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多賀少年野球クラブスポーツ少年団

全国2連覇おめでとう!!

No.866

全国2連覇!!

特集■祝！全国2連覇！
！多賀少年野球クラブ

特集■祝！全国2連覇！
！多賀少年野球クラブスポーツ少年団

多賀少年野球クラブ
スポーツ少年団

辻監督に聞きました！「指導方法の変遷について」
設立当初は多賀町にスポーツ少年団

翌年には全国大会への出場を果たし、
そ

迎えます。この年の全国大会で初めて

がなく、
なかなか周囲の理解を得られな

の後、近畿大会・全国大会常連の強豪

初戦敗退を喫しました。全国大会初出

いまま、週1日、日曜日の午前中に練習

チームになりました。

場以降、3位や準優勝には手が届くが

をしていました。その後、土曜日にも練

つ じ

子どもたちの声
つじ

りゅう さ

ふ じ う ち

藤内

大舞台で自分たちの力を発揮
ピンチのときもありましたが

これからは勉強も野球もがん
ばりたいです。

と

そ ら

翼

今までは、勝利した時にガッツポーズが出て

優勝したとき、素直に嬉しかっ

いました。それはどこか「よっしゃ！ 俺が勝た

たです。これまで仲間とやってき

せてやったぞ！」という気持ちがあったように

て良かったと思いました。

思います。

「 絶 対 抑えて勝ちたい 」という
気持ちで投げました。

さ

辻正人監督の声

辻 琉沙
できてよかったです。

ま

6年間やってきたことを全部出

昨年の初優勝も今年の連覇の時もそうです

して勝つことができました。中学

が、
ガッツポーズではなく拍手しか出なかったで

でも野球を続け、
高校では甲子園

す。それは子どもたちが自分で考え、
子どもたち

に出場したいです。

が自ら勝ち取った成績だからです。こんな素晴
らしい子どもたちに出会えて感謝しています。

高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメントとは
今年で39回目を迎える小学生

当大会は小学生の甲子園とよば

軟式野球の全国大会。各都道府県

れ、平成21年からは明治神宮球場

の大会で優勝したチームのみが参

で開催されている。

加でき、全国約12,000チームか
ら勝ち抜いてきた強豪が出場する
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まさに小学生球児にとっての夢
の舞台である。

大きな転機が2011年に訪れます。

優勝はできていない。成績としてはどこ

それは第7回国際ユース野球イタリア

か足踏みをしているのではないかと、
さ

が負け続け、
結果が出ない日々でした。

大会に日本代表として出場したことで

らに指導方法の見直しをはかりました。

設立6年目に彦根支部のブロック大

す。大会自体は金メダル獲得という結果

そこで、子ども・保護者・指導者の誰も

会で初めて優勝しましたが、
技術や体力

でしたが、それ以上にヨーロッパの選手

がストレスを感じない、
グラウンドで誰

を鍛えるだけの指導に限界を感じ、
考え

たちがグラウンドで本当に楽しそうに野

もストレスを感じない「ストレス0野球」

る力をあわせて鍛える指導法に変更し

球をしている姿に衝撃を受けました。日

を推し進めました。今までよりさらに効

ていきました。

本のこれまでの野球は、
笑顔で試合する

率よく練習し、練習量・試合量を減らし

7〜8年目には、今までおこなってい

ことは失礼にあたるような、そんな空気

ていきました。練習も楽しく、試合も楽

た自身の経験にもとづいた指導法に疑

がありました。でも、
野球は楽しいものだ

しく、自ら考える野球を目指し、今まで

問を抱き、今までの練習方法の一切を

し、子どもたちには野球を楽しんでもら

成果の出ていた指導法を変更するとい

見直しました。効果があるかわからない

いたい、
笑顔で野球をしてもらいたいと

う大改革でした。

ような練習を削り、練習の効率化をは

このとき強く思いました。
「日本一を目

かりました。
また、
指導者の満足ではなく

標にしつつ、
世界一楽しく野球をしよう」

がいきなり結果としてあらわれます。高

「子どもたちの満足」を追求し指導して

と練習は厳しく、試合は楽しくという指

円宮賜杯第38回全日本学童軟式野球

導を2017年まで続けました。

大会で初優勝を果たしました。そして今

習をはじめ週2日の練習をしていました

8月18日から8月24日にかけて東京の神宮球場で開催された『高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会 マクド
ナルド・トーナメント』で滋賀県代表の多賀少年野球クラブスポーツ少年団がみごと優勝を果たしました。今回で通算13
回目の出場となる本チームは、前年度優勝チームとして予選なしで大会へ出場するという難しい状況の中、素晴らしい成
績をおさめられました。全国約12,000チームから勝ち抜いてきた強豪が出場する当大会は小学生の甲子園とも呼ば
れ、その大会を連覇するという快挙を達成されました。当大会の連覇は過去に1チームのみしか成し遂げておらず（大阪
の長曽根ストロングスが2度達成）、史上2チーム目となりました。
今回、その連覇の偉業を達成した多賀少年野球クラブスポーツ少年団の軌跡を紹介します。

きっ

いくことも進めました。それらの成果も
あり、1999年には近畿大会で初優勝、

昨年の2018年、
この大改革の効果

2017年にもう一つの大きな転機を

年も優勝し、
2連覇を成し遂げました。

多賀少年野球クラブスポーツ少年団のこれから
ストレス0野球をさらに推し進め、みんなが楽しく野球に関われるようにやっていきたいです。4年生の県大会で優勝し、
次は近畿大会があるので、
この流れを切らさないように、近畿大会でもいい結果を残せるようにがんばります。
年譜
1988年 多賀少年野球クラブを設立
近畿ろうきん杯学童軟式野球大会
1999年
（近畿大会） 初優勝
高円宮賜杯第20回全日本学童軟
2000年
式野球大会に初出場 ベスト16
滋賀県スポーツ少年団より
「優秀
2001年
スポーツ少年団」の表彰を受ける
滋賀県スポーツ少年団より辻監督
2002年
が「優秀指導者」の表彰を受ける
則本昂大（現東北楽天イーグル
2002・
ス）を投手に据え、全日本学童軟
2003年
式野球大会に出場
高円宮賜杯第24回全日本学童軟
2004年
式野球大会 初の準優勝
高円宮賜杯第29回全日本学童軟
2009年
式野球大会 二度目の準優勝
高円宮賜杯第31回全日本学童軟
式野球大会で3位となる。その年、
優勝・準優勝チームが辞退したた
2011年
め、第7回国際ユース野球イタリ
ア大会に日本代表として出場。金
メダルを獲得
全国スポーツ少年団軟式野球交
2016年
流大会で初優勝。初の全国制覇
高円宮賜杯第38回全日本学童軟
2018年
式野球大会で初優勝
高円宮賜杯第39回全日本学童軟
2019年
式野球大会で優勝。2連覇を達成

