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大君ケ畑・北落兄弟邨盟約
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謹賀新年

新年のごあいさつ

亥年はどんな年／まちの話題

自ら進んでコツコツと、いつも現場へ地域の中へ
これからも初心・原点に返り、全力で町政運営に努めます

今年は亥年！

新年明けましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。亥年を迎えました。今年はどんな年になるでしょうか。

皆様には、平素より町政に対し深いご理解と格別のご支援とご協力を賜り、厚

はてさて、過去の亥年を振り返ると……どんなことがあったかな？ 少し見てみましょう。

くお礼申し上げます。
本年も、皆様の期待に応えられますよう全力で町政運営に努めてまいります。
皆様のご支援とご協力を重ねてお願い申し上げます。

平成31年4月、新しいまちづくりの拠点
新・中央公民館"多賀 結いの森"が開館します！！
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平成7年（1995年）

平成19年（2007年）

町内のできごと

町内のできごと

町内のできごと

• キリンビールが多賀に工場立地を

• 町制40周年

• 第1回多賀・関ケ原両町グラウンド

決める

• 滝の宮スポーツ公園竣工
• 高取山ふれあい公園竣工

• 大滝小学校体育館竣工

世間のできごと

世間のできごと

世間のできごと

• NHK総合テレビが全番組カラー化

• 阪神・淡路大震災

• 赤ちゃんポスト設置を認可

もが気軽に立ち寄れる多様な居場所や世代を超えた交流が生まれる場所づくり

• 第48代横綱・大鵬が引退表明

• 地下鉄サリン事件

• 新潟県中越沖地震が発生

をめざします。

• アポロ14号が月に着陸

• 高速増殖炉「もんじゅ」事故発生

流行語・名言

流行語・名言

流行語・名言

• 脱サラ

• ああ言えば上祐

• どげんとせんといかん

• ニアミス

• ベル友

• そんなの関係ねぇ

• ホットパンツ

• がんばろうKOBE

• 猛暑日

まちづくりの拠点施設
新しい施設は、
これまでの文化・学習活動とともに、幼児から高齢者までの誰

福祉作業所との交流
新しい施設の明るく見晴らしの良い南側には、障がいのある方と共にさまざ
まな仕事や活動に取り組む福祉作業所「杉の子第2作業所」があります。

• 土田栄太郎氏、多賀町に1億円寄

ゴルフ開催

付

作業所の隣には、モノづくりのできる工作室や作品などを紹介する展示ス
ペースもあり、地域の方の新たな交流や作品制作の連携が生まれ、互いがより
楽しく豊かに過ごせるよう期待しています。

町産木材の活用

11月17日

三社まいりウォーキングを開催
をふんだんに使 用したお弁 当を参

多賀町長

新しい公民館の建築には、多くの町産木材を活用しています。この取り組みが

恒例となっている、多賀三社まい

林業や木材産業再生の取り組みのスタートとして、さらには多賀町の森林を健

りウォー キングを開 催しました。当

加された皆さんに召し上がっていた

日は町内外・県内外から59人もの

だきました。
「素朴な味で美味しい」

全な姿で将来にバトンタッチするための第一歩と考えています。
木の香る、温もりのある館を多くの皆様に利活用していただけるよう願ってい

久保久良

ます。

多賀語ろう会
「多賀語ろう会」は、新しい公民館をまちづくりの視点で考え、施設の建築段階
から行政職員や地域の皆様が共に学び合い、交流を深めながら、魅力ある公民

方が参加してくださいました。多賀

「多賀にんじんのおはぎがとてもお

大社前駅を出発し、胡宮神社を経由

いしかった」
「家に帰って作ってみま

し、大瀧神社へ向かい、多賀大社へ

す」など、たいへん好評でした。

戻るという約11㎞のコースを歩き

紅 葉 は 色 づ き 始 めで 、赤と緑 の
コントラストがたいへん美しかった

ました。
大 瀧 神 社 では 、多 賀 町 産 の 食 材

です。

▲大勢の方が参加してくださいました

館の運営について協議していただいています。今後とも、
町民の皆様とともに歩
む公民館づくりをめざします。

11月24日
き た お ち

結びに皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、新年のごあいさつとい
たします。

きょう だ い む ら

大君ケ畑・北落 兄弟邨盟約30周年記念
大君ケ畑と甲良町北落が兄弟邨盟

当日は記念式典の後に、30メート

約を結ばれて30年を迎えました。こ

ルの巻き寿司作りや多賀そば打ちの

の二つの集落には「幸助とお花」
とい

体験、もち付きなどがおこなわれ、食

う民話が存在し、古くから交流があっ

べ物を通してよりいっそう絆を強めら

たと考えられています。盟約を結ばれ

れました。

てからは、御池山登山やカンコ踊りな
どのイベントを通し、交流を深めてこ
られました。
広報たが 2019年1月号
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▲式典のようす
広報たが 2019年1月号
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特集■認知症を学び、地域で支えよう！

