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まちの話題

人事異動／地域おこし協力隊

3月13日

総務課 （有）2-2001 （電）48-8120 （Ｆ）48-0157
し

ぼ

さ

い

多賀小学校で（株）滋賀銀行のCSR私募債発行記念品贈呈式
多賀小学校が、同小学校元PTA会
さ ん き

て つ や

長の三軌工業株式会社社長 古川哲也
まなぶ

目録が贈呈されると、児童を代表し
そ う た

て6年生の西川奏 大さんが「いつま

葉を述べられました。

でも大切に使わせていただきます。

入学式などの学校行事に使用され

んから、滋賀銀行のCSR私募債を利

ありがとうございました」とお礼の言

ます。

町長部局
課長級

用しての寄贈品の贈呈を受けました。

税務住民課長

CSR私募債とは、
その発行金額に対

福祉保健課長

して定率の金額を滋賀銀行が寄付金
として拠出し、図書やスポーツ用品な

課長補佐級

ど
「子どもたちの学びや成長を応援す

税務住民課長補佐

る物品」
を学校へ寄贈することで、
地域

福祉保健課長補佐

と子どもたちの「つながり」
を応援する
放送機器一式が寄贈されました。

多賀町役場職員の人事異動が、平成30年4月1日付で発令されましたので、
お知らせします。
（

▲古川さんが「大事に使ってください」
と話
されました

▲目録が贈呈されました

係長級
税務住民課係長
総務課係長
産業環境課係長

3月25日

（彦根愛知犬上広域行政組合へ出向）

総務課係長

いきいきライフ体験塾を開催しました
健康づくり推進協議会が主催する

族3人で生き抜いた112日間の生活
やまい

）
は前任。

寄贈された放送機器は、卒業式や

さん、滋賀銀行米原支店長 城内学さ

ものです。今回、多賀小学校へ体育館

人事異動のお知らせ

産業環境課係長

参加者の皆さんには心に残る講演会

一般職
会計室

いきいきライフ体験塾を3月25日に

を語っていただき、
「病」
と、
また
「病」
だ

になったのではないかと思います。今

ふれあいの郷でおこないました。今回

けでなくさまざまなことと向き合う私

後も、
多賀町健康づくり推進協議会は

福祉保健課

福祉保健課

は『「大切な人の「想い」とともに」〜

たちに力強いエールを送っていただ

地域の皆さんに元気と勇気を与えら

税務住民課

112日間のママ〜』と言うテーマで

きました。会場は、
感動と熱気に包まれ

れる取り組みを進めていきます。

議会部局

元読売テレビアナウンサーの清水健

教育委員会部局
奥川
林

子（教育総務課長）

明
優 子（福祉保健課長補佐）

議会事務局係長

は、200人の町民の皆さんに来場い

生涯学習課長
多賀小学校長
学校教育課長

野口
大田

一（総務課係長）
和 美（教育総務課係長）

前 田 有 美 子（議会事務局係長）
杉山
裕（産業環境課係長）
山本
江畑
勝間

田中
沢
籠
藤井

悟 史（教育総務課係長）
裕 行（税務住民課係長）
大 樹（図書館係長）

浩 之（総務課）
豊（税務住民課）
和 世（企画課）
貴 士（総務課）

課長補佐級
生涯学習課長補佐

係長級
教育総務課係長

村田

朋 子（税務住民課係長）

喜
大
久
藤

多 美 由 紀（福祉保健課長）
岡 ま ゆ み（福祉保健課長補佐）
保 川 雅 子（学校教育課長）
井
純 子（城東小学校教頭）

阿部

勇 治（生涯学習課係長）

寺西

宜 久（総務課係長）

一般職

教育総務課
子ども・家庭応援センター

杉 原 由 起 子（福祉保健課）

教諭・保育士（園長補佐級以上）
宇野
直 美（たきのみや保育園長）
大滝たきのみやこども園長補佐
岡田
有 子（たきのみや保育園長補佐）
大滝たきのみやこども園長

教諭・保育士（係長級）
多賀ささゆり保育園
多賀ささゆり保育園

教諭・保育士

係長級

さんを招いて講演会を開催し、
会場に

課長級

教育総務課長

大滝たきのみやこども園
大滝たきのみやこども園

濱田
森本

愛（大滝幼稚園）
陽 菜（たきのみや保育園）

木下
稚 子（多賀ささゆり保育園）
徳 丸 麻 梨 子（たきのみや保育園）

ただきました。託児コーナーを設ける
ことで子育て中の方にも多く参加して

新規採用

いただくことができました。講演は清
水健さんの奥様が妊娠・出産を迎え
る中で、
がんという病気と向き合い家

▲清水健さんにお話しいただきました

▲たくさんの方にお越しいただきました

3月25日

ウォーキングコース表彰式
「わが町自慢のウォーキングコー
ス」入賞者表彰式が開催されました。
グランプリは多賀にお住まいの神鳥
た け ふ み

集
美
福祉保健課
溝
福祉保健課
田
大滝たきのみやこども園
本
多賀ささゆり保育園
平
多賀幼稚園
田
大滝たきのみやこども園（調理師） 藤
大滝小学校（調理師）
深
企画課

を楽しむコース』を提案してください
ました。

総務課

退職
治
智哉
濃部香輝
上
由季
畑
翔太
田
理沙
川
咲姫
中
千晶
澤
麻実
尾
翼

税務住民課長

上田

綾子

生涯学習課長

田畑

彰

多賀ささゆり保育園長

西山

直美

生涯学習課参事

山本

豪一

福祉保健課

西村

良健

多賀ささゆり保育園

渡 邉 つ かさ

大滝小学校

尾本

いずれのコースも各家庭に配付す
るマップにて紹介させていただきま

地域整備課（道路河川） （有）2-2020 （電）48-8116 （Ｆ）48-0157

4年生の中西莉 子さんです。神鳥さ

す。若葉の鮮やかなこの季節に「わが

んは『滝の宮スポーツ公園体育館を

まち自慢のウォーキングコース」をみ

地域おこし協力隊からのお知らせ

出発する大滝散策コース』、中西さん

んなで歩いてみてください。

武文さん、準グランプリは多賀小学校
り

こ

は『中央公民館を出発して芹川周辺
広報たが 2018年5月号

2

温子

地域おこし協力隊の後藤昌毅隊員は、3月末をもって退任されました。短い間でしたが連載をお読みいただきありがとう
▲表彰式のようす

ございました。
広報たが 2018年5月号
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平成30年度予算

総務課 （有）2-2001 （電）48-8120 （Ｆ）48-0157

総
額
一般会計
特別会計
企業会計

地方譲与税…4,200万円
（0.9％）
国庫支出金…
5億1,774万円
（10.6％）
県税交付金…
1億6,090万円
（3.3％）

.8 ％

）

… 2 1 億 7, 9

存

5.

2％

依

）

分担金および負担金
…6,345万円
（1.3％）
繰越金…4,000万円
（0.8％）

から、目標達成に向け、取り組みの方向・取り組みの方針にもとづく事業を展開し、ま
ちの将来像として掲げる「自然と歴史・文化に包まれた、キラリとひかるまち」の実現
に向けた事業を着実に進捗させる年とするための予算を編成しました。
特別会計

単位：万円
会計名

平成30年度

増減

国 民 健 康 保 険 事 業

87,782

△10,360

介

業

83,378

2,644

後期高齢者医療事業

10,398

673

育
英
事
業
びわ湖東部中核工業団地
公共緑地維持管理事業
下 水 道 事 業

396

33

528

4

49,656

873

農 業 集 落 排 水 事 業

5,836

444

多 賀 財 産 区 管 理 会

19

大 滝 財 産 区 管 理 会

126

険

事

霊 仙 財 産 区 管 理 会
合

計

4

企業会計

単位：万円

会計名
水

道

事

平成30年度
業

55,571

一般会計当初予算の推移
年度

当初予算額

増減
△4,575

単位：万円

増減

26

413,100

△19,100

△4

27

446,700

33,600

0

28

438,000

△8,100

17

0

238,136

△5,693

※芹谷栗栖地域振興事業特別会計は、平成28年度で終了
広報たが 2018年5月号

48億6，
300万円

衛生費
3億3,320万円
（6.9％）

諸収入
…2億761万円
（4.3％）

29

493,500

55,500

30

486,300

△7,200

農林水産業費…3億103万円
（6.2％）
商工費…5,003万円
（1.0％）

消防費…
1億5,174万円
（3.1％）

平成30年度は、
「第5次多賀町総合計画」における後期基本計画の中間年となること

保

民生費
11億9,521万円
（24.6％）

円（

財源

教育費
13億5,306万円
（27.8％）

土木費
4億3,367万円
（8.9％）

繰入金…5億9,714万円
（12.3％）
寄附金…603万円
（0.1％）
／財産収入…358万円
（0.1％）
使用料および手数料…1,723万円
（0.4％）