則本選手の声
多賀少年野球クラブスポーツ少年団の皆さん、優勝おめでとうございます。
僕は優勝できなかったので、それを2年連続でするなんて、
とんでもないことを
してくれたなと思います。後輩たちの偉業は誇りに思いますし、僕の力になりま
す。僕も負けないよう、
「すごい先輩」
と思ってもらえるピッチングを後輩たちに
見せていきたいですね。

東北楽天ゴールデンイーグルス 則本

▲2連覇おめでとうございます！

昂大

▲選手と監督・コーチの皆さん

大会結果
2 回
3 回
準 々 決
準 決
決

戦
戦
勝
勝
勝

多
多
多
多
多

賀
賀
賀
賀
賀

2
16
7
10
3

-

0
4
1
0
1

額レッドライオンズ
白鳥本町少年野球クラブ
猪名川ヤンキース
豊上ジュニアーズ
茎崎ファイターズ

（石川）
（香川）
（兵庫）
（千葉）
（茨城）

広報たが 2019年10月号

3

決算

平成30年度決算

多賀町の財政状況

平成30年度

多賀町の財政状況
〜一般家庭の家計におきかえてみました〜

平成30年度決算
で、前年度比3億6,966万円減少、

おりとなっています。

億169万円となり、4,559万円減少

主な基金の状況（千円以下

しました。

区分

歳出では、町道絵馬通り線整備事

万円となり、前年度比7,982万円

公民館建設事業に伴う社会資本整

き実施したほか、中央公民館建設事

額は、55億5,476万円で、前年度

（4.2％）の増収となりました。特に

備総合交付金が大きく増加し、2億

業では新中央公民館を竣工させ、歳

比2億852万円（3.9％）増加、歳出

法人住民税において、主要法人の業

2,612万円の増加となりました。県

出額は大きく増加しましたが、経常経

決算額は、52億5,871万円で前年

績好調や資本金、町内従業員の増加

支 出 金は、道 路 整 備 事 業や 地 籍 調

度比1億653万円（2.1％）増加と

により号数が上がった企業があったこ

査事業の事業量増加に伴い増加し、

なりました。歳入歳出差引額は、2億

とにより増収となりました。

4,876万円の増加となりました。

国・県支出金は、合わせて前年度

地方消費税交付金は、1億6,384

り越した財源が2,179万円、実質収

比3億1,588万円増加しました。国

万円の交付を受け、
うち消費税率引

支は2億7,426万円となりました。

庫支出金は、道路整備事業、橋りょう

上分5,474万円は、社会保障費の財

長 寿 命 化 事 業 の 実 施 の ほか、中 央

源としました。

歳入のうち町税収は19億6,531

交通安全対策特別交付金 102万円 0.0%
地方特例交付金 753万円 0.1%

町債
3億5,576万円

地方譲与税 4,297万円 0.8%

6.4%

県税交付金
1億8,921万円

3.4%

依

5.4%

金融機関等
からの
借入金

自

存

県支出金
2億9,733万円

55億5,476万円

︶
3.5%

繰入金
5億9,777万円

10.8%

％

繰越金
1億9,406万円

中央公民館建設基金

1億2,989万円

実質公債費比率

将来負担比率

−−

7.2

74.7

（25.0）

（350.0）

実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は、
「—」を記載しています。
早期健全化基準を括弧内に記載しています。

国民健康保険特別会計

8億1,561万円 7億8,228万円

介護保険事業特別会計

8億3,914万円 8億1,718万円

後期高齢者医療事業特別会計

1億101万円

9,987万円

育英事業特別会計

315万円

310万円

びわ湖東部中核工業団地
公共緑地維持管理特別会計

520万円

470万円

多賀財産区管理会特別会計

10万円

9万円

大滝財産区管理会特別会計

87万円

21万円

霊仙財産区管理会特別会計

31万円

6万円

農業集落排水事業特別会計

4億1,227万円 5億5,018万円

水 道 事 業 会 計

5億5,039万円 5億4,058万円

下水道事業特別会計

6,553万円

5,714万円

壁の張替え、雨漏りの修繕
維持補修費 3,485万円

0.7%

定期預金等

繰出金
（特別会計へ）
4億5,154万円

人件費
8億1,105万円

8.6%

積立金 1億1,916万円

15.4%

2.3%

親への仕送り、
子どもへの
仕送り

食費

補助費等
6億5,824万円

12.5%

各種保険料、
小遣い等

扶助費
4億6,305万円

歳出

医療費、
学費等

ローンの返済

光熱水費、
家電修理、
被服費等

・

︶
16.1%

1億2,259万円

52億5,871万円

8.8%

公債費
4億4,346万円

8.4%

物件費
8億5,715万円

16.3%

１

％
定期預金の
解約

社 会 福 祉 基 金

（20.00）

35.4%

９
地方交付税
8億9,396万円

前年から
の繰越

7,966万円

−−

財

歳入

金

（15.00）

源 ︵５
５

親などからの
支援

町税
19億6,531万円

給料・
アルバイト代
など家族で
得た収入

基

9億6,500万円

支出済額

0.0%

7億9,097万円
3億2,596万円
4億6,501万円
10億9,406万円
2億2,625万円
4億2,117万円
4億4,593万円
72万円
2,840万円
5,086万円
103万円

主

財
12.7%

源︵ ４ ４・

国庫支出金
7億661万円

連結実質赤字比率

債

四捨五入）

収入済額

投資および出資金・貸付金 11万円

税の内訳
市町村民税
（個人）
(法人)
固定資産税
(土地)
(家屋)
(償却資産)
(交付金)
軽自動車税
たばこ税
鉱産税

実質赤字比率

減

会計名

平成30年度末現在高

財 政 調 整 基 金

業や橋りょう長寿命化事業を引き続

平成30年度特別会計および企業会計決算状況（千円以下 四捨五入）

財政健全化判断比率は、下記のと

平成30年度末の地方債残高は、53

平成30年度一般会計の歳入決算

9,605万円で、
うち令和元年度へ繰

費の削減に引き続き努めました。

地方債の発行は、3億5,576万円

多賀町の財政状況

使用料
および手数料
1,755万円
0.3％
分担金
および負担金
7,306万円

1.3%

財産収入 769万円

0.1%

家の増改築、
車の買い替え等

投資的経費
（道路、学校、公共施設の整備等）
14億2,011万円

27.0%

寄付金 266万円

0.1%
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諸収入 2億226万円 3.6%
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多賀町長選挙・多賀町議会選挙／町民のつどい／多賀町第６次総合計画策定委員会開催

