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町制６０周年記念事業
多賀町

まちの話題

町制６０周年記念特別イベント

９月１９日、
２６日、
１０月１０日

「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」を開催しました！
かねてから広報たがでも紹介しておりました「空き缶巨大モニュメント」がついに完成し、
１０月１７日にお披露目の日を

運動会が行われました！
町内の各園・小学校で運動会が行われました。どの運動会も天候に恵まれ、子どもたちが力いっぱい競技に臨んでい
ました。

迎えました。この記念イベントは回収・制作に関わっていただいた多くの皆さんのご協力により大成功の裡に、無事終え
ることができました。本当にありがとうございました。
回収期間■平成２６年８月〜平成２７年９月

制作参加延べ人数■５４７人

総回収個数■約６６,０００缶

空き缶の使用内訳■たがゆいちゃん（約１５,０００

モニュメント制作期間■平成２７年２月〜１０月

缶）／金屏風・土台（約３５,０００缶）／キャンド

制作延べ日数■５４日

ルタワー（約１０,０００缶）／計（約６０,０００缶）

▲久保町長挨拶

▲モニュメント除幕！

▲多賀小学校

▲大滝小学校

▲ささゆり保育園

▲たきのみや保育園

▲多賀幼稚園

▲大滝幼稚園

▲キリンビール株式会社 井戸田工場長祝
辞

９月２０日

桃原にて杉玉作りが行われました！

▲有限会社キタセイ代表取締役 北川様へ
感謝状の贈呈

▲たがゆいちゃんとのツーショット

▲キャンドルならべ

桃原プロジェクトとして杉の活用の

思った以上に大きくなり、車に積み込

一環で枝打ちした杉の葉を使った杉

むのが大変でしたが、自作の杉玉に

玉作りが行われ、約４５人の参加があ

皆さん満足げでした。多賀町の木で

りました。

ある「杉」を活かす取り組みとして開

参加者の皆さんは桃原の澄みきっ
た空気、自然に囲まれた環境に癒さ

催を続けていきたいとのことですの
で、ぜひご参加ください。

れながら、杉のいい香りの中、
にぎや

桃原プロジェクトは、多賀ゴボウの

かな声が山の間に響き、活気ある桃

復活に取り組みながら
「桃原を桃源郷

原の一日でした。出来上がった杉玉は

に」を合言葉に活動しています。

キラリとひかる ★

★

★

★

▲杉玉作りのようす

★

たが写真館

１０カ月を迎えたお子様の写真です。
▲キャンドル点火
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▲キャンドルナイト６０全景

▲幻想的な空間でのライブ

詳しくは企画課広報担当へお問い合わせください。

もり

森

りょうま

稜馬ちゃん

にしざわ

西澤

あ い ら

愛來ちゃん

たかどの

堂

さ

ら

沙羅ちゃん
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まちの話題

ダンボールコンポスト／コミュニティ助成事業

９月２６日

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

笑門寄席が開催されました！
「笑い」をキーワードにまちづくり

「ダンボールコンポスト講習会」を開催しました

が、はやしや福さんの出囃子で登場、

９月６日に、中央公民館において『ダンボールコンポス

に取り組んでいる協同組合 多賀門前

素晴らしい話芸を披露してください

町共栄会が恒例の「笑門寄席」を多賀

ました。桂文華さんは１１月２１日（土）、

大社前の不二家さんで開催、絵馬通

一圓屋敷での「一圓寄席」にも出演

表の吉田栄治先生をお招きし、地球温暖化の現状やご

りにお客さんの笑い声が響き渡りま

予定です。

み減量の必要性についてお話していただき、参加者の皆

ト』の講習会を開催しました。
講師として、
「市民・生ごみリサイクルプロジェクト」代

した。

会を実現していきましょう！
※多賀町ホームページにダンボールコンポストのマニュ
アルを掲載しました。ぜひご確認ください。

さんにも実際にダンボールを使ったコンポスト作りを体

落語家の桂文華さん・桂鯛蔵さん

▲桂文華さんの落語に聞き入る皆さん

燥・処理に多くの燃料を使っています。この生ごみを堆

いわな給食をいただきました！

肥化させリサイクルすることで、処理費用や二酸化炭素
の発生を抑えることができ、地球の温暖化の抑制にもつ
ながります。

児童が一堂に会し、地域の食文化を

の恒例行事である、いわな給食が行わ

知るとともに、改めて「命をいただく」

れました。今年はあいにくの雨が降り、

など、自然と恵みと勤労に感謝し、い

河原ではなく校舎の敷地内で６年生

わな給食をおいしくいただきました。

がいわなを焼き上げ、また、
５年生が

井上校長は「この素晴らしい伝統行

育てたお米でおにぎりも握りました。

事をぜひとも守り続けていきましょ

給食の時間になると体育館で全校

う」
と力強くお話しされました。

今後も定期的に講習会を開催していく予定をしてい
ます。ぜひみなさんのご参加をお待ちしています。
皆さん一人ひとりの取り組みと心がけでリサイクル社

▲一生懸命に焼きます

▲講習会にて熱心に説明を聞きます

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

コミュニティ助成事業

１０月１日

文化芸術による
子どもの育成事業「多賀町寄席」
多賀中学校体育館にて文化芸術体

普段なにげなく、燃やすごみとして出している生ごみ
ですが、水分を多く含んでいるため、
ごみ処理場での乾

１０月１日、
２日

今年で２０年目を迎えた大滝小学校

験していただきました。

となりました。

藤瀬区が平成２７年度コミュニティ助成事業（宝くじの

応、災害時における電源確保への備えが図られました。

助成金で整備した）の助成を受け、小型消防ポンプ一式、

※コミュニティ助成事業は、財団法人自治総合センター

発電機、背負式消火水のう、拡声器、ライト、
コードリー

が宝くじの社会貢献広報事業として、地域社会の発展

ル、
および投光機を整備されました。

や住民福祉の向上に寄与するために行う事業です。

今回の整備によって、不慮の火災時における迅速な対

験事業が行われました。寄席や寄席
の際に使用する楽器、切り絵などさま
ざまな芸に触れ、何人かの生徒は舞
台の上で体験しました。
会場は笑いに包まれ、貴重な体験

▲貴重な体験となりました

９月７日

結婚相談員
（財）滋賀県農林漁業担い手育成基

き、ありがとうございました。

金より認証されている結婚相談員が

お二人に代わって新しく大字樋田

交代され、今まで活動いただきました

の 藤 澤 道 子さん 、大 字 多 賀 の 棚 池

つ ち も と あ き よ

澄 枝さんが結婚相談員として活動さ

土 基昭 代さん（平成９年４月から１８
に し ざ わ の り

ふ じ さ わ

み ち こ

た な い け

す み え

年４カ月）、西 澤章さん（平成１９年８

れます。人生の伴侶を得るにはさまざ

月から８年間）
に感謝状が贈られまし

まな出会いの形があります。ぜひ、
ご

た。長い間、地域のために貢献いただ

相談ください！
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▲長い間、ありがとうございました
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ねんきんだより／多賀町青少年育成大会／人権

ｅ-ＴＡＸ／マイナンバー制度開始／改ざん防止用紙デザイン決定

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

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

国民年金課 （電）
２３-１１１４

ｅ-ＴＡＸができなくなります

国民年金保険料の免除等申請について

来年の確定申告をインターネットのｅ-ＴＡＸで申請する方は、お手持ちの住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間

国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや

の期間を対象として審査を行います。また、平成２６年４

をご確認いただきますようお願いします。住民基本台帳カードの電子証明書は有効期間が３年間と設定されており、有効

死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や

月から法律が改正されて、
２年１カ月前の月分まで遡っ

期間が過ぎていればインターネットでの申告はできません。また、住民基本台帳カードの電子証明書の更新は１２月２２日

遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが
困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保

て免除申請をすることができるようになりました。ただ
し、すでに保険料が納付済みの期間については、免除の
対象とはなりません。

険料免除制度」や「若年者（３０歳未満）納付猶予制度」が

失業等により保険料を納付することが経済的に困難

ありますので、税務住民課の窓口で手続きをしてくださ

になったものの、申請を忘れていたために未納期間があ

い。申請書は窓口に備え付けてあります。

る方などは、一度、税務住民課または年金事務所へご相

平成２７年度の免除等の受付は、平成２７年７月１日か

談ください。

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

多賀町青少年育成大会
「人権尊重のまち」町民のつどい開催のお知らせ
づくりをめざして「青少年育成大会」と「町民のつどい」
を合同開催いたします。
今回のテーマは「つながり」です。講師に料理人の
も り の く ま は ち

