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新年のごあいさつ

今年は丑年！／まちの話題

丑年！
う

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・原点に立ち返り、全力で町政運営に努めます。

し

今年は

新年明けましておめでとうございます。

丑年を迎えました。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たま

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

わり、
厚くお礼申しあげます。
本年も、皆様のご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あげます。

新型コロナウイルス感染症対策を
昨年は、新型コロナウイルス感染症が発生し、今なお感染が拡大していま
す。第3波到来の今、改めて「マスクの着用」
「手指消毒の励行」
「3密の回避の
徹底」など、基本的な感染防止対策に努めていただきますよう、
よろしくお願
いいたします。

本年4月から、第6次多賀町総合計画がスタート
令和３年度にはこれからの多賀町の十年を支える
「第６次多賀町総合計画」
による新たなまちづくりが始まります。
多賀町の豊かな自然、悠久の歴史、あたたかなコミュニティなどの多賀らし
さを大切にしながら、社会の変化に柔軟に対応し、安心して多賀町に住み続け
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町内のできごと

町内のできごと

町内のできごと

町内のできごと

• 水道事業所敏満寺に移転

• 彦根犬上広域斎場

• 湖東広域衛生管理組合リ

• 獣害対策電気柵設置着手

• 多賀町浄水場水源本館竣工

「紫雲苑」竣工

バースセンター供用開始

• 子ども・家庭応援センター

• 町の花「ささゆり」、
町の木

• 町制30周年記念式典

「杉」、町の鳥「うぐいす」

• 町民グラウンド竣工

• 県道甲良多賀線、中川原
橋竣工わたり初め式

新設
• 町のマスコットキャラクター
「たがゆいちゃん」決定

に決定
世間のできごと

世間のできごと

世間のできごと

世間のできごと

• 為替レートが固定相場制

• 3公社の民営化

• 香港がイギリスから返還

• ハドソン川の奇跡

• 映 画「 バック・トゥ・ザ・

• ダイアナ元イギリス皇太

• オバマ大統領就任、

から変動相場制へ移行
• 日 本 赤 軍 、日 航 機 ハ イ
ジャック事件
• 第4次中東戦争、オイル
ショック

子妃死亡

フューチャー」公開
• 日本航空123便墜落事故

プラハ演説

• サッカー日本代表初のW
杯出場決定

•「スーパーマリオブラザーズ」

• 皆既日食
•「Windows7」発売

• 京都議定書採択

発売

ていきたいと思っていただけるまちを、多賀町の皆様と共につくってまいりた

• 読売ジャイアンツV9達成

いと思います。

流行語

流行語

流行語

流行語

• うちのカミさんがね

• イッキ!イッキ！

• 失楽園（する）

• 政権交代

ちの居場所、
また多世代交流やくつろぎの場となる公園の整備が喫緊の課題と

• 省エネ

• トラキチ

• たまごっち

• こども店長

して浮き彫りとなっており、
新たな公園の早期完成に向けて努めてまいります。

• ソク

• 角抜き

• マイブーム

• 事業仕分け

• 私はコレで会社をやめま

• パパラッチ

• 新型インフルエンザ

近年、
当町では民間による活発な宅地開発がおこなわれております。子どもた

これまで皆様とともに進めてまいりました取り組みの成果により、
多賀町の大

• これにて一件落着

切な未来を築く芽が育っています。
これからは魅力ある花が咲くまちになるよう、

• 草食男子

した

みんなで心を合わせて育てていける、
そんな創意あふれるまちをめざします。
結びに、昨年の流行語大賞の年間大賞に「3密」が選ばれましたが、今年こ
そ、
ワクチン接種も進み、
「平穏」な一年になりますよう、祈願いたしますととも
に、皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申しあげ、新年のごあいさつといた
します。

11月14日
き

り

ん

多賀町長

「麒麟を巡る多賀さんぽ」を開催
11月14日に「麒麟を巡る多賀さ
んぽ」が開催されました。

久保久良

2

のコントラストがたいへん美しかった

賀大社へ戻るという約7㎞のコース

です。

毎年恒例の多賀三社まいりとは異

を歩きました。胡宮神社では、多賀町

ひ で か ず

なり、胡宮神社で狂言師の山本豪 一

産の食材をふんだんに使用したお弁

さんによる狂言の鑑賞、中央公民館

当が提供されました。

「多賀結いの森」にて町職員による

参加された皆さんからは、
「素朴な

明智光秀佐目出生説に関する講演会

味で美味しい」
「多賀にんじんのおは

など、バラエティに富んだ内容となり

ぎがとてもおいしかった」など、たい

ました。当日は県内外から16人の方

へん好評でした。

が参加され、多賀大社前駅を出発、胡
広報たが 2021年1月号

宮神社を経由し、中央公民館から多

紅葉は色づき始めでしたが、赤と緑

▲大勢の方が参加してくださいました
広報たが 2021年1月号
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「侵害コンテンツ」
は許さない！