特集■認知症を学び、地域で支えよう！

認知症を学び、
地域で支えよう！

• 認知症は、なってしまった方の家族

いて」の2つのメニューを福祉保健課

や周りが一番大変だと思っていた

で用意しています。無料ですので、地

が、本当につらいのは本人だという

域の行事にご利用ください。

ことがわかった。もし、認知症らしき

◆多賀町認知症高齢者
見守り安心ネットワーク事業

人を見かけて、困っているようであ
れば、積極的に声をかけたい。

多賀町では行方不明となった認知
症高齢者等を早期に発見し、
保護でき

 講座を受けた生徒から
話を聞いた保護者の声

るよう、
関係機関とのネットワークを構

• 自分が知らないだけで周りには認

築しています。事前に福祉保健課へ申

「もしも、親や身近な人、あるいは自分自身が認知症になってしまったらどうし

知症の方がたくさんおられるのだ

請していただき、
必要な方にはQRコー

よう…」
「家族や周囲は、本人とどう接したらいいの？」
「困ったときに気軽に聞

と思う。認知症と聞いて一歩引くの

ドをお渡ししています。QRコードは服

ける相談先は？」そのような疑問等にお答えします。

ではなく、まず理解を深めること、

や靴に貼り付けることができ、携帯電

知識を身に付けることから始めサ

話で読み取ると福祉保健課の連絡先

ポートできるようにしていければと

が表示されます。連絡していただくと

感じた。

身元がわかり、
ご家族へ直ちに連絡す

1. 2025年には高齢者の5人に1人が認知症に

ることができます。

◆認知症についての出前講座

認知症とは脳の働きが低下し、
さまざまな障害がおこり、生活に支障がでる状

認知症の予防や認知症について学

態のことです。2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれて

詳しくは、福祉保健課までお問い合

んでいただくために「認知症を学んで

います。今や認知症は身近な病気です。

わせください。

地域で支えよう」
「認知症の予防につ

2. 多賀町での取り組み

3. 認知症になっても安心して暮らせるまちをつくるために

多賀町では、
身近な家族・友人・自分自身が認知症になっても、
安心して住み慣れた町で暮らしていけるように、
一人ひとり
が認知症を正しく理解し、
地域で支えあっていけるまちづくりを目指しています。そこで、
次のような活動を進めています。

地域の方の理解と支えがあれば、認知症の方も介護をする家族も、
自分らしい生活を続けることができます。あいさつ、
声かけなどの見守り・手助けがあれば、認知症とその家族も安心して町に出ることができます。認知症の方を理解した接し
方、関わり方をすることで認知症の方は安心することができます。

◆認知症キャラバン・メイトの活動
認知症キャラバン・メイトとはキャ
ラバン・メイト養成講座を修了し、認

• 地区の各団体と協力しながら活動し
ていきたいと思います。
◆認知症サポーターの活動

に認知症について伝えていくことで、
認知症についての理解が学校や家
庭、地域に広がり、誰もが安心して暮
らせるまちづくりにつなげられるよう

知症サポーター養成講座の講師
（ボラ

認知症サポーターとは、
「なにか

ンティア）
を務めるほか、
地域でのリー

特別なこと」をする方ではありませ

ダーとして活動する方のことです。

ん。認知症について正しく理解し、自

ここで、認知症サポーター養成講

多賀町では現在、30

分のできる範囲で活動する、認知症

座を受けた児童・生徒とその保護者

人 の 心 強 い キャラ バ

の方やその家族の「応援者」です。現

の感想を紹介します。

ン・メイトが活動してい

在多賀町の認知症サポーターは、約

ます。

1780人です。

にすることです。



認知症サポーター養成講座を
受けた児童・生徒の感想

現在活動中の認知症
キャラバン・メイトの声

毎 年 、町 内 の 小 学 校 6 年 生と中

• 認知症になった高齢者の方は、知

学校3年生を対象に、認知症サポー

らず知らずのうちになにかを忘れ

• 認知症についてみんなで勉強した

ター養成講座を開催しています。こ

ているかもしれないので、
これから

り、話し合ったりする会を地域で持

の講座の目的は、講座を受講した児

は認知症の方の気持ちを尊重しつ

ちたいと思います。

童・生徒が家族をはじめ周囲の人々

つ、優しく接していきたい。



認知症の方への対応の7つのポイント

困ったときの相談窓口

1．まずは見守る

多賀町地域包括支援センター（福祉保健課）

2．余裕を持って対応する
3．声をかけるときは一人で

（電）48-8115 （有）2-2021
ご自分のかかりつけ医または認知症相談医

4．後から声をかけない

多賀町内の認知症相談医

5．相手の目線に合わせてやさしい口調で

小菅医院 多賀診療所 （電）48-1650（有）2-2262

6．おだやかに、
はっきりした話し方で

大辻医院 川相診療所 （電）47-1856（有）5-1856

7．相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

認知症専門外来

（参考:認知症サポーター養成講座標準教材）
他人事ではなく、自分たちの問題としてとらえ何がで
きるか考えてみることも大切です。認知症の方とその家

豊郷病院

認知症疾患医療センター オアシス

（電話予約、かかりつけ医の紹介状が必要）
（電）35-3001

族にやさしいまちをつくっていきましょう！

平成30年度 認知症を学ぶつどい
認知症への理解を深めていただくことを目的に「認知症
を学ぶつどい」を開催します。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加くだ
さい。
広報たが 2019年1月号