講演■「熊八流食育 〜食を通して家族のつながりを深
める〜」
も り の

講師■森野

• 利用者クライアントソフト
（※）の自分の証明書ボタン
をクリックして、
パスワードを入力する。
※公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロー

２０１６年１月以降でｅ-ＴＡＸによる申請のできる方
• 住民基本台帳カードをお持ちで、電子証明書の有効
期間内の方
• 個人番号カードをお持ちの方

マイナンバー制度が始まりました

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

家庭や地域社会と連携し、思いやりのある明るいまち

電子証明書の有効期間の確認方法

ドできます。

ら開始され、平成２７年７月分から平成２８年６月分まで

中央公民館内

（火）までしかできませんので、更新を希望される方は税務住民課窓口へお越しください。

１０月５日から番号法が施行されマイナンバー制度が始まりました。
１１月末までに住民票の住所へ世帯主宛に通知
カードが届く予定です。大切なものですので紛失しないようにご注意ください。

通知カードって？
通知カードは、住民ひとりひとりに個人番号を通知す
るものです。紙製のカードで、
「氏名」
「住所」
「生年月日」
「性別」
「マイナンバー（個人番号）」等が記載されてい

く ま は ち

熊八さん（料理人）

プロフィール■明るく楽しい

ます。通知カードは個人番号をお知らせするものですの
で、本人確認書類の身分証明書としてはお使いいただけ
ませんのでご注意ください。

通知カードと一緒に送られてくるもの
通知カードと一緒に個人番号カード交付申請書やマイ
ナンバーのご案内等が同封されます。個人番号カードは
今後利用範囲が拡大していくと思われますので、申請し
てみてはいかがでしょうか。

個人番号カードって？

森野熊八さんをお招きし、食を通した親子や家族との関

語り口で独自の料理世界

わり、健全育成のあり方についてお話いただきます。ぜ

を展開。
トークショーや講

ひご参加ください。

演では、既存の栄養学に

日時■１１月２９日（日） ９時〜１２時（受付は８時４５分〜）

とらわれない『 熊八流食

通知カードは世帯主あてに簡易書留で届きます。ご不

されているほか、電子証明が標準搭載されています。
ｅ-

場所■多賀町中央公民館

育』を提案するなど、テレ

在の場合は郵便物等のご不在連絡票が入りますので、郵

ＴＡＸなどの電子申請や各種行政手続きのオンライン申

内容■顕彰

ビ、ラジオ、雑誌等で活躍

便局での保管期限内に、再配達等の手続きをお願いしま

請、
オンラインバンキングなどの取引等に利用できるよ

中。

す。それでも受け取れなかった方の通知カードについて

うになる見込みです。また、本人確認書類の身分証明書

は、役場に戻ってきますので、受け取り方法など詳しくは

としてもお使いいただけます。

小・中学生の主張（人権作文）の発表

通知カードをもらい忘れたら

個人番号カードは「氏名」
「住所」
「生年月日」
「性別」
「マイナンバー（個人番号）」
「本人の顔写真」等が記載

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

税務住民課までお問い合わせください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

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

ＤＶ、性的な嫌がらせ、
ストーカーなどの事案は、依然として数多く発生していることから、
これらの女性をめぐる人権問
題で悩んでおられる皆さんからの相談に応じます。
ゼロナナゼロ

改ざん防止用紙のデザインが決定しました

ハ ー ト ラ イ ン

全国共通「女性の人権ホットライン」 ０５７０-０７０-８１０

多賀町の町制６０周年を記念し、住民票などに使用し

採用作品
・ササユリ

期間■１１月１６日（月）〜１１月２２日（日）

※相談無料（通話料は除く）
で、秘密は厳守します。

ている改ざん防止用紙のデザインを変更しました。多賀

時間■８時３０分〜１９時（土・日は１０時〜１７時）

※この期間以外にも平日８時３０分から１７時１５分ま

町の花・木・鳥であるササユリ・杉・ウグイスをモチー

で、法 務 局 職 員・人 権 擁 護 委 員が相 談に応じてい

フに、町内の小・中学生にデザインを募集しました。応募

ます。

のあった中からそれぞれ１点を改ざん防止用紙に使わせ

相談内容■夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめ、
セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど、女性
をめぐるさまざまな人権問題について
相談担当者■法務局職員および人権擁護委員
広報たが 2015年１１月号
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お問い合わせ
大津地方法務局人権擁護課 ０７７-５２２-４６７３

ていただきました。応募していただいた皆さん、ありがと
うございました。

多賀中学校

宮野

明日香さん

富岡

彩佳さん

浦井

優芽さん

・杉
多賀小学校
・ウグイス
多賀小学校
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教育委員選任／農業委員会だより／健診ラッピング電車

児童虐待防止推進月間

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

多賀町子ども家庭応援センター （有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

教育委員が選任されました
任期満了に伴う教育委員会委員の任命について、
９月
議会で同意を得、福本香苗氏が任命（再任）
されました。

子どもへの虐待をなくそう！！
『１１月は、児童虐待防止推進月間です』

教育委員の組織（敬称略）

さらに、
このことを受け、第６回教育委員会定例会におい

教育委員長

西澤

彰芳

１９５１年に制定された児童憲章には「児童は、人とし

て、
「 地方教育行政の組織および運営に関する法律」の

委員長職務代理者

土田

勝一

て尊ばれる。」
「児童は、
社会の一員として重んじられる。」

規定により、西澤彰芳氏が教育委員長に、土田勝一氏が

教育委員

藤澤

教悟

「児童は、
よい環境の中で育てられる。」とうたわれてい

教育委員長職務代理者に選任されました。

教育委員

福本

香苗

教育委員（教育長）

円城寺

ますが、児童がないがしろにされる児童虐待の事件が数

守

多く報道されています。
１１月は、児童虐待防止推進月間です。今一度、児童虐

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

子どもはかけがえのない存在です。子どもがいると賑

農業委員会だより

やかで、そばにいるだけでも元気が出てきます。
しかし、
毎日の子育てはそう簡単なものではありません。乳幼

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

待について考えてみたいと思います。

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

児、幼児、小学生、中学生、高校生と子どもの発達にした

※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。

がって関わる頻度や世話の仕方、苦労は随分違います。

なくて、怒鳴ってしまうときもあるのではないでしょう

• 議案第２号

夜泣き、偏食、学校、園の行き渋り、携帯やスマホ、友だち

か。そんな時には一人で悩まないで家族や友だち、公共

関係……などなど問題が起こってきます。

の施設の力を借りてください。そして、親に与えられた子

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

１人で対処するには大変な時があるでしょう。余裕が

育てを楽しんでほしいと思います。

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

１０月６日、近江鉄道 健診ラッピング電車が
リニューアルされました！
多賀町では、生活習慣病予防を早期発見するため特
定健康診査やがん検診の受診を勧めています。
その啓発の一つとして、多賀町、甲良町、豊郷町、彦根

を基調とし、各沿線の自治体のキャラクターがドアに、県

児童虐待とは？
• 身体的虐待……殴る、蹴る、投げ飛ばす、激しく揺さぶ
る、
やけどを負わせる、
おぼれさせるなど

• 心理的虐待……言葉による脅し、無視、
きょうだい間で

どく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気に

差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふ

なっても病院に連れて行かないなど

るうなど

の健康づくりキャラクターの「しがのハグ＆クミ」が側面
に大きく描かれたものとなっています。

子どもの助けてサイン

多賀町からは、
「たがゆいちゃん」に加え、去年から特

康保険協会滋賀支部の１３団体で、
３年前から近江鉄道

定健診キャラクターとして使用している「メタボリスく

（１）傷やあざが目立つ

ラッピング電車を運行しています。

ん」が選ばれました。

（２）清潔感がない

１０月６日八日市駅で出発式が挙行されました。
リニューアルされた電車は、旧デザインと同じピンク

る、
ポルノグラフィの被写体にするなど

• ネグレクト……家に閉じ込める、食事を与えない、ひ

市、愛荘町、米原市、東近江圏域の１１市町、県と全国健

今回、このラッピング電車がリニューアルされ、去る

• 性的虐待……子どもへの性的行為、性的行為を見せ

新旧デザインが全路線を走行しますので、
「たがゆい

（３）泣き声や叫び声がえる聞こえる

ちゃん」と「メタボリスくん」をぜひ見つけてみてくださ
い！

子どもの虐待を発見したり、子どものようすが変だと感じたら「１８９」へ
今年の７月１日から児童相談所全国共通ダイヤルが「１８９」になりました。
「１８９」へかけると、
お近くの児童相談所につながります。