ねんきん

総務課 （有）2-2001 （電）48-8120 （Ｆ）48-0157

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

多賀町長選挙、多賀町議会議員一般選挙

日本年金機構

令和2年3月15日（日）
令和2年3月17日に任期満了とな
る多賀町長および、同年3月31日に
任期満了となる多賀町議会議員一般
選挙は、9月2日に開催された選挙管
理委員会において、同時選挙で令和

次の①および②のいずれにも該当する人で、多賀町の選挙人名簿に登録され

されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除

①平成14年3月16日以前に生まれた人

されます。※出産とは、妊娠85日
（4カ月）以上の出産をいいます。
（死産、流産、早産された方を含みます。）

②令和元年12月9日以前に多賀町に住民票を作成され、投票日まで引き続き3
カ月以上町内に居住している人

期日前投票および不在者投票

りました。

■場所

役場1階会議室

8:30〜17:00

〈多賀町議会議員一般選挙〉

■日時 令和2年1月30日（木）

■日時

9:30〜
■場所

■場所

多賀町中央公民館
「多賀結いの森」

■内容

小・中学生の主張発表、
講演会

■講演

き く ち

弁護士 菊地

ゆ き お

幸夫 さん

※中央公民館は、駐車場工事中のた
め駐車ができません。役場駐車場
からシャトルバスをご利用ください。
（8:30〜12：30随時運行）

出生証明書など出産日および親子
関係を明らかにする書類

出産予定日の6カ月前から届出可

届出先

能ですので、
お早めに届出ください

13:30〜

必要書類

彦根年金事務所または役場税務住

役場3階会議室

• 出産前に届出をする場合……母子

民課

菊地幸夫さんプロフィール
弁護士（第二東京弁護士会）。番町法
律事務所。中央大学法学部卒業。元
司法研修所刑事弁護教官。現在、社
会福祉法人練馬区社会福祉事業団理
事も務める。また、日本テレビ「行列
のできる法律相談所」、
「スッキリ」を
はじめ数本の番組にレギュラーとして
出演。弁護士業務の傍ら体力作りに
も勤しみ、各地のトライアスロン大会
へも出場。地元小学生のバレーボー
ルチームの監督等も務めている。

9:00〜
（受付8:45〜）

• ただし、母と子が別世帯の場合は

令和2年1月30日（木）

多賀町民のつどい 〜人権尊重と青少年育成〜
■日時 11月17日（日）

は市区町村で確認できるため原則

日が平成31年2月1日以降の方

届出期間

〈多賀町長選挙〉

役場3階会議室

• 出産後に届出をする場合：出産日
不要

立候補予定者説明会

■場所

もの

「国民年金第1号被保険者」で出産

令和2年3月11日（水）〜同年3月14日（土） 8:30〜20:00

■投票日 令和2年3月15日（日）

手帳等、出産予定日が確認できる

対象者

■期間

■立候補届出日 令和2年3月10日（火）

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間（以下「産前産後期間」
といいます。）の国民年金保険料が免除

ている人

2年3月15日に執行することが決ま

■告示日 令和2年3月10日（火）

国民年金課 （電）23-1114

産前産後は国民年金保険料が免除になります

投票できる人

投票日

彦根年金事務所

10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります
年金生活者給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、
日本年金機構（年金事務所）
が実施します。

対象者

請求手続き

老齢基礎年金を受給している方で以下の条件をすべて満

平成31年4月1日以前から年金を受給している方

たしている方

• 対象となる方には、
日本年金機構から請求手続きのご案

• 65歳以上である
• 世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
• 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下で
ある

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157

第1回 第6次多賀町総合計画策定委員会を開催
第 6 次 多 賀 町 総 合 計 画 策 定に向
け、第1回策定委員会を8月19日、役
場2階大会議室で開催しました。
第6次多賀町総合計画は、令和3

定です。

定されたほか、今後実施する住民・事

団 体 の 代 表 者 など2 4 人に委 員 の

業所アンケート調査について委員か

委嘱状を交付し、会長に滋賀大学の

ら意見を伺いました。今後、来年12

よ こ や ま こ

じ

年度からの10年間のまちづくりの

横 山 幸 司 教 授 、副 会 長に都 市 計 画

月まで、数回の会議を経て策定委員

目標となる将来像を示す基本構想

審議会会長の平居晋さんを選出し

会から町長に対して答申がおこなわ

と具体的な施策などを示す基本計画

ました。

れます。

（前期5年・後期5年）で構成する予
広報たが 2019年10月号
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その後、町長から多賀町の現状説

• 同封のはがき
（年金生活者支援給付金請求書）
を記入し
提出してください。
平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で以下の
条件を満たしている方

• 年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求手続きを
してください。

• 前年の所得額が約462万円以下である

明があり、総合計画の策定方針が決

第1回策定委員会では、町内各種

う

内が9月上旬から順次届きます。

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、口座番
号をお聞きしたり、手数料などの金銭をもとめることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、下記までお電話ください。

『給付金専用ダイヤル』 （電）0570-05-4092（ナビダイヤル）
広報たが 2019年10月号
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けんこう

介護予防サポーター養成講座

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

あなたも克服できる！ メタボリックシンドローム
り か ん

近年、多くの人が罹患している生活習慣病。主に、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの病気がありますが、多くの場合、
個々に発生するのではなく、内臓脂肪の蓄積により体内の糖や脂質の代謝が妨げられ、糖尿病や高血圧、脂質異常症など
の生活習慣病を引き起こします。

健康長寿№1！ 体操であなたの地域を元気に！
〜第2回介護予防サポーター養成講座開催します〜
多賀町で介護が必要となった原因のうち、1位が骨折・関節疾患となっています。そこで多賀町では、壮年期から高齢期
まで、元気なうちから体操に取り組むことで、健康長寿を目指すことを目的に、足腰を鍛える
「心うきうきゆいちゃん体操」
を作成しました。

さまざまな病気も、根っこは1つ
生活習慣病は発症しても痛みや不調などの自覚症状に乏しく、危機感も抱きにくいため、知らないうちに進行しているよ
じゅうとく

うです。進行すると動脈硬化から、心筋梗塞や脳卒中、腎不全など重篤な病気へと進行する可能性が高まります。

▼

つの要素から構成されています。有酸素体操では、たがゆ

▼

いちゃんのイメージソング「心ゆいゆい」の曲に合わせ、手

※メタボリックシンドローム……この状態を健診で発見して改善するのが大切

▼

内臓脂肪から分泌される善玉物質が減り、悪玉物質が増える

▼

高血圧

糖尿病

▼

身体を伸ばす⇒ストレッチ体操、足腰の筋肉をつける⇒
筋力体操、全身を動かし酸素を取り込む⇒有酸素体操の3

過食・運動不足

内臓脂肪の蓄積

「心うきうきゆいちゃん体操」ってどんな体操？

▼

脂質異常症

▼

▼

動脈硬化

▼

と足を両方動かすので、認知症予防に効果があります。

第1回介護予防サポーター養成講座の報告
平成29年度に第1回介護予防サポーター養成講座を
実施し、19人のサポーターが誕生しました。修了後は、字
や地域で活躍されています。