マンガやアニメ、
映画や音楽、
ゲームなど、
コンテンツの将来を守るために！

特集■侵害コンテンツ

大滝たきのみやこども園

マンガやアニメ、音楽、映画、ゲームなどのコンテンツをインターネット上で手軽に視聴、利用で

きるウェブサイトがあります。一方で、中には制作者等に無断でコンテンツを配信して違法に収益

をあげるウェブサイトも存在します。こうした「侵害コンテンツ」による被害の実態やコンテンツの
将来を守るために私たちがすべきことをご紹介します。

1.侵害コンテンツによる被害とは？
⇒著作権者に無断でコンテンツを違法に配
信。国内で大きな被害が
近年、マンガやアニメ、音楽、映画、ゲームな

どのコンテンツを、パソコンやスマホ、
タブレッ

トなどを通じて提供するサービスが登場してい
ます。手軽に楽しめることから、利用が広がって
います。
その大半のサービス事業者は、
コンテンツの

生まれなくなってしまいます。それは、利用者で
あり、
クリエイターという立場にもなり得る私た
ちにとって、
望ましいことではないでしょう。

竹を使っての遊びも、竹踏みや竹ぽっくり、竹馬、竹を
使っての木登りなどだんだんと広がってきました。5歳の子
どもたちが竹を切り、竹踏みができるように並べてくれた

ります。

の池になってる!」
と見つけた子どもが友だちを呼んできて

り、竹ぽっくりの竹を切ってくれたりと、力を発揮してくれま

「入ってみよう！」と、早速池にダイビング。
「冷た〜い！」

した。その日も、それぞれの子どもたちが自分で考えた遊

「泥んこになってきた!」とワイワイ騒いでいました。
「いつ

びを楽しんでいました。
「早く外に行こう!」園庭には今日も

3.侵害コンテンツを利用しないために
⇒社名や誌名などを目安に正規の配信サイト

まで水があるのかな？」
「すぐなくなるんと違う…？」
と考

元気な子どもたちの声が響いています。

▲高取山でいただいた木片。手触り、香り、音…木との触れ合いの時間

▲みんなで作った池に雨水がたまってる！大喜びの子どもたち

▲青竹踏みのできる道。
「こんなの簡単」
と、得意げに見せてくれる

▲竹の棒のぼりをする3歳児をそっと支える5歳児。木の周りには、
高取山でいただいたおがくずを敷き詰め安全対策を

を選びましょう！

を配信しています。一方、制作者側に断りなく、

さい。

そのコンテンツを動画共有サイトや自分のウェ

◆正規コンテンツ配信サイトを利用する

ブサイトで配信する例もあります。そうしたサ

正規サイトは、サイト内に配信する事業者名

イトはさまざまな広告を掲載して広告料による

が明記されています。有名な出版社やマンガ

利益を得ていますが、それが制作者側に還元

雑誌、
ゲームメーカーの社名などが掲げられて

されることはありません。これら制作者側の権

いることもあります。また、単行本やキャラク

利（著作権）
を侵害するものを、
「侵害コンテン

ターグッズなど、掲載コンテンツに関連した商

ツ」
と呼びます。

品の宣伝が設けられていることもあります。
正規コンテンツの利用が、
クリエイターの創
作活動を支援し、結果としてさらに充実したコ
ンテンツが楽しめる将来へとつながることを意

利益が還元されず新たな創作を阻害します

識しましょう。

侵害コンテンツは、大半が全編無料で視聴・

◆侵害コンテンツ配信サイトに注意する
一方、侵害コンテンツを配信するウェブサイ

者側に断りなくコンテンツを利用し、広告収入

トは、事業者の名称や連絡先が曖昧だったり、

や利用料を得ています。

意見募集ページがなかったりします。また、関
連商品の宣伝もないのが普通です。

規コンテンツの利用者を奪い、
制作者側への利

侵害コンテンツの視聴・利用は、侵害者（犯

益還元の流れを妨げます。制作側が十分な報酬

罪者）への資金提供につながっているというこ

や次の創作にかける費用を得られなくなれば、

とを忘れてはいけません。

私たちを楽しませてくれる良質なコンテンツは

も園の園庭での遊びをご紹介したいと思います。

えあう姿も見られました。

ある雨上がりの日、子どもたちの発案で掘りすすめて

する際は、ぜひ、次のようなことに注意してくだ

加えて、侵害コンテンツが流通することで正

こんにちは、大滝たきのみやこども園です。今回は、
こど

いた池にたくさんの水が溜まっていました。
「ぅわ〜、本物

許可を得て、対価を支払ったうえで、
コンテンツ

利用できるようになっており、権利を持つ制作

ワクワク楽しいことがいっぱい！ 大滝たきのみやこども園です！

法律的にも、制作者側に無断でコンテンツを

インターネット上のコンテンツを視聴・利用

⇒侵害コンテンツの配信は犯罪。クリエイターに

大滝たきのみやこども園 （有）5-5377 （電）49-0312

配信することは違法であり、刑事罰の対象にな

制作者や権利者（以下「制作者側」
とします）の

2.侵害コンテンツはなぜ悪いのか？

教育総務課 （有）2-3746 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

〈取材協力：内閣府 文責：政府広報オンライン〉

▲柴山に段ボールを敷いて芝滑り。なかなかスピードが出るんだよ！
広報たが 2021年1月号

4

広報たが 2021年1月号
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学校支援／「ランリュック」等支給／燃えないごみ移転
学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

