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トマト収穫体験

No.840

ささゆりむすめ／まちの話題

まちの話題／湖東圏域エコサマー

ささゆりむすめ

今年のささゆりむすめを紹介します！

伝統あるお祭りやイ
ベントを通して「歴
史」と「文化」に溢れ
た素晴らしい町の魅
力 を 、1 人で も 多 く
の方に伝えていきた
いです！

ひ ろ し ま

あ

か

り

廣島

朱理

■年齢
■性格

き

た

り

こ

喜多

理子

満33歳

■年齢

満18歳

のんびり

■性格 おだやかで明るい

くする運動」の内閣総理大臣メッセー

れるものです。今年も多賀町推進委

するメッセージの伝達もおこなわれ、

達式は、犯罪の防止と罪を犯した人

んをはじめ、多くの方が見守る中、大

い機会となりました。

てもらえるように

たちの更生について理解を深めるた

津保護観察所企画調整課長よりメッ

がんばります！

め、社会を明るくする運動の強調月

セージが伝達されました。また、犯罪

さん（富之尾出身）

■将来の夢 人の役に立てる人になって社会に貢献すること

温もり

や非行をした人たちの就労支援に関
改めてこの運動の大切さを考える良

■夢中になっていること 体を動かすこと・音楽鑑賞

四季折々の美しい景色と人の

間である7月の初めに毎年おこなわ
員会や多賀町更生保護女性会の皆さ

■将来の夢

■多賀町の好きなところ

役場玄関前で「第67回社会を明る
ジ伝達式がおこなわれました。この伝

■夢中になっていること 旅行・映画鑑賞・スポーツ観戦
世界一周

「第67回 社会を明るくする運動」内閣総理大臣メッセージ伝達式

ころをたくさん知っ

多賀町の素敵なと

さん（兵庫県西宮市出身）

7月3日

■多賀町の好きなところ 街過ぎず、
自然が豊かで住みや
すいところ
▲内閣総理大臣メッセージ伝達

▲就労に関するメッセージ伝達

6月16日
湖東圏域公共交通活性化協議会事務局

ささゆり保育園児 トマト収穫を体験
木曽のきまぐれ市ハウスで、
ささゆ

調べよう。出かけよう。みんなで乗ろう。湖東圏域エコサマー！

みながら収穫を体験することができ

り保育園の園児が中玉トマト
（ミディ

たようで、手に取ったトマトを嬉しそう

トマト）の収穫を体験しました。きまぐ

に眺めていました。

湖東圏域公共交通活性化協議会（彦根市、愛荘町、甲良町、豊郷町、多賀町）
では、小学生が夏休み中の下記の期間限定
で、保護者（引率者）1人につき小学生2人までの路線バス運賃を無料とする取り組みを実施します。

れ市ハウスの西澤章さんから、甘くて

体験後には、
「とても甘い」
「スー

美味しいトマトの見分け方とトマトの

パーで買うものよりも美味しい」
と話

採り方を教わった後、
ハウスの中に入

しながら、太陽の光をたくさん受けた

りました。

トマトを頬張っていました。残りのトマ

■期間

トはお土産として持ち帰りました。

■対象路線

トマトがなかなかツルから離れず収
穫に苦戦する園児もいましたが、楽し

彦根市都市建設部交通対策課 （電）30-6134

過度な自家用車の利用は交通渋滞を発生させるなどし、地球環境に悪影響を与えることが考えられます。環境に優しい
路線バスで、夏休みをエコに楽しみましょう！

▲トマトの採り方を教わる園児たち

8月5日（土）〜31日（木） 毎日実施
湖東圏域（彦根市、愛荘町、甲良町、豊郷町、

多賀町）
を運行する路線バス
（ご城下巡回バス除く）、
東近江市ちょこっとバス、近江鉄道バス
（角能線）

な ご

上水谷区であずまや「和み」の竣工式
も く しょう

せ、周りの景色に溶け込むようなデザ

じゅく

塾に建築を依頼していたあずまやの

インに設計されています。車通りのあ

竣工式がおこなわれました。キラリ

る道沿いにあり、
地域の方や地域外か

とひかるまちづくり交付金を活用さ

ら来られた方も休憩して和めるように

れ、上水谷区の多目的広場に建てら

との思いが詰まっているそうです。

上水谷区が滋賀県立大学の木 匠

れました。
10作品の中からコンペで選ばれ、

とでしょう。

のりタクシー（予約型乗合タクシー）
が走っています。

の重さに耐えられるような強度も持た

して、今後皆さんに親しまれていくこ

に向け、湖東圏域公共交通活性化協議会（以下、協議会）
で
は、効率的なバスダイヤの検討や、分りやすい時刻表の作

保護者（引率者）1人につき小学生2人までの運賃が無

成などをおこない、公共交通を元気にする取り組みをおこ

料になります。

なっています。

人目から小児運賃をお支払いください。
◎降車時に「エコサマー」とバスの乗務員に伝えてください。

入って休憩する住民の皆さんの姿が
ありました。上水谷区の憩いの場所と

エコサマー期間の公共バスの利用方法
◎保護者（引率者）同伴で対象の路線バスに乗車ください。

※保護者（引率者）1人に対して小学生3人以上の場合は3

竣 工 式 の 後には早 速 あずまやに

6月中の4日間で建築されました。雪

2

私たちが暮らす地域では、JRや近江鉄道、路線バスや愛
将来にわたり自立的で持続可能な公共交通体系の確立

7月1日

広報たが 201７年8月号

湖東定住自立圏（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
との広域連携）の具体的な取り組み

バスをお降りの際、
バスの運転手に「エコサマー」
とお伝

湖東圏域公共交通活性化協議会

えのうえ、大人運賃のみお支払いください。

事務局

※大人運賃のお支払い方法は問いません。
（現金、回数券、
▲上水谷区の皆さんと木匠塾の皆さん

お問い合わせ

定期券など）

彦根市都市建設部交通対策課

（電）30-6134 （Ｆ）24-5211
（E-mail）koutsutaisaku@ma.city.hikone.shiga.jp
広報たが 201７年8月号
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友好都市盟約締結

中央公民館準備部会

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

鳥取県三朝町と友好都市盟約締結
み

さ

さ

平成29年8月23日

盟約締結に至る経過
鳥取県三朝町と多賀町とは、両町とも「県営ダム建設計
画中止に伴う地域振興」に取り組む町として情報交換や
視察研修等をおこなってきたことを契機に交流が始まり、

中央公民館運営準備部会「多賀語ろう会」からのお知らせ

This is 新中央公民館！
新中央公民館の模型を巡回展示しています
7月号でお知らせしましたように、新中央公民館の模型が6月から巡回展示されています。中央公民館から始まった展示

ことのできる関係行政団体があることの大切さを痛感し
た」
とのお礼の言葉をいただきました。

は、7月にはあけぼのパーク多賀のホールに移り、
この8月からは役場にて展示されています。
パネルにより説明されている新中央公民館のイメージは「屋根と屋根の隙間から光が入る明るい土間ホール」
「多賀町