護

歳出

町税
17億4,844万円
（35.9％）

8万

48億6，
300万円

地方交付税
8億1,500万円
（16.8％）

総務費
5億1,362万円
（10.6％）

自主

2 6 億 8,3 4

町債
3億4,480万円
（7.1％）

44

歳入

52

万

円（

議会費…7,491万円
（1.5％）

予備費…400万円
（0.1％）
諸支出金…577万円
（0.1％）

公債費
4億4,676万円
（9.2％）

源…

県支出金
2億9,307万円
（6.0％）

地方特例交付金…500万円
（0.1％）
交通安全対策特別交付金…100万円
（0.0％）

財

予算

年度

30

平成30年度の一般会計予算は、48億6,300万円で前年度比7,200万円の減額予算となりましたが、引き続き、安心安全なま
ちづくりに必要な予算を最優先に確保し、
「子育て支援、教育の充実」
「定住・移住に向けた施策、地域の元気づくり」に重点配分する
とともに、
防災、
産業の活性化、
福祉サービスの向上、
環境対策等、
住み良いまちづくりに向けた予算確保に努めました。
今年度は、中央公民館の建築および大滝たきのみやこども園の園庭整備費用等が増加する一方、国庫支出金を活用した整備事業
等が縮小していることから、
全体では減額予算となりました。
社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引上げ分の地方消費税収については、
趣旨を反映し、
全額社会保障施策の充実を図る
ための財源としました。

78億
7万円
48億 6,300万円
23億 8，
136万円
5億 5,571万円

5

平成

平成30年度予算

平成30年度
みんなの力でキラリとひかるま
ちをめざす
・自立をめざし、町民と行政がと
もに歩むまち
・新たな多賀の創造に向けた取
り組み
事業施策名等
事業費
1 自治振興事業
10,000
2 地方創生事業
1,054
まちづくり活動
3
19,450
支援交付金
4 コミュニティ助成事業 7,400
5 空き家対策事業
3,784
地域おこし協力隊
6 設置事業
6,411
地域活動支援事業
7 ふるさと楽市事業
2,000
子どもや若い世代が希望を持
てるまちをめざす
・将来を担う子どもを育む
・い つまでも生きがいを持って
暮らせるまちを築く
事業施策名等
若者定住支援
1
助成金交付事業

事業費
7,801

2 出産・育児助成事業

3,340

児 童 手 当 事 業（ 児
3
125,205
童手当給付費）
4 保育園運営事業
5 認定こども園運営事業

253,887
87,276

6 子育て支援対策事業 49,353
7

妊婦健康診査・特定不
妊治療費等助成事業

8,193

中学生海外派遣研
修事業

5,379

9 教育振興事業（事務局）

6,417

8

小学校児童通学バ
10
15,938
ス運行事業
11

臨時講師・特別支援
30,838
教育支援員設置事業

12 英語教育推進事業

6,481

中学校校内
13
パソコン更新事業

5,803

中学校生徒
通学バス運行事業

20,744

14

15 多賀中学校給食事業 41,844
16 幼稚園運営事業
17 青少年育成推進事業

62,683
3,086

18 中央公民館建設事業 693,553

多賀町主要施策の概要 単位：千円
誰もが安心して暮らせるまちを
めざす
・健 康な暮らしを守る保健・医
療の充実
・地 域の絆を深める福祉社会の
実現
事業施策名等
1 人権啓発推進事業

事業費
1,995

2 社会福祉協議会補助 30,151
3 介護・生活支援事業 128,870
4 老人福祉事業

32,623

5 障害福祉事業

10,022

6 障害者自立支援事業 139,490
7 福祉医療助成事業

67,893

保 健 事 業（ 妊 婦 健
8 診・不妊治療・未熟 37,030
児除く）
環境や歴史・文化、風土を大切
にしたまちをめざす
・まちの活力をつくり出す地域
産業の活性化
・地球環境にやさしいまちづくり
・快 適に暮らすための生活基盤

の充実
・歴史と伝統文化の継承と活用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

事業施策名等
事業費
公共交通対策事業 57,838
107,375
ごみ処理事業
ごみ減量リサイクル事業
1,554
合併処理浄化槽設置事業
7,889
農業振興事業
21,433
農村まるごと保全
12,995
向上対策事業
土地改良事業
36,617
獣害防止対策事業 34,730
林道事業
4,536
里山防災事業
8,000
森林税事業
12,852
森林資源循環利用
3,900
促進事業
地域再生事業
32,000
商工振興事業
32,343
小口簡易資金事業
138
観光事業
17,552
除雪対策事業
12,182
道 路 新 設・改 良・
174,502
舗装事業
地籍調査事業
31,700
都市再生整備事業 81,500

21 常備消防事業
112,181
消防・防災施設等
22
30,769
整備事業
23 災害対策事業
8,789
24 文化財保護・調査事業 43,405
あけぼのパーク多
587
25 賀開館20周年記念
事業
計画を実現するために
・効率的で効果的な組織・機構
・開かれた行政運営の推進
・効率的な行財政運営
事業施策名
事業費
1 行財政健全化事業
396
2 広報発行事業

8,703

3

6 町 行 政 情 報シス
46,203
テム共同利用事業

4

コンビニサービス
利用事業

700

5

個人番号カード交
付事業

883

社会体育施設管理
6
計画策定事業

4,500

オンライン申請受
付事業

91

7

広報たが 2018年5月号
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主な補助・助成制度

主な補助・助成制度
地域整備課（下水道） （有）
２-２５８３ （電）
４８-８１２５ （Ｆ）48-0157

多賀町における主な補助・助成制度

合併処理浄化槽設置事業補助金

２-２０１８ （電）
４８-８１２２ （Ｆ）48-0157
企画課 （有）
運転免許を自主返納された方へ、
愛のりタ
クシーまたはバスの回数券９千円相当分
の愛のりタクシーまたはバスの回数券を
交付。申請期間は、
返納日から１年以内。

若者新築等住宅取得支援事業

若者世帯多世代同居支援事業

平成２３年１月２日から平成３２年１月１日の期間に取得された住宅が対象。
住宅を新築または購入した若者に対する 多世代同居をするために住宅を増築・建
助成金制度。住宅に課税される固定資産 替えをおこなった若者世帯、
またはその親
税相当額を助成。
世帯に対する助成金制度。住宅に課税さ
れる固定資産税相当額を助成。
■上限 １０万円／年（３年間）

■上限 １０万円／年（３年間）

木造耐震診断員派遣事業

木造住宅耐震改修等事業費補助金

空き家改修費補助金

昭和５６年5月31日以前の木造住宅を耐
震診断する診断員を無料で派遣。主に目
視による診断。耐震診断により耐震性不十
分と診断された場合、耐震診断員が、耐震
改修の補強案を作成し、その概算額を算
出。

耐震診断の結果、上部構造評点が０．
７未
満と診断された昭和５６年５月以前の木造
住宅を０．
７以上に引き上げる耐震改修工
事をおこなう場合の費用を補助。

空き家・空き地情報バンクに登録された
空き家を購入し、移住・定住する方が、購
入した空き家の改修工事をおこなう場合
の費用を補助。

■補助率 １／２ ■上限 ８0万円
※その他割増補助あり

■補助率 １／２
■上限 ５０万円
※若者世帯の場合、上限１００万円

耐震シェルター普及事業費補助金

民間建築物吹付けアスベスト含有調査奨励金

空き家住宅等除却支援事業補助金

耐震シェルターや防災ベッドを購入する費 住宅・建築物におけるアスベスト調査をお 周囲に悪影響を及ぼす空き家となってい
用の一部を補助。
こなった場合の費用を補助。
る住宅を除却する場合の費用を補助。
■上限 ２０万円

■上限 ２５万円

■補助率 １／２

■上限 ５０万円

在宅重度障害者住宅改造補助費

障害者自動車ガソリン費補助事業

高齢者の排せつ、入浴、移動などを容易に 在宅重度障がい者が住宅改修をおこなう 障がい者が所有し運転する自動車のガソ
するための住宅改修の経費を補助。
場合の経費を補助。
リン費の一部を補助。
■補助率 ２／３ ■上限 ３３万３千円
自動車訓練費助成金

■補助率 ２／３ ■上限 ４６万６千円
自動車改造費助成金（介護用改造分）

日常生活用具給付事業

身体障がい者が免許取得にかかる経費を 身体障がい者が運転する自動車を改造す 在宅重度障がい者が日常生活用具を購入
助成。
る経費を助成。
する経費の一部を助成。
■補助率 ２／３

■上限 １０万円

在宅障害児通学援助費

■上限 １０万円
腎臓機能障害者通院費補助金

多賀町出産奨励祝金

自宅から通学する障がい児の通学にかか 人工透析法を必要とする方が、愛のりタク ３人目以降の子を出産し、養育している方
る経費を助成。
シーの停留所がない医療機関に通院する への祝い金。
ためにかかるタクシー費用を助成。
■助成額 町内への送迎…月額１千７百円 ■補助率 ９／１０ ■上限 ３千５百円
町外への送迎…月額４千円
育児支援助成金