学校支援ボランティアだより

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

マラソン大会の見守り（大滝小学校）
11月12日晴天の中、全校マラソ

りをお願いしていますが、
「 今年も元

芹川沿岸一斉清掃活動／農業委員会だより／ねんきん
産業環境課（環境） （有）2-2030 （電）48-8118 （Ｆ）48-0594

「芹川沿岸一斉清掃活動」を実施しました
美しい環境に恵まれ住みよい郷土

155人のご参加をいただき、缶、ペッ

づくりを進めるため、滋賀県では12

トボトルなどの散在性ごみを回収す

月1日を環境美化の基準日とし、県下

ることができました。
ご参加いただいた皆さん、大変あ

ン大会がおこなわれ、3人のボラン

気をもらいました。」や、
「みんな元気

全域を対象に一斉清掃活動が実施さ

ティアさんに交差点での安全見守り

に走ってたね。」
「今年はコロナで学

れています。

をしていただきました。子どもたちは

校ボランティアにもあまり行けなかっ

多賀町においても美しいまちの実

賀町に関わる皆さんで力を合わせ、
よ

たくさんの保護者や地域の方々の応

た。」と子どもたちの成長した姿を久

現を目指し11月28日に芹川沿岸

り住みやすい多賀のまちをつくって

援を受けて2学年ずつスタートしま

しぶりに見て感動されたようでした。

一斉清掃活動を実施しました。総勢

いきましょう。

した。例年、ボランティアによる見守

▲清掃活動のようす

▲応援しながら見守っていただきました

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

学校支援ボランティア研修会（読み聞かせ研修会）
今年度のスキルアップ研修として、

りがとうございました。これからも多

農業委員会だより

半には、声を出す練習として身体をほ

11月23日、彦根・愛知・犬上地域の

ぐす体操をし、全員で歌をうたい、4

「図書館職員・ボランティア等合同

人グループになって群読をおこない

研修会（読み聞かせ）」に多賀町学校

発表しました。参加された皆さんには、

支援ボランティアから6人の参加があ

「言葉を大切にして読む」ことなど今

りました。講演では絵本の選び方・読

後の活動に役立てていただきたいと

み方等を学びました。さらに研修の後

願っています。

▲「明定さんのほんとうに役に立つ読み聞かせ実践講座」

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

農業委員会では、11月12日に農

がない場合には農業委員と農地利用

業委員と農地利用最適化推進委員に

最適化推進委員が出向いて聞き取り

よる合同会議を開催しました。

をおこなうこととなりました。

内容は、10月2日に実施した農地

今後、農地所有者への利用意向調

パトロール結果にもとづく遊休農地

査を実施しますのでご協力をお願い

対策について協議をおこないました。

します。

遊休農地化している農地所有者の利
用意向調査を文書でおこない、回答

第1回 農業委員会
総会のお知らせ
■日時

1月14日（木） 13:30〜

■場所

役場

2階

※申 請受付期限は、総会開催月の前月の
20日（閉庁日の場合はその前日）です。
※農 業委員会総会で審議された内容は、
町ホームページでご覧いただけます。

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

支援となるように実施するものです。

日本年金機構

度に多賀町立小学校に入学される1

新入学時に間に合うように、各学校で

年生に学校指定の「ランリュック」を、

2月初旬におこなわれます「入学説明

〜新成人の皆さんへ〜 20歳になったら国民年金

多賀町立中学校に入学される1年生

会」の時に配付させていただきます。

には、学校指定の「スポーツバッグ」、

多賀町教育委員会では、令和3年

「通学用ヘルメット」を支給します。こ

詳しくは、1月中旬に郵便にて保護者

とき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代み

が義務付けられており、20歳になると日本年金機構から

の方にお知らせします。

んなで支えようという考えで作られた仕組みです。

国民年金加入のお知らせが届きます。

来をになう子どもたち」のために役立

どもを育てる環境づくりに、少しでも

てばと願っています。

▲支給される
「ランリュック」
「スポーツバッグ」

産業環境課（環境） （有）2-2030 （電）48-8118 （Ｆ）48-0594

中山投棄場でおこなっている家庭

ら試験的に受け入れを開始しますの

からでる燃えないごみの受け入れは、

で、直接搬入される場合はそちらに

3月31日をもって終了し、4月1日か

持ち込んでください。
なお、従来通り事前に不燃廃棄物

郡清掃センター跡地）において受け

搬入許可申請が必要です。

入れをおこないます。3月25日（木）か

※詳細は、追ってお知らせいたします。

お問い合わせ
彦根愛知犬上広域行政組合
（電）35-0015
産業環境課 （電）48-8118

納付に関する制度

燃えないごみの搬入場所が変わります

国民年金のポイント

済的負担を軽減し、ゆとりを持って子

6

国民年金課 （電）23-1114

国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入すること

「子育てしやすいまち」として、
「将

広報たが 2021年1月号

彦根年金事務所

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残った

の事業は、子育て世帯の皆さんの経

らは東近江市小八木町19番地（愛知

大会議室

●将来の大きな支えになります！
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、
保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、
安定していますし、
年金の給付は生涯にわたって保障されます。
●老後のためだけのものではありません！
国民年金は、
年をとったときの老齢年金のほか、
障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者
により生計を維持されていた遺族
（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れます。