子ども・家庭応援センターです
子育てや子どもの発達についてなど、育児についての相談を受け付けています。
一人で悩まず、
お気軽に相談してください。
相談は電話や窓口、
訪問などでもおこなっております。
（有）
２-８１３７ （電）
４８-８１３７ ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ
▲リニューアルされたラッピング電車
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▲「たがゆいちゃん」
と
「メタボリスくん」も描かれています
広報たが 2015年１１月号
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海外派遣

海外派遣

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

「ニュージーランドの思い出」

多賀中学校２年

川島

心樹

人生初の海外。 人生初の飛行機。 それは私にとってとても貴重な体験であり、自分の視野が広がった瞬間だった。
私がニュージーランドへ行き、 特に印象に残った思い出は２つある。
１つ目は英語での会話だ。 必至に英単語とジェスチャーを使い、 自分の伝えたいことを伝えていた。 何とか相手には
伝わっていたようだが、 英語力がまだまだ足りないなと思った。 授業で習った文や単語を使う機会もあって少しうれしい
気持ちになるときもあった。 そのたびに 「もっと英語をがんばろう」 と思えた。 たくさん勉強し、 将来に役立てていけれ
ばいいなと思う。
２つ目はホストファミリーとの生活だ。 ニュージーラ
ンドでは当たり前だが日本とは文化がまったく違う。
ニュージーランドの文化に親しめたのはとてもよい経験
だったと思う。 また、 ニュージーランドは南半球に属
するので、 真夏の日本とは逆で、 ニュージーランドは
真冬だった。 昼間はあまり寒くないが、 朝と夜はと
ても寒かった。 そんな中、 ホストファミリーは私に日
本でいう 「湯たんぽ」 をもってきてくれた。 とてもう
れしくて心も体もとても温かくなった。 私を気遣って
くれたこと、 そして貴重な体験をさせてくれたホスト
ファミリーや役場の方、 家族に感謝したいと思う。
私の中でとても有意義な１０日間だった。
▲ホストファミリーとの休日

「ニュージーランドの思い出」

▲スクールバディのロガン君

広報たが 2015年１１月号
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多賀中学校２年

「驚きと感動のニュージーランド研修」

多賀中学校２年

龍見

幸祐

タウランガは面白い街で、 アイスクリーム屋さんが多いのに驚きました。 種類も豊富で、 僕が食べたストロベリー味は
果汁と果肉がたっぷり入っていて、 最高に美味しかったです。 僕は毎日食べ、 アイス代に合計約２５ドルつぎ込みました。
朝食が、 シリアルとミルクココアだけなのも衝撃でした。 ま
た、 学校では一時間目と二時間目の休み時間に、 お菓
子やランチを食べてもよい 「モーニングティー」 があり、 これ
は、 日本でも取り入れて欲しいと思いました。 なかでも、 ナッ
ツ類をチョコでコーティングした、 キャラメルみたいなお菓子が、
甘かったけれど疲れも取れるし、 お腹が満たされて美味しかっ
たです。
ニュージーランドで多くのことが学べました。 最初は三割
ほどしか言葉が通じなかったけれど、 困っているとスクールバ
ディーのジョンが、 パソコンの通訳機能を使いながらゆっくり
と説明してくれました。 自分の伝えたいことを精一杯ジェス
チャーで訴えているうちに、 相手が言っている意味も分かるよ
うになりました。 また、伝えたい意思を 「Ｙｅｓ」 「Ｎｏ」 で、しっ
かり言わなければならないと感じました。 失敗を恐れずに話
すことでコミュニケーションが楽しくできると分かり自信が付き
ました。 この研修に参加できたことに感謝しています。 あり
がとうございました。
▲オークランドにて

久保田

夏樹

僕は南半球にあるニュージーランドという島国に行きまし
た。 最初に行く時はホストファミリーと仲良くできるかなと心
配していました。 なので、 飛行機が着く時はドキドキしてい
ました。 空港から出ると、 すごく寒かったです。 学校に行く
とホストファミリーが明るくむかえてくれました。 僕は嬉しくな
りました。 学校を見て回ると、 二階建ての建物はほとんど
ありませんでした。 びっくりしました。 ホストファミリーの家では、
そこの家族と仲良くしたり、 何かやることはありませんかと聞
いて、 手伝ったりしていました。 学校では、 ホストファミリー
の子とクラスの人たちでもちろん英語で勉強しました。 難し
いこともあったけど、 楽しく勉強できました。
２日目からは寝る時にたくさん服を着て寝ました。 理由
はニュージーランドの季節は冬なので寒かったからです。 日本
は夏、 ニュージーランドは冬なのでよけいに寒く感じたのかもし
れません。 ニュージーランドの食べ物は残さずきっちり食べられ
ました。 いよいよホストファミリーと別れて日本へ帰るとき、 す
ごく悲しかったけど、 笑顔で手を振って帰りました。 ニュージー
ランドはすごく楽しかったです。

「ニュージーランドに行って」

多賀中学校２年

棚池

杏奈

７月３０日出発の日。 まだ本当に海外に行けるのか確信がありませんでした。 初めての飛行機、 初めての海外、
わくわくがおさまりませんでした。
７月３１日ホームステイさせていただくホストファミリーと出会いました。 私のホストファミリーの子は明るくてとてもかわ
いい女の子でした。 日曜日には温かい水が出る温泉みたい
なところへ連れていってくれました。 ホストファミリーの子の友
だちも一緒に行きました。 とても楽しかったです。
学校の日は初めの１日は研修生だけで勉強して、 後の３
日間はニュージーランドの生徒と一緒に勉強しました。 初め
はよく分らなかったけど、 後からだんだん分かってきました。 と
ても楽しかったです。 日本とはまったく違う勉強の仕方でし
た。 最後の日になるとニュージーランドの子の言っていることが
ほとんど分かるようになりました。 分かれば分かるほど新しい
発見ができて嬉しかったです。 別れの時はさみしくて悲しかっ
たです。 ホストファミリーの子もさみしそうな顔をしていました。
私は少しでも笑顔になれるようにとハイタッチをしました。 い
ろんな想いがこもったハイタッチでした。 本当に良い思い出に
なりました。 一生の思い出として残しておきます。
▲ホストファミリーと学校にて

広報たが 2015年１１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

折り返しをむかえた活動

稲刈り始まる！

やました

山下

まさみつ

政満

隊員

皆さん、
こんにちは。多賀町水谷地区の地域おこし協力隊として活動をはじめて１年と６カ月が
経ちました。任期の半分が経過したことになります。折り返しをむかえ、残りの期間でどのような実
績をあげることができるのか？ また、定住・定着に向けての後半戦が始まります。

や ま だ

山田

よ う た

陽太

隊員

９月に入り田んぼの穂も麦色になり始め、ついに稲刈りが始まりました。もちろん僕も稲刈
りに参加し、忙しい毎日でした。夜はもみすりがあったり、多賀座の練習に行ったり…
９月はなんだかあっという間に過ぎてしまいました。今月は稲刈りのようす、ほかの農作業
などについて報告します。