▲理学療法士による体操指導

前回の受講者の感想

心筋梗塞・脳卒中・腎不全・認知症など

• 自分の健康のためにもよいと思いました。毎日の生活の中で運動が大切なことがよくわかりました。
• ふだんからスポーツはしていますが、ゆいちゃん体操をすると、ふだん使わない筋肉を使うので大変良いと思
いました。

メタボを防ぐ・解消する 生活習慣10か条
運動編

食事編

①「ながら」運動をおこなう……歯磨きしながらスクワット・

⑥よく噛んでゆっくり食べる……目標、1口30回

TV見ながら脚上げなど
②車より自転車、
自転車より徒歩にしよう……近くに行くと
③なるべく積極的に階段を使おう……筋力トレーニングに
もなり、
心肺機能も高まります
④座っているときも姿勢を正す……お腹と背中を意識す
るのもちょっとした運動です

お仲間と楽しく体操をはじめたい、地域のために何か活動したいという方は、ぜひこの機会に介護予防サポーター養成
講座を受けてみませんか？

ロリーの低いものでお腹を落ち着かせてからゆっくり食
べましょう

■対象者

⑧メニューに迷ったときは、
カロリーの低い方を選ぶ

会・サークル活動、友人同士など4人以上のグループ

⑨1品料理よりも定食メニューを……バランスもよく満足

に属する方（代表2〜3人まで）

感が得られます
⑩夕食後3時間は何も食べずに起きていましょう

⑤家事を積極的におこなう……拭き掃除や洗濯物干しな

※養成講座修了後、地域等でサポーターとして継続して
活動される方を募集します。
※修了された方には「心うきうきゆいちゃん体操」の

どこまめに動いてエネルギーを消費しよう

DVDを贈呈します。
■日程

定期的に血圧を測りましょう
◎毎日、
同じ条件で測定して正しい血圧を知りましょう
◎朝晩2回測定することが大事です
朝は起床後1時間以内・排尿後・朝食前・服薬前に、夜
は食事・入浴・排尿を済ませてから、就寝前に測定するの
がよいでしょう。
広報たが 2019年10月号
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体操に取り組みたい団体、老人クラブ・福祉

10月〜11月の間で全5回

※修了には、養成講座を4回以上受講することが必要。
血圧は、
起床前から徐々に上昇します。朝起きがけは脳卒

■場所

多賀町中央公民館「多賀結いの森」 多目的室

中や心筋梗塞が起こりやすいというデータもあり、
注意が必

■費用

無料

要です。また、
就寝前と起床後の血圧の差が大きい場合、
脳

■定員

15人（先着順）

卒中のリスクが高くなると言われています。

■申込締切

家庭での血圧測定を習慣づけましょう。

10月11日（金） 福祉保健課までお電話でお

申し込みください。

第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 第５回目

きは歩こう

⑦カロリーの低いものから食べる……サラダや汁物などカ

第2回介護予防サポーター養成講座

日程

内容

自己紹介
10月16日（水）
運動の効果について
13:30〜15:30
体力測定をしてみよう！ ゆいちゃん体操①
10月30日（水） ゆいちゃん体操②
13:30〜15:30 効果的に体操をおこなうためのポイント
ゆいちゃん体操③
11月1日（金）
介護予防に大切なこと
13:30〜15:30
お口の健康と栄養について
11月6日（水） 効果的に体操をおこなうためのポイント
13:30〜15:30 ゆいちゃん体操④
地域で体操を始めるにあたって
11月20日（水）
サポーター体験
13:30〜15:30
修了式
広報たが 2019年10月号
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学校支援ボランティアだより

