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決意も新たな

65人の新成人！

No.822

まちの話題

町制６０周年記念事業／まちの話題

１月１０日

町制６０周年記念特別イベント

平成２８年

の り も と た か ひ ろ

東北楽天ゴールデンイーグルス 則本昂大選手 トークショー
「魂〜ユメノミチ〜」を開催しました

多賀町新成人の集いが行われました！

中央公民館で「多賀町新成人の集

式典後の懇談会では、小学生の時

話に花を咲かせ、和やかな雰囲気の

い」を開催しました。今年は、対象者

に残したタイムカプセルを開封した

懇談会となりました。これからの多賀

１２月２３日に、町制６０周年記念特

７７人のうち６５人が参加され、成人と

り、中学生の時に作ったＤＶＤの上映

町を担う新成人の皆さんの今後の活

別イベントとして、多賀町出身でプロ

多賀小学校６年生の「悔しい思いを

しての決意を新たにされました。式典

質疑応答などで交流しました。

けることも忘れないで」
と呼びかけま
した。

をしたりと、懐かしいものを見て小中

躍を期待しております。がんばってく

野球球団東北楽天ゴールデンイー

したことはありますか」との質問に対

プロ野球で活躍している則本選手と

では新成人の辻天薫さんが新成人と

学生時代の思い出がよみがえったよ

ださい。

グルスの則本昂大選手によるトーク

し、則本選手は、世界野球ＷＢＳＣプ

交流することができ、子どもたちの笑

しての抱負を述べられました。

うでした。久しぶりに会った同級生と

ショー「魂〜ユメノミチ〜」を多賀町Ｂ

レミア１２の準決勝敗退や小中学校、

顔あふれるトークショーとなりました。

＆Ｇ海洋センターで開催しました。

高校時代の試合で

た か ま さ

則本選手は大滝小学校、多賀中学

負けたときの思い出

校を経て八幡商業高校、三重中京大

を語り、
「 悔しい思い

学に進学。
２０１２年に楽天からドラフ

をたくさんした」
と振

ト２位で指名を受けました。
１３年に

り返りました。そして、

は新人王、
１４・１５年には奪三振王、 「なぜ試合に負けた
３年連続２桁勝利などチームのエー
スとして活躍されています。
▲辻天薫さんによる
新成人決意表明

▲タイムカプセル開封

▲和やかな懇談会

のか、
しっかり考えて
答えを出し、がんば

トークショーには多賀町内の小・中

ることが大 切 。そ の

学生を対象として参加者を募ったと

ために勉 強し、自分

ころ、約７０人の子どもたちが参加し、 で考える力を身につ ▲サイン入りのユニフォームがプレゼントされました
12月16日

多賀町アストロクラブが復興支援巨大年賀状を作成しました！
多賀町アストロクラブでは、
２０１１ 「一緒に星空を見上げて元気になろ
年の東日本大震災発生以来、被災し

うね」や「応援してるよ」といったメッ

た天文台・プラネタリウム・学校など

セージを添えました。

に復興支援の壁新聞や七夕飾りなど

私たちは同じ日本という国に住ん

を送っています。
１２月のアストロクラ

でいます。今回のような活動を通じ

ブ活動では巨大年賀状を作成して、 て、少しでも復興のお手伝いをしてい
福島県や宮城県の４カ所の施設に送

きたいと思います。

ることができました。巨大年賀状には
１月１０日

▲式典のようす

キラリとひかる ★

★
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。

★

★

平成２８年

★

たが写真館

多賀町消防出初式

今年も多賀町屋内多目的運動広場

会し、地域防災の要として、地元の安

にて、平成２８年多賀町消防出初式が

全、安心のため決意を新たにされまし

挙行されました。式典では、町長の式

た。式典の後は、役場前にて消防ポン

辞があり、多年にわたり消防防災活動

プによる一斉放水が行われました。

に尽力されました方の表彰および感
謝状の授与の後、消防団長の訓示が
き た が わ

北川

広報たが 201６年２月号
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▲巨大年賀状を送りました

あ

い

な

葵奈ちゃん

し げ も り

重森

と

も

か

友華ちゃん

な

か

の

中野

じ

ゅ

り

珠里ちゃん

な か や ま

ゆ

き

な

中山結葵那ちゃん

ま

つ

だ

松田

れ

お

怜桜ちゃん

ありました。早朝から各字自警団、婦
人消防隊、消防団の皆さんが一堂に

▲迫力のある一斉放水
広報たが 201６年２月号
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確定申告

ねんきんだより／いくせい／防災だより

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

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

彦根税務署 （電）
２２−７６４０

日本年金機構

所得税・町県民税の確定申告が始まります！
役場 １階

会議室

彦根商工会議所 ４階

彦根年金事務所

国民年金課 （電）
２３-１１１４

国民年金保険料の口座振替による前納制度をご存じですか？
大ホール

２月１６日（火）〜３月１５日（火）

２月１６日（火）〜３月１５日（火）

８時３０分から１７時（１６時３０分までにお越しください）

９時から１７時まで（受付は１６時まで）

国民年金保険料の納付には、口座振替で前納（将来分

望される場合には、平成２８年２月末までに口座振替納

をまとめて納付）すると保険料の割引があり、たいへん

付申出書による届出が必要となります
（１カ月前納は、随

お得な制度です。前納には種類があり、
２年前納・１年前

時手続き可能です）。手続きは、口座振替を希望される

※本年度は町長および町議会議員選挙の関係により選挙期間中のみ場所を変更する場合があります。

納・６カ月前納・１カ月前納があります。それぞれの前納

金融機関・郵便局の窓口や年金事務所、税務住民課で

※いずれも土・日を除きます。

の割引額は、次のとおりです。口座振替による前納を希

お願いします。

※なお、還付申告の方は２月１日（月）〜２月１２日（金）の間の平日も彦根税務署で受付ができます。
（９時から１６時３０分まで）

平成２７年度（参考）

申告が必要な人
所得税
• 事業所得（営業、農業）
や不動産所得などがあり、所得
金額が所得控除額を上回る人
• 年末調整済の給与以外に、
２０万円を超える所得また
は給与収入がある人（２０万円以下の場合は町県民税
の申告が必要）
• 給与所得者で年末調整の内容（扶養控除など）
を変更
する人

• 医療費控除、雑損控除、寄附金控除、生命保険料控除、
住宅借入金等特別控除等の控除を受ける人など
町県民税
に２０万円以下の所得または給与収入がある人
• 事業所得や不動産所得などがあり、所得金額が町県
民税の控除（扶養控除や社会保険料控除などの合計）
を上回る人
• 所得がない人で課税上だれの扶養にも入らない人など

