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まちの話題／学校支援ボランティアだより

大滝たきのみやこども園の紹介

6月19日

教育総務課 （有）2-3746 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

大阪ガス株式会社から防災用懐中電灯の寄贈

大滝たきのみやこども園 （有）5-5377 （電）49-0312

大阪ガス株式会社は、企業ボランティア活動「小さな灯」
運動の一環として、毎年チャリティカレンダーなどの募金活
動をおこなっておられます。今回多賀町でお役に立ててい

大滝たきのみやこども園

自然保育の取り組みのご紹介

大滝たきのみやこども園です。今回は、こども園が取り組んでいる「自然保育」を紹介します。

ただきたいと、昨年に引き続き防災用懐中電灯を寄贈いた
だきました。

大滝たきのみやこども園では、
こんな遊びを
しています

自然保育とは……

災害時等夜間や暗所での活動に活用させていただきま
す。ありがとうございました。

天候に関わらず戸外で遊び、子ども自らが周囲の環境に

こども園では、
日ごろより年齢の違う子どもたちが関わり

働きかけ、
やりたいことを追及していく中で≪協調性≫≪共

を持ちながらさまざまな遊びや行事ごとに取り組んでいま

同性≫≪忍耐力≫≪社会性≫≪道徳性≫≪コミュニーション

す。そのため、自然に大きい子が小さい子に手助けをした

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

力≫など目には見えないけれど生活していくうえで必要と

り、小さい子が大きい子の真似をして挑戦しようとする姿

学校支援ボランティアだより

なる基礎的な力をつけていく保育です。主に芝生と森のあ

が見られます。

▲活用させていただきます

る園庭・遊歩道・高取山ふれあい公園・地域の畑を活用し
て遊んでいます。

「花壇の整備・花植え」
（多賀中学校）

▼地域の畑に植えたサツマイモの水やり

▼泥んこ池につながる水路で

6月2日、多賀中学校では花壇づくりを生徒たちとボラ
ンティアさんとでおこないました。ここ数年動物の被害等
により耕作されていなかった畑ですが、実施当日までにボ
ランティアさんに荒れた畑の一部をスコップで耕し、肥料
を混ぜて土作りをしていただきました。当日は、みんなで花
壇にマリーゴールドとホウセンカを植え、
プランターにはア

▲花を植えるようす

サガオを植えました。小学校の時にもお世話になったボラ

い！」
という声が聞こえ、後日、野菜苗を購入し花のそばに

ンティアさんということもあり、生徒たちは楽しそうに作業

植えました。花や野菜を育てる楽しみ、収穫の楽しみがで

をおこない、
きれいな花が咲くことを願って水やりをしまし

き、みんなの夢がどんどん広がっていきます。猿の被害に

た。
「次は野菜も作りたいなあ」
「オクラ大好きー！ 植えた

あわずに大きく育ちますように……。

たのしもう！

本の読み聞かせ活動（多賀小学校・大滝小学校）
多賀町地域学校協働本部では、多賀小学校と大滝小学

きます。今後は多賀小学校は11人、大滝小学校は7人の

校で毎年週1回本の読み聞かせをおこなっています。本年

ボランティアの方々に、スケジュールを組んで年間通して

度は6月の学校再開後早々に、
ボランティアの方々や学校

進めていただきます。朝の10分間という短い時間ですが、

の協力のもとスタートしました。ボランティアさんには感染

子どもたちにとっては本の良さを味わうとともに、地域の

防止のためのマスク着用をお願いし、
３密を避けるための

方ともふれあえる楽しみな時間となっています。

いろいろな感触を

体制を守りつつ、子どもたちの笑顔のためにご尽力いただ
、
お団子作ったり
▲泥んこ池で
り
泥パックした

▲園庭の芝生の山のてっぺんでごちそう作る
▲多賀小学校での読み聞かせ

▲大滝小学校での読み聞かせ

今月も多くのボランティアの方にご協力をいただきありがとうございました。
広報たが 2020年8月号

2

▲高取山のおがくずの丘で

★五感を存分につかって自然とふれあい、自分の心に素直な表現ができるように！
広報たが 2020年8月号
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特集■知っていますか？
「警戒レベル」

知ってい
ますか？

特集■知っていますか？
「警戒レベル」
■警戒レベル3
高齢者や要介護者等が避難
「避難準備・高齢者等避難開始情

データ放送などでも確認できます。

に応じて、緊急的に、または重ねて避

■警戒レベル4

難を促す場合に発令されるものです

対象地域住民の全員避難

ので、避難勧告が発令され次第避難

報」が発令された段階です。避難に

「避難勧告」や「避難指示
（緊急）
」が

をしてください。

時間がかかる高齢の方や障害のある

発令された段階です。対象地域の方

■警戒レベル5

集中豪雨や台風などによって、水害や土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき、どの情報をもとに、どのタイミ

方、避難を支援する方などは安全な

は全員速やかに避難してください。災

”
命を守るための最善の行動を”

ングで避難をされますか？防災情報の意味が直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、災害発生の危