今年の2月13日には、吉田三朝町長が来町され、多賀町

キュリー祭や多賀まつりなど両町で開催される祭への相互

職員へ直接「災害対応、その時、私は」
と題して災害発生直

参加の他、定住自立圏域同士の「災害応援協定の締結」、

後からの行動や体制、今後の防災対策に生かすべき職員

区長会や農業委員会、民生児童委員等の視察研修、温泉

127人の検証結果についてご講演をいただき、
災害対応の

提供による観光PR、鳥取県中部地震への職員派遣など約

大変さを痛感したところです。

産の木材をふんだんに使った木の香りのする公民館」であり、
「たくさんの場所が集まってできた『まちのような公民館』」
です。

設計コンセプト
①大きな場所と小さな場所が集まる

ンプルで軽やかな構造とします。

計画に基づき、また建設に向けての
意見交換会の成果が反映されたもの

また、
翌14日には、
三朝温泉のPRと地震時の支援に対す

ことで、誰もがお気に入りの居場所

④多様な大きさの特徴ある屋外空間

両町には多くの共通点があり、倉吉市、彦根市といった

るお礼として雪の降る中、三朝温泉の源泉を温泉用タンク

を見つけられる空間をつくります。

を設けることで、多賀らしい自然を

中心市に隣接した生活環境の中で、人口規模や人口動向、

ローリーで本町の老人福祉施設2施設へご提供いただき、

地理的状況のほか、観光の目玉である三朝温泉や多賀大

入居者から
「極楽です。気持ちよかった」
と喜ばれました。

10年にわたり交流をおこなってきました。

社を中心市街地として中山間地域が広がり、過疎化や高齢

これらの交流の経過を踏まえ、今後もともに同様の行政

化に対する課題を抱えるなど、多くの共通課題に関する情

課題に取り組んで行く中で、
さらに強固な関係を確立して

報交換もおこなうことができました。

いくことが必要であるとの両町の共通認識から、盟約締結

特に、昨年の10月21日に発生した鳥取中部地震では、
いち早く三朝町へ災害支援のために3週間の間、職員を2

②柔軟に使える土間空間を中心とす

感じられる空間をつくります。

ることでまちの方々が気軽に立ち

⑤まちの方々とともにつくる過程を大

寄る「まちづくりの拠点」を生み出

切にし、経過を広くまちに伝えるこ

します。

とで完成までの機運を醸成します。

③地域の木材を最大限に利用したシ

となっています。
今後、8月には役場1階で模型展示
をおこないます。9月以降は小中学校
での展示も計画しています。

これらは多賀町生涯学習推進基本

に向けた協議を重ね、平成29年8月23日に「友好都市盟
約」を締結することになりました。

人体制で派遣しました。三朝町からは「困った時に助け合う

三朝町ってどんなまち？
三朝町は、
鳥取県の中央部に位置
し、総面積は233.52㎢で約90％

山、
小鹿渓などの観光資源を有して

自然環境を活かした農産物に注目

います。

が集まっています。

主要産業である観光業では、年

平成27年4月24日に「三徳山

間約40万人の観光客が三朝温泉

と三朝温泉」が日本遺産に認定さ

小鹿川および加茂川が流れ、
それぞ

に宿泊。農林業においては専業農

れています。

れの谷筋に64の集落が点在してい

林家数の減少と第2種兼業化が進

ます。

み経営規模は零細なものの、近年

を山林原野が占め、
町内には1級河
み

とく

川天神川とその支流である三徳川、
こ

じか

▲入口へのアプローチ

「多賀の食文化」を探る
（1）……保存食

町の南部は岡山県に隣接し、
主な

では、集落営農や農業法人の設立

産業は観光と農林業で、
観光業では

などにより徐々に農業に対する活

世界一のラジウム含有量を誇る三

気を取り戻しつつあり、
「三朝米」や

について地域の方々とともに語り、料

に『いたどりは、ゆぶいて塩付けにし

ために、広報たがで「多賀の食文化」

朝温泉や国宝投入堂を有する三徳

地大豆『三朝神倉』など、三朝町の

理する取り組みを考えています。
“食

たがゆぶくこつが大切』
とわずかに記

をシリーズで紹介していきます。

べる”
という日常的な営みは、各家庭

されています。各ご家庭では脇ケ畑

において親から子そして孫へと伝承

史話にあるような”
保存食”
は今も作

され、特に記録する必要に迫られな

られているのでしょうか。

すでに盟約締結している都市等
三朝町
• 交流促進協定
• 姉妹都市

石岡区（台湾）

京都府城陽市

多賀町
• 兄弟都市

新しい中央公民館では「多賀の食」
▲みとちゃん

▲ミササラドン

盟約締結後は何をするの？
• 人口増加のための移住支援や若者定住等行政課題の解

• 友好姉妹都市 ラマルー・レ・バン町（フランス）

鹿児島県日置市（旧伊集院町）

広報たが 201７年8月号

4

▲中央公民館での展示のようす

決のための職員間交流

かったためか客観的資料がほとんど
残っていません。

び、ぜんまいは蒸して乾燥した』、
さら

文化財センターでは多賀町史編さ
んに向けて「多賀の食」についての聞

そのような中、
「 脇ケ畑史話」には

き取り調査をしています。多賀語ろう

• 子ども達のスポーツや各種体験交流

“山の食生活”
の章に
“保存食”
として

会は、その資料も参考にして”
受け継

• 各種団体の視察や交流

『山椒、わらび、ぜんまいは貯蔵食と

がれてきた「多賀の食」”
について、皆

• 防災に関する情報交換

するために山椒は醤油で炊き、わら

さんと作る機会を持ちたいと考えて

• 両町の特色を生かした産業交流

います。今後も関心をもっていただく

▲イタドリの下ごしらえ
広報たが 201７年8月号
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新成人の集い／農業委員会だより／農業委員任命