• 公的年金等の収入が４００万円以上または公的年金所

（国民健康保険に加入されている人は、申告をされな
いと国民健康保険税の軽減が受けられません）

申告に必要なもの
• 申告書（税務署から送付されている人は必ずご持参く
ださい）
• 認印
• 源泉徴収票（給与、年金収入のある人。コピーは不可。
紛失の場合は必ず再発行してもらってください。）
• 国民年金控除証明書（日本年金機構から送付されま
す。控除を受けられる方のみ）
• 生命保険料・地震保険料の控除証明書
• 医療費の領収書（Ｈ２７年中に支払った原本。受診者、
病院ごとに集計してください。会場では計算しません。）

• そのほかの所得や経費の証明書類

症や寝たきり度が重度の満６５歳以上の人は障害者控
除の対象になりますが、町発行の『障害者控除対象者認
広報たが 201６年２月号
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青少年・家庭教育部会の取り組み
青少年・家庭教育部

部会長

友本志津雄

多賀の子どもたちは、次代の多賀を創り支えていく担

多賀町青少年育成町民会議の青少年・家庭教育部会

い手としてかけがえのない存在であることは言うまでも

では、町内の子どもたちの絵画作品や標語作品を掲載し

ありません。その子どもたちが、夢や希望を抱き、創造性

た「子育てカレンダー」を作成し、
ご活用いただいていま

とチャレンジ精神にあふれ、心身ともにたくましく成長す

す。また、
「夏・冬休み中の啓発チラシ」を町内全家庭に

ることが一番の願いです。

配布し、規則正しい生活習慣や非行防止の呼びかけ、不

◎おむつの費用が医療費控除の対象になる場合

ルなど、子どもが被害者・加害者となる痛ましい事件の

年の主張発表」などを実施しています。今後も地域の子

• 寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な場合

報道が多く聞かれます。多賀の子どもたちを加害者にも

どもは地域社会が育むことのへ意識を高める活動を展

は、おむつ代が控除の対象になります。初めて控除を

被害者にもさせないために、家庭・学校・地域社会が一

開してまいりますので、町民の皆さんのご理解・ご協力

受ける場合は、医療機関発行の「おむつ使用証明書」

丸となって教育に取り組まなければなりません。

をよろしくお願いします。

が必要になります。
◎農業所得を申告される場合
• 一つの事業所得として農業所得を申告される場合、収

• 譲渡所得で複雑なものや青色申告、
ＦＸ等は税務署で
申告をお願いします。
※その他内容が複雑なものは役場では受付しかねます
ので、税務署で申告をお願いします。

介護保険の要介護認定を受けている人の控除
介護保険法による要介護認定を受けている人で、認知

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

活動、夏季休業期間中の「愛のパトロール」活動、
「 青少

支内訳を事前に作成ください。自家消費のみの農家

• 住宅ローン控除関係書類（控除を受ける人）

中央公民館内

ふれ、虐待・いじめ等の問題やインターネット上のトラブ

座がわかるもの

は農業所得の申告対象にはなりません。

※証明書類がないと対象になりません。

※現在、
口座振替を利用されている場合であっても、
振替方法の変更を希望される場合は、
再度手続きが必要になりますので、
ご注意ください。

審者や出会い系サイトの危険性を強調するなどの啓発

• 収支内訳書
（農業、
事業、不動産所得のある人）
を受ける人）

振替月
４月
４月
４月・１０月
当月末

しかし、近年の子どもを取り巻く社会環境は、情報にあ

• 還付申告を受ける人は、申告者本人の金融機関の口

• 障害者手帳・療育手帳など
（控除を受ける人）
• 寄附金控除証明書・預かり証・振込票の控え等（控除

割引額
１５,３６０円
３,９２０円
１,０６０円 × ２回
５０円

• 年金所得者または年末調整済みの給与所得者で、別

• 譲渡所得があり、特別控除や特例などの適用を受ける人
得者で公的年金以外の所得が２０万円以上の人

前納区分
２ 年 前 納
１ 年 前 納
６カ 月 前 納
１カ 月 前 納

定書』
が必要です。
上記の手続きは、確定申告の前に福祉保健課（（有）
２２０２１ （電）
４８-８１１５）
にて手続きをお願いします。

彦根市消防署

犬上分署 （電）
３８-３１３０

平成２８年春季全国火災予防運動
３月１日（火）から７日（月）までの７日間にわたり、平成２８
年春季全国火災予防運動を実施します。
この運動は火災が発生しやすい時季を迎えるにあた

所の関係者および消防機関等が一体となり火災予防を
推進し、火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぎま
しょう。

り、火災予防思想の一層の普及を図ることにより、火災

また、
この期間中には各地で住宅用火災警報器の設

の発生を防止し、火災による死者の発生や財産の損失を

置推進、防火講演会、防災訓練などさまざまな行事やイ

防ぐことを目的として毎年実施されているものです。

ベントの開催が予定されていますので、積極的に参加

特に３月から５月にかけて火災が多発しており、
より積
極的な防火対策が必要です。この運動を機に、日ごろ忘

し、防火に対する正しい知識・技能の習得に努めてくだ
さい。

れがちな火災に対する警戒心の喚起を行い、住民、事業
広報たが 201６年２月号
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学校支援地域本部事業／農業委員会だより