場所へ避難しましょう。また、土砂災

害が発生するおそれがきわめて高い

「災害発生情報」が発令された段階

険度と住民の方々が取るべき行動を5段階の「警戒レベル」を用いてお伝えします。

害の危険性がある区域や急激な水位

状況などで、避難所への避難はかえっ

です。すでに災害が発生している状況

上昇のおそれがある河川沿いにお住

て命に危険をおよぼしかねないと判

ですので、命を守る最善の行動を取っ

まいの方も、準備が整い次第、
この段

断する場合には、近隣の安全な場所

てください。警戒レベル5になってか

階で避難することが強く望まれます。

や建物内のより安全な部屋への移動

らでは、安全な避難が難しい場合が

1. 警戒レベルを用いた防災情報とは？
これらの水害時には、気象庁や市町村

報等の防災情

また、それ以外の方もいつでも避難

などの緊急避難をおこなってくださ

あります。地域の皆さんで声を掛け

どによる洪水や土砂災害、高潮などが発

よりさまざまな情報が発信されますが、

報を5 段 階 の

できるように準備をしましょう。

い。

合って、
また、空振りをおそれずに、
レ

生し、多くの被害が出ています。令和元

昨年度から受け手である住民の皆さん

「警戒レベル」

年度の台風19号・21号では100人を

が、災害の状況に応じて危険度を直感

として お 伝 え

超える死者・行方不明者が発生するな

的に理解し、的確に行動していただける

することになり

ど、各地で甚大な被害が発生しました。

ように、避難に関する情報と防災気象情

ました。

日本では毎年のように、
大雨や台風な

ページ、有線放送、
メールやNHKの

発令されるものではなく、地域の状況

ベル3、
レベル4の段階で安全・確実
に避難を終えましょう。

4. 避難情報はどのように伝えられるの？
放送、
インターネットなどのほか、有線放送やメールなどで

大雨や台風などの災害級の気象現象の予報は、
近年気象

自宅待機・垂直避難……浸水害・土砂災害の発生のおそ

庁からきわめて正確に発表されています。この情報をもと

れがない安全な地域では、自宅での待機や自宅の上層

に、
早めの避難をお願いします。

階へ避難すること

せん。事前にハザードマップを確認して、家族や知人などと

また、避難指示（緊急）は必ずしも

町から避難情報が発令された場合には、NHKのデータ

2.まず、避難先をご確認ください！

また、避難は避難所へ向かうことだけが避難ではありま

避難情報の発令状況は町のホーム

伝達されます。
警戒レベル3、
4が発令された場合、
その地域にいる方は、
周囲に声を掛け合って、
安全・確実に避難してください。

避難所避難……集落が開設する一時避難所または、町が
開設する指定避難所へ避難すること

なお、
警戒レベルは、
必ずしも「1」から
「5」の順番で発表
されるとは限りません。状況が急変することもあります。町
から避難情報が発令されていない場合でも、防災気象情

避難先を確認しましょう。
遠距離避難・近距離避難……浸水害・土砂災害の発生のお

※新型コロナウイルス感染症の感染リスクを下げるために、
避

それがない安全な地域に住んでいて身を寄せられる親戚

難所へ避難される場合には、
マスクと体温計を携行くださ

や知人宅に避難すること

い。
また、
風邪症状がある場合には必ずお申し出ください。

報を参考にしながら、適切な避難行動を取りましょう。
いざというとき、安全に避難行動ができるようにするた
めに、ふだんから自分が住む地域にはどのような災害のリ
スクがあるか、災害が発生したときの避難場所はどこか、安
全な避難経路はどこかなどを、ハザードマップで確認して

3. どの警戒レベルが出たら、どう行動すればいいの？

おきましょう。

警戒レベル1から順に住民の皆さんが取るべき行動をみていきましょう。
■警戒レベル1

プで災害の危険性のある区域や避

で示されるものではありません。加え

災害への心構えを高める

難場所、避難経路、避難のタイミング

て大雨特別警報の発表基準は、台風

路などを確認しましょう。

「早期注意情報」が発表された場合

の再確認など、避難に備え、自らの避

や集中豪雨等により数十年に一度の

風水害時の指定避難所一覧

には最新の防災気象情報などを収集

難行動を確認しておきましょう。気象

降雨量となる大雨が予想される場合

し、
災害への心構えを高めてください。

庁では、災害の起こるおそれのある

に、都道府県単位で発令されます。

気象庁のホームページでは、
「早期

ときは、注意報を、重大な災害が発

洪水注意報・警報の発表基準は、

注意情報」のほか「危険度分布」の地

生するおそれがあるときは、警報を、

多賀町では芹川・犬上川流域を対象

図により浸水害、土砂災害および洪

重大な災害が起こるおそれが著しく

に発表されます。水位○○ｍ以上な

水危険地域を確認いただけます。

高まっているときは、特別警報を発

どで示されるものではありません。ま

■警戒レベル2

表されます。

た、洪水特別警報という特別警報は

ハザードマップなどで避難行動を確認

大雨注意報・警報の発表基準は、

ありません。

「大雨注意報」や「洪水注意報」が

多賀町内の過去の雨量を基に計算さ

大雨注意報や洪水注意報は気象庁

発表され、災害発生に対する注意が

れ、市町ごとに発表基準が設定されて

のホームページで確認することがで

高まってきた段階です。ハザードマッ

います。時間雨量○○ｍｍ以上など

きます。

広報たが 2020年8月号
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多賀町の避難所は下記のとおりとなっています。避難経