特定不妊治療費助成金

満２歳に達するまでの子を養育している方 特定不妊治療に必要な経費を助成。
に、育児に必要な紙オムツ・粉ミルクの購
入費用を助成。
■上限

購入額の月額２千円
人工授精費用助成金

人工授精にかかる費用の一部を助成。

■補助額 ３人目
… ５万円
４人目以降…１０万円
妊娠を希望する女性等を対象に、風しんに
対する十分な免疫を持っていない方に対
する風しん予防接種にかかる費用を助成。
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■上限 ５千円

妊婦健康診査にかかる費用を全額助成。 節目年齢の方に対する前立腺がん検査費
用の一部を助成。
1千円

４０歳以上の方に対するピロリ菌の検査費用の一部を助成。
■助成額 ２千円

■上限 ５０万円

小規模農地獣害対策事業補助金

がんばる商店応援補助金

パイプハウス設置事業補助金

農作物の栽培の場と生きがいを守るた 町内商業の賑わいを創出するため、町内 野菜・花きを生産する農業者に農業振興
め、耕作地等に設置する獣害防護柵の設 の商店が店のしつらえ、迎客装置の設置、 のため、出荷用の施設野菜等の栽培に取
置等に要する経費の一部を補助。
新規開業、
店を賃貸しての新規開業をおこ り組む農業者・団体に対して、パイプハウ
なう場合の経費の一部を補助。
スを設置する経費の一部を補助。
■上限 ２万５千円（６５歳以上の方を含み ■補助率・上限
構成されている世帯、
６５歳以上の一人
暮らしの方の世帯は上限５万円）
住宅リフォーム補助金

事業によって異なる

■補助率 建設資材費の１／４
■上限 ５０万円

農業次世代人材投資事業

住宅用太陽光発電設備等導入補助金

町内の業者を利用して行う住宅のリフォー 町内に居住する４５歳未満の方が新たに 個人住宅に太陽光発電システム等を設置
ムにかかる費用を補助。
就農する際、今後、就農で生計が成り立つ する費用の一部を補助。
よう支援。
■補助率 ５０万円以上の経費に対して１ ■上限 １５０万円／年
■上限 １０万円
割補助
■上限 ２０万円
（最長５年間。前年の所得に応じて給付金額の変動あり）（太陽光発電システム・蓄電池ともに）
多賀町産木材利用住宅促進事業

木質バイオマス燃焼機器購入促進事業

生ごみ処理容器購入費補助金

■助成額 多賀町産木材購入費の２／３
■上限 １００万円

■補助率 １／３

税務住民課（住民） （有）
２-２０３１ （電）
４８-８１１４
人間ドック・脳ドック健診費用助成制度

■上限 １０万円

■補助率 １／３

■上限 ２万円

教育総務課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ （Ｆ）48-0594

子育て応援医療費助成

多賀町育英資金制度

多賀町国民健康保険の被保険者を対象 町内在住の小中学生の医療費自己負担分 経済的な理由により、高等学校・大学等
に、人間ドック・脳ドック健診費用の一部を を全額助成。
の就学に必要な自己負担経費の一部を補
助成。毎年４月申請受付。
助。
■補助率 １／２
■上限 ２万円（日帰り・宿泊ともに）

■上限 なし

■補助額 高校生・高等専門学校生…７千円／月
専門学校生・大学生等…１万４千円／月

学校教育課 （有）
２-３７４１ （電）
４８-８１２３ （Ｆ）48-8155
就学援助制度

特別支援教育就学奨励費補助金

経済的な理由により、負担が困難な保護者への小中学校の就学 特別支援学級に在籍している児童・生徒の経済的な負担を軽減
に必要な費用（学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品 するため、
学用品購入費や学校給食費などの一部を援助。
費等・郊外活動費・修学旅行費・学校給食費）
の一部を補助。
■補助率・上限

科目によって異なる

■補助率・上限

科目によって異なる

前立腺がん検査費用助成金

■助成額
ピロリ菌検査費用助成金

■上限 ３～５万円 ■補助率 １／２

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

多賀町風しん予防接種費用助成金

■上限 １０万円（その治療の過程で必要な男性 ■補助率 １／２
の手術・治療につき、年１回、上限５万円を加算）
妊婦健康診査費用助成金

■上限 ６０〜１００万円（５〜１０人槽）、 ■補助率 １／２
１人槽あたり９万円を乗じた額（１１〜５０人槽）

多賀町産の木材を利用して町内に住宅を 町内に居住または事務所を有する方が、
ペ 生ごみ処理容器・処理機を購入する経費
新築する方に対する助成。
レットストーブまたは薪ストーブ等を購入 の一部を補助。
設置する際に、
経費の一部を助成。

福祉保健課 （有）
２-２０２１ （電）
４８-８１１５ （Ｆ）48-8143
高齢者小規模住宅改造事業補助金

多賀町飲料水安定確保対策事業補助金

家庭において、合併処理浄化槽を設置す 家庭において、合併処理浄化槽を設置後 水道施設の整備が困難であるとした地域
る経費の一部を補助。
維持管理する経費を補助。
において、飲料水確保のための浄水装置
を設置する方に対して、浄水装置設置費
の一部を補助。

各事業にはその他要件がありますので、詳しい内容については各課へお問い合わせください。

運転免許自主返納支援制度

合併処理浄化槽維持管理事業補助金

生涯学習課 （有）
３-３７４６ （電）
４８-８１３０ （Ｆ）48-2363
中学生海外派遣研修事業補助金
海外派遣研修事業に関する自己負担費用の一部を補助。

体育・スポーツ大会出場激励金
各種の体育・スポーツ大会に出場する町内に在住する個人・町
内に所在の団体に対して、
激励金を交付。
■支給額 ３千円～１０万円
広報たが 2018年5月号
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総合情報配信システム

総合情報配信システム／平成30年工業統計調査

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157

総合情報配信システム

登録方法

〜役場などからのお知らせがメールなどで受け取れます〜

平成24年から、彦根市、多賀町、愛荘町、甲良町、豊郷町の1市4町で構成される湖東定住自立圏の取り組みとして、防
犯・火災・災害などの緊急情報を町民の皆さんにいち早くお知らせする
「総合情報配信システム」を運用しています。

情報の受け取り方

パソコン、ウェブ閲覧に対応している携帯電話などのメール機能を使って、いつでも登録・解除ができます。
①QRコードを読み取り、空メール（件
名、本文の記載は不要です）を送信し
てください。QRコードを読み取れな
い方は、下記アドレスに空メールを送
信してください。

②数分以内に、
登録用URLが記載された
メールが届きます。URLを押します。

③内容を確認し、
「同意する」
を押します。

⑤入力内容を確認し、
「登録」
を押します。

⑥登録完了です。数分以内に、登録完了
のお知らせメールが届きます。この
メールには、登録内容変更・配信解除
用URLが記載されています。

次の3種類です

■メールで情報を受け取る…詳しくは右ページの登録

■電話で情報を確認する…次の番号にお電話いただ
き、
自動音声案内にしたがってご確認ください。

方法をご確認ください。
■ホームページで情報を確認する…多賀町ホームペー
ジのトップページ下にある、
「総合情報配信システム」
欄をご確認ください。

050-5533-8172

touroku@taga-town.jp
④配信情報を選択して、
「次へ」
を押します。

配信情報内容
次の中から配信情報の分野を選択して登録することができます。ただし、
クマ出没情報などの緊急かつ重大な情報は登
録している分野に関係なく配信されます。
配 信 カ テ ゴ リ

問い合わせ先

内容

火

災

情

報

防

犯

情

報 学校教育課・総務課 不審者が現われた日時や地域などの情報をお知らせします。

大

気

汚

染

総務課

建物、車両、林野などの火災情報をお知らせします。

産業環境課

認知症などによる徘徊時の捜索に関する情報をお届けします。
インフルエンザ、水痘、O157など感染症の流行状況に関する情報をお

感 染 症 情 報

食中毒が発生しやすい気象状況になった場合に発令される注意報等の

食中毒注意報情報

各種健診・検診や健康づくりに関するイベント情報をお届けします。
生涯学習課

報

利用上の注意点

多賀町の行事、講座、
イベントをお知らせします。

上 下 水 道 情 報
情

17時15分

情報をお届けします。

健 康 づ くり 情 報

路

原則として
平日8時30分〜

届けします。

福祉保健課

道

24時間

光化学スモッグ注意報等の発令に関する情報をお届けします

徘徊捜索者情報

イ ベ ント 情 報

配信時間

上下水道の漏水などの情報をお知らせします。

24時間
原則として

地域整備課

道路の補修、通行止めなどの情報をお知らせします。

平日8時30分〜
17時15分

多賀町に暴風警報、
大雨警報等の気象警報が発令された場合にお知らせ

気 象 警 報 情 報
竜 巻 注 意 情 報
地

震

情

滋賀県に竜巻注意情報が発令された場合にお知らせします。有効期間は

24時間

発表から1時間です。

報

大規模テロ情報、弾道ミサイル情報などをお知らせします。登録・未登録

国 民 保 護 情 報

に関わらずエリアメール、緊急速報メールにより対応している全機器に

受信を可能とする必要があります。
jouhou@taga-town.jp
がおこなってください。また、
メー

ルアドレスを変更したときは、再登
録をおこなってください。
• 登録されたメールアドレスに対して
の配信が連続して未着となった場
合は、登録が解除されます。
• このメールは情報の配信のみで、