けんこう／民児協だより

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

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

〜１２月の活動を紹介します〜

多賀幼稚園「祖父母ふれあいもちつき大会」

こんにちは 保健師です

２月４日から１０日までは滋賀県がんと向き合う週間

滋賀の健康づくりキャラクター
「しがのハグ＆クミ」

１２月８日、多賀幼稚園の祖父母ふ

すが、
「おいしい！ 」
と、おかわりする

れあいもちつき大会に、
３人のボラン

園児もいました。園児たちの笑顔を

「私はがんになりません。そう言いきれるのは、
２人に

ティアの方にお手伝いいただきまし

見て、ボランティアさんもほっとした

１人。」がんは他人ごとではありません。誰もがかかる可

定期的にがん検診を受けることが大切です。がんは自覚

た。役員の方ともち米を蒸したり、き

表情をされていました。そして、つき

能性のある身近な病気です。知らないことが、いちばん

症状がないまま進行していくため、無症状のうちにがん

なこやあんこを準備していただきま

たてのおもちを一緒にいただき、楽し

の危険です。

検診を受け、がんを発見し、適切な治療を行うことが大

した。また、園で育てた大根を園児が

い時間を過ごしました。お手伝いいた

がんは日本人の死因の第１位となっており、死亡数は

給食室へ運び、大根おろしを作ってい

だいたボランティアの皆さん、ありが

年々増え続けています。がんを予防するには、食生活、運

ただきました。少しからかったようで

とうございました。

▲準備のようす

多賀小学校「期末懇談会時の児童託児」
１２月１８日に、保護者の方が期末

んだりして、保護者の方を待つ時間を

懇談会とＰＴＡ本部役員選出会議をさ

過ごしました。ご協力いただいたボラ

れている間、
３人のボランティアの方

ンティアの皆さん、ありがとうござい

に児童の託児をお願いしました。
１・

ました。

ボランティア研修会「本の読み聞かせステップアップ講習会」
み聞かせを実演して、
日ごろ活動して

行いました。今年度３回目となる研修

いる中で感じていることなどを話し合

会では、
本の読み聞かせの活動をされ

いました。また、講師の先生からいろ

ている方を中心に、
より実践的な内容

いろなアドバイスをいただきました。

で行いました。講演の後、先生に２種

講習会を受けて、
「自信を持って子

類のタイプのちがう本を読んで聞か

どもたちに読み聞かせます」
「たいへ

ま

せていただき、間の取り方を勉強しま

ん参考になりました」などの感想をい

した。続いて、受講者に持ってきてい

ただきました。今後の皆さんの活動に

ただいた本をグループ内で順番に読

役立てていただきたいと思います。

▲児童託児のようす

• ご自身の経験や専門性を活かして

早期治療につながります。

多賀町で受けられる検診

女性

男性

２０歳〜３９歳

子宮頸がん検診

４０歳以上

子宮頸がん検診・乳がん検診・胃がん検診・
肺がん検診・大腸がん検診

胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診

１条 たばこは吸わない
２条 他人のたばこの煙をできるだ
けさける
３条 お酒はほどほどに
４条 バランスのとれた食生活を

５条 塩辛い食品は控えめに
６条 野菜や果物は豊富に
７条 適度に運動
８条 適切な体重維持
９条 ウイルスや細菌の感染予防と治療

１０条
１１条

定期的ながん検診を
体の異常に気が付いたら、
す
ぐに受診を
１２条 正しいがん情報でがんを知る
ことから

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

たが民児協だより

民生委員・児童委員 −心のふれあいを大切に−

歯の健康から健康寿命を伸ばしましょう
私の地域の福祉会では、福祉推進委員さんや健康推

森田歯科医師から『歯周病と全身疾患の関係』と題し

進委員さんのスタッフが中心となり、月一回高齢者の方

て講演と試験紙による歯周病簡易チェックを体験しまし

「大学の単位の修得が必要」
「将来に

とともに半日程度の時間を過ごしています。まず、その

た。その結果、意外にも歯周病予備軍が８割もいたこと

▲本の読み聞かせステップアップ講習会

「学校支援ボランティア」を募集しています！
子どもたちの教育のために役立ち

切です。定期的ながん検診の受診が、がんの早期発見・

がんを防ぐための新１２か条

２年生の宿題を見守ったり、一緒に遊
１２月１３日にボランティア研修会を

動、喫煙、飲酒、休養などの生活習慣を見直すとともに、

たいという思いを持って学習や環境

ください。

ついて模索している」
という学生さん

月のお誕生会には全員でお祝いをします。
「今日も欠け

に驚きました。歯周病が進行した場合、
歯が溶けてなくな

整備の活動を支援するものです。

そのほか、専門性等はないけれど

の応募もお待ちしています。きっと新

る人なく去年と同じようにお祝いできたね」、
「○○さん

り歯を支える骨まで溶けます。食べ物がかめないだけで

子どもたちに関わりたいと思ってお

しい発見があるはずです！ 詳しくは

が亡くなられたね」などと話しながら、やはり
「みんな健

なく、歯周病菌が内臓疾患にも影響し、認知症発症のリ

られる方、ぜひ力を貸してください！

お気軽にご連絡ください。

康で長生きしよう」
と思います。

スクも高まるというお話を聞き、口の中や歯を健康に保

•「できる人が・できるときに・できる
ことを」で結構です。

次に、元気で生き生きとした生活を送るための健口体

つことの大切さを実感しました。早期治療や定期的な受

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

操「パ・タ・カ・ラ」体操をします。平均寿命は延びてい

診、ケアをすることで高齢になっても自分の歯をなくさ

農業委員会だより

るものの健康寿命が追いついておらず、それを伸ばすた

ず、老後の生活を健康に過ごせるのです。

めには何をすればいいのかといったことをみんなで考え

このように研修で得た知識を広く住民の皆さんに伝

平成２７年１２月１１日に開催された委員会の審議内容です。

る時間を持つことができました。食事前に全員で健口体

え、
また実践できるものは実践し、今後も研鑽を積みな

操をし、食前に「いただきます」、食後は「ごちそうさまで

がら活動に役立てていきたいと思います。

した」
と料理・スタッフ等に感謝をしています。

※健口体操『パ・タ・カ・ラ』
とは、
「パ」
「タ」
「カ」
「ラ」を

・議案第１号

農地法第３条の規定による農地所有権の移転許可申請について……２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

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にもとづく農用地利用集積計画の決定について……３１件

※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。
・報告第１号

農地法第３条の３第１項の規定による届出について……１件

※相続等によって、
農地の権利を取得された方が行う届出です。
・報告第２号

農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知について……４件

※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。
広報たが 201６年２月号
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ちなみに、
この健口体操「パ・タ・カ・ラ」は、平成２５

一音ずつそれぞれ１５秒間高速で発音することで、口

年に訪問した特別養護老人ホームで実践されていたも

のまわり・舌・のどの筋肉を鍛えて、唾液の量も増え

ご え ん

ので、高齢者の方の口腔ケアと誤 嚥防止のための予防

るため誤嚥性肺炎を予防する目的の口腔体操です。

運動になります。

健康で長生きをするために、
また、いつまでも自分の

また、
「健口」
といえば、今年８月に行われた定例会で、
滋賀県歯科医師会が実施されている出前講演を依頼し、

口で食べ物を食べられるようぜひ毎回食事の前の習
慣にしていただきたいです。
広報たが 201６年２月号
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社会を明るくする運動標語

社会を明るくする運動標語／戦没者等特別給付金

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

平成２７年度

標

第６５回社会を明るくする運動標語

社会を明るくする運動では、非行や犯罪のない明るい

ただきました。広報１２月号では多賀小学校、
１月号では

社会をめざして、啓発事業・広報活動などを展開してい

大滝小学校の皆さんに続き、今月は多賀中学校２年生の

ます。この運動のひとつとして、小学校６年生の児童、中

標語を紹介します。
（順不同・敬称略）

学校２年生の生徒の皆さんに標語の取り組みをしてい

《多賀中学校 ２年生》
標
友達の
友達の

笑顔で自分も
笑顔の魔法で

語

氏

名

明るくなる
元気出る

田中良々歌
圓城
深愛

絆はね 心通じる 夢の糸
笑顔咲く 過ごした日々を 大切に
家族との 楽しい時間は 宝物

小菅
要亮
安田晃太朗
影山
遥那

友達や 家族と咲かせる 笑顔の花
とかいから いなかにかえると いえがある
故郷の 命は僕が 守ってあげる
ふるさとの 自然と伝統 守り隊

豊
多
横
森

原
林
野
田

香音
凌
隼也
大雅

ふるさとと 共に歩んで 十四年
友達と 社会こうけん がんばろう
美しい 笑顔あふれる ふるさとや
ふるさとで 仲間と作る 永遠の絆
友達と いれば自然に 笑顔咲く
友達は すごく大切 いい仲間
当たり前 それが一番 大切だ
ふるさとは やっぱりいいな 多賀だから
絆友 つながり持って 生きてゆく