民児協だより／子育てサロン／就学時健康診断のお知らせ

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

学校支援ボランティアだより

民児協だより 民生委員・児童委員 〜支えあう 住みよい社会 地域から〜

環境委員会花苗植え指導・夏休み学習補助（多賀小学校）
多賀小学校では、毎月1回実施さ

災害に備えて

が交代で水やりをされています。

れる環境委員会にボランティアの方

また、夏休み中の学習支援で参加

近年、東日本大震災、熊本地震、大阪北部地震、北海道地

住民の防災に対する意識を高め、地域のつながりや住民相

が花苗植えなどの指導に入ってくだ

していただいたボランティアの方は、

震といった自然災害、
また、台風21号、西日本豪雨といっ

互のつながりを強め、いざというときの行動に役立てられ

さっています。7月はサルビアの苗を

夏休みのワークなどをする子どもた

た異常気象など、さまざまな災害が起きています。私たち

るようにしておく必要があります。

プランターや花壇に植えました。植え

ちに対して2日間とも優しく話しかけ

が住む多賀町でも、いつ大きな災害が起こるかわかりませ

日々、住民の皆さんへの声かけや見守りなど、災害に備

る際の注意点などの説明の後、全員

接してくださいました。

ん。もしもの時に備えての準備は大丈夫ですか？「今一度

える活動を民生委員・児童委員だけでなく、地域ぐるみで

の確認」が必要です。

取り組んでいきたいと思います。

で作業をしました。きれいに植えられ
た花は児童や先生、
ボランティアの方

▲プランターを玄関前に飾りました

本の読み聞かせ活動（多賀小学校・大滝小学校）

広報たが8月号に『「警戒レベル」をご存じですか？』
と

私たち民生委員・児童委員も、災害時要支援者台帳を

いう特集が載っていましたが、安全に避難行動がとれるよ

作成していますので、
もう一度、見直して災害に備えたいと

う、ふだんからの心がけが大切です。また、警戒レベル3、4

思います。
今後とも、民生委員・児童委員の活動にご理解とご協力

が発令された場合は、地域にいる方が周囲に声を掛け合っ
さらに、毎月1回給食に関連する図

多賀町地域学校協働本部では、多

いただいています。朝の10分間とい

賀小学校と大滝小学校で、週1回本

う短い時間ですが、子どもたちにとっ

書の本を紹介する日が設けられ、
「ボ

の読み聞かせをおこなっています。多

て本の良さを味わうとともに、地域

ランティアさんによる読み聞かせ」の

賀小学校は9人、大滝小学校は6人の

の方ともふれあえる楽しみな時間と

ほか、いろいろな方法で読み聞かせ

方々に、
スケジュールを組んで進めて

なっています。

がおこなわれています。

て、安全・確実に避難することが重要です。そのためには、

をお願いします。

子育てサロンへのおさそい
民生委員・児童委員が子育てサロンを開催します。
未就園児をお持ちの皆さんみんなで一緒に遊んだり、
おしゃべりしませんか？
■日時

10月24日（木） 10:00〜11:30（予定）

■場所

多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」 3階

■対象者
■主催

多目的運動室

町内在住の就園前の乳幼児とその保護者
多賀町民生委員児童委員協議会

■申し込み

福祉保健課

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155
▲多賀小学校での読み聞かせ

▲大滝小学校での読み聞かせ

学校支援ボランティア研修会（応急手当講習会・読み聞かせ研修会）

就学時健康診断のお知らせ

会では心肺蘇生の方法・AEDの使い

い等について講演を受け、
その後実践

来春、小学校に入学される幼児（平

第1回は応急手当講習会、第2回は読

方、
エピペンなどについての話を聞き、

しました。どちらの研修会にも初めて

成25年4月2日〜平成26年4月1日

み聞かせ研修会をおこない、のべ21

実践しました。
また、
紙芝居の研修会で

の方の参加があり、
今後の活動に役立

生まれ）
を対象に、就学時健康診断を

人の参加がありました。応急手当講習

は、紙芝居の歴史や特性、絵本との違

てていただきたいと願っています。

おこないます。下記の健診日に必ず

今年度のスキルアップ研修として、

受診してください。
保護者の方には、事前に「健康診断
通知書」
「健康診断票」をお渡ししま
すので、必要事項をご記入の上、当日
必ずお持ちください。

さるようお願いします。
どうしても託児が必要な方は必ず

ず受診できない場合は、学校教育課
までご連絡ください。また、できる限
▲応急手当講習会のようす
広報たが 2019年10月号
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▲読み聞かせ研修会のようす

り小さいお子様の同伴はご遠慮くだ

さい。

日程
健 診 日 11月14日（木）
場

所 多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

受

付 13:10〜13:35

内

容

1週間前までに通知書が届かない
場合や、健康上の理由等でやむを得

事前に学校教育課までお申し出くだ

13:45〜 視力検査・聴力検査
15:15〜 内科検診・歯科検診

※13時45分から15時まで保護者向け「子育て講演会」を開催します。
広報たが 2019年10月号
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多賀町プレミアム付き商品券について／B＆G海洋センター
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

『多賀町プレミアム付商品券購入引換券』交付申請をお忘れなく！
この商品券の購入対象者のうち、
住民税非課税者に該当

ます。
また、
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生

レミアム付商品券購入引換券交付申請書」を送付させてい

まれたお子さまがいる子育て世帯の方は申請不要ですの

ただきました。

で、順次「多賀町プレミアム付商品券購入引換券」を郵送し

合は、交付申請書に必要事項をご記入いただき、押印のう
え、
役場福祉保健課へ提出をお願いします。また、窓口へお

野焼きは法律で禁止されています
野焼きは、
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
という国の定めた法律で、禁止されています。
よって、
これに違反すると懲役や罰金刑を受ける場合がありますので、絶対にやめましょう。

すると思われる方には、
8月中に黄緑色の封筒で「多賀町プ

申請がお済みでない方で、
商品券の購入を希望される場

野焼き禁止／資源回収のお知らせ／農業委員会だより

「これくらいなら……」
という安易な気持ちで野焼きをおこなうと、火事や近隣住民とのトラブルの原因にもなります。

禁止されている野焼きの行為

ています。
なお、
この商品券は、多賀町内の「多賀町プレミアム付商
品券」取扱事業所でのみ使用できます。

持ちいただけない場合は、同封の返信用封筒で返送してく
ださい。
申請書を審査のうえ、購入対象者に該当した方には、順

■交付申請書受付期間

11月30日（土）まで

■交付申請書提出先

役場福祉保健課（多賀町総合福

次、
「多賀町プレミアム付商品券購入引換券」を郵送いたし

ドラム缶での焼却

ブロック積みによる焼却

そのまま積み上げての焼却

基準を満たさない焼却炉

中には、やむ得ない例外規定もあ

等の呼吸器官を患っている人など、焼

野焼きについての問い合わせや違

りますが、他人に迷惑をかけないこ

却の煙によって多大な迷惑を受ける

法な野焼きを発見された場合は、下

生涯学習課 （有）3-3740 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

とが大前提となります。例外であって

人々がいます。
「もし逆の立場だったら

記までご連絡をお願いします。

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

も、むやみに焼却してもいいというわ

……」
を考え、
他人に迷惑がかからない

役場産業環境課

第9回多賀町スポーツフェスティバル参加者募集中

けではありません。

よう配慮して、
お互いが気持ちよく暮ら

多賀町スポーツ協会主催の「第9回多賀町スポーツフェ

祉保健センター「ふれあいの郷」内）

■日時

■競技種目 バドミントン、卓球、
グラウンド・ゴルフ

れます。

■参加料

さいますので、
初心者の方もお気軽にご参加ください。

無料

育大会で昨年の優勝に続き連覇を達成されました。
前年優勝チームということでマークもきつい中の連覇と
なりました。
メンバーを紹介させていただきます。

彦根警察署 （電）27-0110

資源回収のお知らせ
実施団体

実施日

実施場所

回収品目

大滝たきのみやこども園

10月27日（日）
予備日11月2日（土）

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

■お問い合わせ・お申し込み 多賀町スポーツ協会事務局
（多賀町B＆G海洋センター内）

資源回収のルール……必ずお守りください！！

県民体育大会連覇達成！
町内の軟式野球チーム「オール多賀」が第72回県民体

せるようにご理解をお願いします。

10月27日（日）

スティバル」が多賀町B＆G海洋センターを中心に開催さ
多賀町スポーツ協会会員の方がていねいに教えてくだ

洗濯物を干している家、ぜんそく

（電）48-8118 （有）2-2030

★分別を徹底してください。
■監督

北川

豊

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写紙、ワックス加工紙（紙

新聞……新聞、折込チラシをひもで縛る。

■コーチ 鍛治谷宜信

雑誌……書籍、パンフレット、封筒、包装紙等をひもで

■選手

縛る。

秋山陸、奥野美津彦、奥村圭、岸邉晃希、岸本彰司

コップ・皿）等は出せません。
★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。

北村勝彦、清水宣貴、新谷友、田中大暉、地本光佑

ダンボール……ダンボール、お菓子・ティッシュなどの紙箱

藤内裕太、藤谷康平、前川椋輔、前田拓馬、前田裕眞

をひもで縛る。

★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。

宮野正樹、山名茂治、山名昌弘

農業委員会だより

多賀Kids全国大会出場
多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団は、
８月６日から

滋賀県内の女性農業委員・農地利

定数14人中2人で、農地利用最適化

令和元年

おこなわれた第３９回全日本バレーボール小学生全国大会

用最適化推進員で構成される「湖国

推進員を合わせると委員定数20人

第10回 農業委員会総会のお知らせ

に出場しました。多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団に

女性農業・推進委員協議会」では、来

中2人と女性の登用率はきわめて少

■日時

10月11日（金） 13:30〜

とって女子の部では初出場!!