ねんきんだより／ごみ処理施設建設候補地の決定

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594
日本年金機構

「平成30年多賀町新成人の集い」のお知らせ

彦根年金事務所

国民年金課 （電）23-1114

ねんきんダイヤル （電）0570-05-1165

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

社会の一員として自覚と責任を持って人生を歩まれる新
成人の門出をお祝いする
「多賀町新成人の集い」を開催し

平成29年4月分から平成30年3月分までの国民年金

願いします。

保険料は、月額16,490円です。保険料は、日本年金機構

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険

■日時 平成30年1月7日（日）

から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビ

料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付

受付

ニで納めることができます。また、
クレジットカードによる納

猶予制度」がありますので、税務住民課の窓口までご相談
ください。

ます。
10時〜

第1部

式典の部

10時30分〜

付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお

第2部

懇談会の部

11時30分〜

得な口座振替もあります。

■会場

中央公民館

2階

大ホール

■対象

平成9年4月2日から平成10年4月1日生まれの方

平成29年度の免除等の受付は、平成29年7月から開

日本年金機構では、国民年金保険料を納期限までに納

始され、平成29年7月分から平成30年6月分までの期間

めていただけてない方に対して、電話、書面、面談により早

を対象として審査をおこないます。申請ができる過去期間

期に納めていただくよう案内をおこなっています。

については、
申請書を提出した日から2年1カ月前までにな

未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督

お願い

促をおこない、指定された期限までに納付がない場合は、

1.多賀町に住民登録をされている対象者の方について

2.多賀町出身で町外に住民登録をされている方で、
「多賀

は、すでにご案内をしていますが、まだご案内が届いて

町新成人の集い」に参加を希望される方がお知り合いに

延滞金が課されるだけではなく、納付義務（※）のある方の

いない方は、お手数ですがご連絡ください。

おられましたら、
お名前とご連絡先をお知らせください。

財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお

ります。
※納付義務者は、被保険者本人、連帯して納付する義務を
負う配偶者および世帯主になります。

年金請求書の手続き忘れはありませんか？
産業環境課（農政） （有）2-2030 （電）48-8117 （Ｆ）48-0594

農業委員会だより

次回の農業委員会

8月8日（火） 14時〜 2階大会議室

老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期

成29年8月1日
（もっとも早い年金のお支払は平成29年

間）が、
「 25年」から「10年」に短縮されることになりまし

10月）
です。まだ、請求手続きをされていない方は、今すぐ

た。日本年金機構では、
これまでに対象となる方に黄色の

「ねんきんダイヤル」までお電話ください。予約のうえ、年

封筒（A4サイズ）をお届けしています。制度の開始は、平

金事務所にて手続きをおこなってください。

6月12日に開催された委員会の審議内容です。
• 議案第1号

農地法第3条の規定による農地所有権の移転許可申請……1件

彦根愛知犬上広域行政組合

※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

彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地の決定について

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。
• 報告第2号

設候補地の公募によりご応募いただいた5地域について、

※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。

「彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地選定委員

産業環境課（農政） （有）2-2030 （電）48-8117 （Ｆ）48-0594

新しく農業委員会の委員が任命されました
7月20日より、新しく農業委員会の委員が任命され、新

集落名

名

集落名

氏

富之尾

喜多

土田卯之輔

駿

敏満寺

小菅

建次

土

（担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防

大

岡

山本

登英

敏満寺

田中

栄一

止・解消、新規参入の促進）の推進に取り組むこととなり

猿

木

古川

新司

栗

栖

栗本

泉

ます。

月之 木

髙橋

正孝

富之尾

富田

平

土

田

土田

雅孝

富之尾

喜多喜代美

木

曽

西澤

順一

多

田中

委員は、公募制により、推薦・応募された地域農業に対
して熱意のある方が、議会の同意を得て任命された皆さん
です。農地法にもとづく許可や農地の賃借権の設定など、
農業委員の皆さんにお気軽にご相談ください。
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■任期

田

賀

り、今後施設整備基本計画の策定や環境影響評価（環境ア
セスメント）等に順次取り組んでいきます。

会」で評価・順位づけをおこなっていただき、その報告書

なお、
このたびご応募いただきました5地域の皆さんに

をもとに、
さらに実現可能性やさまざまな施策との関連性

は、環境問題への深いご理解に対しまして敬意を表すると

等を加味し、議論・検討を進めてきました。その結果、
この

ともに、候補地選定に関し、多大なご協力をいただきました

たび「愛荘町竹原区」を建設候補地として決定しました。

ことに深く感謝申し上げます。

名

重森

買の許可に関する業務等に加え、農地等の利用の最適化

楢

氏

崎

新体制の農業委員会の委員は、従来の農地の賃借・売

新たなごみ処理施設の稼働は平成39年度を予定してお

彦根愛知犬上広域行政組合では、新ごみ処理施設建

農地法第18条第6項の規定による合意解除通知について……1件

体制でスタートすることとなりました。

建設推進室 （電）35-0015 （Ｆ）35-4711

昇

伸幸

平成29年7月20日〜平成32年7月19日

▲新たなごみ処理施設建設候補地

位置図（愛荘町竹原区）
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けんこう

けんこう／民児協だより

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8131

宿題の俳句日記・短歌日記を紹介します！

こんにちは、保健師です

「あたま」の健康を保ち、いきいきとすごすために
65歳以上の4人に1人は、認知症またはその予備軍と言われています。高齢化が進むに伴い、認知症は今後ますます身

「教室からの食事会
「脳トレで

決めるだけで 心がはずむ」

献立立ててイメージする

来週脳トレ

• 教室の皆さんとのコミュニケーションがよかった。
早く

来ないか」
「素晴らしき 雪の合い間の

かになってきています。認知症予備軍とも言われる
「軽度認知障害」の段階で生活習慣の改善などの認知症予防に取り組

「散歩道

むことで、
5年後には5割の人が改善・維持できるといわれています。

「デジカメの プリント操作

青い空」

指折りひらけ 脳トレかな」
脳力アップ」

• いままで家族に書いてもらっていた書類を書くように
なった。
• 今後も楽しく仲間と脳力アップの取り組みを続けていき
たい。

多賀町では、昨年から認知症予防教室「脳力アップ教室」を開催しています。
「最近忘れっぽくなり、
このままではいけな
ています。教室ではストレッチや有酸素運動、頭と体を同時に動かす運動、連想ゲームや調理などをおこないました。教室

• 家でも、
これも脳トレかな、あれも脳トレかな、
と考えるよ
うになった。

近な病気になることが予想されます。まだ解明されていないことも多い認知症ですが、発症・進行の要因や予防策が明ら

い。予防の取り組みをしたい」
との思いをお持ちの方を対象に6カ月間、認知症予防の生活習慣を身につける教室を開催し

教室修了時の感想

教室修了後も仲間と認知症予防の取り組みを続けていきたい、
との声が上がり、平成29年4月からは毎月2回、
自主的
に集まり活動をされています。

修了後も、
自分たちで予防に取り組む習慣をつけるため、宿題にも取り組みました。今回は、
さまざまな活動の中から一部
を紹介します。

あなたも教室に参加しませんか

認知症予防によい軽食をつくろう！

教室の仲間と一緒にやりたいことを企画する！

①認知症予防の講義を聞き、献立をたてる。

①企画会議をおこなう。
（企画テーマ、参加者数、
日時、行き

②材料、
分量、
予算、
調達方法を考える。

先、集合場所、集合時間、交通手段、持ち物、欠席の連絡

③手順と役割分担を書き出す。

方法、各自の役割分担）

④調理、
試食。

②実行する。

⑤レシピをまとめる。

③報告会にむけて模造紙にまとめる。

グループに分かれておこないました。9種類のレシピが
出来上がりましたがそのひとつを紹介します。

教室を開催します。教室に参加し、認知症を予防する生

教室では参加者が『ランチと散策』
をテーマに、計画を立
した。

■開催日時 平成29年9月〜平成30年3月の毎週月曜
日
（計24回） 13時30分〜15時30分

活習慣を身につけませんか。
お問い合わせは多賀町地域包括支援センターまで。
■対象 日
 常生活に支障はないが、下記の項目に心当
たりのある65歳から79歳までの方