川
岸
棚
野
瀬
田
米
田
川

島
本
池
村
戸
中
谷
畑
添輝

杏
優
杏
真
七
康
大
千
琉

ふるさとの 見える景色は 美しい
友達を 大切にしよう いじめずに
笑顔をたいせつに じんせいをいきよう

荒川和佳菜
高橋
昇馬
金谷
隼希

友達を

渡部

大切にすれば

こころがたのしむ

樹
希
奈
里
音
平
夢
尋
亜

漱輝

友達や 家族の笑顔 宝物
たくさんの 笑顔つなげて

友達は 笑顔あふれる 仲間だよ
家族はいつもそばにいる 父・母・弟・愛犬
絆はね みんなをつなげる

水
渉夢
三和喜莉那
岸邉
若音

あいさつで 人との絆
特有の においが香る

大矢
土田

博都
聖斗

友達と いっしょにいると たのしいな
友達と 一緒に遊ぶと 元気がでる
多賀の町 わらいたくさん さるたくさん

本 多
岸本
山口

尊
健斗
大希

笑顔をね 増やせる人に なりたいな
多賀大社 糸切りもち 多賀は良い所
多賀はすごい 自ぜんがいっぱい ひまだけど
「おかえり」
と 言ってもらえる 帰り道
笑顔から みんなの気分 上がってく
家族戦隊 家の平和を 守ルンジャー
友達と 一緒にいると 元気出る
友達と いっしょにいると 楽しいな
友達と 一緒にいれば 笑顔になる
この町は 自然ゆたかな 森の町
いるだけで 笑顔あふれる 毎日に
友達の 笑顔やっぱり 宝物
友達は

それぞれみんな

夏
三
林
土
柳
田
岸
石
辻
村
大
久

たからもの

原
芽生
和奈々美
慧悟
田
真央
澤
胡桃
中
敦士
辺
乃音
田
宏樹
中
芽衣
岸
幸太
久保彩伽
保田琉愛

圓城

愛鈴

みんなでつなごう 笑顔リレー
友達と 家族の笑顔は 宝物
手をつなぎ 人の輪つくる 助け合い

小菅きらら
山本亜由美
鍛治谷有咲

声かけで みんなの笑顔
友達の 笑顔と絆 宝物

木戸
龍見

咲きほこる

友達と

北川

良樹

世界共通語 英語じゃなくて スマイル
助け合う 大切な友達 仲良くね
傷つけ合う そんな仲も 悪くない

平尾
堀川
西嶋

天菜
史帆
万惟

６月１３日までです。

あたたかく

川島

心樹

けることができなくなりますので、十分ご注意ください。

茜里
幸祐

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

戦没者等の妻に対する特別給付金について
第２７回特別給付金（い号）の請求期限は、平成２８年
請求期間を過ぎると、第２７回特別給付金（い号）
を受
対象者■「第２２回特別給付金 い号」の国債を受給して
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橋本ひなた
北川
凜翔

多賀町は 空気がきれいで 住みやすい
友達の 笑顔を見ると うれしいよ

胡桃
奈々
鈴香

広報たが 201６年２月号

私が一番大切にしている人

生まれ出る
絵馬通り

山田
岸本
荒尾

多賀町へ

愛斗
海舟

久保田夏樹
森
恵斗

友達は 自然に笑顔になれる 大切な存在
家族とは かけがえのない 存在だ
大切に 私のふるさと 多賀の町

幸せ溢れる

見津
西倉

名

僕の町 しか・さる・くまの 多賀の山
一人より みんなのほうが 心強い

平木慎一朗
和田
岳翔
内堀
綾香

大切に

氏

明るい未来

友達は 大切な宝物です
ふるさとの 食材食べて いい体
友達と 絆深まる 学校行事

過ごしたその日を

語

いた方で、平成２５年４月１日において公務扶助料
や遺族年金等の受給権を有している戦没者等の妻
の方
請求窓口■福祉保健課（ふれあいの郷内）
（有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５
広報たが 201６年２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