梅干しづくり
はじめての梅干しづくりは減塩など

も漬けてみました。塩分のとりすぎに

を行わず基本を守って漬ました。おか

注意しておいしくいただいています。

稲刈り

げでとても立派な梅干しが完成しま

もちろん初めて見る稲刈りでした

した。また、梅酢を使って「紅しょうが」

が、私の仕事はすまがり
（機械で刈れ
▲土用干し中の梅干し

３Ｄプリンター

そんな苦労して育てた新米をいた

搬などでした。広い田んぼを歩いて

だき食べましたが、
とてもおいしかっ

まわったり、穂の運搬を何往復もした

たです。新米を食べた覚えがあまりな

り、大変な作業でした。また刈った穂

いのでよりおいしく感じられました。

ほぼ完成していた試作機でしたが

たくない。なかなかできないことです

を乾燥機にいれ乾燥させ、
もみすりを

が、地域おこし協力隊だからこそでき

して袋詰めをするとういこともしまし

善点がみつかりました。そこで、最初

た決断であった気がしています。現

から設計をやり直すことにしました。

在、完成に向けて急ピッチで作業をお

自分自身が満足できないものは作り

こなっています。

▲稲刈りのようす

種まきお手伝い
▲３Ｄ-ＣＡＤで作成した図面

こんにゃく芋栽培
が、風による葉の傷と雨によって、葉

大変でした。

ない隅をかまで刈る）、刈った穂の運

テストを重ねるにつれ、たくさんの改

大きく育っていたこんにゃくでした

たが、一袋３０キロのお米を運ぶ…。

毎週木曜日にお手伝いに行かせて

見ているのですが、今回は自分でま

いただいている栗栖のＫ農園にて、種

いたもの。どんなようすで育っていく

まきをしました！ ルッコラ、あかじく

か楽しみです。

の中にはまだまだ元気に育っている

ミズナなどいろいろな品種をまきま

ものもあります。

した。写真のような器具を使ったので

枯病と腐敗病というタブルパンチに

すが、一列きれいにまけました！ 微

あってしまいました。本当に農業は難

妙にかがむ姿勢がつらかったです。ま

しいです。水谷の方々にお配りした芋

いた野菜は春先に植わっていて一度

▲種まきのようす

▲この畑のこんにゃくは元気！

ミニトマト栽培のその後

そば打ち始める！

食べきれないほどのミニトマトを収

もなく無農薬で栽培することができ

９月２６日より、多賀そば地域協議

すが、
とても難しかった…。一番難しく

穫することができました。村の方にも

ました。定住・定着活動の一つとして

会主催の「多賀そば手打ち職人養成

感じたのは「水まわし」です。いくらそ

試食していただき、もんぜん市にも

実験的におこなったミニトマトの水耕

塾」が始まり、私もそれに参加しまし

ば粉をかき回しても、水がなじんでく

出荷させていただきました。簡易のビ

栽培でしたが、農業の大変さをあらた

た。多賀大社前駅前のそば屋もんぜ

れない。時間をかけすぎても乾いてし

ニールハウスでの水耕栽培は、獣害

めて実感することができました。

ん亭の手伝いに行っているので、そ

まう。

ば打ちは見たことはありましたが、実

これを当たり前にこなしてしまう職

地域おこし協力隊として活動するなかで、あらためて目標の大切さを実感しています。活動内容に変化があったとして

際に自分がやるのは初めてでした。そ

人さんはすごいと自分でやってみて

も、
当初の目標は変わりません。目標を見失うことなく、何が今大切なことなのか？ 残りの期間を最大限に活用できるよ

ば打ちをやってみての率直な感想で

改めて思いました。

▲収穫した完熟ミニトマト

▲そば打ちのようす

う、
活動をおこなっていきます。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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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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学校支援地域本部事業

民児協だより／いくせい

生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@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

学校支援ボランティアだより

たが民児協だより

除草作業編

民生委員・児童委員 −心のふれあいを大切に−

「はつらつご利益体操」でイキイキ♪

９月は、運動会に向けて環境整備のお手伝いがあり、
たくさんのボランティアの皆さんにご協力いただきました。お忙
しい中、ありがとうございました。

私の集落が『平成２６年度地域支え合い健康長寿多賀
のまちモデル事業』
を受けてはや１年が経ちます。週に１
回決まった日に公民館を開放し、
「来られる時間に来て、

たきのみや保育園（９月４日）

をおこなっていますので、その紹介をしたいと思います。

す。

５人の方にお手伝いしていただきま

業しました。園児からの「ありがとうご

りながら
「今日は高いなあ」
と言いながらもう一度測り直

した。
トラック付近にコケが根付いて

ざいます！ 」
というお礼の言葉に、
ボ

す人もいて会話が弾みます。今ではほとんどの人が自ら

いたため掘り起こし、その後を園児た

ランティアの皆さんも笑顔になりまし

血圧を測るようになり、健康を気にするようになってきま

ちに歩いて土を固めてもらったり、園

た。

最後に、民生委員児童委員として皆さんが健康に過ご
せるよう、
お手伝いができたらと思っています。

した。みんながそろったら「はつらつご利益体操」を始め
ます。最初はあまり足があがらなかった人も、今では床と

多賀幼稚園（９月１０日）

水平になるまで上がるようになり、週１回ですが継続の

多賀幼稚園の環境整備は、
４人の

園児からお礼を言っていただき、
ボラ

力を実感しています。それが終わると、男性は将棋やオ

方にお手伝いしていただきました。運

ンティアの皆さんは「ありがとう」
「運

セロ、女性は折り紙に興じたり、皆が和気あいあいと楽し

動会の際、園児がゴールする周辺や

動会がんばろうね」
と声をかけておら

く半日を過ごします。

玄関先などをていねいに除草してい

れました。

ただきました。練習のために外に出た

７月には清流の里から来ていただき、ハンドベルの演
▲鼓笛の練習を聞きながら……

大滝小学校・大滝幼稚園（９月１１日）
大滝小学校・大滝幼稚園の環境整

隠していたため、
「 あと少し」
「もうす

備は、
６人の方にお手伝いしていただ

ぐ」と声をかけあいながら、きれいに

きました。運動会の練習をする児童

草を刈っていただきました。

の横でグラウンドおよび花壇周辺を

用務員さんも「なかなか手が回ら

除草していただきました。また、裏庭

ない場所でお手伝いいただきたすか

は一面に背の高い草がコスモス畑を

りました。」
と喜んでいただきました。

奏を聴きました。また地域おこし協力隊の方にそば打ち
中央公民館内

▲「はつらつご利益体操」のようす

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

多賀町青少年育成町民会議
総務部副部会長

小林

紳悟

青少年は、現代社会にとってかけがえのない一員であ
▲きれいなコスモス畑に！

多賀小学校（９月２８日）
方にお手伝いしていただきました。
９

高齢者ばかりの集落なので、健康寿命を少しでも伸
ばすべく、今後も活動を続けて行きたいと考えておりま

まず、公民館に来たら全員血圧を測ります。血圧を測

多賀小学校の環境整備は、
９人の

います。

好きな時間に帰ってもいい」という約束ごとをして活動

たきのみや保育園の環境整備は、 児と一緒に小さな草を引いたりと作

▲園児も除草のお手伝い

をしていただき、皆で食べたりと活動の幅を広げてきて

と早くきれいになるね」と言って、作

平成２７年度、
多賀町青少年育成町民会議では「たくま

り、明日の多賀町を創り支えていく担い手です。青少年

しく 伸びよう 伸ばそう 多賀の子」をスローガンに、

が、将来の夢や希望を抱き、創造性とチャレンジ精神に

次の事業を重点目標として掲げ、地域社会と一体となっ

富み、心身ともにたくましく、社会との連帯感にあふれる

た活動を積極的に展開したいと考えます。

人間として成長することは、町民すべての願いです。

業の手がさらに進みます。

月下旬でしたが、朝から暑い日となり

お昼近くまで草を刈っていただき

ました。作業は広範囲であり、手分け

ました。先生からは、
「たくさんの方に

しながら「できるところまで！ 」とい

お手伝いしていただき、
きれいになり

うものでした。青々と草が茂っていた

ました。大変ありがとうございます」
と

ところが、土が見えてくると「大勢や

喜んでいただきました。

▲運動会が成功しますように…

『多賀町地域教育力推進協議会』について

１.大人が変われば、子どもも変わる運動の推進
２.豊かな心をはぐくむ家庭づくりの推進
３.地域愛・人間愛、命の尊さをはぐくむ運動の推進
４.元気あふれる青少年の育成
５.青少年の成長にふさわしい環境づくりの推進
６.万引き、夜間外出等、初発型非行防止運動の推進

「多賀町地域教育力推進協議会」
と

会議をおこなっています。各団体の活

青少年による凶悪事件の発生やいじめ・不登校の増

くの温かい人に支えられながら、豊かな心や社会性、個

は、学校支援地域本部の運営委員を

動内容の報告やいろいろな立場から

加など、青少年問題の背景の一つと言われる規範意識に

性や創造性を育み、愛を持って成長することが、私たち

兼ねた協議会で、子どもたちの健全

の意見の交換をしています。毎回、言

欠ける大人社会の風潮を見直し、大人自身の姿勢や大

すべての願いです。

な育成や地域の教育力の向上を図る

の葉の唱和もおこなっています。

人社会のあり方を省みる
「きっかけ」
となるよう、
「大人が

ことを目的に、町内の学校、団体、企
業、行政で構成される委員で、月１回
広報たが 2015年１１月号
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変われば、子どもも変わる運動」を推進しています。
▲有意義な議論が交わされました

今後とも多賀町青少年育成会議の活動にご理解とご
協力を賜りますことを心からお願い申し上げます。

子どもは次代を担う社会の宝です。子どもたちが、多
広報たが 2015年１１月号
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臨時福祉給付金