※毎回継続して出席できる方
■場所 ふれあいの郷
■参加料
■申込締切

1回500円
8月4日（金）

お問い合わせ・お申し込み

④発表する。
て、
ランチを楽しみ、写真や感想の入った楽しい報告をしま

脳に良い蒸し野菜

多賀町では、今年度も認知症予防のための脳力アップ

多賀町地域包括支援センター（福祉保健課内）
□まわりの人から「いつも同じことを聞く」などの物

（有）2-2021 （電）48-8115

忘れがあると言われる
□自分で電話番号を調べて、電話をかけることをし
ていない

■材料

□今日が何月何日かわからない時がある

Ⓐ（かぼちゃ、
ピーマン、
にんじん、
しめじ、ほうれん草、
わか
め、
トマト）
Ⓑ
（すりごま、
味噌、
みりん、
酢）
ナッツ

認知症予防教室アシスタントを募集しています（ボランティア）

■作り方
①Ⓐを洗い、
食べやすい大きさに切る。

9月からはじまる認知症予防教室をお手伝いいただける方を募集しています。特別な知識や資格などは必要ありませ

②硬いものから蒸し器で蒸す。

ん。教室内で準備や補助をお願いします。お申し込み、
お問い合わせは多賀町地域包括支援センターまで。

③Ⓑを混ぜ、
ソースを作る。
④蒸しあがった野菜を器に盛り付ける。

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8131

⑤ナッツを麺棒などで砕き、
④にふりかけ③もかける。
▲みんなで企画しました！

認知症を予防するために、頭のトレーニングとして計算
やパズルなどを思い浮かべる方も多いと思います。それら
も有効ですが、いつもの生活を意識するだけで脳力をアッ
プすることができます。
この教室では、今まで取り組んだことがないことにチャレ
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多賀町の高齢化率は7月1日現在、33.05％となってい
て、17.6％の人が後期高齢者となっています。
もし、私たちが病気やけがで病院に入院すると、完治あ
るいは一定期間が経過すると退院することになります。
1950年代には、約80％の方が自宅でお亡くなりに

ます。
在宅医療になると、家族や周りに迷惑がかかるのではな
いかと不安や心配になる方が多くいらっしゃいますが、最近
では住み慣れた場所で医療や介護など、
さまざまなサービ
スを受けながら療養生活を送る方々も増えてきています。
また、通院が困難な方や退院後も診察が必要な方のた

ンジして日頃使わずに眠っている脳の機能を使います。手

なっていましたが、医療の進歩や医療施設の整備により、

順や段取りを考え企画することで計画力の向上をめざし、

今では逆に80％の方が病院でお亡くなりになるようにな

めに、医師による定期的な訪問診療や介護サービスの訪問

何人かで会話をすることや足踏みしながら頭を使うことで

りました。

看護や介護ヘルパー等、療養生活を支える医療や福祉制

注意を切り替えて、いくつかの物事を同時におこなう力を
▲分担して調理を進めました

たが民児協だより

鍛えることなどに取り組みました。

このような状況を踏まえ、厚生労働省は長期入院によ

度がありますので、お近くの民生委員や多賀町地域包括支

る医療費の増加を抑制するため、在宅医療を推進してい

援センター（福祉保健課内）等にお気軽にご相談ください。
広報たが 201７年8月号
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家屋評価／学校支援ボランティアだより

多賀町立博物館

税務住民課（税務） （有）2-2041 （電）48-8113 （Ｆ）48-0594

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

家屋評価にご協力お願いします

重要なお知らせ

税務住民課では、主に平成29年1月2日以降に建築された家屋（住宅・店舗・倉庫など）
について、9月頃から固定資産
税および不動産取得税
（県税）の適正課税のため家屋評価を実施します。
対象となる方については、
ご案内したうえで評価のため順次訪問しますので、皆さんのご協力をお願いします。

空調設備更新等工事のため、博物館は7月18日から9月30日（土）まで休館します（予定）
休館中の自由研究の相談は、電話または中央公民館にて出前相談を受け付けます。中央公民館での出前相談をご
希望される方は事前に、博物館へお電話でご予約ください。8月10日（木）から12日（土）までは学芸員の資格取得のため
の博物館実習生が相談を受け付けます。博物館の常設展示はお休みです。

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

学校支援ボランティアだより

ボランティアメンバー随時募集中です！

学びっこタイム活動（大滝小学校）

観察会

多賀の花の観察会

〜ごぼう畑の植物（桃原）〜

本年度も多賀里づくりプロジェクト

折り紙やエコキャップを使ったコマ作

いただきながらさまざまな活動を予

の一環で、大滝小学校低学年児童の

り、輪ゴムてっぽう遊びなどもあり、
ボ

定しています。

見守り
（学びっこタイム）を毎週木曜

ランティアの皆さんには工作の補助

「一度参加してみようかな」と思わ

ちがあなたを待っています。自然いっ

■集合場所

日と金曜日におこなっています。宿題

などをして一緒に過ごしていただい

れた方は、ぜひご連絡ください。お待

ぱいの多賀を再発見しませんか。原

駐車場

のあと、地域の方々とのふれあい遊

ています。長期の活動であり、今後は

ちしています。

則、雨天決行です。お気軽にご参加く

■主催

多賀植物観察の会

びやパソコン活動などをしています。

地域のサークルの皆さんにもご協力

ださい。

■共催

多賀町立博物館

今回は桃原にて山の植物を観察し

■日時

ます。この季節だけにみられる花た

8月17日（木）
9時30分〜12時
あけぼのパーク多賀

■参加費

100円（保険料）

※事前申込は不要です。当日、動き
やすい服装でお越しください。

活動報告

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト2017
5月20日、6月17日に多賀町古
代ゾウ発掘プロジェクト2017とし
て、親子化石発掘体験をおこないま
▲折り紙でコマ作り

▲身体を使ったゲーム

▲輪ゴムてっぽう遊び

いただきました。
9月には5次発掘をおこなう予定
で、あわせて第3回親子化石発掘体

した。
当日は発掘現場から持ち帰った粘

体育大会表彰状作成（多賀中学校）

で見つけた化石を記念に持ち帰って

験を開催する予定です。

土のかたまりを割って、化石を探しま
した。植物化石などが発見され、自分

6月10日、多賀中学校でおこなわ
れた体育大会で、表彰状作成のボラ

第3回『星とゾウのまちコンサート』

ンティアをしていただきました。プロ
グラムが進む中、各種目の上位入賞

〜第3回のテーマは「夏の終わりにチェロの音色を楽しむ」〜

および新記録の表彰状等を、一字一

■日時

8月30日（水） 19時〜21時

字ていねいに作成してくださいまし

■会場

あけぼのパーク多賀 ホール

た。

■出演 チェロ 松崎安里子、
ピアノ 大岡真紀子

▲親子化石発掘体験のようす

▲心を込めて作成していただきました

博物館の一品紹介

家庭科ミシン授業補助（多賀小）

ぼ う せ い きょう

小型仿製鏡 （古墳時代前期）

6月から7月中の6日間、4人の方
に多賀小学校6年生家庭科ミシン授
業の補助をしていただきました。ナッ

鏡は弥生時代に中国・朝鮮半島か

出土した鏡は破片ですが、割れた

プザック製作の補助で、
「ここはどうす

ら伝わりました。当時、鏡は大変希少

断面は磨かれたか、擦れたようになっ

るんですか」など熱心に聞く児童たち

で、神聖なものであり、祭祀などに利

ており、紐を通して首から提げられて

に対して、一人ひとりにていねいに対

用されました。

いたと考えられています。

応してくださいました。

仿製鏡は日本で製造された鏡で、
▲ていねいに対応していただきました

▲細かい作業も見ていただきました

今月も多くのボランティアの方にご協力をいただきました。ありがとうございました。
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木曽遺跡の発掘調査で住居跡から見
つかっています。

▲木曽遺跡で見つかった鏡
広報たが 201７年8月号
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多賀町立図書館