24時間

配信します。

アメール」、
ソフトバンク社・KDDI社（au）
がそれぞれ提

象に、6月1日（金）に実施します。工業

のための基礎資料として利活用され

お知らせも従来通りおこないます。県が運営する
「しらし

供する
「緊急速報メール」でもお知らせします。

統計調査は、我が国における工業の

ます。

ト

※全国瞬時警報システム
（通称：J-ALERT）
で通知される
「国民保護情報」
「緊急地震速報」などは、総合情報配信
広報たが 2018年5月号

8

夜）
に配信される場合があります。

だき、
ご回答をよろしくお願いします。

は利用した人の負担となります。多賀町有線放送からの

ー

• 緊急情報はその性質上、夜間（深

ん。調査の趣旨、必要性をご理解いた

域振興など、国および地域行政施策

ラ

着信に支障が生じる場合があります。

す。調査の結果は、中小企業施策や地

4人以上のすべての製造事業所を対

ア

システムなどの条件によっては、
メール

平成30年工業統計調査は、従業者
システムに登録された方、そして、NTTドコモ社の「エリ

ジェイ

• 携帯電話の電波状態や通信事業者の

平成30年工業統計調査を実施します

※利用は無料です。ただし、電話代・パケット代等の通信費

がメール」から配信されるのは、県からの案内のみです。

返信はできません。

総務課（統計） （有）2-2001 （電）48-8121 （Ｆ）48-0157

震度速報、地点震度等の地震に関する情報をお送りします。
総務課

る場合は、以下のメールアドレスの

• 登録・変更・解除等は利用者の方

します。
総務課

• メールの受信制限の設定をしてい

※受信された際には、あわてず落ち着いて、自分や家族の

実態を明らかにすることを目的とする

調査票にご記入いただいた内容

身の安全を確保し、迅速な避難行動などにつなげること

政府の重要な調査で、統計法にもと

は、統計作成の目的以外（税の資料な

を心がけてください。

づく報告義務のある基幹統計調査で

ど）
に使用することは絶対にありませ
広報たが 2018年5月号
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特集

特集

車内での
「かくれ脱水」
に 要注意！

参考・出典：教えて！「かくれ脱水」委員会
http://www.kakuredassui.jp/stop/step/
workout/workout04

※JAFが「窓を閉め切った車内での温度
変化をテスト」
したところ、春の最高外
気温は23.3度でしたが、車内室温は
最高48.7度、ダッシュボードは最高
70.8度にまで達しました。4枚の窓
すべてを4㎝開けた車では、全閉した
車より室温は低いものの、車内温度は
最高38.9度まで上昇していました。
直射日光が当たるダッシュボードが熱
源となるため、車内温度の上昇に車種
や外装色、外気温はあまり影響ないよ
うで、JAF広報部は「外は涼しいから
から大丈夫という思い込みが、幼い子
どもの熱中症事故を引き起こす原因」
と指摘しています。

ゴールデンウィークのような長期休暇には
車でお出かけする方も多いと思いますが、
家族旅行や帰省する車で混み合い道路が渋滞しやすいこの時期は、
車内が危険な脱水環境になります。
移動時の車内での脱水予防と対策を確認し、
快適な旅行にしましょう。

休憩時、車内に高齢者や子どもを残さない

車内は乾燥した空間に！

※

道路に日差しがあたる日中、狭い

合わせると、60㎏の大人の場合で1

ドライバーはかくれ脱水になりやす

駐車場に停車する場合、幼児を車

寝ているから、少し窓を開けているか

少し体を動かしましょう。できれば、軽

空間でエアコンを使用することによっ

日に約1ℓの水分を自然に失っていま

い環境の中で、周囲に気を配りながら

中に残さないでください。夏の暑い

ら、
と理由をつけていても、晴れた屋

い食事としっかりした水分補給をしま

て、渋滞時の車内は非常に乾燥した

す。渋滞時の車内では、その場の乾燥

運転しています。長く続く集中と緊張に

日など直射日光の下での車中は、エ

外に駐車することは危険です。

しょう。食べ物から水分と塩分そして

環境になります。
ドライバーだけでな

や輻射熱の関係からさらに水分を失

よるストレスによって神経を疲労させ、

アコンを切って30分で熱中症によっ

く、同乗者もシートベルトによって座

うといわれています。乾燥した車内で

乾燥によって汗を直接感じません。
さら

て死亡した子どもの例もあります。

席に固定された姿勢で座りっぱなし

は出ている汗がすぐに蒸発してしま

に、
運転途中でのトイレ休憩を少なくす

で、前後左右の窓からは長時間にわ

い、脱水のサインを感じにくく、気が

るために水分摂取を控えることが多い

たって体温上昇に関係する輻 射熱を

つかないうちに「かくれ脱水」になる

ため、
脱水状態が危険な状態にまで進

浴び続けている状態です。

環境です。また、深刻な脱水状態へ進

行していくことがあります。

ふ く し ゃ ね つ

汗や呼吸などから失われる水分を

行しやすい環境でもあるのです。

渋滞時の脱水ケアを紹介
休憩ごとにこまめな水分補給などを心がけましょう。
渋滞時の脱水ケア

高齢者や小児を含む車中対策

☆1時間〜最長2時間に1回、
15分以上の休息を取る
☆休憩時に100〜200ｍｌの水分補給をする
☆休息時に車中の空気をリフレッシュする
☆休息時の車外でカラダを動かしてリフレッシュする
おっくう

☆トイレに行くのを億劫がって水分摂取を控えない
☆同乗者も利尿作用を促すカフェインやアルコール飲料は控える
☆スポーツドリンクや経口補水液の常備し、
水分や少量の塩分の補給をしっかりする

広報たが 2018年5月号
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☆スポーツドリンクや経口補水液の
常備
☆休憩時に食事を摂る
☆休憩時に外に出てカラダを動かす
☆高齢者の場合、1時間に1回50〜
100ｍｌの水分補給
☆透明でありながら遮熱する「カー
フィルム」を貼る

休憩所に駐車したら、子どもや高
齢者を車中に残さず全員車外へ出て

少量の糖質を摂ることが、長いドライ
ブ時の体調をケアします。

脱水初期のサインを見逃さない！
車内で肌がべたべたしたり、
カラダ

ます。鏡で口の中を見ると湿っている

とにかく近くの休憩場所を探して、
ま

がだるいと感じたり、
カラダが少しフ

のが普通ですが、
確認してみて舌が白

ず休ませてもらいましょう。

ラッとしたときなどは、すでに脱水状

くなる、口の中が渇いているようなら

態の分類でいう初期（Ⅰ度）です。運転

すでに初期の脱水サイン。
ドライバー

を止めて、脱水対策として経口補水

の場合は運転を代わり、水分補給をし

液などを至急摂りましょう。

て休みましょう。同乗者はワキが乾く、

車の中ではバックミラーや、
フロント

手が冷たくなっているかどうかもサイ

ミラーで初期サインを見ることもでき

ンです。こうしたサインがある場合は

車中における脱水状態の初期サイン
☆口の中が渇いている
☆ワキの下が乾いている
☆手が冷たく感じる
☆集中力が欠けてくる
☆手や脚の筋肉がつる

日照を考えた席決めやカーフィルム活用を
え、席の中で直射日光が当たりにくい

ムがあり、そのような商品も活用して

のドライブの場合、車内での席決め

場所を選んで座ってもらいましょう。

輻射熱の少ない場所を作ることも良

も重要なことです。輻射熱のことを考

最近では透明で遮熱するカーフィル

い対処法です。

高齢者やお子さんのいるご家庭で

「かくれ脱水」を知り、車内での脱水予防と対策をしっかりして、楽しい旅行を！
広報たが 2018年5月号

11

中央公民館愛称／ねんきんだより

美術展覧会／民児協だより

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363
ゆ

も り

新中央公民館の愛称は「多賀 結いの森」に決定！
平成31年度に開館予定の新中央

会では、もっとも多くの票を獲得した
ゆ

も り

公民館の愛称を平成29年12月8日

「多賀 結 いの森 」を最優秀賞とする

から平成30年1月8日にかけて募集

ことに決定いたしました。詳細は次の

したところ、236点ものご応募をい

とおりです。

ただきました。皆さん、たくさんのご
応募ありがとうございました。

優秀賞

選考委員会は、優秀賞をはじめご

木戸三重子さん、坂上

展されました。多くのご来場ありがとうございました。大賞受賞作品と受賞者を紹介します。
（敬称略）
法子さん
絵画の部 （審査員

開催し、
この236点の中から優秀作

入れるよう、多賀町に提言しました。

品6点を選出しました。

最優秀賞

ら

結花さん、岸本

井上
き

よ

伸一 先生）

律美さん

直さん

ら

の期間に、町内の小中学校や公共施

■愛称 「多賀 結いの森」

吉川

設で、選考された6点から1点を選ぶ

■愛称を考えた理由

利平さん

木と木が集ま

投票を行いました。その結果496票

る森のように、人と人が自然とつ

もの投票をいただき、愛称選考委員

ながる場所になりますように。
■大賞 『息吹』 宮戸めい子

■大賞 『夏のオアシス』 藤川

■特選 『崖の上にある街（スペイン）』礒野公子
『野原で遊ぶ子どもたち』嶋田和奏
■佳作 『日本の美しさ』富田愛香／『思い出の海』大久保日菜
『春夏秋冬』山本一太／『flower notebook』野村綾音
『Dessan』 宮戸めい子