けんこう

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

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

臨時福祉給付金の受付は１２月１日で終了します

こんにちは保健師です
所得の低い方に
6,000円を支給します。

受給対象については、下記フロー図でご確認ください。

確認じゃ！
臨時福祉給付金
平成27年度

臨時福祉給付金確認表
平成２７年１月１日に多賀町に住んでいた
（住民基本台帳に登録されていた。）

いいえ

平成２７年１月１日に住民登録のあっ
た市区町村にお尋ねください

はい

平成２７年１月１日時点で
生活保護を受けていなかった

１１月９日から１５日は全国糖尿病週間です
４０歳以上の人の５人に１人が糖尿病といわれるほど、
糖尿病にかかる人が増えてきています。多賀町の健診結

尿病とは、血液中の糖が必要以上に多くなっている状態

果でも、糖尿病の検査で何らかの異常のある方が増えて

です。甘いものだけでなく、
カロリーのあるものなら何を

きています。糖尿病は、おしっこに糖が出る病気。甘いも

食べても血糖は上がります。

過剰な血糖が血管を傷つけます
血液中の糖が多い状態が長引くと、血管はしだいに傷

糖尿病予備群の段階では、空腹時の血糖値は正常で

んでもろくなります。血糖が増えすぎるのは、
すい臓で作

も、食後の血糖値が高いことがあります。この「食後高血

られるホルモン「インスリン」の働きが悪いか、足りない

糖」の状態が続くと糖尿病になりやすく、合併症も出始

からです。インスリンは食事等からとったブドウ糖を筋肉

めます。空腹時の血糖値が高くなると本格的な糖尿病の

や肝臓・脂肪細胞などに取り込み、エネルギーに変える

始まりです。

働きをしています。

いいえ

糖尿病発症前から始まる合併症
右記の三大合併症は、いずれも細い動脈が傷つくこと

はい

で起こります。血糖が高い状態が５〜１０年くらい続くと

（ご自身は）
平成２７年度町民税（均等割）
が
課税されていない

いいえ

はい

臨時福祉給付金の
給付対象では
ありません

合併症の危険が高まります。
また、血管が傷ついて動脈硬化が進むと、心筋梗塞や
脳卒中などの病気を起こす危険性も高まります。

運動によって働きが活発になります。細切れでも、
できる

（ご自身はどなたかに）
扶養されている

だけ毎日運動することがお勧めです。
※住所が別の親族等（課税者）に扶
養されている場合は対象となりま
せんので、ご自身でご確認くださ
い。

いいえ

（ご自身を）
扶養している方は、平
成２７年度の町民税（均等割）
が課

いいえ

税されていない
はい

糖尿病の３大合併症
• 抹消神経障害 重症化すると……下肢切断など
• 網膜症

重症化すると……失明

• 腎症

重症化すると……人工透析、腎移植

適度な運動がインスリンの働きを助けます
血糖値を下げる働きをするホルモンのインスリンは、

はい

のが好きな人がなる病気。と誤解していませんか？ 糖

糖尿病予防と改善におすすめの運動
・ウォーキング ・サイクリング ・水中ウォーキング
・ラジオ体操 ・階段昇降 ・筋力トレーニング
などです。

摂取カロリーを抑える工夫
高血糖を改善したいとき、食べてはいけないものはあ

また、野菜は血糖コントロールの強い味方です。食事

りません。でも、
「なんとなく食べる」のは危険です。食べ

はまず野菜・海藻から食べるようにしましょう。食物繊維

過ぎは高血糖を招きます。今、余分なものを食べようと

を多く含む野菜やきのこ、海藻などをご飯より先に食べ

していないか、量は多すぎないかなど、意識して食べる

ると、糖の吸収が緩やかになり、血糖の急激な上昇を抑

ようにしましょう。

えることができます。

規則正しい生活で血糖を安定させる

臨時福祉給付金の対象者です（１人につき６千円給付されます）

毎日の生活リズムが整うと、食習慣の改善や運動もし
やすくなります。
すぐには変わらなくても、毎日少しずつでも理想に近

※臨時福祉給付金で審査する
「扶養」
とは、生計を一にする親族のことをいい、確定申告書や町民税申告書、源泉徴収票
などに記載されている人をいいます。

づけていきましょう。
食事の時間が決まると、間食や夜食をとることがなく

なり、食べ過ぎの防止につながります。運動にまとまっ
た時間がとれない場合は、何回かに分けても大丈夫で
す。大切なのは無理をしないこと。無理せず楽しくでき
る運動が、ストレス解消や長続きできることにもつなが
ります。

※町外にお住いのご親族が扶養家族として税の控除を受けておられる場合があります。申請時に扶養関係が分からず、支
給後に確認できた場合、支給額を返還していただくことになりますので、同居、別居にかかわらず、申請されるまでにご
親族に確認をしておいてください。
広報たが 2015年１１月号

16

糖尿病は、一度なってしまうと一生つきあっていかなければならない病気ですが、上手に血糖値をコントロールすること
で、健康な人と変わらない生活を送れます。自分にあった方法で、良い生活習慣を長続きさせることが大切です。
広報たが 2015年１１月号
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新成人の集い／ごみ処理施設建設候補地見学会／消防だより
生涯学習課 （有）
２-３７４０ （電）
４８-８１３０ ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

秋の火災予防運動
彦根市消防署
消防本部

「平成２８年多賀町新成人の集い」のお知らせ
社会の一員として自覚と責任を持って人生を歩まれる

第１部

式典の部

新成人の門出をお祝いする
「多賀町新成人の集い」を開

第２部

懇談会の部 １１時３０分〜

催します。

会場■中央公民館 ２階

日時■平成２８年１月１０日（日） （受付は１０時〜）

対象■平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれの方

１０時３０分〜
大ホール

犬上分署 （電）
３８-３１３０

予防課 （電）
２２-０３３２ （Ｆ）
２２-９４２７

秋の火災予防運動
火災が発生しやすい時季を迎えます。火災予防運動は、一人ひとりが火災予防に対する意識を高めていただき、火災に
よる死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的に毎年実施しています。皆さんもこの運動を通じて、火災予防に対す
る関心を高めて、家庭や地域から火災が発生しないよう火の取り扱いにじゅうぶん注意しましょう。

お願い

住宅火災

いのちを守る ７つのポイント

① 多賀町に住民登録をされている対象者の方について

〜３つの習慣・４つの対策〜
４つの対策

３つの習慣

は、すでにご案内をさせていただいているところです
が、
まだご案内が届いていない方は、お手数ですがご

• 寝たばこは、絶対しない。

• 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

連絡くださるようお願いいたします。

• ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用

• 寝具・衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、

する。

② また、多賀町出身で町外に住民登録をされている方

防炎品を使用する。

• ガスコンロなどの そ ばを離 れるときは、必 ず 火を

で、
「 多賀町新成人の集い」に参加をご希望される方

消す。

がお知り合いにおられましたら、お名前とご連絡先を

• 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設
置する。

お知らせくださるようお願いいたします。

• お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

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

１１９番通報 ５つのポイント

彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地の
公募に係る施設見学会を開催します！

〜 １１月９日は１１９番の日 〜
したかを正確に分かりやすく言う。

・火災・救急の別

・通報者の氏名・連絡先

「火事です」または「救急です」
とはっきり言う。

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設候補地の公募チラシ等でご承知のとおり、
１０月１５日から建設候補地を募集し

「私の名前は○○○○です。電話番号は△△-△△△

・場所

ています。そこで、応募をお考えの自治会や土地所有者の方を対象に先進のごみ処理施設への見学会を開催します。つ

住所は、正しく、詳しく言う。目印となる建物や交差点

きましては、以下のとおり開催しますのでお申し込みください。

名なども伝える。

・携帯電話による通報の場合

・火災・事故の状況
開催日時■１２月２日（水） ８時３０分から１７時（予定）

定員■４０人（バスや視察先の準備の都合で先着順とさ

集合場所■ひこね市文化プラザ駐車場

せていただきます。お申し込みが多数の場合は追っ

視察場所■クリーンプラザ中濃（岐阜県関市）
・ささゆり

てご連絡いたします。悪しからずご了承ください。）

クリーンパーク
（岐阜県可児市）の２箇所
移動手段■彦根市の公用バス
お申し込み■所定の用紙に必要事項をご記入の上、当
行政組合もしくは各市町の担当課窓口にご提出く
ださい。なお、用紙は当行政組合ホームページもし
くは各市町の窓口に配置しています。
締切日時■１１月２５日（水） １７時まで
（土日、祝日は除く）
彦根市消防署