多賀町立図書館

多賀町立図書館 （有）2-1142 （電）48-1142 （Ｆ）48-1164

平成29年度

工事休館中の移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

8月・9月は、児童館（中央公民館横）での開設にともない、移動図書館の巡回を中止いたします。
重要なお知らせ

空調設備更新等工事のため、図書館は7月18日から9月30日（土）まで休館します（予定）
図書館は開館していませんが図書館事務所に職員はおりますので、予約資料のお渡し、CD・DVDの返却、他館か
らの借受資料の返却等の対応をいたします。下記カレンダーの☆印は対応可能日です。
月曜日・祝日・第3日曜日・最終木曜日は、図書館事務所もお休みです。
多賀町立図書館・児童館 カレンダー

8月の休館
日

月

9月の休館
火

水

木

金

土

1
☆

2
☆

3
☆

4
☆

5
☆

日

月

火

水

木

金

土

1
☆

2
☆

7
㊡

8
☆

9
☆

10
☆

11
㊡

12
☆

3
☆

4
㊡

5
☆

6
☆

7
☆

8
☆

9
☆

13
☆

14
㊡

15
☆

16
☆

17
☆

18
☆

19
☆

10
☆

11
㊡

12
☆

13
☆

14
☆

15
☆

16
☆

20
㊡

21
㊡

22
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㊡…図書館事務所・児童館のお休みの日

おはなしのじかん

夏休み課題図書について

■日時

8月5日（土） 10時30分〜

■場所

児童館（中央公民館横）

夏休みの課題図書の貸出期間を、7月1日から8月31日
（木）まで通常の3週間から2週間に変更します。必ず、期限内

※会場が変更となっています。ご注意ください。

に返却いただけますようお願いします。また、延長もできま

■対象

乳幼児と保護者

せん。

■内容

絵本・紙芝居の読み聞かせ、
しゃぼんだまあそび

お願いします。

おはなしのじかん
ばたの工作と飾りつけをしました。以
前、図書館応援団の方に設置してい
だだいた図書館入口の大きな笹に、
それぞれの願いことを書いた短冊を
飾りました。

■…あけぼのパーク多賀休館日

▲願いごとが叶いますように！

予約分のお渡し、CD・DVD・他館からの
借受資料の返却受付

パリのエマ

のお渡し、CD・DVD・他館からの借受資料の返却を受け

長谷川

義史／作

クレール・フロッサール／文・絵

付けます。正面玄関自動ドア横のインターホンを押してく

理論社

KEダジ

クリストフ・ユルバン／写真

させていただいています。下記のとおり長期休館に伴う特
別対応をしています。
■貸出場所

ださい。職員が対応します。

し、
CDは15点以内・DVDは2点以内）
■貸出増冊期間
■貸出期間

■対応可能時間

10時〜15時

※上記カレンダーをご覧ください。

6月27日〜9月30日（土）
（予定）

3週間
（DVDは2週間）

インターネットから
貸出期間を延長できるようになりました！
図書館に来館せずに２４時間いつでも、延長ができま

絵本
だじゃれ世界一周

休館中も、あけぼのパーク多賀の正面玄関にて予約分

■貸出し カード1枚につき100点
（CD・DVD含む。ただ

▲絵本の読み聞かせ風景

新刊紹介

空調設備更新等工事のため、7月18日から長期休館と

児童館
（中央公民館横）

活動報告

7月のおはなしのじかんでは、たな

長期休館中のお知らせ

上限100冊まで借りられます！！

夏休み中にできるだけ多くの方が借りれるようご協力を

（ぬれてもいい服装で来てください。）

6
☆

☆…図書館事務所・児童館の開設日

お知らせ

長期休館中は児童館（中央公民館横）でも
貸出や返却ができます
■期間

7月22日〜9月30日（土）
（予定）

■場所

児童館（中央公民館横）

「あっ、いたりあ（イタリア）」
「みつかったー

木坂

涼／訳福音館書店

KEエマ

る
（カタール）」
「たまにはまけどにあ（マケ

しんせきがいるパリに、
うみをこえてニュー

ドニア）」
「かったりまけたりでんがーな（ガーナ）」…。地球

ヨークからやってきた、すずめのエマ。えいごがつうじない

といっしょにウフフ。世界中の人びとが国名だじゃれでコ

ので、いとこのアメリのいえに、なかなかたどりつけませ

ミュニケーション。だじゃれを声に出しながら、
たのしく世界

ん。
しろねこのエドワールとともだちになり、みちをおしえ

の国名をおぼえよう！

てもらって、
ようやくアメリとあうことができました。エマと
アメリはだいどうげいをはじめて…。

児童書

■開設日 上記のカレンダーをご覧ください

はじめて見たよ！ セミのなぞ

ピンクのドラゴンをさがしています

みです。

新開

あんびる やすこ／著

※次に予約が入っている資料や貸出期間が過ぎた資料に

少年写真新聞社

す。延長期間は延長申請日から１週間、延長回数は１回の

■開設時間

10時〜15時

ついては延長できませんのでご注意ください。

孝／写真・文
K486

岩崎書店

セミのおしっこは、きたなくないの？
す

アブラゼミって、
どんなセミ？ 一生の大半を地中で過ごす
こんちゅう

児童館（中央公民館横）での開設期間中、本館と同じように毎週土曜日に新刊も借りていただけます。
新聞（当日分のみ）
や最新号の雑誌も閲覧できます。
大変ご不便おかけしますがご理解いただきますようお願いします。
広報たが 201７年8月号

12

セミの生活は、わからないことだらけ。ベテラン昆 虫写真
ちょうせん

さ ん ら ん

家が日本各地のセミを観察して、そのなぞに挑戦！ 産卵
しょうかい

や羽化など、
セミの生活の不思議を写真で紹介する。

K913 アン
ま じ ょ

むずかしい顔をして魔 女新聞をのぞきこん
でいたシルクとコットン。そこへやってきたナ
ナが、ふたりに「どうしたの？」
とたずねると、ゆうめいな魔
女たちのとくべつなブローチ「ロゼット」が、
とつぜん行方
不明になってしまったとのことでした。ナナも新聞をのぞき
たんてい

こんでいると、
探偵魔女のデーテがあらわれて…。
広報たが 201７年8月号
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B＆G海洋センター