4

■日時

平成31年2月23日（土） 13:30〜16:00

■場所

多賀町総合福祉センター ふれあいの郷

■講師

成田

実 氏（豊郷病院副院長、認知症疾患医療

センター長）
広報たが 2019年1月号

5

多賀町民のつどい／ランリュック等支給

学校支援ボランティアだより／ねんきん

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

多賀町青少年育成町民会議事務局（中央公民館内） （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

学校支援ボランティアだより

「平成30年度多賀町民のつどい〜人権尊重と青少年育成〜」を開催しました
多賀町青少年育成町民会議

副会長

平塚

一弘

ますが、加害者の生徒や保護者の何がいけなかったのか

2年生校外学習引率（多賀小学校）

を批判や中傷するのでなく、自分のことにおきかえて考え

10月26日、2年生の校外学習で

んの活動を終えた後は、帰りの切符

去る11月11日、
「平成30年度 多賀町民のつどい〜人

る必要がある。また、事件が起きると、あたかも学校の先生

米原まで電車に乗って出かけました。

を一人ずつ購入し無事に学校へ帰り

権尊重と青少年育成〜」を、多賀町総合福祉保健センター

や教育委員会が全責任を負うべきといった報道では、何の

新幹線見学や買い物体験時などに、

ました。

「ふれあいの郷」において多賀町人権擁護推進委員会と

進展もない。マスコミの情報をすべて鵜呑みにするのでな

ほかのお客さんに迷惑にならないよ

参加されたボランティアさんからは

く、本当に何が正しいのか、何が必要であるのかを考える

う、指導補助や道路横断などの安全

「子どもたちから元気をいただきま

きっかけになれば」と、自身の子育て体験や経験を交え具

見守りを8人のボランティアさんにお

した」などの感想をいただきました。

体的にアドバイスをしていただきました。

こなっていただきました。盛りだくさ

合同で開催しました。
開会行事では、参加者全員による町民憲章の唱和に引
き続き、久保町長と池尻会長のあいさつのあと、各区民会
議や、育成の常任委員および関係諸団体からの推薦により