※昼食は、各自でご用意いただくか、各自で昼食休憩場
所でお取りください。
※詳細は、当行政組合ホームページもしくは下記までお
問い合わせください。

ずに電話を切ってしまう方もおられますが、場所がわか

「○階建ての△階が火事です」など、何が
（だれが）
どう

通報後、折り返し電話することがあります。

防火ポスターコンクールを実施しました
彦根市消防本部管内の小・中学生を対象に、正しい火の取扱や住宅用火災警報器の設置を推進する作品を募集しま

お問い合わせ
彦根愛知犬上広域行政組合

建設推進室

（電）
０７４９-３５-００１５

彦根市消防長賞
久保田優兵さん（城西小６年）
彦根防火保安協会会長賞

まずは落ち着いて、局番なしの１１９番
通信指令課に入ります。慌てるあまり場所も内容も話さ

通報後は、電源を切らずに現場近くの安全な場所に居る。

した。多数の応募作品の中から次のとおり入賞作品を決定しましたので紹介します。

犬上分署 （電）
３８-３１３０

住民の皆さんからの１１９番通報は、彦根市消防本部

△です」
と通報者を明らかにする。

辻

穂香さん（甲良中２年）

銀賞
山本

真央さん（金城小２年）

鉄尾

和さん（金城小５年）

大澤

柊斗さん（東中１年）

永松

陸征さん（東中１年）

銅賞

金賞

必要なことをお聞きしますので、なるべく冷静にお答え

牧田

悠仁さん（河瀬小２年）

三橋

昇也さん（城陽小１年）

ください。

伊村

美玲さん（城南小６年）

山下

素広さん（城南小６年）

山下

玲奈さん（南中１年）

宮尾

紗希さん（鳥居本中３年）

また、普段から落ち着いて正確な通報ができるよう、

らないことには消防車も救急車も出場のしようがありま

電話機のそばに住所や電話番号、近くの目標などを書い

吉持

克哉さん（南中３年）

せん。
１１９番受信時には、
オペレーターから質問形式で

たメモを貼っておくとよいでしょう。

西村

優花さん（稲枝中１年）

広報たが 2015年１１月号
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▲彦根市消防長賞作品
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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