公私ともに

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

こんにちは。水谷の地域おこし協力隊の山下です。多賀町での２度目の冬を迎えました。昨

冬の到来

や ま だ

山田

よ う た

陽太 隊員

年水谷の冬を経験しており、今年は暖冬だと聞いていたので大丈夫かな？ と思っていました

１２月に入り寒くなるかと思ったら暖かい日がつづきましたね。でも、少しです

が、油断して風邪をひいてしまいそうになりました。皆さんも風邪にはくれぐれもご注意くださ

が降りました！ 多賀で初めての雪です。山々がきれいですが、多賀は雪がよく

い。それでは秋から冬にかけての活動内容を報告させていただきます。

降ると聞いていますので、雪対策を怠らないようにします。冬といえばやはりク
リスマス。あとはキノコのなめこ！ それと少し前の季節の新そば！ これらに

こんにゃくづくり

触れる機会があったのでそのことについて報告します。

これから芋が大きくなる、
というと

芋をすりおろして、練って、固めて、茹

ころで病気になってしまったこんにゃ

でる。時間のかかる作業ですが、楽し

く芋栽培ですが、なんとか収穫するこ

みながら美味しいこんにゃくを作るこ

とができました。水谷の方が育てたこ

とができました。水谷のご家庭でこん

んにゃく芋は１つ１㎏を超える大きさ

にゃくを育てて加工して食べる。そん

に育っていました。さっそく収穫した

な文化が根付いて欲しい、
という思い

芋でこんにゃくづくりを行いました。

で活動をおこなっています。

栗栖サロン

▲時間のかかる作業です

秋じゃが収穫
今年は霜が降りる時期が遅かった

した。そして、
たくさんのじゃがいもを

ので、ぎりぎりまで育てることができ

収穫することができました。今回で３
うやくコツがつかめてきました。

いですね。栗栖のような田舎だとクリ

ス一色でした！ 折り紙でサンタさん

スマスはあんまり意識しないのでは

のストラップのようなもの、ポインセ

ないか、
という偏見を持っていました

チアなどを作ったり、
ツリーに飾りつ

がそんなことはないようですね。おじ

けしたり……。本来は日本の文化では

いちゃん、おばあちゃんも皆さん楽し

ないクリスマスですが、やはりこの時

そうでした。

期のこの雰囲気や盛り上がりは楽し

よ
ました。ためしに掘り起こしてみると、 回目になるじゃがいも作りですが、
拳より大きな芋がゴロゴロと出てきま

今月のサロンはどの週もクリスマ

▲サロンで作ったサンタさん

山で見つけたもの
▲拳より大きな芋

獣害対策

山林組合の手伝いで山に行くこと

近、さらに興味が出てきました。今挙

があるのですが、山を歩いているとい

げたようなキノコ一つとってもさまざ
まな種類があり、山は本当に多様性

「水谷の獣害をなんとかしたい」と

たら、
「シカが入っているよ」
との連絡

ろいろなものを見つけます。フユイチ

昨年に引き続き、獣害対策をおこなっ

が！ 多賀猟友会や水谷の方々にも

ゴ、
キツネノタスキ
（ヒカゲノカヅラ）、 に富んでいて面白いですね！ なめこ

ています。今年は本格的に水谷に
『箱

ご協力いただき、無事に処理すること

なめこ、などなど。食糧になるもの、 は持ち帰り味噌汁にしていただきま

ワナ』の設置を行いました。
「エサの

ができました。
「水谷には近づかない

ちょっと変わった面白いもの。もとも

した。天然ものを食べられる機会はそ

量が少ないよ」
とアドバイスをいただ

ほうがいい。」とシカやイノシシが警

と山に興味があった私ですが、
こうい

うないので貴重な経験になりました。

いて粉ぬかをもっと撒こうと思ってい

戒してくれるように祈っています。

▲本格的な『箱ワナ』

焼きいも大会
秋といえば、
じゃがいもだけではな

安納芋の苗を育てたのでホクホク

くさつまいもの季節。肥料のあげす

というより、
しっとりとまるでスイーツ

ぎで大成功とはいかなかったのです

のようでした。

が、大切に保存して熟成させると甘み
が増しました。

９月から始まった多賀そば手打ち

▲まるでスイーツのよう

今秋は東京へ起業のための研修に行ったり、鶏を飼い始めたり、
といそがしくも充実した日々をすごしながらも、公私と
もに多賀町に、
水谷に、移り住んでよかったと実感しています。
また、最初から設計をやりなおした３Ｄプリンターもついに完成し、協力隊の活動も残り１年になろうとしています。多
賀町に定住するためにラストスパートです。今後とも、
ご支援ご声援よろしくおねがいします。

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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▲天然なめこ

多賀そば手打ち職人養成塾修了！

もちろん水谷の方々と一緒に美味
しくいただきました。

う山のものに触れることによって最

りが強かったです。なんでも「新」は

職人養成塾が１２月１９日にて終了し

おいしいですね。多賀に来なければ、

ました。全９回のこの講座で、そば打

自分でそばを打つことも、新そばを食

ちの行程は一通り覚えられました。最

べることもなかったと思います。それ

近では自分でもまずまずかなと思え

らが体験できる環境がある多賀には

るそばが打てるようになりました。や

とても感謝しています。残りわずかと

はり自分で打ったそばはとてもおいし

なってきた協力隊ですが、もっとおい

く感じますね。特に１２月からは新そ

しいそばが打てるようがんばります。

ばシーズン、いつもに増してそばの香

▲きれいに打てました！

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

２月の休館
日

活動報告

クリスマス会を開催しました

（■…休館日）

３月の休館

月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

※１０日（水）〜１９日（金）は特別整理休館期間です

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

おはなしのじかんを開催しています

１２月１２日に子どもの本のサークル「このゆびとま

今年度は毎月、図書館のおはなしのへやで小さなお子

れ」さんにお手伝いいただき、
クリスマス会を開催しまし

さんと保護者の方を対象に季節にちなんだおはなしや

た。ハンドベル、絵本のよみきかせ、パネルシアターのほ

簡単な工作をおこなっています。

か、後半にはサンタさんも登場し、盛りだくさんの内容で

事前のお申し込みは不要です。お気軽にご参加くだ

盛況のうちに終わりました。

さい。

※３１日（木）は月末整理休館日です

※２５日（木）は休まず開館します
新刊紹介

お知らせ

おはなしの時間

絵本

特別整理休館のお知らせ

日時■３月５日（土） １０時３０分〜

２月１０日（水）から２月１９日（金）にかけて蔵書点検や図書

地球のみえないところをのぞいてみたら

ちょんまげとんだ

場所■あけぼのパーク多賀 図書館内 おはなしのへや

等の整理のため休館いたします。特別整理休館期間中

てづか あけみ／さく・え

中尾

内容■司書による読み語りと簡単な工作を行います。

にお手伝いしていただける方を募集しています。

ＰＨＰ研究所 ＫＥ チキ

くもん出版 ＫＥ チヨ

対象■幼児とその保護者

対象■中学生以上の方

木の中、海の中、雲の上…。見えない

申込方法■カウンターまたは電話で受付

場所にもさまざまなものが存在しま

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
２０１6年
2月

第１水曜日

3日

Ａコース
4日
（大滝方面）

Ｂコース
24日
（多賀方面）

川相
（みなさまの店くぼさん
2日
駐車場）
１３:１５〜１３:４０

3日

9日

大滝小学校
（渡り廊下）
１２:５０〜１３:３０

多賀小学校
（玄関前）
１３:００〜１３:３５

多賀幼稚園
（運動場）
１４:００〜１４:３０

※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。
※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
広報たが 201６年２月号
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子どもの哲学

１４番目の金魚

河野

ジェニファー・Ｌ．
ホルム／作

哲也／著

毎日新聞出版 Ｋ １０４

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

風に吹かれて飛んでいく、おすもうさん
のちょんまげ。落ちた先にいたものはブ
ルドーザー。大きな石を力いっぱい押し
ていく。するとまた風が吹いて…。ちょ
んまげの起こす大逆転の連続が癖になる、ユーモア絵本。

児童書

巡回場所・駐車時間

3月

す。さあ、地球たんけんに出かけよ
う！ 見えないところをクローズアップした絵本。

藤瀬
（草の根ハウス前）
１５:００〜１５:３０

犬上ハートフルセン
ター
（玄関前）
１４:４０〜１５:２０

昌稔／文

たきのみや保育園
（玄関前）
１５:５０〜１６:２０

多賀ささゆり保育園
（玄関前）
１５:５５〜１６:２５

講談社 Ｋ９３３ ホル

友だちはたくさんつくるべき？ 正直者は
ばかをみる？ 心はどこにある？ 人は死ぬ
とどうなるの？ だれでも一度は抱いたこ
とがある身近な問いについて、
日々そうし
た問題に取り組んでいる哲学者たちといっしょに考えていき
ましょう。思考力が身につく、
哲学の大切さを伝える本。