年7月の次期農業委員・農地利用最

ない状況です。

■場所

役場

2階大会議室

大会二日目に今大会で優勝した広島県代表の上黒潮ＪＶ

適化推進委員の任命に向け、女性農

女 性 の 感 性や視 点でこれからの

※申請受付期限は、総会開催月の前

Ｃから１セットを勝ち取るも、
フルセットの末に惜しくも敗退

業委員と女性農地利用最適化推進委

農業のあり方を考えられるよう、次

月の20日
（閉庁日の場合はその前

しましたが、日々の練習の成果を発揮し、夢の舞台で最後

員の登用促進を目的にキャラバン活

期 の 任 命における配 慮が求められ

日）
です。

まで全力で戦われました。

動が実施されており、9月26日には

ています。

チーム一丸となり、今後よりいっそうの活躍を期待して
います。
広報たが 2019年10月号

12

▲多賀Ｋｉ
ｄｓバレーボールスポーツ少年団
（女子）

※農業委員会総会で審議された内容

本町を訪問されました。多賀町におけ

は、多賀町ホームページでご覧い

る現在の女性農業委員の数は、委員

ただけます。
広報たが 2019年10月号

13

多賀町立図書館

多賀町立博物館

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）※4月から休館日が変わっていますので、
ご注意ください

10月

企画展

11月

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

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

■対象
■参加費

■標語 「おかえり、栞の場所で待ってるよ」

■内容

乳幼児と保護者

■期間 10月27日（日）〜11月9日（土）
■主催

■開催期間

図書館職員によるおはなし

日（土）〜11月24日（日）
■場所

会とハロウィン工作

公益社団法人

読書推進運動協議会

館内
■冊数

本のおわけ会

おはなしのじかん

前半：10月26日（土）

〜11月8日（金）、 後半：11月9

無料（事前申込不要）

あけぼのパーク多賀

図書

対面朗読室
前半は1人5冊まで、後半は

■内覧展示

だいた本のうち、すでに所蔵していたも

25日（金）まで内覧展示しますの

■場所

のなどをご希望の方におゆずりします。

で、
どうぞご覧ください。

■日時 11月9日（土） 11:00〜12:30
■場所

村上しいこさん講演会
「寄り添ってくれた物語の世界 〜想いがとどくまで〜」

■定員 70人（定員になり次第締切）

■後援 子どもの本のサークル「このゆびとまれ」、多賀町教育委員会

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
図書館出発

第1水曜日

2日

6日

13:00

Aコース
（大滝方面）
第1木曜日

3日

7日

Bコース
（多賀方面）
第2水曜日

9日

13日

14

展示室
あけぼのパーク多賀

▲昨年の八景展のようす

多賀の花の観察会 〜里山の植物の観察（富之尾）〜
駐車場

をおこないます。自然いっぱいの多賀

■参加費

を再発見しませんか。原則、雨天決行

■主催

多賀植物観察の会

です。お気軽にご参加ください。

■共催

多賀町立博物館

※事前申込は不要です。当日動きや

あけぼのパーク多賀

100円

すい服装でお越しください。

▲観察会のようす

博物館実習
8月21日〜25日の5日間の日程で、滋賀県立大学の学生3人と富山大学の学生1人が博物館実習に来られました。博
物館実習の感想を書かれましたので、掲載します。

博物館実習を通して
私たちは今回の実習を通し、学芸

なこともすべてをこなしていく必要

1人を実習で受け入れていただきあ

員は学 術 的 な 研 究をメインにおこ

がある大変な仕事であると痛感しま

りがとうございました。

なっている、という考え方が180度

した。

川相
（生活改善センター）
13:30〜14:00

巡回場所・駐車時間
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）

大滝小学校
（わたり廊下）
12:50〜13:30

犬上ハートフルセンター
（玄関前）
14:30〜15:00

大滝たきのみやこども園
（玄関前）
15:50〜16:20

実習では学芸員の仕事の一端を体

手伝いなど実際の業務をおこなわせ

12:30

験させていただきましたが、多賀町立

ていただいたことは自分たちにとっ

多賀幼稚園
（運動場）
14:00〜14:30

多賀ささゆり保育園
（玄関前）
15:55〜16:25

博物館の学芸員は資料や標本の整理

て大きな経験となり、
この経験を糧に

12:30

多賀小学校
（玄関前）
12:50〜13:30

から広報、
イベントの準備など多岐に

今後社会に貢献していきたいと思い

わたる業務をこなされており、大きな

ます。

・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 2019年10月号

美工

活動報告

■申込受付 10月12日（土） 10:00〜
（開館時間内）
まで
季節風びわこ道場（多賀町立図書館内） （電）48-1142 （有）2-1142（FAX不可））

11月

あけぼのパーク多賀

無料、
どなたでも。

ただし事前申込必要

10月

■会場

観察会

■集合場所

季節風びわこ道場

▲敏満寺遺跡石仏谷墓跡

■会期 10月23日（水）〜11月3日（日）

■共催

■日時 10月17日（木） 9:30〜12:00

20人
（定員になり次第締切）

公益財団法人滋賀県文化財

■主催 （一社）多賀観光協会

あけぼのパーク多賀 2階 大会議室

■参加費・対象

■主催

無料

を再確認してみませんか？ 皆さんの

11月9日（土） 14:00〜16:00（13:30受付）

無料、
どなたでも。

ホー

ル・ギャラリー
■観覧料

ご来場をお待ちしています。

■場所

■内容 講演会（終了後サイン会もあります）

■主催

示します。写真を通して、多賀の魅力

■日時

ただし事前申込必要
■定員

フォトコンテスト」の作品を今年も展

あけぼのパーク多賀

■参加費・対象

あけぼのパーク多賀

多賀八景展

2階

大会議室

■会場

保護協会

今回は富之尾で里山の植物の観察

子どもゆめ基金助成活動 季節風びわこ道場2019秋の風
村上しいこさん講演会前の読書会（村上しいこさん参加）

■会期 10月1日（火）〜10月19日（土）

10月19日（土）〜10月

■日時 10月5日（土） 10:30
あけぼのパーク多賀 図書

跡をはじめとして、さまざまな時代の
お墓が発見されています。

多 賀 観 光 協 会 主 催 の「 多 賀 八 景

制限なし

図書館で不要になった本やご寄贈いた

団墓地、国史跡敏満寺遺跡石仏谷墓

に迫ります。

※10月31日（木）、
11月28日（木）は月末整理休館日です。11月3日は祝日と日曜が重なるため開館します。
館内 おはなしのへや

多賀町は、日本を代表する中世集

発掘されたお墓から多賀町の特質

※図書館のシステム更新に伴う移行作業のため、9月24日（火）〜10月3日（木）まで臨時休館します。

第73回読書週間

滋賀県埋蔵文化財地域展Ⅰ 「お墓からみた多賀の歴史」

変わりました。

博物館では分業しておこなえるよう

未整理の資料の整理やイベントの

今回滋賀県立大学3人、富山大学

▲実習のようす
広報たが 2019年10月号
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公民館だより