●学生納付特例制度
学生の方は一般的に所得が少ないため、
ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制
度です。
対象となる学生は、
学校教育法に規定する大学、
大学院、
短期大学、
高等学校、
高等専門学校、
専修学校および各種学校
（修業年限1年以上である課程）
、
一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
●納付猶予制度
学生でない50歳未満の方で、
ご本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予され
る制度です。

※国民年金のご相談・お手続きについては、役場または彦根年金事務所へお問い合わせください。
広報たが 2021年1月号
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保健師だより／在宅医療・介護連携推進フォーラム

公民館だより／聖火リレーのボランティア

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

保健師だより 子宮けいがんにならないために

公民館まつり中止のお知らせ
1月30日（土）、31日（日）に予定しておりました公民館まつ

子宮けいがんとは

りですが、全国的に新型コロナウイルス感染が拡大する
感染しても、ほとんどの人は自然に消

また、子宮けいがんは若い年齢で

ローマウイルス）
と言うウイルスの感

えますが、一部の人でがんになってし

も発症することが多いがんで、患者は

染が原因で起こるがんです。このウ

まうことがあります。日本では毎年、

20歳代から増え始めます。

イルスは、多くの女性が一生に一度

約1.1万人の女性がかかり、毎年約

は感染すると言われるウイルスです。

2,800人が亡くなっています。

子 宮 け い が ん は H P V（ヒトパピ

中、期間中、不特定多数の方々がご来場いただくことを考

た方々には大変申し訳ございませんが、
ご理解のほど何卒
よろしくお願いいたします。
なお、今後の公民館まつりの開催については未定です
が、
日程等が決まりましたらお知らせいたします。

慮し、中止させていただくこととなりました。
楽しみにされていた皆さんや、展示発表を予定されてい

多賀町町民大学「多賀の魅力 再発見！」1月の講座のご案内
1月の講座

①子宮けいがんワクチン
（HPVワクチン）
について

■受講料

「霊仙山麓の山城」

町内在住・在勤の方は無料

日本では、小学6年生〜高校1年生

なものや、接種後短期間で回復した

は、HPVワクチンについて理解して

の女の子を対象に、公費で子宮けい

症状を含めると、接種した1万人に約

から接種するようにしましょう。さらに

■日時

1月9日（土） 14:00〜16:00

またはメールでお申し込みください。
（ 各講座の前日

がんワクチンを接種することができ

9人が何らかの症状が生じたと報告

詳しく知りたい方は、
「厚生労働省 子

■講師

中井

まで）

ます。

があり、接種した1万人に5人は重篤

宮けいがん」で検索してください。
（下

な症状として報告があります。

のQRコードからも検索できます。）

子宮けいがんワクチンを接種する

「明智光秀

■申込方法

均（滋賀県立大学教授）

多賀町中央公民館「多賀結いの森」まで電話

お問い合わせ・お申し込み

近江出身出生伝説を追う」

多賀町中央公民館「多賀結いの森」

ことで、子宮けいがんの原因の50〜

このたびは、接種をお勧めするの

■日時

1月23日（土） 14:00〜16:00

（電）48-1800 （有）3-3962

70％を防ぐことができますが、
ワクチ

ではなく、子宮けいがんやワクチン

■講師

井上

（e-mail）s−ed＠town.taga.lg.jp

ンの接種後に多くの方で、
接種部位の

についてよく

痛みや腫れ、
赤みなどの症状が起こる

知っていただ

ことがあります。また、
まれですが重い

くために情報

症状（呼吸困難やじんましん、神経系

提供をしてい

の症状）
が起こることもあります。

ま す 。ワクチ

ワクチン接種との因果関係が不明

ンの接種前に

多賀町中央公民館「多賀結いの森」カレンダー（■
■…休館日）

1月
厚生労働省
ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がん（子宮けいがん）とHPVワクチン～
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/

日

2月
月

3

②子宮けいがん検診について
子宮けいがんの初期は症状がない

は若い世代でもなりやすいがんなの

ことが多く、検診ではじめて発見され

で、若いうちから検診を受けることが

ることが多くあります。そのため、症

大切です。

優（滋賀県文化スポーツ部文化財保護課）

20歳になったら、2年に1度検診を
受けるようにしましょう。

火

4

5

水
6

木
7

金
1
8

土
2

日

9

町民大学

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

新成人の集い

町民大学

30

月
1

火
2

水
3

木
4

金
5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

状がない場合でも定期的に検診を受

多賀町では500円で子宮けいが

けることが大切です。子宮けいがんワ

ん検診を受けることができます。ご希

クチンを接種した人も、子宮けいがん

望の方は医療機関で受けることもで

検診を受けて、がんを早期に見つけ

きます。詳しくは、福祉保健課までお

生涯学習課 （有）3-3746 （電）48-8130 （Ｆ）48-2363

て治療しましょう。また、子宮けいがん

問い合わせください。

聖火リレーのボランティアを募集しています！

〜誰もが 自分らしく 安心して暮らせる湖東をめざして〜
■日時 2月21日（日）
13:30〜16:10（開場 12:30）
■場所

みずほ文化センター

（彦根市田原町11番地）
■講師

萬田

緑平氏

（群馬県前橋市 緩和ケア萬田
広報たが 2021年1月号
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診療所 院長）
■内容 「最期まで目一杯生きる」
緩和ケア医が見た旅立つ命の軌跡
■参加費
■定員