１１歳のエリーは、
不老不死薬のクラゲを手
に入れた天才科学者と出会う。病気を予防
し、若返りの薬までうみだす「世界を変える
力」をもった科学者にあこがれはじめるエ
リー。でも、みんなが永遠の命を手に入れたら世の中はどう
なっちゃうの…？「生きるってなんだろう？」
「死ぬってなんだ
ろう？」を考える物語。

一般書
バスボムレシピ

天下人の茶

篠原

伊東

由子／著

河出書房新社 Ｓ５７６．
７
オリジナルのバスボムを作って、心も体
も癒されませんか？ 見た目も楽しいカ
ラーバスボム、もらって嬉しいギフトバス
ボムなどのレシピを紹介し、
上手に仕上げ
るためのポイントを解説します。

潤／著

文藝春秋 ９１３．
６ イト
現世の天下人・秀吉と心の支配者・利休
の相克。千利休の志を継ぐ四人の弟子の
生き様を通し、究極の美を求めた男・千利
休の死の謎を解き明かす時代長編。
『オー
ル讀物』連載を加筆改稿し単行本化。
広報たが 201６年２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

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１６
＆「多賀町発掘隊」募集のお知らせ
多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトで

に化石発掘体験にもご参加いただく

は、平成２８年度を「まとめの１年」と

ことができます。

位置付けています。
４月末〜５月に第

活動期間■第四次発掘調査（４月末

四次発掘調査を実施し、目標の哺乳

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

第１０回「犬上郡ニュースポーツ大会」
（ビーチボール）
参加者募集中！
２月２１日（日）に、甲良町立甲良中学
校体育館にて「犬上郡ニュースポー

〜５月を予定）
から１年間

りますので、初心者の方にも安心して
競技を楽しんでいただけます。

ツ大会」
（ビーチボール）が開催され

申し込み方法や競技内容などの詳

類化石が眠っていると思われる地層

活動場所■発掘調査現場（多賀町四

ます。そこで、犬上郡体育協会では参

細は、多賀町体育協会事務局（多賀町

を最後までしっかり調査する予定で

手）
・多賀町立博物館 ほか

加チームを募集されています。
１チー

教育委員会事務局生涯学習課内）ま

す。そして、その後はこれまでの発掘

対象■多賀町在住・在勤の小学５年生

ム４人から参加できます。
「チャンピオ

でお問い合わせください。

の成果を皆さんに報告できるよう、各

（現小学４年生）
〜一般の方

分野の専門家が報告書作りに専念し

（小学生は保護者同伴でご参加

ます。今後は化石発掘体験などのイ

ください）

ベントの実施は予定していますが、
こ

募集人数■若干名

れまでのように大規模な発掘調査は

参加費■保険加入料が必要になり

しばらくお休みになる可能性があり
ます。多賀町で研究者たちと一緒に

▲今年は何の化石が見つかるかな？

ます。
※活動内容の詳細は多賀町立博物

のある方はぜひご参加ください。
「多

館までお問い合わせください。

▲昨年の大会のようす

平成２７年度多賀町体育協会事業報告
本年度も体育協会事業が開催さ

申込締切■３月末まで

化石を掘れる、貴重な機会です。興味

ンの部」、
また、
「エンジョイの部」もあ

町民ソフトボール大会

町民ディスコン体験教室

れました。皆さんのご協力のもと、町

５月１７日に多賀町民グラウンド場

６月７日に多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

民大会事業がすべて無事開催できま

にて開催。
３チームの参加があり、熱

体育館にて開催。
２０人の参加があり、真

した。

い試合が繰り広げられました。

剣な中にも笑顔があふれる大会でした。

秋季軟式野球大会

町民スポーツフェスティバル

今回、写真とともに本年度開催さ
れた事業を振り返りたいと思います。

賀町発掘隊」の方は、発掘調査とは別

来年度も開催予定ですので、興味
を持たれた方はぜひご参加ください。

研究発表会

平成２７年度多賀町立博物館研究発表会

町民ボウリング大会
７月１９日に愛知川ボウルにて開

９月６日、
１２日に町民グラウンド場

昨年も大盛況に終わった研究発表

かもしれませんが、
とてもアットホー

催。
３３人の参加がありました。大人も

にて開催。
３チームの参加があり、日

ティバル（卓球、バトミントン、
グラウン

会の季節がやってきました。今年度も

ムな雰囲気の発表会です。ぜひ、お気

子どもも皆さん楽しまれていました。

頃の練習の成果を十分に発揮されて

ドゴルフ、ジョイフルスローピッチソフ

多賀町に関する研究成果を、いろい

軽にご参加ください。

いました。

トボール）
が開催されました。

ろな分野で活躍している方々に発表

日時■３月２１日（月・祝）

していただきます。
今、多賀町ではどんな研究がされ
ているのか、最新の話を聞いてみま

１３時１５分〜１７時
会場■あけぼのパーク多賀 ２階
大会議室

せんか？ 難しいという印象をお持ち

▲昨年の研究発表会のようす

博物館学芸員のつぶやき
毎年２月の中頃になると、あけぼの
パーク多賀には整理休館日という少

１０月２５日に町民スポーツフェス

スポーツ推進委員かわらばん

運動量

りと、時間や手間をかける必要がある
作業をしています。

薬には「適量」がありますが、
運動も

一番高い人は「全く運動しない人」

個人差はありますが、上記２つの研

一般的に健康を保つためには、
週１５０

で、適量とされる
「週１５０分を運動す

究から「運動しすぎは体に悪い」とは

分の運動が必要と言われています。

る人」はリスクが３１％も低かったそう

言いきれないということ。

し長めのお休み期間があります。お

休館日でなければできないお仕事

休み期間と言っても、お仕事をしてい

が意外とたくさんあるので、なかなか

ないわけではありません。博物館で

忙しい期間です。今年は２月１０日（水）

はこの時期に集中的に標本の整理を

から１９日（金）までが整理休館日です

人のデータ、
２０万人のオーストラリ

したり、常設展示室内のアケボノゾウ

ので、お間違えのないようよろしくお

アの健康調査データから、次の結果

人」で３９％、
１０倍の「週２５時間運動

ち２０〜３０分は激しく体を動かすの

化石の展示ケースの中の掃除をした

願いします。

を導き出したそうです。死亡リスクが

する人」では３１％となったようです。

がよい」
とのことです。
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アメリカの研究チームが、約６６万

▲展示ケース内の大掃除のようす

です。

そして、健康な体で長生きするには

また、
３倍の「週４５０分運動する 「週に１５０分の運動を行い、そのう
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町長選挙・町議会議員選挙／資源回収

おしらせ
案内

多賀町選挙管理委員会 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

多賀町長選挙および多賀町議会議員一般選挙

彦根愛知犬上地域の新ごみ処理施設建設候補地第２回公募に係る説明会のご案内
掲載します。

新ごみ処理施設建設候補地の第２回

流れについて

投票日時■３月１３日（日） ７時〜２０時（第７・８・１３投票区は１９時まで）
選挙期日の告示日■３月８日（火）
立候補受付日■３月８日（火）
選挙運動の期間■３月８日（火）〜３月１２日（土）