おしらせ

●湖東広域連携婚活応援事業 “出会いの秋” 婚活イベント第3弾・第4弾！

中央公民館 （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

案内

子ども陶芸教室で夏のお楽しみ会をしました
多賀町中央公民館「多賀結いの森」では、毎月子ども陶
芸教室をおこなっています。
8月の陶芸教室では、6月に作陶をし、7月に色付けした

■第3弾

う前に熱湯で消毒をして、ペットボトルで作った流しそうめ
ん機で、
そうめんやトマトや凍ったゼリーなどを流して、
楽し
く美味しくいただきました。

お椀を実際に使って、夏のお楽しみ会をしました。お椀を使

秋の遠足 （愛荘町主催）

日
会
定

時 11月9日（土） 13:30〜
（受付13:15〜）
場 愛知川ふれあい本陣 ※駐車場あり
員 24人
（男女各12人）
・男女で和モダン柄が可愛い「ののすておりがみ」でインテリアづくり
容 ・人気の老舗和菓子店の大福を食べながらお茶菓子タイム
・男女グループで散策 ・1対1でのじっくりトークタイムなど
用 男性:1,800円 女性：1,000円
齢 男女とも25歳〜45歳
限 10月30日（水） ※応募者多数の場合は抽選
物 身分証明書
（免許証・保険証など）

内
費
対
申
持

象
込

ち

年
期

■第4弾

酒蔵de謎解きコン （豊郷町主催）

日
会
定

時 11月24日（日） 11:00〜
（受付10:40〜）
場 岡村本家
（金亀酒造） ※駐車場あり
員 24人
（男女各12人）
・男女で酒蔵を巡りながら謎解きに挑戦
容 ・糀を使ったランチやデザートを堪能
・1対1でのじっくりトークタイムなど
用 男性：2,500円 女性：1,500円
齢 男女とも25歳〜45歳
限 11月13日（水） ※応募者多数の場合は抽選
物 身分証明書
（免許証・保険証など）

内
▲工作室でお椀を作りました

▲実際に使えるように熱湯で消毒します

費
対
申
持

象
込

ち

年
期

■第5弾 （彦根市）開催もご期待ください！
イベント対象者・申込方法
■参加条件

彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町に在住・在勤または将来移住する意思のある独身の男女（学

生は除く）
■申込方法

https://kotokoi.netにアクセスまたは「KOTO恋］
と検索！ ホームページより必要事項を入力して申し込ん

でください。
■お問い合わせ・お申し込み
▲自分たちで組み立てて、流しそうめんを楽しみました

▲そうめん以外にも食材が流れます

多賀語ろう会活動報告

10月の例会のお知らせ

8月の研修会のようす

■日時

10月30日（水） 18:30〜20:30

■場所

多賀町中央公民館「多賀結いの森」

8月の語ろう会では、7月の研修会で提案された方針の
改定について話し合いをおこないました。今後の方針に

「多賀語ろう会」は毎月さまざまなテーマを設けて例会を

ついては、9月の研修会で語ろう会のキャッチコピーを発

開いています。町民の皆さんに参画していただき、
多賀町に

表し、方針につなげていくことになりました。今回の語ろう

ついて語り合っています。公民館活動や地域活動に興味を

会には新しく住民の方が数人参加してくださり、新しい視

お持ちの方、
いろんなアイデアをお持ちの方など、
日ごろ感

点からさまざまな意見をいただき、いつも以上に活発な

じておられることを、
ぜひ語ろう会でお話しください。

RunLand（株）
（1市4町受託者） （電）0584-73-5123（Ｆ）0584-73-5123

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 10月2日（水）
・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 10月24日（木）

■今月の相談日 10月16日（水）

■対象者

■来月の相談日 11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 ふれあいの郷ボランティア室

■時間 １0:00〜１1:30
■場所 ファミリーステーション多賀

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

お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）
２-２０３９ （電）
４８-８１２７

話し合いができました。
これまでの語ろう会は、主に新中央公民館の建設に向
けての語り合いが中心でしたが、
これからは、多賀町に関
わるすべての人がともに語り合い、情報が集うまちづくり
の発信拠点としての場として発展していけたらと思いま
す。その中で中央公民館が果たせる役割を考え、新しい
発想で公民館の可能性を最大限に活かした運営をおこな
います。
広報たが 2019年10月号
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▲今後の方針についての話し合い
広報たが 2019年10月号
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相談・健診・ひろばの案内

保健業務／予防接種／ひろばの案内

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

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています
談 １１月１９日（火） １０:００～１１:００
※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

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
広報たが 2019年10月号
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午
集
5日（火）萱原①・川相①

前
落

日（曜日）

４ カ 月 児 健 診 １１月１１日（月） １３:１５～１３:３０ R1年４月生まれの乳児
１ ０ カ 月 児 健 診 １１月１１日（月） １３:３０～１３:４５ Ｈ３０年１２月生まれの乳児
１ 歳 ６ カ 月 児 健 診 １１月 ６日（水） １３:３０～１３:４５ Ｈ３０年３・４月生まれの幼児
７ ～ ８ カ 月 児
１１月１９日（火） ９:５０～１０:００ H３１年３・４月生まれの乳児
離
乳
食
教
室
ヘ ル ス アップ 教 室
１１月 ７日（木） ９:３０分～１１:３０ 特定健診・スマート健診を受けた人
（ 運 動・栄 養 教 室 ）
い き い きライフ 体 験 塾
町民の方どなたでも
（申込者）
（運動・タニタ食堂管理 １１月 ３日（日・祝）９:３０～お昼ごろ
多賀町中央公民館「多賀結いの森」
栄 養 士 による講 演 会 ）
☆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カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップをお持ちください。