地
域
指 定 避 難 所
多賀、
尼子、
神田、
土田
多賀小学校体育館
多賀、
尼子、
土田
多賀中学校体育館
四手、
大岡
あけぼのパーク多賀
敏満寺、
猿木
清涼文化センター
久徳、月之木、中川原、木曽、木曽団
中央公民館ホール・会議室
地、
八重練、
一円、
グリーンヒル多賀
栗栖、桃原、向之倉、屏風、後谷、水谷、
中央公民館ホール・会議室
河内、
霊山、
保月、
杉
川相、
藤瀬、
一ノ瀬、
大杉、
小原、
霜ケ原 大滝小学校体育館
富之尾、
楢崎、
梨ノ木
滝の宮スポーツ公園体育館
森 林 資 源 活 用 センタ ー
仏ケ後、
樋田、
萱原
ホール・会議室
大君ケ畑
大君ケ畑体育館
佐目、南後谷
B＆G海洋センター体育館

所 在 地
多賀738番地
多賀210番地
四手978番地２
敏満寺214番地
久徳160番地2
久徳160番地2
川相568番地
富之尾1586番地5
萱原1309番地
大君ケ畑558番地
多賀245番地2

▲避難所開設時にはこのようなマークが表
示された垂れ幕が掛けられます
広報たが 2020年8月号
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住まいの地震対策／民児協だより

保健師だより

企画課 （有）48-2018 （電）48-0157 （Ｆ）48-0157

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8155 （Ｆ）48-8143

住まいの地震対策

脳力アップ教室に参加しませんか？

私たちが住む滋賀県には琵琶湖西岸断層など複数の断層があり、
いつ大地震が発生してもおかしくない状況にあります。
「住まいの耐震化」により被害を大幅に減らすことができます。ここでは、多賀町が取り組んでいる地震対策についての事
業や制度をご紹介します。

65歳以上の4人に1人は、認知症か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、
ますます身近
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。

多賀町木造住宅耐震診断員派遣事業

多賀町では、認知症予防のための脳力アップ教室を下記のとおり開催します。教室に参加し、認知症を予防する習慣を身

昭和56年5月以前に建てられた住

平成26年度から耐震診断を受診さ

宅（旧基準木造住宅）は、現在の基準

れた際に耐震補強案を作成し、概算

に比べて低い耐震基準により建築さ

の改修費用をお知らせする「木造住

れているため、地震により大きな被害

宅耐震補強案作成業務」もあわせて

を受ける可能性があります。多賀町

実施しています。
（最低限の費用を機

では、地震に強いまちづくりを進める

械的に算出した参考資料であり、実際

ために、申請された方のご自宅等に

の工事費とは異なります。）

滋賀県に登録された耐震診断員を派

■診断実施戸数

遣して、専門家によって目視で木造住

■受付期間

宅の無料耐震診断を実施しています。
（主に目視による診断です。）また、

5戸

■対象木造住宅（旧基準木造住宅）

につけませんか。

の要件
• 昭和56年5月31日以前に着工さ
れ、完成しているもの
• 延べ床面積の1／2以上が住宅と
して使われているもの
• 階数が2階以下かつ述べ床面積が
300㎡以下のもの

5月〜10月末（申し込

• 枠組壁工法、丸太組工法および大

み数が既定戸数になり次第受付

臣認定工法（プレハブ工法）でない

終了します。）

もの

■対象 日常生活に支障はないが、下記の項目に心当たり

■開催日時

令和２年9月〜令和3年3月の毎週月曜日

13:30〜15:30

のある65〜79歳の方

※原則、毎回継続して出席できる方

□ まわりの人から「いつも同じことを聞く」など
■場所

の物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

計24回

多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷

■参加料

1回500円

■申込締め切り 8月7日（金）

をしていない
□ 今日が何月何日かわからない時がある

※定員があります。

耐震改修に対する補助制度
多賀町木造住宅耐震改修等事業費補助金
耐震診断の結果、補強が必要であると診断された木造住宅
の耐震改修工事に要する経費に対して補助する事業です。

住まいの地震対策の詳細、
助成・補助を受けるための要件等につきましては、企画課へお問い合わせください。

▲運動で認知症予防

▲頭を使って作成中

▲パズルにチャレンジ

○認知症予防教室アシスタント募集
9月からはじまる認知症予防教室（脳力アップ教室）
にお

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

たが民児協だより 民生委員・児童委員 〜支えあう 住みよい社会 地域から〜
私たちは、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続

我々全体の幸せになると考えているからです。今後も子ど

けられるように、高齢者の見守り訪問を通して安否・お元

もから高齢者まで、誰もが安心して暮らせる地域づくりを

気・ようす確認とともに顔を合わせてお話し、交流をして

目指し、地域住民、地区役員、地域団体と幅広く連携をとり

います。そして、実情を把握することから、福祉に関する適

ながら、地域福祉の充実に向けて日々取り組んでいきたい

切な情報の提供、関係機関への必要な連絡、連携を図りた

と思います。

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

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。

などは必要ありません。教室内で準備や補助をお願いしま
○脳力アップ教室の取り組みの一部を紹介します
新型コロナウイルス感染拡大防止の外出自粛により、
1日
に歩く歩数は、
1,000歩前後減ったともいわれています。