最後に、多賀町人権擁護推進委員代表の若林さんによ

選ばれた方々を顕彰しました。個人の部では、関西学生陸

る、お礼の言葉とあいさつがあったあと、
「多賀町民のつど

上競技大会の女子1万メートルで2年連続優勝された方を

い」を閉会しました。

筆頭に13人の方を、団体の部では、71年の歴史ある滋賀
県民体育大会で優勝された軟式野球のチームと全日本学

なお、今年も多賀中学校2年生の2人がたいへん立派に
司会進行をし、大会を盛り上げてくださいました。

託児（小学校就学児健診時）
11月1日、多賀町総合福祉保健セ

が保育士およびボランティアの方々

ンター「ふれあいの郷」で、小学校就

と一緒にブロック遊びやお絵かきな

学予定者に対する就学児健診で保護

どをして楽しく遊びました。

童軟式野球大会で全国優勝された少年野球クラブ、指導

者の皆さんが子育て講演会を受講さ

者の部では、約25年にわたり子ども達を指導・教育され

れている間の託児をしていただきま

ている方など、15人の方と2団を表彰し、池尻会長から賞

した。当日は1歳から4歳までの幼児

状と記念品が贈られました。

▲就学児健診時の託児

家庭科ミシン授業補助（多賀中学校）

続いて、日ごろ考えていることや感じていることについ
て小・中学生6人に主張発表をしていただきました。6人

11月9日、2人のボランティアさん

生教えてください」
と手を挙げる生徒

の皆さんの発表は堂々としたものであり、非常に大きな感

に家庭科ミシン授業を補助していた

や、
ミシン縫いに苦戦している生徒一

動をいただきました。

だきました。2年生のミシン授業はラ

人ひとりに、ていねいに対応していた

講演会では、講師の幸島美智子さんから「子どもをいじ

ンチョンマットの製作で、工程は布を

だきました。

めや犯罪の被害者・加害者にしないために〜ネット社会に

待ち針で留めてアイロンをあててか

こ う じ ま

み

ち

こ

らミシンで縫うというものでした。
「先

おける子どもたち〜」
と題して講演をしていただきました。
幸島さんからは、
「 いじめや自殺の記事が次々と報道され

▲お世話になったボランティアの皆さん

▲幸島美智子さんの講演

▲ていねいに教えていただきました

今月もたくさんのボランティアの方にご協力いただきました。ありがとうございました。

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

新入学生に「ランリュック」
「スポーツバッグ」
「通学用ヘルメット」を支給します

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

彦根年金事務所

国民年金課 （電）23-1114

学生納付特例制度をご存じですか？
学生納付特例制度は、学生の方の

修学校、各種学校などに在学する学

さい。また、審査結果については、お

に入学される1年生に学校指定の「ランリュック」を、多賀

申請により、国民年金保険料の納付

生の方です。手続きとしては、国民年

おむね2〜3カ月後に送付されます。

町立中学校に入学される1年生には、学校指定の「スポー

を猶予（先送り）することができる制

金保険料学生納付特例申請書を税

卒業後等に、追納制度（後払い）を利

ツバッグ」、
「通学用ヘルメット」を支給します。この事業は、

度です。この制度を活用することで、

務住民課の窓口に提出します。申請

用すると、過去10年以内の保険料を

子育て世帯の皆さんの経済的負担を軽減し、ゆとりを持っ

学生の方が、不慮の事故や病気によ

には、在学証明書（原本）または学生

追納（後払い）
することができ、将来の

て子どもを育てられる環境づくりの実現を目指して実施す

り障害が残ってしまった場合など、障

証（裏面も含む）のコピーの添付が必

年金額を増やすことができます。

るものです。新入学時に間に合うように、各学校で2月初旬

害基礎年金等を受給できなくなるこ

要となります。

におこなわれます「入学説明会」の時に配付させていただ

とを防止することができます。
（学生

きます。詳しくは、就学予定の学校を通じて保護者の方に

の方は、申請免除・納付猶予制度は

申し出ている在学期間中は、毎年3月

味方となる制度です。将来のため、万

お知らせします。

利用することができません。）

に更新の申請書がお手元に届きます

が一のために備え、
しっかりと手続き

対象となるのは、大学、大学院、短

ので、引き続き学生納付特例を希望

をおこなってください。

期大学、高等学校、高等専門学校、専

する場合は、すみやかに申請してくだ

多賀町教育委員会では、平成31年度に多賀町立小学校

「子育てしやすいまち」として、
「 将来をになう子どもた
ち」のために役立ってくれればと願っています。
広報たが 2019年1月号
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▲スポーツバッグとランリュック