■特選 『薫風渡る野鳥の森』中川信子
『渓流彩色』 野村惣蔵
■佳作 『庭に小さなお客様』中川千枝子
『夜明けの漁場』品居九一郎
『たわわに実る』藤川清和

書の部 （審査員

疋田

雅夫 先生）

工芸の部 （審査員

清和

三原サダ子 先生）

▲選考委員会のようす

税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594

ご存じですか？

前田

「木楽楽」
「木寄楽」

彦根年金事務所

写真の部 （審査員

ら

多喜さん

日本年金機構

佑一 先生）

権藤みなみさん
大橋

▲愛称が決まりました！

嶋貫

「つどいのやかた」
き

小島

やかた

「多賀 結の館」

館の各部屋や施設の名称として取り

その後3月1日から3月13日まで

〜平成29年度 文化活動推進事業〜

3月2日から4日の期間に、中央公民館で第15回多賀町美術展覧会が開催され、洗練された力作、総出品数43点が出

ゆ い

「ハピネス TAGA」

応募いただいた愛称を、新中央公民

2月26日には愛称選考委員会を

第15回多賀町美術展覧会を開催しました

国民年金課 （電）23-1114

国民年金の任意加入制度について

老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）
は、20歳から
60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、
満額の
年金を受け取ることができません。国民年金保険料の納め

国民年金保険料は口座振替がお得です！

■大賞 『曼殊院本古今集』 大町千津子

■大賞 『卓上の小物セット』 礒野

公子

■特選 『善行無轍』山中元子／『暮春山行』西臺久子
■佳作 『和気満堂』山本忠克／『丘の上の家並』飛田美紀子

■特選 『壁に耳あり』富永光男／『奈良、薬師寺、三重塔（東塔）』岸口弘幸
■佳作 『春の海』宮戸有子

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

たが民児協だより
・健康長寿の町づくり

国民年金保険料の納付には、口座振替を利用することが

民生委員・児童委員は、主任児童委員2人を含めて

忘れなどにより、
保険料の納付済期間が40年間に満たない

できます。口座振替を利用いただくと保険料が自動的に引

34人で、地域と行政を結ぶパイプ役として日々活動して

・子育てを応援する町づくり

場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意

き落としになるため、金融機関などに行く手間が省けるう

います。

・障がいのある人の地域生活の応援

加入して、
保険料を納めることにより、
満額に近づけることが

え、納め忘れもなくとても便利です。

昨年の年間行事として、杉の子作業所のクリスマス会の

多賀町は高齢化率が県下で一番高く、今後はさらに高齢

できます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料の

また口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付

協力、学校・幼稚園・保育園の訪問、杉の子まつりへの参

化が進むことが予想されています。高齢化が進む一方で、

納付済期間や保険料の免除期間等が原則として10年以上

することにより月々50円割引される早割制度や、現金納

加、福祉施設の見学、子育てサロン、県内研修（滋賀県防災

家族形態等の変化により家庭における介護力が低下して

必要となりますが、
この要件を満たしていない場合は、
70歳

付よりも割引額が多い「6カ月前納」
「1年前納」
「2年前

危機管理センター）、県外研修（平成28年10月に発生し

いるように思われます。ひとり暮らしの高齢者の増加に伴っ

になるまで任意加入することができます。
（ただし、昭和40

納」もあり、たいへんお得です。口座振替をご希望の方

た鳥取県中部地震の被災地 三朝町）
をおこないました。

て、行政・社協・福祉団体・町民と連携を密にし、多賀町に

年4月1日以前に生まれた方に限られます。）

は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関の届出印をお

そのほかの活動として、地域での命のバトンの取り組み

暮らす皆さんが安心して暮らせるように私たち民生委員は

持ちのうえ、
ご希望の金融機関または年金事務所にお申

や福祉会サロンの協力、声かけ・見守り等の活動を通じ、

社会福祉の増進に努め、
これからも支援活動をしていきた

し出ください。

町民の皆さんとのふれあいを大切に、元気で過ごせる町づ

いと思っています。民生委員児童委員活動について、町民

くりに協力させていただいています。

の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に
任意加入することができます。詳しくは、税務住民課または
年金事務所にお問い合わせください。
広報たが 2018年5月号
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けんこう

けんこう／ごみ分別

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

あなたはどの方法で禁煙する？

こんにちは、保健師です

禁煙は あなたのために みんなのために

〜5月31日は世界禁煙デーです！〜

禁煙外来で！
薬を用いて、お医者さんのサポー

禁煙補助剤で！

自力でがんばる！

禁煙外来にいくのは気が引けるが、

自分の気持ち一つではじめること

トを受けながら禁煙する方法。禁煙

自力ではちょっと…という人は、禁煙

ができ、いつでもどこでも手軽にトラ

世界禁煙デーは、
タバコを吸わないことが一般的な社会習慣になることを目指し、世界保健機構（WHO）
により定められ

の成功率が大きく上がるといわれて

補助剤を活用してみるのはいかがで

イできます。禁煙の理由が明確だと、

ました。吸う人には快適でも、吸わない人には不快なタバコ……。人によってタバコに抱く気持ちはさまざまですが、
タバコ

います。一定の条件を満たせば、健

しょうか。薬局ではニコチンガムとニ

喫煙の誘惑に打ち勝てます。禁煙を

が私たちの体にどのような影響を与えるかということは、誰もが正しく知っておくべきです。

喫煙者への影響

〜あなたの体を確実にむしばんでいます〜

さまざまな生活習慣病のリスクを高める！

康保険が適用されます。お医者さん

コチンパッチが購入可能です。ガムや

開始したら、寝起きや食後の一服など

から自分にあったアドバイスも受け

パッチからニコチンを吸収し、吸いた

の喫煙習慣を見直し、朝一番は歯み

られるので、依存度の高い人にはオ

い気持ちを和らげることができると

がき、食後に運動など行動を変えて

ススメです。

いわれています。

みましょう。

やめられない原因はニコチン依存

タバコはあらゆるがんの発症率を高める要因となり、中

禁煙をしたいという人はたくさんいますが、容易に達成

でも「肺がん」の発症率は、非喫煙者に対して4.7倍という

できないことも事実です。禁煙ができないのは、たんに意

とても高い数値が報告されています。がん以外にも、日本

志が弱いという理由ではなく、体がニコチンを断つことが

人の3大死因といわれる脳卒中、虚血性心疾患をはじめ、
う

できない「ニコチン依存症」という病気になっているため

つ病、糖尿病、歯周病、骨粗しょう症など、一見タバコと関係

です。

産業環境課（環境） （有）2-2012 （電）48-8118 （Ｆ）48-0594

ごみの分別・出し方『再度確認』をお願いします！
人が生活していく上でごみは必ず発生します。
しかし、そ

るところではありますが、一部のごみ袋にはまだまだ資源

のごみをどのように処理するかによって、未来の地球環境

ごみが混入されているのが現状です。
「混ぜればごみ、分け

なさそうな病気のリスクも高めます。また、最近では肺の

を大きく左右することになります。町民の皆さんには日々

れば資源」を合言葉に、
ごみの分別と出し方の再度確認を

生活習慣病と呼ばれる
「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」が注

環境にご配慮いただき、
ごみの分別にご協力いただいてい

よろしくお願いします。

目されています。
（参照22ページ「健康のミ・カ・タ」）

非喫煙者への影響

〜半径どのくらいの人にまで影響があるか知っていますか？〜

副流煙はこんなに有害！
タバコの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」
と、火

といいます。室内でタバコを吸うと、副流煙に含まれる有

のついた先から立ち上る
「副流煙」の2種類があります。周

害物質が一気に拡散され、喫煙者だけでなく、周囲の人た

囲の人が影響を受ける副流煙は燃焼温度が低いため、有

ちにも喫煙者と同じような健康被害を及ぼすことになりま

害物質の多くが分解されません。また、
フィルターも通して

す。タバコの煙は半径7メートルまで到達するという実験

いないため、非常に危険な煙といえます。タバコの煙を、
自

結果もあり、多くの人に影響を与えることがわかります。

ペットボトルは
キャップ・ラベ
ルをはずして中
身を洗って回収
ネットへ

空きびんはキャッ
プ・王冠等をは
ずして中身を洗っ
て色分けして回
収コンテナへ

分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」
段ボールはＰＴＡ

主流煙・副流煙中の各有害物質の量
主流煙中の量を1とすると、
副流煙中にはニコチンが2.8倍、
タールが3.4倍、
一酸化炭素が4.7倍含まれています。
タバコに含まれる3大有害物質
血圧を上げたり、心拍数を増やして心臓に負担
ニ コ チ ン をかけます。依存性が強く、
タバコをやめられな
い原因に。
タ