１１月の休館

ご案内

子どもゆめ基金助成活動

（■…休館日）

季節風びわこ道場２０１５冬の風

１２月の休館

日

月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

６

月

７

水

木

金

土

絵本を読むこと作ること〜」

１

２

３

４

５

日時■１１月１５日（日）

８

９

１０

１１

１２

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２９

３０

２７

２８

２９

３０

３１

※２６日（木）は月末整理休館です。

定員■７０人

絵本作家いとうひろしさん講演会「絵本の育て方〜

火

（事前申し込み必要。定員になりしだい締切）
申込受付■１０月３１日（土） １０時〜
主催■季節風びわこ道場

１０時３０分〜１２時１０分（受付１０時〜）

後援■子どもの本のサークル「このゆびとまれ」
・多賀

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

町教育委員会

対象■どなたでも

いとうひろしさんと読書会
定員■２０人

日時■１１月１４日（土） １５時〜１７時

※２４日（木）は月末整理休館です。

場所■あけぼのパーク多賀 ２階大会議室

※２９日（火）〜３１日は年末休館です。

対象■どなたでも

（事前申し込み必要。定員になりしだい締切）
新刊案内

お知らせ

おはなしのじかん

３０冊までお借りいただけます

日時■１２月５日（土） １０時３０分〜
場所■あけぼのパーク多賀

町制６０周年を記念し、
１０月１日より貸出冊数をこれ

図書館 おはなしのへや

内容■クリスマスツリーの飾りづくりと飾りつけを行い
ます。

児童書
目でみる算数の図鑑
清水

月にハミング
美憲／監修

マイケル・モーパーゴ／作

までの１５冊以内から３０冊以内（うちＣＤ１５点以内、
ＤＶ

東京書籍 Ｋ ４１０

小学館 Ｋ ９３３ モパ

Ｄ２点以内）へと変更しました。

立体図形のおもしろさ、平面図形のふ

無人島で発見された少女 ルーシー

しぎ、長さ・量と測定、数と比のうつく

は、ひと言も話せず、記憶もなかった。

しさ。身の回りの算数を、目でみて身

村で暮らすうちに少しずつ回復してい

近なものから思いうかべ、算数を好き

く……。第一次大戦中、豪華客船が撃

になってもらうようにする図鑑。

沈された史実がベースの感動秘話。

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

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
２０１５年

第１水曜日

絵本
オスカルとはらぺこドラゴン

巡回場所・駐車時間

11月

12月

4日

川相
（みなさまの店くぼさん
２日
駐車場）
１３:１５〜１３:４０

多賀清流の里
（玄関前）
１４:００〜１４:４０

ママなんサイ？

ウテ・クラウゼ／作

越智あやこ／文

ワールドライブラリー ＫＥ オス

絵本館 ＫＥ ママ

ながく深い眠りから目覚めた、猛烈に

子どもがいる家庭では必ずある質

はらぺこのドラゴンに差出されたのは

問「ママ、なんさい？」。この一言

小さな男の子オスカル。これでは、お

で展開するユーモラスな言葉遊び
が楽しい、心地よい読後感の絵本。

やつにもなりません！ ドラゴンは怒りますが、料理上手のオスカ
Ａコース
（大滝方面） 5日
第１木曜日

３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

ルは次々とごちそうを作り…。

一般書
百歳までの読書術
津野

犬上ハートフルセン
ター
（玄関前）
１４:４０〜１５:２０

丸山誠司／絵

マイストーリー
海太郎／著

林

真理子／著

本の雑誌社 ０１９.０

朝日新聞出版 ９１３.６ ハヤ

蔵書の処分、図書館の使い方、速読

芥川賞作家の母親、「死んだ旦那の自伝

と遅読、有名作家たちの晩年…。名

を作りたい」と訪れた美しい未亡人…。

編集者が７０歳からの本とのつきあ

自費出版の編集者・太田の元にはさま

※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。

い方を綴る、老いと笑いの読書エッ

ざまな依頼が舞い込む。出版をめぐる

※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。

セイ。
『本の雑誌』連載を加筆・再構成。

人々の欲望と野心を鮮やかに描く。

Ｂコース
（多賀方面） １1日
第２水曜日

広報たが 2015年１１月号

20

９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

多賀ささゆり保育園
（玄関前）
１５:５５〜１６:２５

広報たが 2015年１１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

企画展示

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

夏休み自由研究展

多賀町スポーツ推進委員「スナッグゴルフ体験コーナー」大盛況！

１１月の博物館の展示と言えば、夏休み自由研究展で

多賀町スポーツ推進委員は、
スナッ

す。
７回目となる今年も、
たくさんのすてきな作品が集ま

グゴルフを知ってもらうことを目的

りました。

に、
１０月１８日（日）に開催された多賀

また、今年度は町制６０周年を記念して、
２０年前の多

ふるさと楽市で「スナッグゴルフ体験

賀町で取り組まれていた自由研究「大君ケ畑の花ごよ

コーナー」を出店されました。晴天の

み」についてもご紹介する予定です。町内の小中学生が

中、老若男女を問わず大勢の方々に、

一生懸命に取り組んだ作品を、ぜひご観覧ください。

スナッグゴルフを体験してもらうこと

会期■１１月１４日（土）〜１１月２９日（日）

▲昨年の展示のようす

会場■あけぼのパーク多賀 ホール・ギャラリー

ができました。

▲老若男女を問わず体験されました

第３８回「町長杯争奪多賀町軟式野球連盟リーグ戦」報告

主催■あけぼのパーク多賀
協力■多賀小学校・大滝小学校・多賀中学校

毎年４月から７月にかけて「町長杯
関連行事

争奪多賀町軟式野球連盟リーグ戦」

夏休み自由研究展表彰式

り、
９月中旬までもつれこみました。
昔は、各地区にチームがあったほ

が行われており、本年度は第３８回目

どですが、地区チームは４チームまで

となり、参加チームは、
ワイルドキャッ

減りました。その中でも小さな地区の

表彰式を行います。
ご家族おそろいでお越しください。

ク、ジャガーズ、南後谷クラブ、四手

を続けるか続けないか協議されてお

日時■１１月２８日（土） １４時〜

クラブ、佐目クラブ、川相クラブの８

られたそうで、続ける選択されてきた

チームでした。

結果、若い世代の加入が増え、勢いが

大会議室

ごと１５年ぶりの優勝となりました！

ツ（ＳＣＲＥＥＮ）、夏原工業、ダイニッ 「南後谷クラブ」。毎年クラブチーム

夏休み自由研究展に出品してくれた小学生を対象に

会場■あけぼのパーク多賀

▲推進委員による指導のようす

▲表彰式のようす

本年度は雨の影響で延期試合があ
ご案内

あり昨年は準優勝でしたが、今年はみ

▲南後谷クラブの皆さん

町民グラウンド・町民テニスコート夜間営業終了のお知らせ

あなたの字のお雑煮を教えてください！！
昨年度、博物館では小中学校を中心にアンケート調査を行

１１月１１日（水）の利用をもって、
町民

い、多賀町全体のお雑煮について調べました。今年は、字ごと

グラウンドとテニスコートの平成２７

のお雑煮の特徴について調べてみたいと考えています。

年度の夜間営業は終了させていただ

昨年は多賀区と敏満寺区のサロンにお邪魔して、アンケートを

きます。来年は、
４月中旬頃に営業を

書いていただき、その結果をまとめました。すると、同じ町内でも

再開いたします。多くの方のご利用誠

具材の種類が異なることがわかったのです！

にありがとうございました。来年もよ
ろしくお願いします。

サロンなどで多賀町のお雑煮についてお話することも可能

▲町民グラウンド

▲テニスコート

です。ご希望の方は、生涯学習課の「生涯学習出前講座」でお
申し込みください。アンケート結果は、それぞれの字のお雑煮

スポーツ推進委員かわらばん

新聞を作ってご報告するので楽しみにしてくださいね。

▲お雑煮新聞（左：多賀、右：敏満寺）

観察会

第７回

「やまびこ・こだまフェスタ」が開催されます
ＮＰＯ法人多賀やまびこクラブ主
催による「やまびこ・こだまフェスタ」

多賀の花の観察会

（スポーツ振興くじ助成事業）が開催
されます。
滋賀県立大学生によるジャズライ

をお待ちしています。
開催日■１１月２９日（日）
時間■１３時

受付開始

※申し込みは不要です。当日、

ブ、
ファミリーダンス、ゆっくりマラソ

は大岡で里山の紅葉を観察する予定です。色とりどりの

動きやすい服装でお越しくだ

ン、やまびこクラブキッズビクスのダ

紅葉を観に、
一緒に出かけましょう。

さい。

ンス等を企画していますので、暮秋の

ＮＰＯ法人多賀やまびこクラブ

午後を楽しくお過しください。

（有）
２-１１１５

今年度、最後の多賀の花の観察会となりました。
１１月

日時■１１月１９日（木） ９時３０分集合

また、ゆっくりマラソンの参加者を

集合場所■多賀町立博物館駐車場
参加費■１００円
（保険料）
広報たが 2015年１１月号
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マツカゼソウ▶

▲昨年のようす

１３時３０分

開演

場所■多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

（電）
４８-１１１５

募集していますので、多くの方の応募
広報たが 2015年１１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