無料
200人（定員になり次第受

付終了。締め切り2月15日（月））

お問い合わせ・お申し込み

多賀町では5月28日（金）におこなわれる聖火リレーのボ
ランティアを募集しています。聖火リレーを大いに盛り上

■参加資格
⑴2003年4月1日以前に生まれた方

う。皆さんのご応募をお待ちしています。

⑵日本語でコミュニケーションが可能な方

■活動日 5月28日（金） 3〜4時間程度

⑶指定した日時の説明会にご参加いただける方

■活動内容

聖火リレーコースの沿道整理など

※開催が延期または中止になった場

■募集締切

1月31日（日）まで

合は、申し込みの方に連絡いたし

■応募方法

別途配布する募集のチラシに必要事項を記入

ます。

内）
まで提出してください。
（FAX、
メール、窓口、郵送）

げ、その熱意を夏の東京オリンピックにつなげていきましょ

多賀大社前駅から多賀町役場までの間

（電）49-2455

13

町民大学

コンサート

■活動場所

彦根愛知犬上介護保険事業者協議会

町民大学

28

31

在宅医療・介護連携推進フォーラム in 湖東

土
6

の上、生涯学習課（多賀町中央公民館「多賀結いの森」

■その他

参加者にはオリンピックロゴ入りのTシャツを

支給予定です。
その他、詳細や不明な点については別途配布する募集
のチラシをご覧いただくか、生涯学習課までお問い合わせ
ください。
広報たが 2021年1月号
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図書館

博物館／優生保護法

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）

トピック展

1月
日

丑年にまつわるエトセトラ

2月
月

火

水

木

金

土

1

2

日

火

水

木

金

土

来年の干支は「丑 」年です。牛肉や牛乳など食卓によく

1

2

3

4

5

6

登場するウシですが、
かつては農作業に役立つ身近な生き

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24/31

25

26

27

28

29

30

28

※1月28日（木）は整理休館日です。

うし

月

物でした。
この展示ではウシにちなんだトピックを紹介しますので、
ぜひトピック展を覗いてみてください。
■会期 12月26日（土）〜1月16日（土）
■会場

あけぼのパーク多賀 ホール

※2月24日（水）〜3月5日（金）は特別整理休館です。

☆年末年始の休館は 令和2年12月28日（月）〜令和3年1月4日（月）です

☆年末年始の休館は 令和2年12月28日（月）〜令和3年1月4日（月）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

土・日 10:00〜16:30

企画展

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。
図書館ご利用および行事参加の際には…「マスク着用」
・「手指消毒」
・「適切な距離の確保」にご協力をお願いします。
お知らせ

雑誌スポンサー募集

ジックコーポレーションの皆さんにご

議会は、住民と図書館職員とが互い

協力いただいています。

に自己革新を遂げる場であるとお話

多賀町立図書館では、雑誌の購入

いただきました。

雑誌タイトル

スポンサー名 スポンサー開始時期

1

暮らしの手帖

匿名個人 様

4月〜

費をご負担していただくスポンサー

今 回 の 講 義を参 考に、当 図 書 館

2

月刊 自家用車

匿名個人 様

4月〜

を随時募集しています。詳しくは図書

協議会も議論を活発に進めていき

4月〜

館までお尋ねください。

ます。

3 こどものとも（0・1・2）
4 こどものとも（年少版）

匿名企業 様

4月〜

5 こどものとも（年中向き） 匿名個人 様

4月〜

6

4月〜

かがくのとも

7

子供の科学

8

すてきにハンドメイド

9

ひよこクラブ

株式会社
ニイタカ様
メグミュージック
コーポレーション 様

「令和2年度滋賀県図書館協
議会交流会」報告

4月〜

11月14日、県内の図書館協議会

4月〜

委員や地域のボランティアグループ

4月〜

割」
と題して、講義が開催されました。

1社、株式会社ニイタカ、
メグミュー

当館からも2人が参加し、図書館協

戦国時代の湖東で、有力寺院の一つだった敏満寺。戦が

描いた敏満寺城の復元図を展示する予定です。

抗したといわれています。

■会期

1月26日（火）〜2月20日（土）

■会場

あけぼのパーク多賀 ホール

出土した遺物と発掘調査の結果から、謎の多い敏満寺城

滋賀県健康寿命推進課 （電）077-528-3653 （Ｆ）077-528-4857
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ（障害などを理由に子どもが
できなくなる手術を受けた方）一時金320万円支給のお知らせ
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ、国から一
時金320万円が支給されます。
一時金320万円の支給を受けるためには、
ご本人から