緑のふるさと協力隊／おしらせ

B＆G海洋センター （有）2-1625 （電）48-1625 （Ｆ）48-1884

地域整備課（治水） （有）2-2020 （電）48-8119 （Ｆ）48-0157

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

緑のふるさと協力隊

「多賀町秋季軟式野球大会」参加者募集中！
8月27日（日）および9月3日（日）に、

なかむら

たかまさ

中村

卓雅

隊員

区民農園に電柵を設置しました！

多賀町民グラウンドにて多賀町体育

区民農園は電柵の中にあるのにもかかわらず、
サルが電

協会主催による多賀町秋季軟式野球

柱や水路を使って入り込みジャガイモの芽を引っこ抜いた

大会が開催されます。

なりかけましたが、地域の方々に畑の近くに蛇口をつけて
もらえたのでとても助かりました。

り、
サトイモを掘り返されたりする被害が出たため、6月11

今後の区民農園の目標は、獣害がひどくて家庭菜園をあ

参 加 申し込 みなどの お問 い 合わ

日に霜ケ原の方々と一緒にサル除けの電柵を設置しまし

きらめてしまっている霜ケ原の方々が気軽に来て農作業が

せは、多賀町体育協会事務局（多賀

た。柵はみるみるうちにできていき、皆さんの連携がすご

できる環境づくりと、霜ケ原を出ている方々が帰ってくる

町B＆G海洋センター内）までお願

かったです。

地蔵盆の時期に、収穫祭を開催できるようにすることです。

いします。

▲昨年のようす

▲今年も熱戦が期待されます

滝の宮スポーツ公園プール、
B＆G海洋センタープール開放終了のお知らせ
本 年 度 のプ ー ル 開 放 は 、滝 宮 ス

その後、霜ケ原の方に教えてもらいながらトマト、ナス、
スイカなど13種類の野菜を植えました。植えてから一度

がんばっていきたいと思っていますので、応援していただ
けると幸いです。

も雨が降らなかったため雨水をためていた水槽の水がなく

滝の宮スポーツ公園

ポーツ公園が8月27日（日）、B＆G海

■開放期間 7月20日〜8月27日（日）

洋センターは8月31日（木）で終わりと

■開放時間

13時〜16時

なります。今シーズン、まだプールへ
入ってない方はぜひお越しください。

B＆G海洋センター

お待ちしています！（休館日は月曜日

■開放期間

と祝日の翌日です。）

■開放時間 9時〜12時、13時〜16時

7月1日〜8月31日（木）

「マリンスポーツ体験教室」報告

▲柵設置のようす

▲収穫祭に向けてがんばっています

マリンスポーツ体験教室を全4回
開催しました。そのうち3回は多賀町

●滋賀県シルバー人材センター連合会

B＆G海洋センター艇庫（敏満寺 大

案内

門池）で開催し、1回は野洲市中主B

講習会

＆G海洋センター艇庫で開催された
マリンスポーツフェスティバルに参加
しました。カヌー、OPヨット、ウィンド
サーフィン等に乗り、琵琶湖で楽しく
過ごしました。

▲みんなで力を合わせます

▲琵琶湖の風をつかんでます！

オフィス
クリーニング講習
生活支援サービス従事
者講習
（草津会場）
地場産品
販売スタッフ講習

日程

シニア講習会
時間

場所

定員

対象・定員

申込締切

８月３０日（水）～９月８日（金）
シルバー連合会
１０時～１６時
１５人 ５５歳以上県内在住者 ８月１８日（金）
土日以外８日間
事務所
８月２４日（木）
・２５日（金）
・２８日（月）
・
草津市立まち
９時～１６時３０分
１５人 ５５歳以上県内在住者 ８月 ４日（金）
・３１日（木）
・９月１日（金）
２９日（火）
づくりセンター
９月２０日（水）～９月２９日（金）
シルバー連合会
１０時～１６時
１５人 ５５歳以上県内在住者 ９月 ８日（金）
土日以外８日間
事務所 他