ー

ル

発がん物質が多く含まれています。肺を黒くし、
その働きを低下させます。

ヘモグロビンと結びついて血液が酸素を運ぶの
一酸化炭素
を妨げるため、
心臓への負担が大きくなります。

禁煙してみようかな、と思った時がチャンス！

5
4
3

ニコチン
タール
一酸化炭素

４．
７倍

団 体 等が 実 施
される資 源 回
収へ

指定ごみ袋を必
ず使用してくださ
い。それ以 外で
出されても収集
することができ
ません。

３．
４倍
２．
８倍

2
1
0

主流煙

副流煙

スプレー缶の処分方法
〜まずは挑戦することが大切〜

スプレー缶は燃えないごみではありません。爆発するお

困ったときの「ごみ分別辞典」
ごみの分別や出し方に困ったときは、保存版

タバコを吸う人の中には「今さら禁煙しても遅い」
と考え

リスクはどんどん下がっていくことがわかっています。初め

それがあるため、必ず穴をあけてから、スチール缶やアル

冊子「ごみの分別区分と出し方」をご覧いただくか、多賀町

ている人がいるかもしれませんが、そんなことはありませ

ての禁煙で成功する人もいますが、何度も挑戦してようや

ミ缶と同じように指定の回収コンテナへ出してください。

ホームページから「多賀町ごみ分別辞典」で検索すること

ん。タバコの健康に対するリスクは、吸った本数と期間に大

く成功する人もいるので、あきらめずに挑戦することが大

きく関係しています。禁煙をしたその瞬間から、病気になる

切です。将来のために今からタバコをやめてみませんか？

広報たが 2018年5月号
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ただし、
さびてしまってボロボロになった缶類は、燃えな
いごみとして出してください。

ができます。スマートフォン等でQRコードからもご利用に
なれますので、ぜひご活用ください。
広報たが 2018年5月号
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学校支援ボランティアだより／農業委員会だより

多賀
（大滝）
里づくりプロジェクト／Ｂ＆Ｇ海洋センター

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

学校支援ボランティアだより

多賀（大滝）里づくりプロジェクトの取り組みを紹介します

地域の力を学校へ！ 皆さんのご協力をお願いします
今年度の新規ボランティアを募集しています。年々、学

★図書の読み聞かせ（小学校・幼稚園・保育園・こども園）

やってみました地域診断
プロジェクトの取り組みの一つとし

生の集落外から見た川相の印象や魅

★行事の補助・校外活動の引率

て、川相区で「地域診断」に取り組み

力についての意見に、自分たちの集

★児童預かり・プール授業時の見守り ほか

ました。滋賀県立大学の鵜飼准教授

落の魅力を再確認することができま

や学生の協力の元、1日かけて自らが

した。

校や園からの支援依頼が増え、内容も多岐にわたっていま

★環境整備（除草ほか）

す。児童たちの元気に学ぶ姿を見ながら、ボランティア活
動をしてみませんか？

「できるひとが、できるときに、できることを」
という活動

ボランティアにはいつでも登録できます。

ですので、
お気軽にお問い合わせください。

住む地域について実際に集落内を歩
くなどしながら語り合いました。

ひなまつり会・思い出お楽しみ会（たきのみや保育園）

地域診断の最後には、これまでに
出た意見を「未来に継承したいもの」

3月1日と13日に、サークル「この
ゆびとまれ」
「たんぽぽ」にご協力い

としてまとめ、
グループごとに発表し

ただき、ひなまつり会・思い出お楽し

合い意見交換をおこないました。学

▲集落内をみんなで歩きました

『多賀（大滝）里づくりプロジェクト』のFacebookで
情報発信中！
https://ja-jp.facebook.com/ootakiproject/

み会をおこないました。日ごろの読み
聞かせに加え、ハンドベルや歌、踊り

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

など盛りだくさんの内容で子どもた

「町民ディスコン体験教室」開催のご案内

ちは大喜びでした。サークルの皆さん
には、園児たちのためにと時間をかけ
準備や練習をしていただきました。

6月3日（日）に多賀町体育協会主催
▲楽しいひなまつり会になりました

▲思い出に残る一日を過ごしました

の「ディスコン体験教室」がB＆G海

ピックでも注目された「カーリング」に
似たニュースポーツです。

洋センター内体育館で開催されま

ご近所のお友だちやご家族と一緒

す。この競技は、1チーム3人で3m

に、また1人からでも参加できます。

多賀小学校では、2月28日に六年

×10mのコートの中でディスクを投

詳細は、多賀町体育協会事務局（B＆

生を送る会、3月16日に卒業式がお

げ合い、目標のポイントにどちらが近

G海洋センター内）
までお問い合わせ

こなわれ、学生ボランティアの方にカ

づいているかを競うものです。オリン

ください。

六年生を送る会・卒業式写真撮影（多賀小学校）

▲昨年もとても盛り上がりました

メラおよびビデオの撮影をしていた
だきました。どちらも思い出に残る式

多賀町スポーツ少年団入団式・交流会

であり、最初は緊張して臨まれてい

のお友だちと交流を深めましょう！

ました。ボランティアさんは、自分の

「平成30年度多賀町スポーツ少年

卒業時と重ね合わせながらの活動と

団入団式・交流会」が滝の宮スポー

開催は6月17日（日）を予定していま

ツ公園で開催されます。スポーツ少

すが、詳細は後日お配りする回覧文

年団6団の団員と当日参加者が一緒

書やチラシでご確認ください。

なったようでした。

▲六年生を送る会のようす

▲高い位置から撮影していただきました

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

にレクレーション等を楽しみます。最

農業委員会だより

後には、お楽しみ抽選会もあります。

少年団事務局（B＆G海洋センター

この日は団の垣根を越えて、
たくさん

内）
までご連絡ください。

次回の農業委員会総会 ■日時 5月11日（金） 13:30〜
■会場 多賀町役場 2階 大会議室
※総会の議事録は、農業委員会事務局（産業環境課）
で閲覧できます

お問い合わせは、多賀町スポーツ
▲競技の枠を超えてみんなで交流しましょう

3月9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

※農地である田や畑を、売買や贈与で耕作権や所有権を変更するための申請です。
• 議案第2号

農地法第4条第1項の規定による農地転用許可申請について……2件

※自分の農地を農地以外に転用し、倉庫を建てるときなどに必要な申請です。
• 議案第3号

農地法第5条第1項の規定による農地転用許可申請について……3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4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……75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……3件

※相続等によって、
農地の権利を取得された方がおこなう届出です。
広報たが 2018年5月号
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多賀やまびこクラブ各教室を開講します
NPO法人多賀やまびこクラブでは、
ジュニア会員を対象とした教室を開講します。
ソフトテニス教室（開講日未定）
■対象

小学3年生〜6年生対象

教室ごとに受講料が必要です。両
教室とも、小学校を通じて募集案内を

います。興味のある方の参加をお待
ちしています。
詳しくは、多賀やまびこクラブ事務

エンジョイスポーツ
（5月19日（土））

お配りします。なお、
キッズビクス教室

■対象

については指導者と日程を調整後、

局にお問い合わせください。

お知らせします。

お問い合わせ

小学1年生〜6年生対象

■入会金（新規入会者） 1,000円
■年会費

なお、一般の方向けに卓球とバドミ

3,000円

■スポーツ安全保険

800円

ントンサークル、
ヨガ教室を開催して

多賀やまびこクラブ事務局
（有）2-1115 （電）48-1115
広報たが 2018年5月号
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多賀町立博物館

多賀町立図書館

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

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

ミニ企画展
図書館カレンダー（■…休館日）

滋賀県立大学ミニ博物館展

５月

毎年恒例の滋賀県立大学の学芸員課程受講生の皆さん
によるミニ展示をおこないます。今年度もユニークな展示
にご期待ください。前半と後半で展示のテーマが変わりま
すのでお見逃しなく！
■会期