公募説明会を開催します。応募をお

２.候補地選定の要件について

考えの自治会・土地所有者の方など

３.質疑応答ほか

投票のできる方

（７年間有効）
の交付を受け、
投票用紙等の交付申請を

電話でのお申し込みをお願いします。

していただいたうえで、
郵便により投票する制度です。

日時■３月５日（土） １４時から１６時

①日本国民で、選挙の日に満２０歳以上の方（平成８年
３月１４日以前に生まれた方）

のご参加をお待ちしております。

選挙期日における投票と同様に投票用紙を直接投

場所■豊栄のさと １階 文化ホール

町の住民基本台帳に登録され、かつ選挙人名簿に

票箱に入れることができる期日前投票制度がありま

（犬上郡豊郷町四十九院１２５２）

登録されている方

す。入場券を持参のうえ、期日前投票事由を申し立て、
宣誓書を提出することになります。

投票は、
選挙人名簿に登録されている各投票区の投

期日前投票の期間■３月９日（水）〜３月１２日（土）

票所で行使することになります。各投票区の投票所に

時間■８時３０分〜２０時

つきましては、
後日配布します選挙公報にてご案内いた

場所■役場１階

案内

先月号で民泊についてご紹介しま

期日前投票所

したが、あまり想像がつかない方も多

投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある

いと思います。また、民泊の受け入れ

に選挙管理委員会から投票所入場券が交付されます

方や仕事でさしつかえる方、病気やケガ、出産などで

をしたことがあるけれども、ほかの家

ので必ず持参してください。もし、
紛失などされた場合

投票日に投票できない方、
レジャーや買い物などの私

はどんな受入れをしているのか知っ

は、
その旨を係員に申し出れば投票はできます。

用で、投票日に投票区の区域内にいない方は、期日前

てみたいという方もおられると思い

投票ができます。

ます。そんな方はぜひ下記の講演会

入院中等の方は

にご参加ください。

目の不自由な方は点字投票ができ、身体の障害な
どで字を書くことができない方は代理投票ができま

病院や特別養護老人ホーム等に入院・入所中などの

す。いずれの場合も本人が投票所へ出向き、投票管理

方は、
病院等で不在者投票ができますので病院等を通

者へ申し出てください。

じて投票用紙等を取り寄せてください。投票できる施

身体に重度の障害のある方

設は限られておりますので、
病院等でお尋ねください。

身体に重度の一定の障害を有する方は郵便で投票

※土・日曜日、祝日を除く平日の
８時３０分から１７時までにご

お問い合わせ

お問い合わせ

連絡願います。

産業環境課（環境）

その他■彦根愛知犬上広域行政組合

（有）
２-２０３０ （電）
４８-８１１７

予定しております。

申込期間■２月２９日まで

日時■３月５日（土）

参加費■無料
申込方法■下記申込先まで、
「①ご住

１０時から１１時３０分まで

所

場所■グリーンピアひこね

③連絡先」を電

ください。

内容■民泊受け入れの基礎知識につ

お問い合わせ・お申し込み

いて

産業環境課 （有）
２-２０１２

講師■三方よし！ 近江日野田舎体験
専門員

②お名前

話もしくはファックスにてご連絡

（彦根市清崎町１１１８番地）

なお、
３月末にももう一度講演会を

募集

▲みんなで循環型社会の構築を！

民泊（農村ホームステイ）講演会のご案内

しますので、
ご確認をよろしくお願いします。また、
事前

点字投票・代理投票

建設推進室 （電）
３５-００１５
申込期限■３月３日（木）まで

まで
（受付は１３時１５分から）

②平成２７年１２月７日以前から引き続き３カ月以上本

投票するにあたって

申込先■彦根愛知犬上広域行政組合

なお、
ご参加いただく場合は事前に

期日前投票について

および多賀町ホームページにも

彦根愛知犬上広域行政組合では、 主な内容■１.応募についての全体の

福本

修一さん

（電）
４８-８１１８ （Ｆ）
４８-０５９４

第９期滋賀県地球温暖化防止活動推進員の募集
暖化防止に関する普及啓発活動を実

グッズの配布などによる啓発。

止の取組を広げるため、
ボランティア

施していただける方。

応募方法■所定の応募用紙に必要事

として県内各地域で地球温暖化防止

募集人数■１００人程度

項を記入の上、滋賀県庁温暖化

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

に向けた普及啓発活動に取り組んで

募集期間■２月１５日（月）まで

対策課に提出してください。

資源回収のお知らせ

いただける「地球温暖化防止活動推

委嘱期間■平成２８年４月１日〜平成

する制度があります。
これはあらかじめ郵便投票証明書

実施団体
多賀小学校

実施日

多賀町選挙管理委員会 （有）
２-２００１ （電）
４８-８１２０

進員」を募集します。
実施場所

回収品目

２月２０日（土） 多目的運動場横駐車場（Ｂ＆Ｇ海洋センター隣）

たきのみや保育園 ２月２１日（日）
大滝小学校

家庭・地域における地球温暖化防

２月２８日（日）

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

大滝小学校グラウンド

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、
折込チラシをひもで縛る。
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。
★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、ワックス加工紙
（紙コップ・皿）等は出せません。
広報たが 201６年２月号
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★古着は古着（学生服を除く）のみで布団、毛布類、カー
テン、タオル等は出せません。
★古着は中身の見えるビニール袋に入れてください。
詳しくは、各団体から配布されるチラシをご覧ください。
町内の方ならどなたでも持ち込み可能です。この機会
にぜひお出しください。

お問い合わせ・お申し込み

３０年３月３１日
（２年間）

応募要件

主な活動内容

平成２８年４月１日時点で、満１８歳以

小中学校、自治会等への地球温暖化

〒５２０-８５７７ 大津市京町４丁目１-１
滋賀県琵琶湖環境部 温暖化対策課
（電）
０７７-５２８-３４９４

上の方／地球温暖化防止活動の推進

防止に関する出前講座／環境イベン

（Ｆ）
０７７-５２８-４８４４

に熱意と識見を有し、県内で地球温

ト等におけるうちエコ診断の実施、

（Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ）
ｏｎｄａｎ@ｐｒｅｆ.ｓｈ
ｉ
ｇａ.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

広告募集中
広報紙発行部数：２，
９５０部
１枠：５，
０００円／１カ月

農業委員会開催

よろず相談

のお知らせ

今月の相談日■２月１６日（火）
来月の相談日■３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

日時■２月１２日（金）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

広報たが 201６年２月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

健診・相談

し尿収集カレンダー／クロスワード／おめでた・おくやみ
（標記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