※受講者選考面接あり。費用は無料。交通費・昼食代は自己負担。

スポーツ推進委員かわらばん

に楽しく体験できます。

スナッグゴルフ体験教室をおこない

今後も継続して体験教室を計画し

ました。お天気にも恵まれ、参加者を

ていきますので、
「ちょっとやってみた

はじめ、スポーツ推進委員も講師の

いな−」と思った方はぜひ、次回の体

田中先生のおかげで楽しく体験する

験教室に参加してください！

14

合会までお電話ください。ハローワー

お問い合わせ・お申し込み

（電）077-525-4128

ク、シルバー人材センターに申込用

公益社団法人

（Ｆ）077-527-9490

紙がありますので、必要事項をご記入

滋賀県シルバー人材センター連合会

（HP）http://www.sjc.ne.jp/shigapref/

案内

模擬店や遊技店、盆踊りなど、さま

ざまな催しを予定しています。ぜひご

初心者の方でも講師の先生がてい

広報たが 201７年8月号

ホテルテトラ大津3階

●佐目清流祭

ことができました。
ねいに教えてくださいますので、気軽

大津市逢坂1丁目1番1号

お申し込みをすることもできます。

お申し込みについては、
まずはお気

スナッグゴルフ体験教室開催しました！
6月4日に滝の宮スポーツ公園で

のうえ当連合会あてに郵送かFAXで

軽に滋賀県シルバー人材センター連

参加ください。
▲体験風景

■場所

多賀清流の里

■日時

8月20日（日） 17時〜19

時30分
■内容

ステージショー、抽選会、盆

踊り、花火、模擬店、遊技店

お問い合わせ
多賀清流の里
犬上郡多賀町佐目675
（電）49-8030
広報たが 201７年8月号

15

おしらせ

おしらせ

●平成29年度の無料調停相談会の開催
案内

●平成29年度多賀町職員採用初級試験のお知らせ
募集

試験区分および採用予定人数

土木職…1人／保育士・教諭…2人
受験資格

でに取得見込みの者

育士・教諭のみ実技試験

試験

※詳細は1次合格者に別途通知します。

（1）第1次試験日・場所

受付期間

調停というシステムの利用方法に

に聞き取り、調停を進めていくための

関して広く知っていただくために、定

具体的な方法を説明します。
（当相談

期的に全国各地でおこなわれている

会で直接紛争解決を計るものではあ

相談会です。調停制度とはどのような

りません。）
■日時 8月23日（水） 10時〜16時

（1）学歴

問いません。

ア.試験日 9月17日（日） 10時〜12時

7月18日から8月18日（金）までの

もので、利用するにはどのような手続

（2）年齢

土木職…昭和58年4月2日

イ.場所

執務時間中（月曜日から金曜日の8

きが必要なのか？ 調停委員が個別

から平成12年4月1日までに生ま
れた者

保育士・教諭…昭和63

彦根商工会議所（彦根市

時30分から17時15分まで）

中央町3-8）
ウ.試験内容

採用予定

教養試験

までに生まれた者
（3）資格

お申し込み・お問い合わせ

ア.試験日 11月上旬

保育士・教諭…保育士資

格・幼稚園教諭免許の両方を有す

イ.場所

総務課

多賀町役場

ウ.試験内容

論文試験、面接試

人事給与係

（有）2-2001 （電）48-8120

験、土木職のみグループ討議、保

る者、
または平成30年3月31日ま

●第2回滋賀県警察官採用試験
しています！
■第1次試験
■試験会場

9月17日（日）
立命館大学びわこ・く

さつキャンパス
■受付期間 8月1日（火）〜8月31日（木）
※インターネットでの申し込みは

10月1日の採用となることが

昭和62年4月2日から平成12

あります

年4月1日までに生まれた男女

■試験区分および採用予定人員

男

で、上記A区分に該当しない人。

12人／女性B（高卒程度）5人
A区分…昭和62年4月2日以降

滋賀県警察本部警務課採用係
フレッシュ

サ イ ヨ ー

屋内・屋外

1区画

各日ともに110区画程

度（屋外50区画 屋内60区画）
■出店料金

1日1区画500円、両

日1区画700円
■申込期間 8月1日（火）〜9月30日（土）

ハローワーク彦根 （電）22-2500

ハローワークでは職 業 訓 練 の 相

●第71回滋賀県美術展覧会
■会期

8月13日（日）〜8月19日（土）

※8月14日（月）は休館
■展示内容

平面…日本画、油彩画、

■時間

9時〜17時

■会場

滋賀県立文化産業交流会館

■入場料

けます。

滋賀県芸術文化祭実行委員会・

お問い合わせ

（公財）
びわ湖芸術文化財団
審査員による講評会を開催します！
■日時

心配ごと相談

■実施日 8月9日（水）
・23日（水）

■実施日 8月31日（木）

■今月の相談日 8月7日（月）

65歳以上の方（運動制限を ■対象者

■場所 ふれあいの郷（送迎ご相談ください） ■時間

す。）友人等とお隣で出店を希望

きは、一人で悩まないで、法テラスにお問い

させる場合は、お申し込みの際

合わせください。解決に役立つ法制度の紹

にその旨と相手のお名前をお伝

介や相談窓口の情報を無料でご案内してい

えください。詳細はホームページ

ます。また、経済的に余裕のない方が法的ト

をご覧ください。

ラブルにあった時に、弁護士による無料法

お申し込み・お問い合わせ

律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費

滋大祭実行委員会フリーマーケット担当

お問い合わせ

でのみ。

第51代滋大祭実行委員会ホームページ
（HP）http://shidaisai.info/2017/
（電・Ｆ）
27-1137

法テラスサポートダイヤル

8月13日（日）

今月の介護者さんのおしゃべり会

■対象者

受けている方はご相談ください）
13時30分〜15時30分

■持ち物

地域

創造部 （電）077-523-7146

今月の足腰シャキッと教室

より設立された公的な法人です。
ブルでのお悩みはありませんか。そんなと

（公財）
びわ湖芸術文化財団

10時30分〜（工芸・書）

ンセル待 ち の 受 付はおこな い
ホームページ等で後日連絡しま

※どなたでも自由にご参加いただ

無料
滋賀県・滋賀県教育委員会・

■主催

■時間

遺言、相続問題、成年後見など法的トラ

14時30分〜（平面・立体）

（米原市下多良2丁目137）

援センター（愛称：法テラス）
は、国に

月21日（月）から8月27日（日）ま

広報たが 201７年8月号

お問い合わせ

を締め切りとします。ただし、キャ

用の立て替えをおこなっています。

便、
③電話・FAX

です。

京阪浜大津駅前にある日本司法支

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1-1-1

①インターネット、②郵

の幅を広げたい」
「資格を取って就職

定員に達し次第、募集

※電話・FAXでの申し込みは8

■申込方法

16

案内

ます。
（申し込み時や送付資料、

縦3m×横3m
■募集区画

■注意事項

lg.jp/police/saiyou/

●こんなとき、
まずは「法テラス」へ

滋大祭フリーマーケット出店募集

■区画広さ

た個別支援等も実施しています。

ガラス、人形、
パッチワーク等

お問い合わせ

までに卒業見込みの人。B区分…

天時は体育館のみ）

制度があります。原則、受講料は無料

刻等／工芸…漆、染め、織り、陶、

※男性Aについては平成30年

滋賀大学経済学部（雨

しいスキルを身につけたい」
「仕事

ページをご確認ください。

（HP）http://www.pref.shiga.

■出店会場

談、申し込み手続きの他、就職に向け

卒程度）3人／男性B（高卒程度）

卒業または平成30年3月31日

10時〜16時
（9時受付開始）

能・知識を習得するための職業訓練

水彩画、版画等／立体…彫塑、彫

■採用予定日 平成30年4月1日（日）

11月4日（土）
・5日（日）

（電）22-0167

「未経験の仕事に挑戦したい」
「新

詳しくは、滋賀県警察のホーム

（電）0120-204-314

■開催日時

滋賀調停協会彦根支部

●ハロートレーニング（公的職業訓練）〜急がば学べ〜

性A（大卒程度）12人／女性A（大

に生まれた男女で、四年制大学を

●

お問い合わせ

案内

8月28日（月）17時まで

案内

メッセホール3階

（当日受付 9時30分〜15時30分）

につなげたい」など就職に必要な技

募集

滋賀県警察本部では警察官を募集

■場所 ひこね市文化プラザ

案内

平成30年4月

年4月2日から平成10年4月1日 （2）第2次試験日・場所

※予約不要

■時間 いずれも9時〜11時30分

る方

■場所
10時30分〜12時
もんぜん亭（多賀大社前

駅の前）

お問い合わせ 福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

広告募集中
広報紙発行部数：２，
９3０部
１枠：５，
０００円／１カ月

■来月の相談日 9月19日（火）

齢者を、在宅で介護されてい

お茶、タオル、筆記用具、 ■場所

参加費100円

寝たきりや認知症の高

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

広告募集中
広報紙発行部数：２，
９3０部
１枠：５，
０００円／１カ月

（電）0570-078374
法テラス滋賀（電）0503383-5454
広報たが 201７年8月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

相談・健診

☆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。

広報たが 201７年8月号
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（標記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

す く す く 相 談

９月１９日（火）

１０時～１１時

子どもの健康、
子育てに関する相談を受け付けています。
※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
３歳６カ 月 児 健 診
７ ～ ８ カ 月 児
離 乳 食 教 室
子宮頸がん・乳がん検診

９月 ４日（月）
９月 ４日（月）
９月 ６日（水）
９月１３日（水）

骨 粗しょう症 検 診

９月 ５日（火）

特
定
健
診
胃・大腸・肺がん検診

９月１３日（水）

９時～１１時

９月１５日（金）
９月２０日（水）
９月２６日（火）
９月２９日（金）

９時～１１時
９時～１１時
７時３０分～１０時
９時～１１時

特
定
健
診
（スマート健診・肝
炎ウイ ルス検 診 ）
胃・大腸・肺がん検診

９月１９日（火）
９月 ５日（火）

１３時１５分～１３時３０分
１３時３０分～１３時４５分
１３時３０分～１３時４５分
１３時３０分～１３時４５分
９時５０分～１０時

Ｈ２９年４月生まれの乳児
Ｈ２9年１０月生まれの乳児
Ｈ２８年１・２月生まれの幼児
Ｈ２６年２月生まれの幼児
Ｈ２９年１・２月生まれの乳児

９時～１１時
９時～１１時
１３時３０分～１４時３０分
特定健診・スマート健診・肝炎ウイルス検診・骨粗
しょう症検診・各種がん検診の申込者

平成29年9月 多賀町 し尿収集カレンダー
午

日（曜日）

予防接種名

実施時期と方法
種類
ヒブ
初回:4〜8週間隔で3回接種
生後2カ月〜5歳未満
（インフルエンザ菌b型）
（標準的な時期:生後2〜7カ月） 追加:3回目接種日から
※1
7〜13カ月後に1回接種
初回:27日以上の間隔で3回接種
小児用肺炎球菌
生後2カ月〜5歳未満
追加:3回目接種日から
※2
（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）
27日以上の間隔で2回接種した 不活化ワクチン
B型肝炎
生後2カ月〜12カ月未満
1回目接種日から139日以上 （6日以上おいて
※3
（標準的な時期：生後2〜9カ月） 後、
別のワクチンが
の間隔で1回接種
接種可能）
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
4種混合
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
（ 百 日 せ き・破 傷 風・
:11歳以上13歳未満
1年後に1回接種
ジフテリア・不活化ポリオ） 風）
（小6相当の年齢） 2期:1回接種
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
日本脳炎
（標準的な時期:3歳〜4歳） 1期追加:2回目接種日から
※4
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
生後12カ月未満（標準的な時期: 1回接種
結核（BCG）
生後5〜8カ月）
生ワクチン
1期:12カ月以上〜24カ月未満
麻しん風しん混合
（27日以上おいて
2期:5歳以上7歳未満の年長児 1期・2期ともに1回ずつ接種
別の接種可能）
生後12カ月以上〜36カ月未満
水痘
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）