る方が多くありました。その一部を紹介します。
あたまが錆びつかない活動
（脳力アップ）
に取り組まれてい

「動かない生活」が続くことで、身体や頭の動きが低下し

たグループでは、
自粛中もお互い電話をかけあい、
塗り絵や

たり、社会的なつながりが弱くなったりして、
フレイル
（虚弱

クイズなどをFAXでやり取りし、
その答えや感想、
近況を電話

いと思っています。私は、見守り訪問について、民生委員・

な状態）
がすすみます。フレイルとは、健康と要介護状態の

で話す取り組みをされていました。
コロナ禍で気持ちが滅入

児童委員として着任当初はたんに役務を果たせばよい程

間のような状態で、そのままでは健康や生活機能を損なう

る中、
人とのつながりに元気をもらったと話されています。次

度の認識だけでしたが、実際に「自分が、
自分のはたらきが

恐れがあります。

にグループで集まるときまで元気でいなければと体操にも励

誰かに待たれている。」と悟ったとき、責任と義務感を強く

自粛中にも「このままではいけない」
と危機感を感じ、人

感じるようになりました。社会的役割の一端を担い地域貢

とつながること、体やあたまを動かす取り組みをされてい

献を果たすことの責任の重みを自覚して行動しています。
困っている人のために行動し続けることが、地域の発展と
広報たが 2020年8月号
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お問い合わせ・お申し込み

まれたそうです。皆さんも、
いきいきと元気に暮らす秘訣と一
緒に取り組む仲間を脳力アップ教室で手に入れませんか。

多賀町地域包括支援センター （有）2-2021 （電）48-8115
広報たが 2020年8月号
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新成人の集いのお知らせ／農業委員会だより

公民館だより／本人通知制度

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

中央公民館「多賀結いの森」 （有）3-3962 （電）48-1800 （Ｆ）48-2363

「令和3年多賀町新成人の集い」のお知らせ

■…休館日）
中央公民館「多賀結いの森」カレンダー（■

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」を開催します。

■会場

■日時 令和3年1月10日（日）
受

式典の部

10:30〜

第2部

懇談会の部

11:30〜

多賀結いの森

ささゆりホール

付 10:00〜

第1部

多賀町中央公民館

■対象

平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれ

の方

8月

9月

日

月

火

水

木

金

土
1

日
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4
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8
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26

27

28

29

27

28

29

30

23/30 24/31

お願い

コンサート

コンサート

コンサート

8月のイベント

①多賀町出身で進学や就職などで、町外に住民登録をさ

ささゆりコンサート開催のお知らせ

れている方で「多賀町新成人の集い」に参加をご希望さ
れる方がお知り合いにおられましたら、お名前とご連絡

サマーナイトコンサート2020（参加無料・先着100人）

これまでダイニックアストロパーク天究館から、あけぼの

■日時

8月28日（金） 19:00〜21:00

パーク多賀へと引き継いできた「星とゾウのまちコンサー

■場所

中央公民館「多賀結いの森」 ささゆりホール

②「多賀町新成人の集い実行委員会」に入りませんか？

ト」ですが、
このたび会場を中央公民館「多賀結いの森」の

■出演者

毎年、第2部におこなわれる懇談会を新成人の皆さんで

ささゆりホールに移し、
「ささゆりコンサート」と名称を変

組織する「多賀町新成人の集い実行委員会」で企画運

え、新たにスタートいたします。ステージでの迫力ある演奏

営していただいております。仲間と一緒に思い出に残る

をぜひお楽しみください。

先を生涯学習課までお知らせください。

「新成人の集い」を企画してみませんか？

夏の宵にアンサンブルを楽しむ（参加無料・先着100人）

※興味をお持ちの方は生涯学習課までご連絡ください。
▲昨年の成人式のようす

（注）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今後の情勢によって、上記の内容が変更となる可能性があります。ご了承ください。

■場所

中央公民館「多賀結いの森」 ささゆりホール

着用など各自感染防止対策をしてお越しください。ご迷惑

■出演者

藤原博司さん（オーボエ）、井伊亮子さん（フ

ルート）、武田優美さん（ピアノ）

夏休み期間中の自習室特別開放について

をお掛けいたしますが、
ご理解の程よろしくお願いいたし
ます。

中央公民館「多賀結いの森」では、夏休みの期間中、会議

新しい農業委員が任命されました！
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対策のためホールの使用方法や内容を一部制限して開催
をいたします。ご来場いただく際には、手指消毒、マスクの

農業委員会だより

広報たが 2020年8月号

コンサート開催にあたり、新型コロナウィルス感染防止

8月11日（火） 19:00〜21:00

お知らせ

集 落
土 田
土 田
富之尾
木 曽
富之尾
川 相
多 賀
猿 木
楢 崎
中川原
久 徳
敏満寺
敏満寺
八重練

お願い

■日時

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

氏 名
土田卯之輔
土田 雅孝
喜多喜代美
西澤 順一
田中 昭男
木下 秀行
田中 伸幸
古川 善久
重森
章
岸本としゑ
宮下 重和
小菅 建次
田中 栄一
中西智惠美