▲交流会のようす

第1水曜日

図書館
出 発

※20日

3日

13:00

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

4日

12:30

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

10日

12:30

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

Aコース
（大滝方面） ※14日
第1木曜日
Bコース
（多賀方面）
第2水曜日

13日

巡回場所・駐車時間

•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 2021年1月号
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• その他請求に係る事実を証明する資料（例：障がい者
手帳、療育手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県

■請求に必要な書類

る書類など）
滋賀県にお住いの方は、滋賀県の相談窓口にお問い合

証明する書類）

2月

相談窓口にご相談ください。

や医療機関などから入手した優生手術の実施に関す

• 住民票の写しなど
（請求者の氏名、住所または居所を

1月

い場合には、提出を省略することができますので、

の請求が必要です。
• 請求書

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

について紹介します。また、多賀中学校美術部の皆さんが

繰り広げられる中、城郭を築いて浅井長政や織田信長に対

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、

を対象に「図書館協議会の意義と役

現在、匿名個人で3人、匿名企業で

戦国の寺とその城 ― 敏満寺

• 通帳の写しなど
（一時金を受け取る口座番号・金融機
関・支店名がわかるもの）
• 医師の診断書 、診断書作成にかかった費用が記載さ
※

れた領収書
※現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残ってい

わせください。
滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県庁新館3階健康寿命推進課内
（電）077-528-3653 （Ｆ）077-528-4857
（e−mail）eg0002＠pref.shiga.lg.jp
■受付時間

8:30〜17:15

るかどうかについての医師の診断書です。優生手術

土日祝日・年末年始（12月29日〜1月3日）
を除く

などを実施した記録が残っていない場合には、一時

ご相談は、電話、
ファックス、
メールで受け付けています。

金を認定するかどうか判断するための重要な資料

面談をご希望の場合は、事前にご希望の場所と時間を教え

になるので、できる限り提出してください。なお、心

てください。また、必要な配慮（手話通訳、要約筆記など）
に

理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が難し

ついてもご連絡ください。
広報たが 2021年1月号
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民児協だより／お知らせ