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 3 月１５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

3 月 ７ 日（ 月 ）
3 月 ７ 日（ 月 ）
3 月 ２ 日（ 水 ）
3 月１５日（火）

１３時〜１３時１５分
１３時１５分〜１３時３０分
１３時〜１３時１５分
９時５０分〜１０時

Ｈ２７年10月生まれの乳児
Ｈ27年4月生まれの乳児
Ｈ２６年7・8月生まれの幼児
Ｈ２７年7・8月生まれの乳児

☆乳幼児健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。
☆１歳６カ月児健診を受けられる方は、
歯ブラシとコップを持ってきてください。
☆１０カ月児健診には、
お子様と同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。

〈予防接種〉
（指定医療機関で１年中実施・予約制）
予防接種名
４種混合

対象年齢

実施時期と方法

種類

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・
ジフテリア）

不活化ポリオ

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）
１年後に１回接種
２期：９歳以上１３歳未満
（小３〜４年）２期：１回接種
初回：４〜８週間隔で３回接種
生後２カ月〜５歳未満
（標準的な時期：生後２〜７カ月） 追加：３回目接種日から
７〜１３カ月後に１回接種
生後３カ月以上〜９０カ月未満

※１

日本脳炎
※２

ヒブ

（インフルエンザ菌ｂ型）
※３

小児用肺炎球菌
※４

麻しん風しん混合
結核（ＢＣＧ）
水痘

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）

〈ひろばの案内〉
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午後
集落
３日（木）萱原①
不定期
４日（金）川相①
―
８日（火）木曽①②・久徳①②・月之木①②
木曽①②・久徳①②・月之木①②
一円①②・栗栖②・猿木②③
一円①②・栗栖②・猿木②③
１０日（木）
敏満寺①②・多賀①②
敏満寺①②・多賀①②
一之瀬①・藤瀬①・大杉①・樋田③
一之瀬①・藤瀬①・大杉①・樋田③
１５日（火）
佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷① 佐目①・四手①②・富之尾①・南後谷①
１８日（金）土田①②③
不定期
２２日（火）中川原①③
中川原①③
２４日（木）佐目②
佐目②
２８日（月）大君ヶ畑①②・小原①
不定期
２９日（火）久徳③
久徳③
３０日（水）萱原③
萱原③

おたのしみ

または
３種混合

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.ｌ
ｇ.ｊ
ｐ

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

午前
集落

日（曜日）

（ 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。

☆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２８年３月 多賀町 し尿収集カレンダー

わくわくランドで遊ぼう

月曜日〜金曜日

９時〜１３時
１３時〜１４時

き

り

ん

広

場

２ 月 ３ 日（ 水 ）

ぺ ん ぎ ん 広 場
（ に こ に こ ） ２月１７日（ 水 ）
（ き ら き ら ）
こ

あ

ら

広

場

お 話 し ポ ケ ット

２ 月 ３ 日（ 水 ）
２ 月 ９ 日（ 火 ）

子ども同士・親同士が遊んだり、語りあったり
するのに利用してください。
子育て相談

１０時〜
１０時〜

⑦

⑨

クロスワード

⑩

ヨコのカギ
①p.2。この式の最後に行われる一斉放水は圧
巻です。
②大喜び。

②

④通路をふさいで通行をさえぎること。
⑤まじめな心。真剣な気持ち。

③

タテのカギ
④歩くこと。目的地まで○○１０分。

健康推進員さんのお世話になり、親子クッキン
グをします。

単位。呼び名は同じだが、それぞれ為替レート
は異なる。
⑦略語。機械のことを英語で言う。
⑧風邪の種類によってはこれがよく出ます。

⑤

⑨ひっそりと静まりかえっているようす。雪が○
○○○と降る。
⑩かつて聞いて覚えていること。

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：今年も食べましたか。

□□□□□
答えがわかったら▶郵便はがきで、解答と住所・氏名を

締め切りは2月２６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

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。

絵本や紙芝居、
ペープサートをします。

結婚しました！
麻生 和男
♥
本田 千波
木村 孝一
♥
小泉 弥生
あ そ う

か ず お

ほ ん だ

ち な み

き む ら

こういち

こいずみ

や よ い

⑤

コツ
ノ
ソコ
シ
ナル
⑨

③

⑧

⑥

プ
ロ
ン
プ
ト

⑩

⑥大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の通貨

⑧

問題

⑦

「ツルカメ（鶴亀）」
でした。

①略語。根拠のない噂話。

④

カミ
ゲン
パ
サク
メ
④

③しょっぱい調味料。

⑥

先月号の答え
①

②

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

１０時〜
１０時〜

①

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

たにぐち

よ し き

谷口 佳樹
♥
宮嵜万都香
生まれました！
☆長田 彩加（康博・香織）
☆岸本 佳穂（裕司・由貴）
☆谷 早之助（幸太・名穂子）
みやざき

ま

お さ だ

ど

さ や か

きしもと
たに

か

か

さ

の

ほ

す

け

はやし

たいせい

☆林
大晟（勇雄・綾子）
☆藤内
菫（敏也・静香）
おくやみ申し上げます
◆北川 静江 ７９歳
◆小林 きよ ８４歳
◆曽我 すみ ９７歳
ふじうち

きたがわ
こばやし
そ

すみれ

し ず え

たねむら

◆種村 マキ
◆西島 ひろ
◆宮下すゑの
◆山本
操
にしじま
みやした
やまもと

みさお

９６歳
９６歳
９２歳
７４歳

ひとのうごき

平成２7年12月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
７,６８０人 （±０）
■男性
３,６９０人 （+７）
■女性
３,９９０人 （-７）
■世帯数
２,７４２世帯 （+１）
■出生者数
４人
■死亡者数
８人
■転入者数
１6人
■転出者数
12人

放射線量（μsv/h）
1月 4日 0.06
1月21日 0.07
※役場前にて、9時の3回測定平均値

が

（敬称略）
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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

2月の時間外交付

[Cettia diphone]

町の鳥
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（金）
日

スギ

26

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

裏表紙写真■多賀町は小さな町であるがゆえに同窓生
のつながりがとても強いと思います。私自身も多賀町出
身であり、実際に同窓生とのつながりが続いています。
■そして年を経るごとにこの絆がいかに素晴らしく、あ
りがたいことかということを強く実感します。今回成人
となられた皆さんも、
この深く強いふるさとの絆を大事
にして欲しいと思います。
編集後記■新成人の皆さんの中には、来たる３月の多
賀町長選挙・多賀町議会選挙で投票をする権利がある
方がおられることと思います。さらには選挙権を１８歳に
引き下げる法律が成立し、平成２８年６月１９日から施行
されることとなりました。■権利を持つということは責
任を持つということです。選挙に限らず、何事も責任を
持って日々を全うしたいものです。
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「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。