松崎安里子さん（チェロ）、大岡真紀子さん（ピ

アノ）、伊藤奈由美さん（バイオリン）

室等を自習室として特別開放します。夏休みの課題や受験
勉強などにご利用ください。

公募により、推薦・応募された地

第7回農業委員会総会の
お知らせ

域農業の振興に対して意欲のある方

■日時 8月12日（水） 13:30〜

■利用時間

が、議会の同意を得て農業委員に任

■場所

■場所

命されました。
新体制のもと、農地の賃借・売買

多賀町総合福祉保健セ

8月1日（土）〜8月19日（水）
9:00〜17:00の間で 4時間までの利用

中央公民館「多賀結いの森」会議室など。部屋の

ンターふれあいの郷 多目的

空き状況によって異なります。部屋に空きがない場合

運動室

は、
フリースペースを利用していただきます。

の許可、農地転用許可に関する業務

※農地転用等の申請受付期限

等に加え、農地等の利用の最適化（担

は、総会開催月の前月の20日

い手への農地の集積・集約化、遊休

（閉庁日の場合はその前日）

農地の発生防止・解消、新規参入の

■期間

です。

▲昨年のようす

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

住民票の写し等の交付にかかる「本人通知制度」に登録しませんか

促進）の推進に取り組んでいきます。

※農業委員会総会で審議された

「本人通知制度」は、多賀町に住民登録や戸籍がある方

するものです。この制度は、不正取得による個人の権利の

農地法にもとづく許可や農地の賃

内容は、町ホームページでご

が、事前に登録することにより、その方にかかる住民票の

侵害や委任状の偽造等を抑止する効果があります。登録に

覧いただけます。

写しや戸籍謄本などを、代理人や第三者（八業士）
に交付し

は、運転免許証等の本人確認書類と印鑑が必要です。

借権の設定など、お気軽に農業委員
までご相談ください。

た場合に、証明書を交付した事実を登録者の方にお知らせ

ぜひ、
ご登録をおすすめいたします。
広報たが 2020年8月号

9

図書館

博物館

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

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） ※延長開館は中止となりました

観察会

8月

多賀の花の観察会〜山の植物の観察〜

日

9月
月

火

水

木

金

土

日

月

1

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

2

3

4
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8
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8／27 （木）は整理休館日です。

9／24 （木）は整理休館日です。

▼▼▼ 新型コロナウイルス感染症対策として館内消毒作業をおこなうため、閉館時間を30分繰り上げています。▼▼▼
開館時間

火〜金

10:00〜17:30

今回は樋田周辺で、夏の草花を観察します。可愛い花を
探したり、植物の生態についてお話しを聞いたりしながら、
身近な自然を楽しみましょう。
■日時

8月20日（木） 9:30〜12:00

■集合場所
■参加費

あけぼのパーク多賀

駐車場

100円（保険料）

■主催

多賀植物観察の会

■共催

多賀町立博物館

※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。

土・日 10:00〜16:30

図書館の資料は町民皆さんの財産です ていねいに取り扱ってください
次にお待ちの方のためにも、期限内に返却してください

※雨天決行ですが、警報発令時は中止です。

▲ヘクソカズラの花

書籍の刊行
お知らせ

サービス一部再開のお知らせ

新しく入った雑誌

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、
５月２６日
からさまざまな利用制限を実施してきましたが、
８月１日（土）
から下記のとおり、
サービスを一部再開します。
①当日の新聞・雑誌の最新号が閲覧できます
②閲覧用座席が一部利用できるようになります

中止のお知らせ
下記事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止となりました。
どうぞご了承ください。
①8月の「おはなしのじかん」
②8月の「映画会」

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

第1水曜日

8月

9月

図書館
出発

5日

2日

13:00

Aコース
（大滝方面） 6日
第1木曜日

3日

Bコース
（多賀方面） 12日 9日
第2水曜日

12:30

12:30

「多賀はゾウの里だぞう」を刊行しました

今年度から下記の雑誌13タイトルが新しく入りました。
ジャンル
タイトル
所蔵
1
歴史
歴史街道
5月号〜
2 コンピューター 日経PC21
6月号〜
3
中央公論
7月号〜
総合誌
4
創
4月号〜 ※寄贈
5
政治・教育 月刊社会教育
4月号〜 ※寄贈
6
アウトドア
ガルヴィ
6号〜
スポーツグラフィッ
7
5／7号〜
ク ナンバー
スポーツ
8
ランナーズ
7月号〜
9
サンキュ！
5月号〜
10
家庭
うかたま
夏号〜
11
天然生活
6月号〜
12
健康
日経ヘルス
6月号〜
13 子どもの雑誌 ちいさなかがくのとも 6月号〜

※6月から第1水曜日の巡回場所に「多賀結いの森」が加わりました
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『多賀はゾウの里だぞう』

賀信仰のひろがり−』に続く多賀の本シリーズの第2弾で
す。多賀町はアケボノゾウやナウマンゾウ化石が見つかっ

編著：多賀町立博物館

ているゾウのまちです。

発売：サンライズ出版

この本では、1993年にアケボノゾウの全身骨格化石が

定価：1,500円＋税

見つかってから博物館ができるまでのエピソードや多賀町
古代ゾウ発掘プロジェクトの発掘調査からわかったことな
どをたくさんの写真でわかりやすく紹介しています。ゾウ
をはじめ、多賀の自然のことがぎゅっと詰まった「地域のこ
とがわかる本」になっています。
書店のほか、多賀町立博物館でも販売しています。ぜひ
手に取ってご覧ください。