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

●ハロートレーニング（公的職業訓練）〜急がば回れ〜
お知らせ

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〜

「未経験の仕事に挑戦したい」
「新

能・知識を習得するための職業訓練

談、申し込み手続きのほか、就職に向

しいスキルを身に着つけたい」
「仕事

制度があります。原則、受講料は無料

けた個別支援等も実施しています。

です。

日々、ほかにうつさず・うつされず

です。民生委員・児童委員は新しい

の皆さんのご理解ご協力をお願い申

の幅を広げたい」
「資格を取って就職

の心で新型コロナウイルス感染拡大

生活様式の中で「地域の灯台」になれ

しあげます。

につなげたい」など就職に必要な技

防止と、感染しない健康づくりに努め

るよう努めてまいります。灯台は暗い

ていただいていますことに感謝申し

海を遠くの方まで照らします。その光

あげます。

を遠方に見つけた時、安堵感や安心

人との繋がりが基本である民生委

私たちはつねに心のレンズをしっ

密・心密）でつながることを大切にし

かり磨（研）き、あの光のもとに行け

てきましたが、
「自分の命を守るため」

ば温かい笑顔が待っている、優しい

「自分の大切な人を守るため」
と三密

何かが迎えてくれると感じていただ

（密閉・密集・密接）をさけなければ

けるよう活動に取り組んでいきたい

ハローワーク名

と思います。

ならないという事態となりました。
ひとり暮らしや高齢者夫婦のみの

新型コロナウイルス感染拡大防止

世帯、認知症高齢者が増加するなか、

の中ではサロン活動や見守り活動が

介護や日常生活上の困りごとなど、本

制限されることが多いですが、地域ぐ

人や家族が直面する課題はさまざま

るみで支えていただけますよう町民

●

県内のハローワーク一覧表

感を得ることができます。

員・児童委員活動は三密（身密・語

お知らせ 特定
（産業別）最低賃金改正のお知らせ
■特定（産業別）最低賃金

12月31日発効

所在地

大津市

ハ ロ ー ワ ー ク 高 島

〒520-1214
高島市安曇川町末広4丁目37

（電）
（0740）32-0047

高島市

ハ ロ ー ワ ー ク 長 浜

〒526-0032
長浜市南高田町辻村110

（電）
（0749）62-2030

長浜市・米原市

ハ ロ ー ワ ー ク 彦 根

〒522-0054
彦根市西今町58-3

（電）
（0749）22-2500

彦根市・犬上郡・
愛知郡

ハロ ー ワ ー ク 東 近 江

〒527-0023
東近江市八日市緑町11-19

（電）
（0748）22-1020

東 近 江 市・近 江
八幡市・蒲生郡

ハ ロ ー ワ ー ク 甲 賀

〒528-0031
甲賀市水口町本町3丁目1-16

（電）
（0748）62-0651

甲賀市・湖南市

ハ ロ ー ワ ー ク 草 津

〒525-0027
草津市野村5丁目17-1

（電）
（077）562-3720

草津市・守山市・
栗東市・野洲市

924円

はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業（一般機械器具製造業）

933円

■受付 9:00〜16:30

時間額

お知らせ

【日曜・祝日・年末年始のみ】
（電）22-1119

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
（精密・電気機械器具製造業）

917円

自動車・同附属品製造業

936円

■所在地 彦根市八坂町1900番地
受診前に（電）22-1119で、症状や受
診方法について相談してください。感
染防止のため診察時間が延びるなど、

■地域最低賃金

待ち時間が長くなることがあります。

10月1日発効

滋賀県最低賃金

868円

※休日急病診療所では、新型コロナ
ウイルス感染症やインフルエンザ
などの検査はおこなっていません。

お問い合わせ
滋賀労働局賃金室

（電）077-522-6654

彦根労働基準監督署

大津労働基準監督署
（方面）

（電）077-522-6616

東近江労働基準監督署

●カイゴとフクシ就職フェア彦根会場

管轄区域

〒520-0806
（電）
（077）522-3773
大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎1階・2階

ガラス・同製品、
セメント・同製品、
衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業（窯業・土石製品製造業）

業

電話番号

ハ ロ ー ワ ー ク 大 津

●彦根休日急病診療所

産

ハローワークでは職 業 訓 練 の 相

彦根地方合同庁舎内

今月の足腰シャキッと教室

心配ごと相談

■実施日 1月6日（水）
・1月20日（水）

■今月の相談日
1月18日（月）

■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）

2月16日（火）

■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

（電）22-0654
（電）0748-22-0394

お知らせ

20法人（10法人×2部制）による

就職説明会が開催されます。

■日時 1月30日（土）
ビバシティ彦根

お問い合わせ
2Fホール

入場は無料です。

Ⅰ部

10:30〜13:00

5法人以上のブースを訪問すると

Ⅱ部

14:30〜17:00

クオカード特典が受けられます。
広報たが 2021年1月号
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滋賀県社会福祉協議会
湖北介護・福祉人材センター
（電）0749-64-5125
（URL）https://fair.fukushi.shiga.jp/
広報たが 2021年1月号
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相談・健診・広場の案内等

保健業務／広場の案内等／子どものけんこう

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ

令和3年2月 多賀町し尿収集カレンダー

（表記の時間は受付時間です）
〈相談等〉

す

く す く 相
【※要予約】

談

２ 月１６日（火） １０:００～１１:００

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています。

※すくすく相談は予約制とさせていただきます。
（電）
４８-８１１５までご連絡ください。

（表記の時間は受付時間です）
〈検診等〉

４ カ

月

児

健

午
集

日（曜日）

前
落

午
集
萱原①・川相①

４日（木）一円①③・木曽①③

一円①③・木曽①③

９日（火）久徳①・栗栖①②③

久徳①・栗栖①②③

２ 月 １ 日（月） １３:１５～１３:３０ Ｒ２年９月生まれの乳児

１０日（水）多賀①③・敏満寺①③

１ ０ カ 月 児 健 診

２ 月 １ 日（月） １３:３０～１３:４５ Ｒ２年３月生まれの乳児

１２日（金）富之尾①・佐目①・南後谷①

２歳６カ 月 児 健 診

不定期

２ 月 ２ 日（火） １３:３０～１３:４５ Ｈ３０年７・８月生まれの幼児

大杉②・仏ケ後②・萱原②

３歳６カ 月 児 健 診

２ 月１０日（水） １３:３０～１３:４５ Ｈ２９年７・８月生まれの幼児

２４日（水）大君ケ畑①②③

大君ケ畑①②③

整

２ 月２４日（水） １３:４０～１４:００ Ｒ２年１１・１２月生まれの乳児

２５日（木）

外

科

健

診

一ノ瀬①・樋田②・藤瀬①
小原①②・霜ケ原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。

多賀町子育て支援センター（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

《広場の案内等》

わくわくランドで遊 ぼう
子

育

て

相

談

月曜日～金曜日

一ノ瀬①・樋田②・藤瀬①
小原①②・霜ケ原②・不定期

２６日（金）川相②・敏満寺①・八重練③

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。

９:００～１２:００

親子で一緒に遊んだり、親同士が語りあった
りする場としてご利用ください

１３:００～１４:００ お気軽にご相談ください。

きりん・にじ広場（２，
３歳児）
登
録 ぺんぎん広場（１歳児）
制
こあら広 場（０歳 児 ）

１ 月２０日（水）

１０:００～

１ 月１９日（火）

１０:００～

１ 月２７日（水）

１０:００～

お は な し ポ ケ ット

１ 月２６日（火）

１０:３０～

川相②・敏満寺①・八重練③

おたのしみ
①

⑥

⑦

②にぎやかで、明るい人のこと

②

③深い部分

親子でふれあい遊びをしたり、
体を動かしたり
して楽しみます。
親子でお話の世界を楽しみます。希望者は参
加申し込みをしてください。

③

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
広報たが 2021年1月号
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⑥