申請は、毎年度必要となりますが、

国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万が一のときにも心強い

広報たが 2019年1月号
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けんこう／民児協だより

緑のふるさと協力隊／多賀
（大滝）
里づくりプロジェクト

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

ヒートショックを防ぎましょう 〜寒い日は家の中の温度差に気をつけて！〜
ヒートショックという言葉を聞かれたことがありますか？

す。血管は寒いと収縮し、暑くなると拡張します。それによ

ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動や急

り、血圧がジェットコースターのように大きく上下すること

激な温度の変化によって血圧が大きく変動し、失神したり、

で意識を失うなどしてしまうのです。特に、入浴するために

緑のふるさと協力隊

き

そ

木曽

霜ケ原にお客さんが来ましたよ〜！（9月23日）
霜ケ原をもっと知ってもらうために何をするのがいいのか、

み つ た か

光崇 隊員
ふるさと楽市に出店しましたよ〜！（10月21日）
多賀ふるさと楽市に「霜ケ原区」として出店しました。心

心筋梗塞等を引き起こしたりすることです。寒くなる11月

服を脱ぐと体の表面温度が10度程度下がるため、寒い脱

着任してから皆さんと一緒に悩んできました……。そして、霜

地よい秋空の下、開催されました。設営を終わらせて、いざ

から3月にかけて起こることが多く、
ヒートショックを起こす

衣所で裸になり熱い湯船に入る場合には危険性が高まり

ケ原といえば「農業」だと思い、
農業体験を開催となりました。

開店！ 出品内容は、霜ケ原でとれたお米で作ったおにぎ

方の90％以上が65歳以上だと言われています。

ます。

では、
どのような場合に起こりやすいのでしょうか。冬に

当日の参加者は多賀町外からは5人。サツマイモ掘り、

り。それが飛ぶように売れていきます。また、お釜を使用し

焼き芋、そしてコンバインでの稲刈りを体験してもらいまし

ての白米の炊き出しパフォーマンスも大好評。昼前にはほ

なると誰もが「廊下に出たら寒い」
「入浴の際、服を脱いだ

それでは、
どのように予防すればよいのでしょうか。ポイ

た。特にコンバイン体験は大好評！ 小さなお子さんは大

とんどの商品が売れました。
（もっと用意しておけば……）

ら寒い」という経験があることと思います。ヒートショック

ントは、家の中での温度差をなくすこと、脱水に気をつける

興奮でした。また体験終了後は、地域の方との交流会で、霜

今回の出店はとても良いものになったと思います。

は、
このように暖房で暖まっている部屋とそうでない場所

ことです。具体的には次のことに気をつけましょう。今すぐ

ケ原でとれたお米を振る舞いました。
「このお米おいしいね

との温度差が激しい場合に起こりやすいと言われていま

できる予防対策です。

〜！」
といったお声を多くいただきました。

■浴室・脱衣所

■脱水防止

○入浴前に浴室、
脱衣所を暖める

○水分をこまめに補給する

• 暖房器具を使う

○アルコールを飲んだ後の入浴をさける

• 浴室に熱いシャワーをかける
○湯船の温度は41℃以下

■生活習慣

○湯船につかる時間は10分程度で

○生活習慣病を予防する

○冷え込む時間までに入浴する

• 適度な運動
• バランスの良い食事
• 規則正しい生活

■トイレ
○便座に暖房装置や便座カバーを使う

■家族がいれば見守りを

○夜間にトイレに行く時は上着や靴下を身に着ける

○入浴する時は一言声をかけておく

▲芋掘り体験のようす

▲みんなで準備中！よい思い出になりました

多賀（大滝）里づくりプロジェクト〜霜ケ原むらづくり委員会 活動報告〜
民児協だより

〜心のふれあいを大切に〜
要です。また、少子高齢化や核家族化が進み、家族関係や

新年のごあいさつ
多賀町民生委員児童委員協議会

会長

小財惣九郎

新年あけましておめでとうございます。

「霜ケ原むらづくり委員会」は平成29年4月から、社会に

楽市でのお米の販売をおこないました。霜ケ原区の魅力を

おける癒せる生活空間と安全で安心して暮らせる地域社会

みんなにアピールしていこうという気運が高まっており、今

「安らぎの里

霜ケ原」を目指して、霜ケ原区で活動をお

地域社会における「つながり」の希薄化により、
さまざまな

こなっています。委員会の会議では、参加者を特定せず、関

生活や福祉の課題を抱える人々が増えてきています。

心のある区民の皆さんに来ていただき、地域の課題や解

私たち民生委員児童委員は、町民の皆様の身近な相

昨今、少子高齢化が社会問題となっておりますが、霜ケ

地域で安全で安心して暮らせる地域づくりを目指して

原区も例外でなく、高齢者への支援やコミュニティの関係

旧年中は民生委員児童委員活動に対しまして、深いご理

活動をおこなっています。また、当協議会では、地域の

の希薄化が課題となっています。そこで、緑のふるさと協

解・温かいご支援・ご協力を賜り、
厚くお礼申しあげます。

実態や課題に応じた取り組みができるように各種事業

力隊を迎えて、以前からおこなわれている地蔵盆やサロン

昨年は、全国各地で台風・豪雨の災害が相次いで発生し

や研修の実施、情報の収集・提供、広報活動の充実、委

に加えて、区民の皆さんで運営している農園でとれた野菜

ました。町内におきましても台風の暴風雨により、大きな被

員 の 資 質 向 上や民 児 協 組 織 の 機 能 強 化に取り組 んで

の収穫祭など、地域の方々のふれあいの場を企画・実施し

害が発生しました。被害に遭われた多くの方々にお見舞い

います。

ています。また、
空き家対策についても、
委員会で情報共有

お慶び申しあげます。

申しあげます。
近年の異常気象により、災害が発生する頻度も増加して
いる中、安全で安心して暮らしていける「まちづくり」が必
広報たが 2019年1月号
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今後とも町民の皆様のご理解・ご協力ならびに行政機
関、社会福祉協議会、関係福祉団体のご支援・ご協力をお
願い申しあげまして、新年のごあいさつといたします。

霜

ケ原」を目指して活動していきます。

決方法について話し合いを進めています。

談相手として、子どもから高齢者まで誰もが住みなれた

町民の皆様にはすこやかに新年をお迎えのことと心より

後も霜ケ原区の皆さんと一丸となって、
「 安らぎの里

しながら空き家・空き地情報バンクへの登録を進めていま
す。
また、今年度は初めて霜ケ原区で農業体験や、ふるさと

▲むらづくり委員会会議
広報たが 2019年1月号
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多賀町立図書館

多賀町立博物館／多賀語ろう会

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

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

図書館カレンダー（■…休館日）

1月

トピック展

2月

日

月

火
1

水
2

木
3

金
4

土
5

日

月

火

水

木

金
1

土
2

6

7

8

9

10
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8
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23
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28

29

30

31

24

25

26
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28

※2月12日（火）は振替休館日です。

※1月31日（木）は月末整理休館日です。

※2月20日（水）から3月1日（金）まで特別整理のため休館します。

年始のお知らせ

あけましておめでとうございます。今年の干支「亥年」に
ちなみ、
イノシシの剥製などを展示し、
イノシシについて多
面的にご紹介しています。
■会期

1月20日（日）まで

■会場

あけぼのパーク多賀 ホール

■観覧料

※1月15日（火）は振替休館日です。
※※※

「亥年にまつわる干支せとら」

1月5日（土）から開館いたします ※※※

無料
▲イノシシの剥製（多賀町立博物館所蔵）

企画展

明智光秀多賀出身説の文献公開

お知らせ

おはなしのじかん

雑誌スポンサー

■日時 1月5日（土） 10:30〜
あけぼのパーク多賀 図書館内 おはなしのへや

■対象

乳幼児と保護者 （事前申込不要）

■内容

図書館職員によるおはなし会とお正月あそび

図書館協議会活動報告
11月24日、協議会委員三人と当館館長が新しくオープ
ンした守山市立図書館での県公図図書館協議会交流会に
参加しました。新サービスや市民参加の図書館づくりなど
貴重な情報交換の場となりました。

■会期

1月12日（土）〜1月27日（日）

■主催

滋賀県教育委員会

お う

■会場

あけぼのパーク多賀

■共催

多賀町立博物館

み

よ

ち

し

りゃく

指定有形文化財『 近 江 輿 地 志 略 』を

11月より新たにメグミュージックコーポレーション 様に

■場所

本展では『 淡海温故録 』と滋賀県
展示し、明智光秀近江出自説を紹介
します。

雑誌2誌のスポンサーになっていただきました。
ほかにも現在、匿名個人で3人、匿名企業で1社、株式会
社ニイタカの皆さんにご協力いただいています。

美工

展示室
■観覧料

無料

明智光秀多賀出身説
き り ん

2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」は、明智光秀が主人公です。光秀の誕生地や誕生年ははっきりせず、諸説あります