▲多賀はゾウの里だぞう

企画展

企画展

わ ん そ く

霊仙山地域の腕足動物

腕足動物は、
どこから見ても二枚貝のように見える外見

巡回場所・駐車時間

なのにまったく違う不思議な生き物です。霊仙山の周辺に

多賀清流の里
（玄関前）
13:30〜14:00

多賀結いの森
（駐車場）
14:15〜14:45

ふれあいの郷
（ふれあいの郷前駐車場）
15:00〜15:30

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

多賀小学校
（玄関前）
12:50〜13:30

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

・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 2020年8月号

多賀の本2

『多賀はゾウの里だぞう』は、
『 多賀道と御代参街道−多

広がる石灰岩地帯からは、その化石がたくさん発見されて
います。
この夏、太古の海に生きた腕足動物たちが博物館に大
集合しました。
岩の中で眠り続け、2億8000万年ぶりに姿を現した腕
足動物たちにぜひ会いに来てください！
■会期

8月1日（土）〜8月23日（日）
10:00〜17:30（土・日曜日は16:30まで）

■会場
■観覧料

あけぼのパーク多賀 ホール・ギャラリー
無料

▲多賀町産腕足動物化石
広報たが 2020年8月号
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胃内視鏡検査／児童扶養手当・特別児童扶養手当

ねんきん相談／お知らせ／足腰シャキッと／心配ごと相談

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

胃がん検診（胃内視鏡検査）が、指定医療機関（2病院）で
はじまります！！

日本年金機構

新型コロナウイルス感染症により、延期になっていた胃
内視鏡検査が、8月より予約を開始します。日本人の2人に

を失わないためには、生活習慣の改善とともに、定期的に
検診を受け、早期発見・早期治療が大切です。

1人が、がんにかかるともいわれ、がんによって、大切な命

彦根年金事務所

国民年金課 （電）23-1116

年金相談は、予約相談をご利用ください
日本年金機構では、年金の請求のお手続きや、受給して
いる年金についてのご相談を予約相談で受け付けていま
す。予約時に相談内容をお聞きして事前に準備のうえ対応
しますので、お待ちいただくことなくスムーズに相談がで
きます。ぜひ、予約相談をご利用ください。

1.令和2年度胃がん検診（胃内視鏡検査）の実施期間について

予約相談希望日の1カ月前から前日まで受け付けてい

予約相談の実施時間
月曜日※
火曜日〜金曜
第2土曜日
※祝日の場合は翌営業日

8:30〜18:00
8:30〜16:00
9:30〜15:00

お問い合わせ（予約受付専用）

■予約受付期間

令和2年8月3日（月）〜令和3年2月26日（金）

ます。ご連絡の際は、基礎年金番号が分かる年金手帳や年

（電）0570-05-4890 （ナビダイヤル）

■受診期間

令和2年8月3日（月）〜令和3年3月31日（水） 〈完全予約制〉

金証書をお手元にご準備ください。

（電）23-1116 （彦根年金事務所）

※土日・祝日に診察していない医療機関もあります。

●海上保安大学校学生採用試験

2.対象者・内容・検診料について
検診の種類

対象者

お知らせ

検査内容

50歳以上男女
（新規）
細長い管の先に付けたカメ
偶数年齢
胃内視鏡検査
ラで、食道や胃・十二指腸
（令和3年3月31日時点）
（個別検診）
を直接観察します。
（2年に1回）

検診料
（自己負担額）
3,500円

検診場所

予約方法

最 初に、福 祉 保 健 課
彦根市立病院 にお申し込みくださ
友仁山崎病院 い。
（8月3日受付開始）

海上保安庁は、2020年度「海上

ない者および2021（令和3）年

保安大学校学生採用試験」を次のと

3月までに高等学校または中等

おり実施します。

教育学校を卒業する見込みの

大阪海上保安監部管理課

■受験資格

者。または同等の資格があると

〒552-0021

認める者。

大阪市港区築港4丁目10番3号

2020（令和2）年4月

1日において高等学校または中

※多賀町が実施する胃がん検診（胃内視鏡検査）
では、
2病院すべて全身麻酔をおこないません。

等教育学校を卒業した日の翌日

■受付期間 8月27日（木）〜9月7日（月）

※抗血栓薬
（血液をさらさらにする薬）
を服用されている場合は、
経鼻内視鏡検査はできません。経口内視鏡検査となります。

から起算して2年を経過してい

■一次試験 10月31日（土）〜11月1日（日）

3.胃内視鏡検査を受けられない方
• 令和2年4月1日以降に、胃がん検診（バリウム検診含

• 過去に胃の全摘出をした人
• 入院中、妊娠中、妊娠している可能性がある人

む）
を受診した人
• 胃の疾患で治療中や経過観察中の人（ピロリ菌除菌中

• 胃内視鏡検査の説明により、同意書の取得ができない
人

の人を含む）

滋賀県司法書士青年会は養育費に
相談会は、全国青年司法書士協議会
が日本司法書士会連合会と共催でお

4.申し込みの流れ

こなう相談会です。養育費でお困りの

①福祉保健課へ申し込み
（電話または窓口）
、説明を受ける

④医療機関で胃内視鏡検査を受診する

②福祉保健課から書類が届く

⑤検診結果は、受診した医療機関からはがきで届く

方、ぜひご相談ください。
相談無料。秘密厳守。予約不要。
■日時 9月12日（土）10:00〜16:00

③実施医療機関へ自分で予約をする

お申し込み・お問い合わせ

●

「全国一斉 司法書士による
手続き支援のための養育費
相談会」開催のお知らせ

お知らせ 

関する電話相談会を開催します。本

• 自覚症状のある人

福祉保健課（多賀町総合福祉保健センターふれあいの郷）
（電）
４８-８１１５ （有）
２-２０２１

詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県司法書士青年会 （電）0120-567-301

お問い合わせ

（電）06-6571-0221

今月の足腰シャキッと教室

心配ごと相談

■実施日 8月5日（水）
・8月19日（水）

■今月の相談日
8月6日（木）

■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

■来月の相談日

ださい）

9月16日（水）

■時間 １３:３０〜１５:３０

■時間

■場所 ふれあいの郷

■場所

■持ち物

お茶、タオル、筆記用

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

いずれも９:00〜１１:0０
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

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

8月は児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の提出月です！
児童扶養手当・特別児童扶養手当受給資格者の方は、