5月22日（火）〜6月17日（日）
前半：5月22日（火）〜6月3日（日）
後半：6月5日（火）〜6月17日（日）

■会期中の休館日
11日（月）
■場所

あけぼのパーク多賀 ギャラリー

■観覧料

▲昨年の県大ミニ博物館のようす

無料

観察会

多賀の花の観察会

おはなしのじかん

日

月

6
13
20
27

7
14
21
28

火
1
8
15
22
29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

〜初夏の山の植物（高取山）〜

今回は、高取山で初夏の山の植物の観察をおこないま

■日時

5月5日（土） 10:30〜

■場所

あけぼのパーク多賀

■対象

乳幼児と保護者

■内容

図書館職員によるおはなし会と、
こいのぼりの工作

図書館内 おはなしのへや

映画会のおしらせ

６月

5月28日（月）、31日（木）、6月4日（月）、

おしらせ

日

月

火

水

木

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

金
1
8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

アニメ「ぼくは王さま ぞうのたまごとにせもの王さま」
■日時

5月6日（日） 10:30〜
（55分間）

■場所

あけぼのパーク多賀

2階

大会議室

■対象 どなたでも
■その他

参加費無料、事前申し込み不要、当日先着順受付

※5月31日（木）と6月28日（木）は月末

■内容 「ぼくは王さま」のテレビアニメ。練習をさぼってば

整理休館日です。5月8日（火）は特別

かりの王さまが、隣の国の王さまから、
オートバイできょ

休館日です。

うそうをしようといわれ…。

す。自然いっぱいの多賀を再発見しませんか。原則、雨天決
行です。お気軽にご参加ください。

報告

■日時 5月17日（木） 9:30〜12:00
■集合場所
■参加費

あけぼのパーク多賀

平成29年度 第2回図書館協議会を開催しました

駐車場

100円
（保険料）

3月8日に標記の協議会を開催しました。平成29年度

■主催

多賀植物観察の会

の事業計画の実施状況の報告や、平成30年度の予算、事

■共催

多賀町立博物館

業計画についての報告をおこない、図書館協議会委員の

※事前申し込みは不要です。当日動きやすい服装でお越し
ください。

方からご意見をいただきました。また、昨夏に実施した空調
機・LED工事箇所について、工事業者から詳しい説明を受

▲昨年の観察会のようす

け、変更箇所の確認をおこないました。
学芸員のつぶやき
た ど

水と辿る多賀 〜水と多賀の民話〜
今年、あけぼのパーク多賀は開館
20周年を迎えます。それを記念して

▲視察のようす
せいりゅうざん

話があります。大滝神社の忠犬・小石

言われています。また、青龍山の名前

丸が退治したのは大蛇でした。

には龍が入っています。水にまつわ

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
平成30年

博物館では夏に企画展「水と辿る多

民話に出てくる蛇や龍は水と深い

る人々の願いや祈りが民話や地名に

賀」
を開催します。私たちの暮らしに欠

関わりがあります。蛇の姿から水の流

残っているのです。水は私たちの暮ら

かせない水をテーマに、
多賀の魅力を

れを連想させるのでしょう。水の渦と

しに欠かせないものです。もっと愛着

発見していこうというものです。そん

蛇がとぐろを巻くようすが関連付けら

を持って大切にしたいですね。

な企画展に向けて、
今回は水と多賀の

れたりもします。そして昔から、犬上

つながりを民話から紹介します。

川流域の人々も、芹川流域の人々も、

多賀の民話には蛇や龍に関するも

水害や干害に悩まされてきました。そ

のがたくさんあります。例を挙げると、

れを踏まえて民話を解釈すると、小石

久徳城のお姫様が蛇の姿になって霊

丸が退治したのは蛇というより、洪水

仙へ帰っていたという話や、大君ケ畑

や土砂災害ではないでしょうか。

の幸助とお花がお池の龍神を裏切っ
てしまった代わりに、
自らが龍神となる
広報たが 2018年5月号
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りゅうざん

にまつわる霊 仙は、竜 山が語源とも

6月

2日

6日

川相
（生活改善センター）
13:30〜14:00

多賀清流の里
（玄関前）
14:20〜15:00

利用支援サービス
（宅配・配送）

7日

大滝小学校
（渡り廊下）
12:50〜13:30

藤瀬
（草の根ハウス前）
15:15〜15:30

大滝たきのみやこども園
（玄関前）
15:50〜16:20

13日

多賀小学校
（玄関前）
13:00〜13:35

多賀幼稚園
（運動場）
14:00〜14:30

犬上ハートフルセンター
（玄関前）
14:40〜15:20

Aコース
（大滝方面） ※10日
第1木曜日
Bコース
（多賀方面）
第2水曜日

久徳城のお姫様や幸助とお花の話
りょうぜん

第1水曜日

▲青龍山

巡回場所・駐車時間

5月

9日

多賀ささゆり保育園
（玄関前）
15:55〜16:25

• ※印は巡回日が変更になっていますのでご注意ください。

• 返却日は次の巡回日です。

• 利用カード、本ともに図書館と共通です。

• 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 2018年5月号
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おしらせ

おしらせ

●

●第3回多賀町商工会青年部主催婚活イベント
募集

案内 ゴールデンウィークの救急医療について

彦根休日急病診療所

■所在地

■診療日 4月29日（日・祝）、
30日（月・振休）

（彦根市立病院敷地内くすのきセンター1階）

5月3日（木・祝）、
4日（金・祝）、
5日（土・祝）
※上 記 以 外に日曜日、祝日および年 末 年 始
（12月29日〜1月3日）に診療をおこなっ
ています。
■受付時間

彦根市八坂町1900番地4

（電）22-1119
救急医療案内
救急医療情報システム

彦根・犬上郡域 （電）23-3799

多賀観光協会では、平成30年度

の多賀町の観光PRや観光行事に参
加いただき、広く多賀町をご紹介い
ただく
『ささゆりむすめ』を募集して
1.多賀町の観光振興とささ

ゆりむすめの役割を理解し、年

●

聴覚障がいのある人の日常生活上

目となる今回は男女ともにマスク着用

男性の募集をおこないます。女性の

担当：中辻

のうえでおこないます。相手を外見で

募集は7月から開始しますので、今し

（有）2-2040

判断するのではなく、
内面、
人柄、
価値

ばらくお待ちください。皆さんのご参

（電）48-1811

観から運命の相手を見つけよう。

加を心よりお待ちしています。

50人程度

の氏名（ふりがな）、戦没時の本

※ 応 募 多 数 の 場 合は抽 選としま

籍都道府県名、陸軍・海軍の別

族を募集します。
（8月14日〜15日、

す。また、選考結果は6月下旬に

を記入して下記まで郵送してく

通知します。

ださい。

大祭、観光キャンペーン諸行事、

1泊2日の団体行動ができる方）

PR活動に参加できる方

その他必要と認める行事等

■募集対象者

2.原則として18歳以上の方（ただ
し高校生は除く）
■活動内容

万灯祭御神火祭り・総

おどり、多賀ふるさと楽市、古例

習3回含む）

2人

災死没者を含む）の原則として

■申込期限

5月31日（木）

配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫で

お問い合わせ・お申し込み

県内在住の方。原則1柱1回で

（一社）多賀観光協会

すが、2回目の参加を希望される

（有）2-1553 （電）48-1553

方、また障がいをお持ち介助者

に在住または多賀町に通勤・通
学していること。

（申し込み多数の場合は抽選）
6月28日（木）〜11月29日

（木）、平成31年2月14日（木）〜 3
月14日（木） 全30講座（実地学

広報たが 2018年5月号

■参加費用

無料（教材費3,240円

と催しものの参加料は自己負担
とする）

心配ごと相談

■実施日 5月2日・16日・30日（水）

■実施日 5月23日（水）

■今月の相談日 5月16日（水）

■対象者 ６５歳以上の方（運動制限

■対象者

■来月の相談日 6月18日（月）

を受けている方はご相談ください）

寝たきりや認知症の高齢

者を、在宅で介護されている方

■時間 １３:３０〜１５:３０

1年未満の人（簡単な手話がで

申し込み・お問い合わせ

■場所 ふれあいの郷（送迎ご相談ください） ■場所 ふれあいの郷

満たす人。
①前期・後期（1期の開催期間は半

（有）2-2021 （電）48-8115

（電）077-528-3514

今月の介護者さんのおしゃべり会

■募集期間 5月1日（火）〜31日（木）
福祉保健課

援護係

今月の足腰シャキッと教室

人、手話の学習経験がおおむね
きる程度の人）で次のいずれも

滋賀県健康福祉政策課

はがきでの応募のみ。

号を記載願います） ②戦没者

彦根市平田町594番地

■定員 愛知・犬上郡内で10人程度

■応募方法

ります。）

19:00〜21:00

手話の学習経験がない

当日消印有効

話番号（日中連絡可能な電話番

■場所

■対象者

大津市京町四丁目1-1

5月1日（火）〜31日（木）

参加費用をご負担願う場合があ

■時間

します。

ど）
は全額自己負担となります。
■募集期間

年間ほどで、2年続けて履修）の

度等についての理解と認識を深める

多目的室

〒520-8577

月日、性別、戦没者との続柄、電

とともに、手話で日常会話をおこなう

お申し込み・お問い合わせ

者の参加費用（交通費、宿泊費な

目の方は、交通費、宿泊費などの

歳以上（高校生は除く）で多賀町

現技術を習得した手話奉仕員を養成

※介助

郵便番号、氏名（ふりがな）、生年

除く）

彦根市障害者福祉センター

5,000円程度

でお問い合わせください。
（ 2回

動を促進するため、関連する福祉制

ために必要な手話語彙および手話表

■参加費

はがきに①参加希望者の住所、

両課程を履修できること。②18

い

■募集人数

の同行を必要とする方は下記ま

毎週木曜日（ただし8月16日（木）は

ご

戦没者（原爆、一般戦

■募集定員

のコミュニケーションの支援と交流活

20

商工会青年部

間を通じて町内の諸行事や観光

手話奉仕員養成講座の受講者募集

■日程

フォームより応募ください。先行して

全国戦没者追悼式に参列されるご遺

3.明朗で健康な方

います。

募集

主催の婚活事業を開催します。第3回

日本武道館（東京都）
で開催予定の

募集 ささゆりむすめを募集します

■資格

応 募は、Q Rコードを読 み 取って

募集

■診療科目 内科、
小児科

●

お問い合わせ

大好評企画、多賀町商工会青年部

●全国戦没者追悼式への参列者募集

9:00〜18:30（10:00〜診療開始）

〜多賀マスク婚活〜

■持ち物

お茶、タオル、筆記用具、

■時間 １3:00〜１5:00
いきいきホール

参加費１００円
お問い合わせ 福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

■時間 いずれも９:00〜１１:３０
■場所 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 2018年5月号
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相談・健診・予防接種・ひろばの案内