雑誌タイトル

スポンサー名

開始時期

1

暮らしの手帖

匿名個人様

4月〜

が、江戸時代に書かれた『淡海温故録』
には多賀町の佐目に明智十左衛門が住んでおり、息子の光秀が越前朝倉家に仕え

2

月刊 自家用車

匿名個人様

4月〜

たとあります。

3 子どものとも0・1・2

匿名企業様

4 子どものとも年少版
5 こどものとも年中向き
6

かがくのとも

7

子どもの科学

匿名個人様
株式会社ニイタカ

8 すてきにハンドメイド メグミュージックコー
ポレーション
9
ひよこクラブ

4月〜
4月〜
4月〜
4月〜
4月〜
11月〜
11月〜

多賀町立図書館では、雑誌の購入費をご負担していただ

お う み お ん こ ろ く

あ け ち

じ ゅ う ざ え も ん

関連講演会

明智光秀近江出身伝説を発掘・発信しよう
■日時
■場所

1月20日（日）

育委員会事務局文化財保護課

13:00〜16:00

主幹）
ほか

多賀町立文化財センター

研修室（あけぼのパーク多賀内）
■講師

井上

■参加費
■定員

無料
50人

（事前申込必要、先着順）

優 氏（滋賀県教

■申し込み先

滋賀県教育委員会

事務局文化財保護課美術工芸・
民俗係 （電）077-528-4672
■主催

滋賀県教育委員会

■共催

多賀町立博物館

くスポンサーを随時募集しています。詳しくは図書館まで
お尋ねください。

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363
中央公民館 （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

第1水曜日

1月

2月

図書館出発

※16日

6日

13:00

7日

12:30

13日

12:40

Aコース
（大滝方面） ※10日
第1木曜日
Bコース
（多賀方面） ※9日
第2水曜日

巡回場所・駐車時間
多賀清流の里
利用支援サービス
川相
（玄関前）
（宅配・配送）
（生活改善センター）
13:30〜14:00
14:20〜15:00
大滝たきのみやこども園
大滝小学校
藤瀬
（玄関前）
（わたり廊下） （草の根ハウス前）
15:50〜16:20
12:50〜13:30
15:15〜15:30
犬上ハートフルセンター 多賀ささゆり保育園
多賀小学校
多賀幼稚園
（玄関前）
（玄関前）
（玄関前）
（運動場）
14:40〜15:20
15:55〜16:25
13:00〜13:35
14:00〜14:30

・利用カード、
本ともに図書館と共通です。 ・※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。 ・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 2019年1月号
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新多賀町中央公民館「多賀結いの森」第2回説明会
説明会では、新中央公民館の会館

■日時

に向けて多賀語ろう会が実施してき

1月20日（日）
13:30〜14:30

た活動の紹介や、会館後の公民館の

■会場

中央公民館大ホール

利用方法などについてご説明します。

■主催

新中央公民館運営準備部会

いよいよ開館が近づいてきました
新中央公民館「多賀結いの森」をぜひ
見に来てください！

「多賀語ろう会」
■内容

新中央公民館の建物および

運営等について説明をおこない
ます。

▲第1回説明会
（7月15日）
のようす
広報たが 2019年1月号
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芹川沿岸一斉清掃／B＆G海洋センター／農業委員会だより

おしらせ

●平成30年度障害者理解を深めるための研修会

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

お知らせ

「芹川沿岸一斉清掃活動」を実施しました

■日時

1月19日（土）

美しい環境に恵まれ住みよい郷土

人のご参加をいただき、缶やペットボ

13:30〜15:30

づくりを進めるため、滋賀県では12

トル、たばこの吸い殻などの散在性

（受付13:00〜）

月1日を環境美化の基準日とし、県下

ごみを回収することができました。ご

全域を対象に一斉清掃活動が実施さ

参加いただいた皆さん、大変ありがと

れています。

うございました。これからも多賀町に

ター（G−NETしが）大ホール
（近

応・対策について〜熊本地震で

江八幡市鷹飼町80-4）

の体験を通して〜
講師

関わる皆さんで力を合わせ、
より住み

■定員

現を目指し12月1日に芹川沿岸一斉

やすい多賀のまちをつくっていきま

■内容 （仮称）
「 災害による障害者

清掃活動を実施しました。総勢114

しょう。

案内

周辺の清掃をしてくださいました。
ベンチ周りから器具庫の整備まで、

版

無料

暮らしの便利帳はお手元に届きましたか？

（電）077-565-4832
（Ｆ）077-564-7641
（E-mail）info@kenshinkyo-shiga.com

●広告募集のお知らせ
募集

広報たがおしらせページの下欄へ

暮らしの便利帳」
という冊子の配

の広告を募集しています。掲載料金
掲載をご希望の方は、広告掲載申

報が一冊にまとまった、便利な冊子で

込書に掲載しようとする原稿を添え、

す。もしもまだお手元に届いていな

掲載を希望する広報の発行日の2カ

い場合は、お手数ですが役場企画課

月前までに提出してください。

までお問い合わせください。

お問い合わせ

年末のお忙しい中、本当にありがと
うございました！

す。初心者の方にも安心して競技を

お問い合わせ
犬上郡体育協会（甲良町教育委員

楽しんでいただけます。

ム4人から参加できます。
「チャンピオ

は、犬上郡体育協会事務局までお問

ンの部」、
「エンジョイの部」がありま

い合わせください。

は1枠5,000円（1カ月）
です。

お問い合わせ

企画課

企画課

（有）2-2018 （電）48-8122

（有）2-2018 （電）48-8122

会社会教育課） （電）38-3315

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

農業委員会だより
平成30年11月12日に開催された委員会の審議内容です。
農地法第3条の規定による農地所有権の移転許可申請……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。
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