該当する方には、案内文書を郵送しますが、受付期間内

それぞれ現況届・所得状況届の提出期間内に、必ずご提出

になっても届かない場合は、福祉保健課までお問い合わせ

してください。

ください。

この届けは、毎年8月分以降に手当を受ける要件を満た

《受付期間》

しているかどうかを確認するものです。この届出がないと、

児 童 扶 養 手 当

8月3日（月）〜8月31日（月）

手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

特別児童扶養手当

8月12日（水）〜9月11日（金）
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相談・健診・ひろばの案内

保健業務／ひろばの案内／子どものけんこう
（表記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

す

く す

く 相

談

９月１５日（火）

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています。
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。

（表記の時間は受付時間です）
〈健診等〉

４ カ

月

児

令和2年9月 多賀町し尿収集カレンダー
午
集
３日（木）萱原①・川相①

前
落

日（曜日）

午
集
萱原①・川相①

４日（金）一円①②・木曽①②

不

８日（火）久徳①②・栗栖①②・猿木②③

９月 ７日（月）

１３:３０～１３:４５ Ｒ1年１０月生まれの乳児

多賀①②・大君ヶ畑①
１０日（木）
佐目①・南後谷①・四手②

多賀①②・大君ヶ畑①
佐目①・南後谷①・四手②

１歳６カ 月 児 健 診

９月 ２日（水）

１３:３０～１３:４５ Ｈ３１年１・２月生まれの幼児

１１日（金）敏満寺①②・富之尾①

敏満寺①②・富之尾①

７～８カ月児離乳食教室

９月１５日（火）

９:５０～１０:００ Ｒ２年１・２月生まれの乳児

総

９月 ４日（金）

９:００～１１:００

胃がん・肺がん・大腸がん・
乳 が ん・子 宮 が ん 検 診

９月１０日（木）

総

９月２３日（水）

合

健

診

特定健診、胃がん・肺がん・大腸がん検診の
申込者
胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸
９:００～１１:００
がん検診の申込者
特定健診、胃がん・肺がん・大腸がん・乳が
９:００～１１:００
ん・子宮頸がん検診の申込者

１５日（火）中川原①③

中川原①③

１６日（水）月之木①②・土田①②③

月之木①②・土田①②③

２４日（木）一ノ瀬①②・樋田③・藤瀬①・佐目②

一ノ瀬①②・樋田③・藤瀬①・佐目②

２５日（金）大君ヶ畑①②③
２９日（火）久徳③
３０日（水）小原①・萱原③・敏満寺①

おたのしみ
①

⑥

⑦

⑧

⑨

多賀子育て支援センター
（多賀町福祉保健センターふれあいの郷内）
／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〉

登録制

きりん・にじ広場（２、３歳児）

月曜日～金曜日

９:００～１２:００

８月 ５日（水）

１０:００～

ぺんぎん広場（１歳児）

８月１９日（水）

１０:００～

こあら広 場（０歳 児 ）

８月２６日（水）

１０:００～

８月１１日（火）

１０:３０～

お は な し ポ ケ ット

親子で歌を歌ったり、絵本を見たり、ふれあい
遊びをしたりして楽しみます。
親子でお話の世界を楽しんでください。

②

③

④

⑩

⑤

｜子｜ど｜も｜の｜け｜ん｜こ｜う｜
皮膚の病気

し ろうせいしっしん

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
広報たが 2020年8月号
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赤いポツポツ、
黄
■脂漏性湿疹……頭を中心に、
色いかさぶたができる。毛穴の部分に多い。
⇒脂は落ちにくいので、
やさしくていねいに洗う。
■乾燥性の湿疹……カサカサ、赤くなる
⇒室内の湿度を保つ。赤ちゃん用の保湿ク
リームを使用してもよい。
■あ せも……首・脇など汗が多いところが、赤
くただれる。かゆくなる。
⇒汗をかいたら、石鹸をつけて、
シャワーでや
さしく洗い流す。

■おむつかぶれ……こすることで皮膚が赤くた
だれる。細菌やカンジダに感染すると、悪化し
てなかなか治らない。
⇒こすらないように拭く。
便のときはぬるま湯で
お尻を洗う。

皮膚がただれたり、対処してもなかなか治らない、機嫌が悪い、痒そうにしているときは、医療機関
を受診しましょう。皮膚の汗腺が完成するのは、
３歳ごろです。少しずつ皮膚を鍛えていきましょう。

定

期

不

定

期

クロスワード
ヨコの鍵

①前向きな考え方。プ○○○○○
②「想像」を英語で
③ 浄 土から戻ってくるご先 祖 様を
お迎えする日
④法律が改正され、あおり運転にか
かる○○○○が強化されました。
⑤嘉手納。何と呼ぶでしょう。