相談・健診

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〉

すくすく相 談

６月１９日（火）

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付けてい
１０:００～１１:００
ます。

（標記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

日（曜日）

午

前

午

後

集

落

集

落

5日（火） 萱原①・川相①

—

６月 ４日（月）

１３:１５～１３:３０ Ｈ３０年１月生まれの乳児

１０カ 月 児 健 診

６月 ４日（月）

１３:３０～１３:４５ Ｈ２９年７月生まれの乳児

12日（火） 久徳①・猿木③・敏満寺①

２歳６カ月児健診

６月 ５日（火）

１３:３０～１３:４５ Ｈ２７年１１・１２月生まれの幼児

13日（水） 多賀①

３歳６カ月児健診

６月１３日（水）

１３:３０～１３:４５ Ｈ２６年１１・１２月生まれの幼児

14日（木）

整形外科健診

６月２７日（水）

１３:４０～１４:００ Ｈ３０年３・４月生まれの乳児

総

合

健

診

特

定

健

診

６月１２日（火）

９:００～１１:００ 特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん検診の申込者

６月２７日（水）

９:００～１１:００

６月２６日（火）

９:００～１１:００ 特定健診の申込者（場所：滝の宮スポーツ公園体育館）

特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・
乳がん検診の申込者

☆各乳幼児健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。
☆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、
お子さん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。

◎予防接種のお知らせは、4月号と10月号に掲載します。出生後にお渡しした「のびっこ手帳」や多賀町
ホームページにも掲載していますので、併せてご覧ください。
多賀子育て支援センター（ささゆり保育園2階）
・おおたき子育て支援センター（大滝たきのみやこども園内）／
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

登 多賀 ぺんぎん広場
録
こあら広場
制
おおたき おひさま広場

９:００～１３:００

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

１３:００～１４:００ 子育て相談

５月 ９日（水） １０:００～
５月１６日（水） １０:００～
５月２３日（水） １０:００～

親子でのふれあい遊びや歌遊び、手遊びなどを楽
しみます

５月２２日（火） １０:００～

不定期
多賀①

大君ケ畑①③・佐目①・南後谷①
富之尾①

大君ケ畑①③・佐目①・南後谷①
富之尾①

15日（金） 大杉②・仏ケ後②

—

19日（火） 萱原②・藤瀬①・一ノ瀬①・樋田②③

萱原②・藤瀬①・一ノ瀬①・樋田②③

21日（木） 月之木①・土田①③・中川原①③

月之木①・土田①③・中川原①③

26日（火） 川相②・小原①②・霜ケ原②・久徳③

川相②・小原①②・霜ケ原②・久徳③

28日（木） 萱原③

不定期

おたのしみ
①

⑤

⑥

※「—」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。

萱原①・川相①

8日（金） 一円①・木曽①

４カ 月 児 健 診

※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

⑦

ヨコのカギ

先月号の答え

①いつでもどこでもネットで情報が手に入る社
会。○○○○○社会。

②

②Pain。和訳すると？

④

③小心者。○○の心臓と言われます。
④カナダ、
ケベック州の地名。○○○○オール。

③

⑧

⑧自分の意見を押しとすこと。○○押し。
⑩ハッカなどの清涼感が特長の植物の総称。

⑨

健 康 の ミ ・ カ ・ タ
COPDは慢性閉塞性肺疾患と言われる、
細い気管支が炎症を起こし、肺への空気の
流れが悪くなる呼吸器系の病気です。肺気
腫や慢性気管支炎と呼ばれる病気が含まれ
ます。
COPDを発症する主な原因は長年にわた
る喫煙で、
日本人全体の死因の上位10位に
入っています。初期はかぜの症状と似ていま

⑩
心当たりはありませんか？

①新中央公民館の愛称は？

□坂道を歩いたり、
運動したりすると、
息切れ
しやすくなった。
□運動の後に、
なかなか動悸が治まらない。
□咳やたんが出やすくなった。
□呼吸をするたびにゼーゼー、
ヒューヒュー
という音が鳴る。

がひどくなっていきます。最終的には、日常
生活もままならない状態になり、酸素ボンベ

⑦墨をする時に使う道具といえば？

問題

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 : 五節句の一つ

□□□
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5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。

すが、病気が進行するにつれしだいに息切れ

⑥大ヒットしたアニメ映画『○○の名は。』。

⑨大滝たきのみやこども園のある字。○之尾。

吸っていたことがある。

ニ
ツ ブ
ケ ン
ル ス
ウ

⑧

③

⑦

⑤

「ハナフブキ（花吹雪）」
でした。

ひとのうごき

⑧オリンピック競技のしるし。

□現在タバコを吸っている、または以前に

⑥

⑨

3月号の応募総数は34人、
正解率は97％でした！

タテのカギ

④

ス イ ダ
ヤ ン
キ ヨ ウ
ウ
ナ フ ダ

①

②

⑤バランスよく摂りたいですね。

肺の生活習慣病「COPD」

☆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30年6月 多賀町し尿収集カレンダー

2-2018
48-0157

PCの場合

http://bit.ly/tagaquiz

※1つでも当てはまった方は、COPDの可能
性があります。

スマホ等の場合

平成30年3月末現在
（ ）
内は前月比

■人口
7,546人（+8）
■男性
3,648人（+2）
■女性
3,898人（+6）
■世帯数
2,785世帯（+6）
■出生者数
7人
■死亡者数
10人
■転入者数
50人
■転出者数
39人

が手放せなくなってしまいます。
福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

放射線量（μsv/h）

苦しくて息ができなくなるCOPD。原因はタバコです。タバコは色とにおいのついた空気で
はなく、毒物そのものです。COPDを予防するために今すぐタバコをやめましょう。
つ ね お
〈大辻医院川相診療所 大辻 常男 医師〉

4月 5日 0.07
4月16日 0.07
※役場前にて、
3回測定平均値

お詫びと訂正
広報たが 2018年5月号
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広報たが4月号16ページの『多賀町民テニスコート照明料「150円／1時間」』
は
『多賀町民テニスコート照明料「150円／30分」』
でした。お詫びして訂正します。
正しくは

広報たが 2018年5月号
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チーズチップス

チーズやごま・桜えびを使うので、
カルシウムがたくさん摂取できます。
子どものおやつや
大人のおつまみにおすすめです。

11 25
㈮
日

㈮
日

と

19時まで受付します。

税務住民課（住民）
（有）2-2031（電）48-8114

広報たが
5 月号

5月の時間外交付

です

減塩レシピ
手づくり簡単おやつ

多賀町民憲章
材料（4人分）
とろけるスライスチーズ… … 4枚

黒ごま…………………………適量

青のり…………………………適量

桜えび…………………………適量

作り方
❶チーズを4等分に切り、
クッキン
グシートにのせて、青のり、黒ご
❷熱したホットプレートやフライパ
ンに①をクッキングシートごとの
調理時間

❸ チ ー ズ が 溶 け て ふ つ ふ つし、
チ ー ズ の 色 が 変 わってきたら
クッキングシートごと皿にあげて
冷ます。

10分

（1人分） エネルギー

85kcal ／ カルシウム 183mg

レシピに関しては、
福祉保健課（有）2-2021（電）48-8115（ふれあいの郷）
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

ま、
桜えびをふりかける。

せて焼く。

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

5

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。

「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

「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。

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

表紙写真■今年度から大滝地区に新し
く、大滝たきのみやこども園が誕生しまし
た。開所式で園児たちが元気いっぱいに
くす玉を割っていました。子どもの元気な
声が響き、
活気のある開所式でした。
編集後記■気温もグングンと上昇し、初
夏の陽気になってきましたね。季節の変わ
り目なので体調管理を忘れずに。ゴール
デンウィークでおでかけされることも多い
と思いますが、長時間移動の際は水分補
給と休息を忘れないようにしましょう。 し