草津市笠山八丁目5番130号
氏（熊本学園

で整備していただきました。

お申し込みや競技内容などの詳細

• 議案第2号

〒525-0072

続方法や補助・助成金等に関する情

バレー大会」が開催されます。1チー

• 議案第1号

害者福祉協会）

ふだん、職員では気づかないところま

第13回犬上郡ビーチボールバレー大会参加者募集中！
校体育館にて「犬上郡ビーチボール

俊裕

大学教授・弁護士）
■費用

滋賀県障害者社会参加推進セン

布を開始しました。役場での各種手

▲整備をしていただきありがとうございました！

2月24日（日）に、甲良町立甲良中学

東

昨年12月から各ご家庭に「多賀町

町民グラウンド整備ありがとうございました！
の皆さんが町民グラウンドの整備と

の孤立を防ぐためにできること

●多賀町版

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

12月2日に、多賀町軟式野球連盟

先着200人

お問い合わせ
ター（事務局:（公財）滋賀県身体障

ついて
（2）災害時障害者等に対する対

多賀町においても美しいまちの実

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

（1）障害者差別解消法の概要に

滋賀県立男女共同参画セン

■場所

▲清掃活動のようす

〜人と地域のつながり〜」

今月の足腰シャキッと教室

今月の介護者さんのおしゃべり会

心配ごと相談

■実施日 1月16日（水）
・30日（水）
■対象者 ６５歳以上の方（運動制限
を受けている方はご相談ください）
■時間 １３:３０〜１５:３０
■場所 ふれあいの郷
（送迎ご相談ください）
■持ち物 お茶、タオル、筆記用具、
参加費１００円

■実施日 1月23日（水）

■今月の相談日 1月16日（水）

■対象者

■来月の相談日 2月18日（月）

寝たきりや認知症の高

齢者を、在宅で介護されてい

■時間

る方

■場所 ふれあいの郷

■時間 １3:00〜１5:00
■場所 ふれあいの郷
いきいきホール

お問い合わせ 福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

いずれも９:00〜１１:３０
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

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……6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5条第1項第6号の規定による農地転用届出について……1件

※市街化地域の農地を転用し、第三者と売買等をおこなう届出です。
• 報告第2号

農地法第18条第6項の規定による合意解除通知について……3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。
• 報告第3号

土地利用協議の取り下げについて……1件

※電気通信事業者がおこなう事業において土地利用を終えた旨の報告です。
• 報告第4号

土地利用協議について……1件

※電気通信事業者がおこなう事業に対し、農業上の土地利用との調整について協議をおこなった報告です。
広報たが 2019年1月号
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相談・健診・ひろばの案内

保健業務／健康のミカタ

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ

（表記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

すくすく相 談

２月１９日（火）

１０:００～１１:００

（表記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

広報たが 2019年1月号
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前
落

午
集
萱原①・川相①

7日（木）一円①③・木曽①③・久徳①・栗栖③

一円①③・木曽①③・久徳①・栗栖③

１３:１５～１３:３０ Ｈ３０年９月生まれの乳児

１０カ月児健診

２月 ４日（月）

１３:３０～１３:４５ Ｈ３０年３月生まれの乳児

14日（木）多賀①③・富之尾①・四手①・敏満寺①③ 多賀①③・富之尾①・四手①・敏満寺①③

２ 歳 ６カ月児 健 診

２月 ５日（火）

１３:３０～１３:４５ Ｈ２８年７・８月生まれの幼児

19日（火）萱原②・樋田②

３ 歳 ６カ月児 健 診

２月１３日（水）

１３:３０～１3:４５ H２７年７・８月生まれの幼児

整形外科健診

２月２７日（水）

１３:４０～１４:００ Ｈ３０年11・12月生まれの乳児

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

—
不定期

21日（木）一ノ瀬①・藤瀬①

一ノ瀬①・藤瀬①

22日（金）月之木①・土田①・中川原①

月之木①・土田①・中川原①

26日（火）小原①②・霜ケ原②・河内③・八重練③

不定期

27日（水）川相②

川相②

28日（木）大君ケ畑③

大君ケ畑③

おたのしみ
①

⑧

②

〈ひろばの案内〉

わ くわ くラ ンド で
月曜日～金曜日
遊
ぼ
う

多賀

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
９:００～１３:００

きりん広場

１月 ９日（水）

１０:００～

ぺんぎん広場

１月１６日（水）

１０:００～

こあら広場

１月２３日（水）

１０:００～

⑨

④

各支援センターでおこないます
親子でふれあい遊びやお正月遊びを楽しみます

おお
おひさま広場
たき

１月２２日（火）

１０:００～

豆まきあそびを楽しみます

お は なし ポ ケット

１月 ８日（火）

１０:３０～

多賀子育て支援センターでおこないます

●脳卒中とは……
脳卒中は、脳の内部の血管（動脈）
が、
目詰ま
りを起こしたり、破裂したりすることで起こりま
す。脳卒中は、大きく分けて「脳出血」
「くも膜
下出血」
「脳梗塞」の３種類があります。
●脳卒中のメカニズム
脳卒中を引き起こす血管の破裂や目詰まり
は、
生活習慣が主な原因とされています。
脳内の血管が破裂する原因として最も多い
のは、高血圧と動脈硬化です。脳内の血管が目
詰まりを起こす原因は血栓です。心房細動（不
整脈の一種）があると、心臓の中で血栓という

③

血のかたまりができやすくなります。
●脳卒中の症状
次のような症状が現れたら、すぐに病院に行く
ようにしましょう。
・突然起こる激しい頭痛
・片方の手足・顔半分の麻痺・しびれ
・ロレツがまわらない、言葉がでない
・片方の目だけ、正しく見えない
・バランスが崩れて立てない、歩けない など
症状が一時的ですぐに良くなっても、一過性脳
虚血発作（ＴＩＡ）
という脳卒中の前触れかもし
れません。早期受診で後遺症が減らせます。