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）

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〉

15日（金）多賀①②③

多賀①②③

18日（月）富之尾①・敏満寺①②③

富之尾①・敏満寺①②③

19日（火）一之瀬①②・藤瀬①・中川原①

一之瀬①②・藤瀬①・中川原①

21日（木）月之木①②・土田①②

月之木①②・土田①②

—

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
おひさま広場
たき
お 話 し ポ ケ ット

不定期

26日（火）佐目②・小原①

佐目②・小原①

28日（木）大君ケ畑②③

大君ケ畑②③

29日（金）河内③・敏満寺①・八重練③

河内③・敏満寺①・八重練③

おたのしみ
①

②

子ども同士が遊んだり、親同士が語り合ったりす
る場としてご利用ください
１３:００～１４:００ 子育て相談
１０月 ４日（金）
１０:００～
にじ・きりん・ぺんぎん広場は町の福祉バスで
戸外に出かけます。こあら広場は、現地集合で町
１０月２４日（木）
１０:００～
内の施設で遊びます
１０:００～
１０月２３日（水）
※詳細はにっこりメールにてお知らせします
９:００～１３:００

１０月２９日（火）

１０:００～

大滝神社に秋を探しに出かけます

１０月 ８日（火）

１０:３０～

多賀子育て支援センターでおこないます

※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

③

クロスワード
先月号の答え

ヨコのカギ
①店などと継ぐ人のこと。後継者
⑤字を書く道具のこと

⑦

⑥

⑦しわざ、ふるまいのこと
⑧武士や相撲取りが結うものとい
えば
⑨売り言葉の対義語

⑧

⑤

⑩主に赤ワインに使われるブドウの
品種
タテのカギ

⑨

①気の向くままに歩くこと

④

②粘土をこねて形を作り、釜で焼き

ア
キ
ハ
バ
ラ

①

③

④

⑥

カ
ハ
ン エ ン
イ キ ガ
ビ ー
ベ ル

⑦

ナ

②

⑧

ス
ル
メ

⑨

⑤

「ヒガンバナ（彼岸花）」でした
8月号の応募総数は31人
正解率は100％でした！

あげること
③空想上の生き物。○○ノコ

⑩

④人間の背中と尻の間の部位
⑤ヨルダン南西部に位置する世界
遺産
⑥数は英語で？

問題

クロスワードを回答して、二重枠の ヒント : 早いものだと、すでに食卓に…
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

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

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

わくわくランドで遊ぼう 月曜日～金曜日

不定期日での収集となります。

大君ケ畑①・佐目①・南後谷①・四手①②

対象年齢

なっています。
※不定期でお申し込みの方は、原則として

後
落

14日（木）大君ケ畑①・佐目①・南後谷①・四手①②

25日（月）

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

一円①②③・木曽①②③

12日（火）久徳①②・栗栖②③・猿木②

（指定医療機関で1年中実施・予約制）
〈予防接種〉

予防接種名

午
集
萱原①・川相①

7日（木）一円①②③・木曽①②③

（表記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

※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。

☆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。

令和元年11月 多賀町し尿収集カレンダー

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

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 10月31日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

2019年8月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口………… 7,599人（＋4）
男性………… 3,680人（±0）
女性………… 3,919人（＋4）
世帯数… 2,867世帯（＋26）

出生者数……………… 8人
死亡者数……………… 6人
転入者数…………… 19人
転出者数…………… 17人

9月2日
0.07μsv/h
9月13日
0.08μsv/h
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かしわのじゅんじゅん
じゅんじゅんとは、びわこでとれた魚や牛肉・
鶏肉などをすき焼き風に甘辛く味付けした
料理で、主に湖北地方や沖島などの家庭で
食べられてきました。熱くなった鍋に具材を
入れた時の「じゅんじゅん」という音から名付
けられたといわれています。

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！
自 治 体 がもっと身 近 になる機 能 が 盛りだくさん！

水菜……………………… 160 ｇ

玉ねぎ…………………… 160 ｇ

酒……………大さじ1＋1/2

ごぼう………………………80 ｇ
赤こんにゃく………………75 ｇ

A

砂糖…………大さじ1＋1/2
しょうゆ……………大さじ2

丁子麩……………………… 6 個

だし汁……………… 300ml

しょうが………………………2㎝

油…………………… 大さじ1/2

作り方
❸フライパンに油を熱して鶏肉を

す切りにし、
ごぼうはささがきにし

焼き、肉の色が変わってきたらⒶを

て水にさらす。
しょうがはすりおろ

加える。煮立ってきたら玉ねぎ、
ご

し、水菜は5㎝に切る。

ぼう、赤こんにゃく、丁子麩を加え

❷赤こんにゃくはさっとゆでて5㎜

て煮る。

幅の細切りにする。丁子麩は半分に

❹火が通ったらしょうが、水菜を加

切って水でもどし水切りしておく。

えてさっと煮る。

約20分

ワンポイント
アドバイス
柴田管理栄養士

3
いろいろなマチの
魅力をお届け！

多賀町民憲章
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。

1.6ｇ

★赤こんにゃくは鉄分が豊富で低エネルギーです。
★赤こんにゃくの赤は唐辛子が入っているのではなく
「酸
化鉄」の色です。
★安土桃山時代に派手好きの織田信長がこんにゃくまで
赤く染めさせたとか、左義長祭りの山車の赤紙に似せて
作ったなどの諸説があります。
★丁子麩の名前の由来は中国漢方の「丁子」からきている
とも言われています。
★昔の麩は丸い棒状の形でしたが、近江商人が日本中を
歩いて商売していたため、壊れにくい四角麩になったと
言われています。

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♪
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昭和53年11月10日制定

多賀町の鳥・木・花

ウグイス

172Kcal／塩分

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。玉ねぎはう

管理栄養士 柴っちの

2
自分に合わせた
情報が届く！

●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

鶏もも肉（皮なし）
… …… 240 ｇ

（1人あたり） エネルギー

1
役立つ行政情報を
見逃さない！

ダウンロードはこちらから

材料（4枚分）

調理時間

マ チ を 好きに なるア プリ

広報たが
10 月号

子どもたちに伝えたい滋賀の味

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

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

「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%）

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。
■ 表 紙 写 真 多 賀 少 年 野 球 スクラブ
ポーツ少年団の皆さん、全国２連覇本当
におめでとうございます。最高の夏の思
い出になったことだと思います。
■編集後記 猛暑も落ち着き、朝晩は秋
の気配がしてきましたね。秋といえば、食
欲の秋・芸術の秋・読書の秋などが思い
浮かびますね。私は四季の中で最も秋が
好きです。今年の秋は食欲・芸術・読書
の秋だけではなく、運動の秋にもしてみ
し
ようかと考えています。