⑤

⑧

⑦

③

④

タテのカギ

④

①相手に勝つ見込みがあること
⑥メロンが有 名な北 海 道 の 町 。○

「サンドウ（参道）」でした
11月号の応募総数は44人
正解率は100％でした！

○バリ

⑤

⑦浮いたり、沈んだり
⑧年始の初売りで、さまざまな商品
が入っているもの

リターンの関係）の相互作用でできあがりま

索行動を活性化し、子どもに安心感を与え、自

す。

己や他者への信頼感をもたらします。アタッチ

例えば……

（参照：日本産婦人科医会）

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。

ヒント : 軍勢を率いる人

□□□□

メントの形成は、子どもの人間に対する基本的

●友だちや大人から学ぶこと

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

信頼感を育み、その後の心の発達、人間関係

●自主的でクリエイティブな遊び

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

に大きく影響します。乳幼児期に愛着に基づい

●絵を指して話すこと(絵本を読む)

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

た人間関係が存在することが、その後の子ど

愛情の３要素(子どもの年齢は関係ありません)

もの社会性の発達に重要な役割を持ちます。

• 目と目で向き合うこと

子どもの脳の発達は、親または養育者が

• 手と手で触れあうこと

れに対して子どもが反応すること
（サーブと

ワ ル シ ヤ ワ
ン
ヨ
イ
フ ド ウ サ ン
ア ケ ボ ノ
ー
ウ ウ ツ

①

②

⑤見るのにもっとも適した時期

アタッチメントは乳幼児期から！

愛情をもって子どもを大事に育てること、そ

先月号の答え

ヨコのカギ

⑧

①終わりにすること。何を打つ？

｜子｜ど｜も｜の｜け｜ん｜こ｜う｜

☆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。

クロスワード

④指示・命令をして人を動かすこと

※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1月号」をご覧ください。
※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。

アタッチメント（愛着）は、不安を抑制し、探

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。

多賀①③・敏満寺①③

土田①・中川原①
１６日（火）
大杉②・仏ケ後②・萱原②

形

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

２日（火）萱原①・川相①

診

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

• 子どもに微笑むこと
まず、
この３つからはじめてみませんか？

多賀町子ども家庭応援センター（電）48-8137では、お子さんの成長・発達等に関わるさま
ざまな相談をおこなっています。お気軽に、
ご相談ください。

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
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 1月28日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

令和2年12月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口……… 7,589人（−16）
男性………… 3,682人（−8）
女性………… 3,907人（−8）
世帯数…… 2,904世帯（−1）

出生者数……………… 0人
死亡者数……………… 9人
転入者数…………… 10人
転出者数…………… 17人

12月1日
0.03μsv/h
12月15日
0.05μsv/h

広報たが 2021年1月号
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健康レシピ

さつまいもと
りんごのきんとん

きんとんといえば栗きんとんが一般的ですが、
時にはアレンジしてりんごを使って手軽に作ってみるのはいかがでしょう？
りんごの赤が映えて華やかになります。

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！

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

●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）
りんご…………… 1/2個（150ｇ）

さつまいも…………… 1個（300ｇ）

砂糖……………………… 小さじ1

砂糖……………… 大さじ1+1/2

レモン汁…………………… 小さじ1

バター……………………… 小さじ1

多賀町総合情報配信システム（町）
防犯・火災・災害など
touroku＠taga-town.jp

【登録方法】右のQRコードを読み取り、
空メールを送信し、
登録してください。

多賀町民憲章

作り方
くらいの水を加えてやわらかくなる

まま5㎜角に切って耐熱容器に入

まで茹でたら湯を捨てて、弱火にし

れる。砂糖、
レモン汁を加えて混ぜ、

ていもをつぶしながら砂糖、
バター

ラップをして電子レンジで約2分加

を混ぜる。

熱する。

❸ ②に①を加えて混ぜ、冷めたら

❷さつまいもは皮をむいて1㎝の輪

ラップに包んで茶巾にしぼる。

切りにして鍋に入れる。いもがかぶる

管理栄養士 柴っちの

ワンポイント
アドバイス

1

昭和53年11月10日制定

約20分

（1人分）
エネルギー

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

❶りんごはきれいに洗い、皮付きの

調理時間

マ チ を 好きに なるア プリ

広報たが
1 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

147kcal／塩分

0ｇ

ワンポイント
「きんとんの由来」
★きんとんは主におせち料理に入ります。
★「金団」と書き、金色の財宝に例えられ、商売繁盛や金
運・財運をもたらすと言われる縁起物として、豊かな1
年を願ってお正月に食べられています。

柴田管理栄養士

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!!

検

索

「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。

多賀町
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

（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■今回は権現谷で撮影をしまし
た。美しい紅葉を求めて撮影に向かった
権現谷（芹川上流）の谷底には小さな鳥
居がありました。あらためて美しい多賀
の文化・自然を感じました。個人的にも
お気に入りの写真です。
編集後記■2021年になりました。昨年
は新型コロナでバタバタした1年でした
が、今年はコロナで溜まったうっぷんを晴
らせるような一年にしたいですね。 こ