脳卒中は、ほとんどが高血圧症、糖尿病、
タバコ、脂質異常症による動脈硬化が
原因で、
十分に予防できる病気です。生活習慣病のコントロールが大切です。
大辻医院川相診療所 大辻 常雄 医師

※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。

不定期

18日（月）大杉②・仏ケ後②

◎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

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。

5日（火）萱原①・川相①
12日（火）大君ケ畑①・佐目①・南後谷①

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

後
落

２月 ４日（月）

登録制

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

午
集

日（曜日）

４ カ 月 児 健 診

健 康 の ミ ・ カ ・ タ
脳卒中について

☆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。

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付けてい
ます

平成31年2月 多賀町し尿収集カレンダー

⑩

クロスワード
ヨコのカギ
①木星の衛星のひとつ
②自己 の 利 益を中 心に考える人 。
○○イスト
③時計などで字が書かれている板
のこと
④膝を外側に開いて相手を威嚇す
るような歩き方
⑤本番の前に練習をすること
⑥決まりきった形のこと。○○には
まる
⑦弓道や射撃などで標的となるもの

タテのカギ

⑤

⑥

⑦

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。

①タロ○○・ジャガ○○・サツマ○○
②地獄の主のこと
⑤中学生の５教科といえば。国語・
数学・英語・社会・○○
⑧甲良町北落と兄弟邨30周年を
むかえた字
⑨うさぎ（ラビット）の英語での別称
⑩パイ生地の上にクリームや果物
をのせた洋焼き菓子

⑧

⑨

②

③

④

⑤

⑦

⑥

「スイセン（水仙）」でした
11月号の応募総数は36人
正解率は94％でした！

□□□□
FAXの場合

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

有線FAX

ださい。有線FAX・多賀町ホームページの回答フォームから

NTTFAX

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。

オ オ ス ギ
イ キ ツ ケ
ン
ケ ル ン
フ イ ー ト
ル ス
ン セ

ヒント : 正月らしい遊びです

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

でもOKです。正解者の中から抽選で10人の方に粗品を進呈

先月号の答え
①

2-2018
48-0157

スマホ等の場合

PCの場合

http://bit.ly/tagaquiz

クイズの解答締め切りは 1月31日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

平成31年11月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口………… 7,549人（+1）
男性………… 3,647人（+2）
女性………… 3,902人（-1）
世帯数…… 2,822世帯（+6）

出生者数……………… 3人
死亡者数……………… 8人
転入者数…………… 20人
転出者数…………… 14人

12月3日
0.066μsv/h
12月14日
0.076μsv/h

広報たが 2019年1月号
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広報たが

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

減塩レシピ

行 政 情 報アプリ「ｉ広 報 紙 」が「マチイロ」
としてリニューアル！

山椒やこしょう、唐辛子などの香辛料に
塩分はほぼ含まれません。
これらの香りや風味を生かして、
うす味でもおいしく食べられる献立です。
主菜にも野菜をたくさん取り入れると
ボリュームアップになります。

1

鶏肉と野菜の山椒風味炒め

マ チ を 好きに なるア プリ

1

2

3

役立つ行政情報を
見逃さない！

自分に合わせた
情報が届く！

いろいろなマチの
魅力をお届け！

月号

自 治 体 がもっと身 近 になる機 能 が 盛りだくさん！

ダウンロードはこちらから

●アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。●広告が表示されま
すが、
『 広報たが』
とは何ら関係ありません。●問い合わせ…㈱ホープ（電）092‑716‑1404

多賀町民憲章

材料（4人分）
鶏もも肉皮なし………… 240 ｇ

油……………………… 大さじ 1

大根……………………… 150 ｇ

酒……………………… 大さじ 1

ブロッコリー…………… 100 ｇ

しょうゆ… 大さじ 1 ＋小さじ 1

まいたけ………………… 150 ｇ

粉山椒……………………… 適量

作り方
める。鶏肉に火が通ったら、大根、
ま

めの短冊切りにし、
ブロッコリーは

いたけを加えて炒め、酒、
しょうゆ

小房に分けて茹でておく。まいたけ

で味付けをする。

は食べやすい大きさにほぐす。

❸②にブロッコリー、粉山椒を加え

❷フライパンに油を熱し、鶏肉を炒

て軽く炒め、皿に盛る。

調理時間

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

❶鶏肉は1口大に切る。大根は厚

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。

- - 1

昭和53年11月10日制定

多賀町の鳥・木・花

約20分

（1人分） エネルギー

132Kcal／塩分

1.0ｇ

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♪

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 兄弟邨記念式典の後に、大
君ケ畑産のよもぎを使ったお餅を作られ
ている所です。とても美味しくて３つも頂
きました。
■編集後記 新年明けましておめでとう
ございます。歳を重ねるほどに1年が早く
過ぎるように感じています。皆さんは新年
の目標を立てられましたか？イギリスの
研究では新年の目標を達成できた人は
3000人中300人
（10％）
程度だったとの
ことです。なので私は「立てた目標を達成
する」
ということを新年の目標にしたいと
思います。
トンチではありませんよ
（笑） し

