センター
ふれあいの郷ボランティア室
お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７
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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 １１月１７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。
（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
結

核

検

１１月２日（月）
１１月２日（月）
１１月４日（水）
１１月１７日（火）
１１月５日（木）
診
１１月６日（金）

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

Ｈ２７年６月生まれの乳児
Ｈ２６年１２月生まれの乳児
Ｈ２６年３・４月生まれの幼児
Ｈ２７年３・４月生まれの乳児
６５歳以上の方

☆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。

平成２７年11月 多賀町 し尿収集カレンダー
午
前
集
落
５日（木）萱原①・川相①
１０日（火）一円①②③・木曽①②③
久徳①②・栗栖②③・猿木②・月之木①
１２日（木）
②・一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②③
１６日（月）多賀①②③
１７日（火）大杉①・佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷①
１８日（水）
−
１９日（木）土田①②・中川原①
２４日（火）佐目②
２６日（木）大君ヶ畑①②・河内③・八重練③
３０日（月）大君ヶ畑③

（曜日）

〈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

おたのしみ

種類

（ 百 日 せ き・破 傷 風・
ジフテリア・不活化ポリオ）

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
風）
：１１歳以上１３歳未満
１年後に１回接種
（小６相当の年齢）２期：１回接種
（ 百 日 せ き・破 傷 風・

①

または
３種混合

⑥

不活化ポリオ
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：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

②

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：
（２７日以上おいて
１回接種
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）

④

生後３カ月以上〜９０カ月未満

※１

※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。
※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

満で開始の場合：初回１回、
６０日後に１回計２回

生後１歳〜２歳未

生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ

〈ひろばの案内〉
９時〜１３時
わ くわ くラ ンド で
月曜日〜金曜日
遊
ぼ
う
１３時〜１４時
き り ん 広 場
１０ 月７ 日（水） １０時〜
こ あ ら 広 場
１０月１４日（水）
ぺ ん ぎ ん 広 場 （ に こ に こ ） １０時〜
（ に こ に こ ）
（ き ら き ら ） １０月２８日（水） １０時〜
（ きら きら ）
お 話 し ポ ケ ッ ト １０月１３日（火） １０時〜

福祉バスに乗って遠足に行きます。
雨の日はふれあいの郷で遊びます。
絵本・パネルシアター・歌遊びなどをします。

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：秋によく見られる花。

□□□□

締め切りは１０月３０日（金）です。正解者の中か
ら抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は

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。

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
①お客さんやお宝を「招く」
と言われ、縁起物とし
て飾られる。
②競技で、一方が終始優位に立ち、緊迫した場面
のないままに終わる試合のこと。○○○○○
ゲーム。
③（読み）毬藻。ま○○。
④p.6。国勢調査のマスコットキャラクターは○○
○○くんとみらいちゃん。
⑤p.11。男女共同参画社会づくり。今年度の
キャッチフレーズは「楽しもう！ ○○○の男女
共同参画！」。

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

☆必ず予約をして、母子健康手帳と予診票を忘れず持参してください。

子育て支援センター（ささゆり保育園２階）／多賀町子ども家庭応援センター主催（有）２-８１３７ （電）４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

クロスワード

タテのカギ
①力士が腰に着けているもの。○○し。
④ 恐 怖 感 などで ぞっとすること。○ ○じが 寒
くなる。
⑥ 樹 木 の 断 面に見える輪 。年を経るごとに増
え、樹木の年齢を示す。
⑦ 他 では あまり見られな い 変 わったことをす
る祭り。珍しい祭り。○○い。
⑧物干し○○。釣り○○。
⑨ 爪 の 美 容と健 康 の 手 入 れや 爪に装 飾 を 施
すことなどを 職 業とする人 の 呼 称 。実 は 和
製英語である。
⑩p .11。
「○○○は社会を映す鏡 」

⑤

☆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。

26

⑩

⑧

※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
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⑨

③

※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。

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

⑦

ジフテリア）

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
後
集
落
萱原①・川相①
一円①②③・木曽①②③
久徳①②・栗栖②③・猿木②・月之木①
②・一之瀬①・藤瀬①・敏満寺①②③
多賀①②③
大杉①・佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷①
不定期
−
佐目②
不定期
大君ヶ畑③

※「—」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。

景品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ
りません。内容に関係なく抽選しています。

おめでた・おくやみ
結婚しました！

生まれました！

きしもと

ま さ し

将史

☆木下

たけうち

か お り

香織

くろずみ

まつみや

松宮

ゆ う ご

有吾

しげもり

由美

岸本
♥
竹内
♥

茂森

ゆ

み

きのした

けんしん

絢心（祐輔・志央里）
げん

☆黒住
も ち だ

舷（嘉輝・久美子）
ち

ほ

こ

おくやみ申し上げます
たかはし

◆髙橋
つ じ た

◆辻田
つ ち だ

よ し こ

◆西村

にしむら

正人 ６２歳

か ず え

やまもと

とくぞう

芳子 ９２歳
和枝 ８７歳

◆山本

ま さ と

徳三 ９７歳

え

☆持田知穂子（正芳・智恵） ◆土田すみ江 ８８歳
な か の

◆中野

み ち こ

道子 ７５歳

（敬称略）

先月号の答え

オ
ー
デ
イ
オ

①

③

⑤

⑦

メデ
ア
コ
ギ
クガ
⑨

②

⑧

ト
ウ
ハ
タ
イ

⑩

④

⑥

ウ
ト
ウ
ト

⑪

「オハギ（お萩）」
でした。

ひとのうごき

平成２7年8月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,６６３人 （+5）
■男性
３,６７３人 （+1）
■女性
３,９９０人 （+4）
■世帯数
２,７２６世帯 （+1）
■出生者数
５人
■死亡者数
６人
■転入
２５人
■転出
１９人

放射線量（μsv/h）
9月 1日 0.07
9月１４日 0.06
※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
10

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

ウグイス

10月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥

9

スギ

（金）
日

と

23

（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した！
キリンアルミ缶回収状況
（８月末現在）

60,098
町民の皆さん、本当に
ご協力ありがとうございました！

缶

表紙写真■今月は多賀小学校５年生のお米の収穫体験
の写真です。
５月に子どもたちが植えた稲は見事なお米
を実らせていました。刈り取りに四苦八苦しながらも、農
業者の皆さんや先生方からのアドバイスにより無事に
収穫を終えました。■収穫したお米は学校に持ち帰り、
おいしくいただくとのことでした。農業の楽しさや大切
さを肌で感じてもらえる、貴重な体験となりました。関係
者の皆さん、ありがとうございました。
編集後記■今月は空き缶モニュメントのお披露目式典
やふるさと楽市を予定しております。また、来月には博
物館が主催の記念イベントとシンポジウムの開催、町制
６０周年記念式典を予定しております。ぜひご参加いた
だき、
イベントを楽しんでください。
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。