１１月は「労働保険適用促進強化期間」です

資源回収のお知らせ
実施団体
たきのみや保育園

労働保険（労災保険と雇用保険） 保険に加入することとなっておりま

実施日時
１１月２９日（日） ８時３０分〜
（回収でき次第終了）

実施場所

回収品目

は、職場の皆さんが安心して働いて

す（農林水産の一部の事業は除きま

富之尾バス停ロータリー

新聞、雑誌、
ダンボール、古着、
アルミ缶

いただくため、政府が管理・運営して

す）。

労働者（パートおよびアルバイトを

資源回収のルール……必ずお守りください！！
★分別を徹底してください。
新聞……新聞、折込チラシをひも

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写

で縛る。

紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）

雑誌……書籍、パンフレット、封筒、

等は出せません。

れていない事業主の方は、今すぐ最

含む）
を一人でも雇用する事業主は、 寄の労働基準監督署もしくはハロー
★古着は中身の見えるビニール袋に

縛る。

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。

業種や規模の大小に関わらず、労働

お問い合わせ
滋賀労働局 （電）
０７７-５２２-６５２０

まだ労働保険の加入手続きをとら

いる保険制度です。

きをとってください。

彦 根 労 働 基 準 監 督 署 （電）２２０６５４
ハローワーク彦根 （電）
２２-２５００

ワーク
（公共職業安定所）
で加入手続

おうみ犯罪被害者支援センター「設立１５周年

感謝のつどい」の開催

津市島の関１４-１）

１１月２５日〜１２月１日の「犯罪被

犯罪被害者支援センターの活

★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

害者週間」に併せ、
１５年の永きにわ

ダンボール……ダンボール、お菓

布団、毛布類、カーテン、タオル等

可能です。この機会にぜひお出しくだ

たりセンターをご支援いただいた賛

感謝状贈呈、おうみ犯罪被害

犯罪被害者支援活動に対する

子・ティッシュなどの紙箱をひもで

は出せません。

さい。

助会員様への感謝と、連携する関係

者支援センターの紹介、表彰

募金活動を行います。

機関、団体および県民が集い、広く犯

状贈呈

罪被害者支援への理解を深めるため、

第２部 １４時１０分〜

おうみ犯罪被害者支援センター

包装紙等をひもで縛る。

多賀町長選挙、多賀町議会議員一般選挙
平成２８年３月１７日に任期満了と

小学生・保育園児による演奏、

０７７-５２５-８１０３
（受付時間は１０

ジャグリングパフォーマンス、

時から１６時。ただし、年末年始、祝

音楽ライブ

日を除く。）

感謝のつどい」を開

告示日■平成２８年３月８日（火）

多賀町長選挙

日時■１１月２８日（土） １３時〜１６時

に任期満了となる多賀町議会議員一

立候補届出日■平成２８年３月８日（火）

日時■平成２８年１月２９日（金） ９時３０分〜

場所■大津市民会館

された選挙管理委員会において、同
時選挙で平成２８年３月１３日に執行

投票日■平成２８年３月１３日（日）

することが決まりました。

場所■多賀町役場３階会議室

誰もが犯罪の被害者になる可能性

日時■平成２８年１月２９日（金） １３時３０分〜

遺族が置かれている状況を理解する
とともに、被害に遭われた方々が再び
平穏に過ごせるよう、私たち一人ひと
りの配慮が必要です。

いつかにっこり は い お う み

５２５-８１０３
犯罪被害者サポートテレホン■０７７心 に 一 番

や

さ

し

い

５２１-８３４１
相談時間■１０時〜１６時（土・日・祝

お問い合わせ

のオープンスクールを下記の通り実

内容■午前の部…受付１０時３０分〜

施します。詳細については各中学校

公開授業

または下記までお問い合わせくださ

午後の部…受付１３時３０分〜

い。

学校説明会・部活動見学

（Ｆ）
０７７-５２１-２１１７

新の保育事情や実技を学んでいただ

定員■１５人（先着順）、園見学は１０人

き、保育職場への復帰を支援します。

参加費■無料

日時■１月１３日（水）

申し込み方法■電話もしくはＦＡＸ

プびわ湖 ＳＡＴＯＣＯ

３０分〜１６時３０分

その他■基本的には各日午前・午後

（２４時間ホットライン）
に っ こ り 救 急

サ

ト

コ

０９０-２５９９-３１０５

１月２０日（水）

の４回連続講座ですが、いずれ

９時３０分〜１１時３０分、
１４時

かの講座のみの受講も可能で

〜１６時３０分

す。託児をご希望の方は下記ま
でご相談ください。

※１月２０日午前は保育園見学です。
会場■大津市京町四丁目３-２８
場所■（現）彦根翔陽高等学校
県彦根市芹川町５８０

滋賀

厚生会館 ４階
対象者■保育士資格をお持ちで、県

お問い合わせ
滋 賀 県 保 育 士・保 育 所 支 援セン
ター （一社）滋賀県保育協議会

お問い合わせ
彦根統合新校開設準備室
（電）
２３-１４９１

滋賀県最低賃金は１０月８日から１

最低賃金は賃金の最低額を保障する

お問い合わせ先

時間 ７６４円となりました。滋賀県最

とともに、労働条件の改善に重要な

滋賀労働局

低賃金は、常用・パートなど雇用形態

役割を果しています。
（特定の産業に

（電）
０７７-５２２-６６５４

を問わず、県内の事業所に雇用され

は特定（産業別）最低賃金が定められ

彦根労働基準監督署

るすべての労働者に適用されます。

ています。）
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を希望される方

締め切り■１月６日（水）

最低賃金改定のお知らせ

広報たが 2015年１１月号

（電）
０７７-５１６-９０９０

９時４５分〜１２時１５分、
１３時

日・年末年始を除く）

日程■１１月１４日（土）

内の保育施設への就職・再就職

性暴力被害者総合ケアワンストッ

（新校）滋賀県立彦根翔西館高等学校オープンスクールの案内
平成２８年４月に開校します新校

保育士資格をお持ちの方で、現在、
保育士として就業していない方に、最

場所■多賀町役場３階会議室

滋賀県犯罪被害者総合窓口■０７７-

※会場受付前において、おうみ

小ホール（大

保育士再就職研修会の開催

多賀町議会議員一般選挙

１１月２５日〜１２月１日は犯罪被害者週間です
があります。犯罪被害者やその家族、

お問い合わせ

催します。

「設立１５周年

８時３０分〜１７時

動等を紹介するパネル展示、

立候補予定者説明会

なる多賀町長および、同年３月３１日
般選挙は、平成２７年９月２日に開催

内容■第１部 １３時〜

賃金室

（電）
０７４９-２２-０６５４

広告募集中
広報紙発行部数：２，
９５０部
１枠：５，
０００円／１カ月

（ＨＰ）
ｈｔ
ｔｐ://ｓｈ
ｉ
ｇａ-ｈｏ
ｉ
ｋｕｋｙｏ.ｊ
ｐ

農業委員会開催のお知らせ
日時■１1月１２日（木） １４時〜
場所■役場

2階

大会議室

お問い合わせ
産業環境課
（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

よろず相談
今月の相談日■１１月１６日（月）
来月の相談日■１2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１１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・健診等〉

行事名

実施日

受付時間

す く す く 相 談 １２月１５日（火）
４か 月 児 健 診
１０ か 月 児 健 診
２歳６か 月 児 健 診
３歳６か 月 児 健 診
整 形 外 科 健 診
ヘ ルスアップ教 室

１２月７日（月）
１２月７日（月）
１２月１日（火）
１２月９日（水）
１２月１６日（水）
１２月１日(火)

対象者
子どもの健康、子育てに関する相談を受け付け
ています
１０時～１１時
※今回は、歯科衛生士による歯や歯みがきなど
の相談もできます。
１３時～１３時１５分
Ｈ２７年７月生まれの乳児
１３時１５分～１３時３０分 Ｈ２７年１月生まれの乳児
１３時～１３時１５分
Ｈ２５年５・６月生まれの幼児
１３時～１３時１５分
Ｈ２４年５・６月生まれの幼児
１３時４０分～１４時
Ｈ２７年９・１０月生まれの乳児
９時３０分～
特定健診の結果で運動や栄養改善の必要な方

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

平成２７年１２月 多賀町 し尿収集カレンダー
日（曜日）

予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

落

１４日（月）大杉①②・樋田②③・仏ヶ後②・富之尾① 大杉①②・樋田②③・仏ヶ後②・富之尾①
１５日（火）佐目①・四手①・南後谷①
１６日（水）萱原②

不定期
萱原②

１７日（木）土田①③・中川原①③
２２日（火）川相②・小原②・霜ヶ原②・藤瀬①
２４日（木）大君ヶ畑①・久徳③

土田①③・中川原①③
川相②・小原②・霜ヶ原②・藤瀬①

２５日（金）萱原③

萱原③

大君ヶ畑①・久徳③

おたのしみ

（ 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
または
風）
：１１歳以上１３歳未満
１年後に１回接種
３種混合
（小６相当の年齢）２期：１回接種
（ 百 日 せ き・破 傷 風・

①

⑧

クロスワード

⑨

ヨコのカギ

ジフテリア）

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

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）

小児用肺炎球菌
※４

麻しん風しん混合
結核（ＢＣＧ）

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

満で開始の場合：初回１回、
６０日後に１回計２回

き
ぺ
（
ぺ
（
こ
お

り

ん

広

⑩

④

⑦

場 １１月

４日（水）

ん ぎ ん 広 場 １１月１１日（水）
に こ に こ ）（ に こ に こ ）
ん ぎ ん 広 場 １１月１８日（水）
き ら き ら ）（ き ら き ら ）
あ ら 広 場 １１月２５日（水）
話 し ポ ケ ッ ト １１月１０日（火）

１０時～
１０時～
１０時～
１０時～
１０時～

子ども同士・親同士が遊んだり、語り合ったりするのに
利用してください。
大滝幼稚園に出かけます。
幼稚園のお友だちと一緒に遊びましょう。
文化財センターに出かけます。
お天気が良ければ図書館周辺を親子で散歩します。
支援センターでふれあい遊びをします。
絵本・パネルシアター・歌遊びなどをします。

⑥ｐ.6。今回の講師は料理人の森野○○○○さん。

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑤

ネ
イ
リ
ス
ト

⑨

コ
ド
モ

⑩

③

コ

「コスモス（秋桜）」
でした。

②これといった目的もなく、ぶらぶら歩くこと。散歩。
⑦日本では幼児語とされ、母親を呼ぶときに用い
る言葉。
⑧止むを得ない事情があり試験を受けられな

⑥

かった方を対象に、後日行われる試験のこと。
⑨国が所有する土地。
⑩消し○○。輪○○。ヘア○○。

クロスワードを回答して、二重枠の

問題

有線FAX 2-2018
kikaku@town.taga.lg.jp

文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：晴れ着でお祝いします。

□□□□□

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。

月曜日～金曜日 ９時～１３時
１３時 ～１４時 子育て相談

⑤ものの有り無し。
タテのカギ

☆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。

わくわくランドで遊ぼう

②

マネキ
ワンサ
リ
センサ
ス
オ

①プレミアム商品○○は利用されていますか？

生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ

〈ひろばの案内〉

②【難】子どもが大人になるまでにおこなわれる

④敬称。人の名前などの後に付け、敬意を表す。

生後１歳〜２歳未

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

①

③○○○⇔述語。

③

先月号の答え

①p.4。○○○○相談員さんが交代されました。
習俗や慣行、行事のこと。

②

☆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。
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後

集

種類

※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

広報たが 2015年１１月号

午

落

３日（木）萱原①・川相①
萱原①・川相①
８日（火）一円①・木曽①・久徳①②・猿木③・月之木①
不定期
１０日（木）多賀①・敏満寺①・一之瀬①・藤瀬①② 多賀①・敏満寺①・一之瀬①・藤瀬①②

※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

前

集

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）

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

※「—」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。

締め切りは１１月３０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！

た な か

け い た

啓太

☆佐藤

なかにし

し お り

詩織

なかむら

☆中村

た な か

田中

ひ ろ き

大暉

ふじたに

☆藤谷

星来（佳仁・奈穂）

いしもり

実悠

ふなはし

彌里（卓彌・友里恵）

田中
♥
中西
♥

石森

み

ゆ

さ と う

☆舟橋

ま

おくやみ申し上げます

お

みやさか

あん

も り の

麻緒（雅之・麻希） ☆宮坂
杏（泰彦・由美子） ☆森野

あ い な

もり

和那（明利・友美） ◆森

き

よ

こ

喜代子 ７５歳

た い ち

泰地（義和・浩子）

り

■人口
７,６６９人 （+６）
■男性
３,６７８人 （+５）
■女性
３,９９１人 （+１）
■世帯数
２,７３０世帯 （+４）
■出生者数
１０人
■死亡者数
５人
■転入
１６人
■転出
１５人

放射線量（μsv/h）
10月 6日 0.07
10月20日 0.06

せ い ら

み

ひとのうごき

平成２7年8月末現在
（ ）
内は前月比

（敬称略）

※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。
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ウグイス
[Cettia diphone]

町の鳥

11月の時間外交付

13

（金）
日

スギ

27

19時まで受付します。

[Cryptomeria japonica]

町の木

と

（金）
日

税務住民課（住民）（有）2-2031（電）48-8114

多賀町民憲章

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

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

表紙写真■今月はたがゆいちゃんのモニュメントとキャ
ンドルナイト６０の写真です。多くの町民さんにご来場い
ただき、
イベントを盛況に終えることが出来ました。キャ
ンドルの幻想的な空間にライトアップされたたがゆい
ちゃんはとても綺麗で感動しました。
編集後記■「忙しいからまた今度。」ついつい思ってし
まうのですが、それではいつまで経っても前に進みませ
ん。毎日一歩ずつでも進むことはとても大切なことだと
感じています。やってみたいけれど諦めていること、今か
らでも始めてみませんか。
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。