①

③どっちの言い方？今川焼、オ○○
○ヤキ
⑥スマホなどの電子機器を水に落
とすこと
⑦周りがすべて敵で、味方がいない
こと。四字熟語で
⑧コップやグラスの下に置くもの。
○○スター
⑨一定の金額を差し引くこと。コ○
○○
⑩チ○○ンチ。充電することで、何
回も使える電池です。

⑥

タテの鍵

※新規で広場の登録ご希望の方は、
上記までご連絡ください。登録申請書は、
福祉保健センター窓口・子ども・家庭応援センターにあります。
※上記行事は、新型コロナ感染症の感染状況により、中止・変更となることがあります。
※詳細は、
「にこにこメール８月号」をご覧ください。

赤ちゃんの皮膚の表面は、
ラップのように薄く大人の皮膚（２～３ｍｍ）の１/２～１/３くらいです。こ
すったりすると表面が傷つきやすくなります。

不
久徳③

☆各乳幼児健診には、必ず母子健康手帳・質問票を持ってきてください。
☆１歳６カ月児健診を受けられる方は、
歯ブラシとコップを持ってきてください。

◎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。

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。

期

１ ０ カ 月 児 健 診

親子で一緒に遊んだり、保護者同士が語り
あったりする場としてご利用ください。
わくわくランドで遊 ぼう ※８ 月１２ 日～１４
日は休館です １３:００～１４:００ 子育て相談

☆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。

定

１３:１５～１３:３０ Ｒ２年４月生まれの乳児

診

なっています。
※不定期でお申し込みの方は、原則として

久徳①②・栗栖①②・猿木②③

９月 ７日（月）

健

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

後
落

診

合

健

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ

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。

⑤

シ
イ ヨ
タ ニ ク
ン シ ヨ
ソ
ク
②

ナ
ウ

⑨

③

⑧

ウ
メ

⑩

⑦

「ソウメン」でした
6月号の応募総数は45人
正解率は100％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。

④

ン

ヒント : 有名な海水浴地

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

レ
ジ
ブ
ク
ロ

先月号の答え

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 8月28日（金）です。

ひとのうごき

放射線量

令和2年6月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口………… 7,631人（-9）
男性………… 3,705人（-2）
女性………… 3,926人（-7）
世帯数…… 2,894世帯（-1）

出生者数……………… 5人
死亡者数……………… 9人
転入者数…………… 13人
転出者数…………… 18人

7月1日
0.06μsv/h
7月15日
0.04μsv/h

広報たが 2020年8月号
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健康レシピ

彩り夏野菜の
揚げない酢鶏

お肉は皮やあぶらを取り除いて使いましょう。
また、味付けは酸味を生かすことで
減塩でもおいしく食べられます。

鶏もも肉
（皮なし）
………… 280ｇ

玉ねぎ………………………… 40ｇ

片栗粉…………………… 大さじ1

水……………………… 100ml

かぼちゃ…………………… 100ｇ

ケチャップ… ………… 大さじ2

茄子……………………… 100ｇ
ピーマン……………………… 60ｇ

A

酢……………………… 大さじ2
砂糖…………………… 大さじ1

パプリカ……………………… 60ｇ

しょうゆ… …………… 大さじ1

オクラ………………………… 60ｇ

片栗粉………………… 大さじ1
油

………………………… 大さじ1

作り方
❶鶏肉は一口大に切り片栗粉をまぶす。

❸フライパンに油を中火で熱し、鶏

かぼちゃは一口大に切って茹で、ナスは

肉を焼く。鶏肉に火が通ったら茄

乱切りにする。ピーマン・パプリカはヘタ

子、ピーマン、パプリカを加えて炒

と種をとり一口大に切る。オクラはヘタ

める。次にかぼちゃ、オクラ、
ミニト

をとってななめ半分に切り、
ミニトマトは

マトを加えてさっと炒める。

半分に切る。玉ねぎも一口大に切る。

❹②を混ぜてから加え、
とろみがつ

❷Ⓐを合わせておく。

くまで煮る。

約20分

（1人分）
エネルギー201kcal／塩分1.0ｇ

ワンポイント
アドバイス
柴田管理栄養士

自 治 体 がもっと身 近 になる機 能 が 盛りだくさん！

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！

ダウンロードはこちらから

ワンポイント
★夏野菜たっぷりの献立です。野菜は大きめに切ると噛
む回数が増え、食べすぎ予防になります。
★肉は皮やあぶらを取り除いて使いましょう。肉のあぶら
はLDLコレステロール値を上げる原因になります。ま
た、揚げずに焼いて調理するとエネルギーや脂質を抑
えることができます。
★味付けは酸味を生かすことで減塩でもおいしく食べら
れます。

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♪

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
してこの町民憲章を定めます。
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。

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

ミニトマト… ………………… 60ｇ

管理栄養士 柴っちの

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！

●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

材料（4人分）

調理時間

マ チ を 好きに なるア プリ

広報たが
8 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

8

昭和53年11月10日制定

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。
表紙写真■大杉の集落をドローン撮影
しました。地形がよく分かりますね。
編集後記■今月号は写真が多めかもし
れません。情報を伝える手段として文字

ちらの方が好みでしょうか？

こ

「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

その都度変わります。住民の皆さんはど

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

がベターなのか、写真がベターなのか、