午

5日（火）萱原①・川相①
7日（木）一円①②・木曽①②・久徳①②・栗栖②
12日（火）大君ケ畑①③・佐目①・南後谷①・四手②
13日（水）猿木②③・多賀①②
14日（木）富之尾①・敏満寺①②
15日（金）一ノ瀬①・樋田③・藤瀬①
20日（水）月之木①②・土田①②③
21日（木）中川原①③
25日（月）佐目②・小原①
26日（火）大君ケ畑②
28日（木）久徳③
29日（金）萱原③

⑨

⑧

萱原①・川相①
一円①②・木曽①②・久徳①②・栗栖②
大君ケ畑①③・佐目①・南後谷①・四手②
猿木②③・多賀①②
富之尾①・敏満寺①②
不定期
月之木①②・土田①②③
中川原①③
佐目②・小原①
大君ケ畑②
不定期
萱原③

※1 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
※2 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
※3 平成28年4月1日以降に生まれた方に限る
※4 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。
☆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お持ちください。

⑦

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

〈ひろばの案内〉
わくわくランド で
遊
ぼ
う

月曜日～金曜日

にじ・きりん広場
ぺんぎん広場
こあら広 場
お 話 し ポ ケット

８月 ２日（水）
８月 ９日（水）
８月２３日（水）
８月 ８日（火）

９時～１３時
１３時～１４時

子ども同士が遊んだり、親同士が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～
水遊びやプール遊びを楽しみます。
１０時～
１０時～
１０時１５分～ 子どもの本のサークル「このゆびとまれ」さんに来ていただきます。

②

④

⑤

⑥

問題

※「—」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。

クロスワード

対象年齢

③

後

集落

おたのしみ
①

（指定医療機関で1年中実施・予約制）
〈予防接種〉

前

集落

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
☆1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お持ちください。

にこにこ広場
（登録制）

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

し尿収集カレンダー/クロスワード/おめでた・おくやみ

ヨコのカギ
①日本の城に多く見られる、頭は竜のようで魚
の形をしている棟飾り。
②鍵屋と並び、江戸時代から名高い花火屋の屋
号。
③２つそろって１組をなすもの。
④ラーメンの鳴門に描かれている模様。
⑤ｐ１０。固定資産税・不動産取得税の適正課税
のため、○○○評価にご協力をお願いします。
⑥ｐ４。
８月２３日に鳥取県○○○町と友好都市
盟約を締結します。
タテのカギ
①美味しい物を食べたときなどに舌を鳴らすこ
と。
④「魚」の訓読みは「さかな」
ともう一つ。
⑤雨が降る日はこれを忘れずに。
⑦西蓮寺がある大字。
⑧食事の時によく飲まれる飲み物。
⑨病・症・疲の漢字の部首は「○○○だれ」。

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

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

ヒント : 暑い夏を乗り切りましょう！

□□□□
FAXの場合

「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。有

有線FAX

線FAX・多賀町ホームページの回答フォームからでもOKです。締め

NTTFAX

切りは8月30日（水）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。

2-2018
48-0157

PCの場合

http://bit.ly/tagaquiz

スマホ等の場合

先月号の答え

ココ
エンシ
サメ
アー
サトガ

①

⑩

③

⑨

④

⑤

⑦

キソ
ヨウ
オ
イド
エリ

②

⑧

⑥

「アサガオ（朝顔）」
でした。

ひとのうごき

平成29年6月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
7,550人（-3）
■男性
3,645人（-3）
■女性
3,905人（±0）
■世帯数
2,754世帯（-1）
■出生者数
5人
■死亡者数
8人
■転入者数
5人
■転出者数
24人

放射線量（μsv/h）
7月18日 0.07
※役場前にて、
3回測定平均値

広報たが 201７年8月号
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減塩レシピ

今月は管理栄養士さんオリジナルの減塩レシピを紹介します。
暑い夏でもさっぱり食べられる献立です。
脂質の少ないむね肉を使い、野菜や海藻
は片栗粉をまぶすことにより、なめ
酸味、香辛料、香味野菜を使うこと
で、塩分を控えながらもおいしく
食べられます。
材料（4人分）
鶏むね肉
（皮なし）…………240ｇ

乾燥ワカメ…………………… 8ｇ

玉ねぎ………………………100ｇ

片栗粉………………… 大さじ1

｛

マヨネーズ………… 大さじ2

Ⓐ ポン酢しょうゆ… … 大さじ1
七味唐辛子………………少々

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

作り方
❶鶏肉はうすく削ぎ切りにし、片栗

1枚ずつ広げながら茹でて冷水

粉をていねいにまぶす。玉ねぎ

に取り、冷めたら水気を切る。）
オ

はうす切りにし、
トマトはくし型に

クラは小口切りに。

切り、みょうがは千切りにし、
ワカ

❸Ⓐを混ぜ合わせる。

メは水でもどす。

❹皿に②とトマト、みょうがを盛り付

❷熱湯で①の鶏肉、玉ねぎ、オク

け、③をかけて完成。

ラ、
ワカメの順に茹でる。
（鶏肉は
調理時間

約20分

（1人分） エネルギー 142kcal ／ 塩分 0.7ｇ
地産地消を意識した料理、
できるだけ簡単な手順の料理、
未発表でオリジナルの
レシピを募集しています。詳しくは、
福祉保健課
（ふれあいの郷 内）
（有）2-2021
（電）48-8115 までお問い合わせください♪

広報たが 月号 発行■多賀町役場 編集■企画課
〒５２２‐０３４１ 滋賀県犬上郡多賀町多賀３２４
電話 ４８‐８１２２ 毎月発行

みょうが… …………………… 2個

19時まで受付します。

多賀町民憲章

らかでやわらかい食感になります。

オクラ………………………… 8本

と

㈮
日

税務住民課（住民）
（有）2-2031（電）48-8114

でボリュームアップしました。むね肉

トマト… ……………………… 1個

10 25
㈮
日

です

鶏むね肉のくずたたき

8月の時間外交付

広報たが
8 月号

応募用紙は
福祉保健課
（ふれあいの郷 内）
にあります。

８

多賀町の鳥・木・花

ウグイス

スギ

ササユリ

スマートフォンの方へ
スマートフォン・タブレット
などのモバイル端末からも
「多賀町ホームページ」が
ご覧いただけます。
端末でQRコードを読み取るか、
「多賀町」で検索して今すぐアクセス!!

多賀町

検

索

多賀町ホームページ

https://www.town.taga.lg.jp
お問い合わせに関するお知らせ
メールによる記事へのお問い合わせは、
多賀町ホームページの「各課の窓口・連
絡先」から問い合わせフォームにてご連
絡ください。
７月号以降は、記事内におい
てメールアドレスの表記をおこないませ
んのでご了承ください。
表紙写真■ささゆり保育園のトマト収穫体験
の写真です。西澤さんから
「トマト好きな人！」
と聞かれ、みんな元気よく手を挙げていまし
た。たくさんのトマトに囲まれ、
園児たちにとっ
て貴重な経験になったようです。

の疑問です。この夏こそ早起きして調べてみ
ようと思う今日この頃です。

ま

「広報たが」についてご意見などがござい
ましたら企画課まで連絡をお願いします。

「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

いるセミ。何時頃から鳴いているのかが長年

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

編集後記■かなり早起きしてもすでに鳴いて

