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大滝小学校の

皆さん

皆さん

多賀小学校の

まちの話題／第６次多賀町総合計画答申／人間ドック助成
1月22日

第７０回社会を明るくする運動標語／学校支援ボランティアだより
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

令和2年度

豆まき用の大豆をいただきました！

第70回社会を明るくする運動標語
つながり

この標語は、今年の10月から11月の間に、家族、
ともだち、ふるさと、地域の人々など、人との絆をテーマに、多賀町内

大滝たきのみやこども園にて、農産

いきたい。」
と話されました。大滝たき

物の生産、加工、販売をおこなう株式

のみやこども園の大橋園長は「子ど

会社イーマックス・サプライから豆ま

もたち一人ひとりが気持ちを込めて、

き用の大豆70ｋｇをいただきました。

おもいっきり豆まきをすることができ

いただいた大豆は、
「フクユタカ」
「み

ます。子どもたちも私も非常に喜ん

ずくぐり」という品種で、自社農場で

でいます。」
と話されました。

の小学校6年生、中学校2年生を対象に募集をしたものです。
今年度は122点もの作品が提出され、
どれも社会や絆について考えられた素晴らしい作品でした。その中でも特に優れ
た作品を、社会を明るくする運動多賀町推進委員の方々に選考していただきましたので、
ご紹介させていただきます。

選考結果
小学生の部

無農薬栽培されたものです。イーマッ

いただいた大豆は大滝たきのみや

クス・サプライの乾さんは「自分たち

こども園のほか、多賀ささゆり保育

で栽培したものが、
このように広まっ

園、多賀幼稚園へ贈られ、各園で無事

ありがとう 元気が出たよ そのあいさつ

多賀小学校6年

近藤

千流

に、
豆まきがおこなわれました。

ずっとすき 多賀の山川 なかまたち

多賀小学校6年

木村

果子

思いやりの心で 広がる笑顔

多賀小学校6年

安部

美月

大滝小学校6年

石丸

玲南

賞 あいさつは 距離をちぢめる キーワード

多賀中学校2年

青山

寧々

賞 「ありがとう」 その一言が うれしくて

多賀中学校2年

山田

世莉

多賀中学校2年

蓮井

千春

ていくのは嬉しい。今後もがんばって

最

優

優
▲ありがとうございました！

秀
秀

佳

賞 あいさつは 心がおどる 愛言葉

多賀小学校6年

髙橋

凜乃

賞 家族との

大滝小学校6年

村上

怜乃

作

夜ご飯

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157

第6次多賀町総合計画の答申を受けました

いっしょの時間は 宝物

結いのまち

家族とだんらん ほっとする

中学生の部
最
優

優

秀
秀

令和元年8月に新たな総合計画の

答申書には、住民に理解しやすい

策定等について、総合計画策定委員

ような形で伝えることや、一人ひとり

会に諮問し、1年半以上にわたりご審

が輝く協働のまちづくりに努めるよ

議いただきました。2月24日に総合

うになどのご意見が添えられました。

計画策定委員会横山幸司委員長（滋

これらのご意見を尊重し、まちづくり

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

賀大学教授）、平居晋副委員長から

を進めてまいります。

学校支援ボランティアだより

スマイル

佳

すれ違い

久保町長へ、
「第6次多賀町総合計
画について」が答申されました。

マスクでも 笑顔忘れず 生きていこー
作 ダメなこと 注意できる 友達に

▲これまでの会議のようす

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

笑顔で一言交して 広がる絆

多賀町国民健康保険では、人間（脳）
ドック受診費用の一部助成を実施します。健康のバロメーターは、健診でしか測れま

小山

琥白

河井

心暖

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。

学びっこタイムに地域の力（大滝小学校）
ルの皆さんにご協力いただき、子ども

みです」などの感想をいただいてい

児童見守り
（学びっこタイム）をおこ

たちはさまざまな体験をしています。

ます。
「学びっこタイムの活動に参加

なっています。毎週木曜日・金曜日、

下記の写真は活動のほんの一部で

してみたい」
「子どもたちと楽しい時

集団下校までの時間に宿題やみんな

す。子どもたちは、毎回この時間を楽

間を過ごしたい」
と思われる方がおら

遊びをします。年間約60回以上実施

しみにしており、地域の方からも「今

れましたら、ぜひ、学校教育課までご

をしており、毎回地域の方々やサーク

は家から出かけることがないから楽し

連絡ください。

今年度も、大滝小学校では低学年

令和3年度多賀町国保“人間（脳）
ドック”申込受付が
4月から始まります！！

多賀中学校2年
多賀中学校2年

せん。ぜひ、
受診ください！！
■助成対象者

次のすべてに該当する方

へお越しください。

• 多賀町国民健康保険にご加入中の方（75歳未満の方）

• 国民健康保険被保険者証

• 多賀町国民健康保険税に滞納がない世帯の方

※電話での受付はできません。

■助成金額

費用の1／2（上限20,000円）

※100円未満切捨て
■受診期間

4月5日（月）〜12月末

※75歳になられる方は、誕生日までに受診してくださ

※窓口でお申し込み時に「人間ドック利用券」をお渡しし
ますので、
希望される提携先健診機関に直接お電話で予約

※土日・祝日を除く執務時間中（8:30〜17:15）

向けてのお話をさせていただきますので、必ずお越し

次のものを持参のうえ、税務住民課の窓口

広報たが 2021年3月号
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▲読み聞かせ＆手品

▲モルック体験

▲よさこい体験

▲人形劇

▲凧揚げ

健診結果が返却されましたら、福祉保健課

から結果説明会のご案内をします。生活習慣の改善に

■申込方法

▲バランスボール体験

分を病院へお支払いください。

4月5日（月）〜4月23日（金）

■申込期間

▲竹馬

してください。受診の際、助成金額を差し引いた自己負担
■結果説明会

い。

▲宿題

ください。

広報たが 2021年3月号
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大滝たきのみやこども園だより

就学援助制度について／燃えないゴミ搬入場所変更

教育総務課 （有）2-3746 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

大滝たきのみやこども園 （有）5-5377 （電）49-0312

こんにちは 大滝たきのみやこども園です！
今年度も残すところ1カ月となり、5歳の子どもたちは
最後のこども園での生活を存分に楽しめるよう、
「どんな
ことがしたいか」を日々みんなで話し合いながら生活して
います。

です。
そして、自分たちの作った池も、
「生き物が住めるような
池に仕上げていきたい！」
と大奮闘。
小さいクラスの子どもたちは、
「次は僕たちが！」と、キ

「高取山、
（ 散策道を）
どこまで登っていけるか探検して

ラキラした目で5歳児の姿を目に、心に焼き付けています。

みたい！」
「高取山に歩いていって歩いて帰ってくるのは

こんな子どもたちのようすを、多賀町のホームページで

どう？」今までの体験から、自分たちの体力にも自信満々

紹介していますのでぜひご覧ください。

令和3年度

就学援助制度について

多賀町では、
町内にお住まいで小中学校に就学されてい
るお子さんがおられるご家庭のうち、経済的な理由により

援助の対象となる世帯および必要書類
以下のア〜エに該当される方が対象となります。
ア
イ
ウ

援助対象世帯
必要書類
生活保護を受けている世帯
生活保護受給証明書の写し
町民税が非課税または減免されている世帯
町民税非課税証明書
児童扶養手当の受給世帯
児童扶養手当受給者証の写し
経済的な理由により、
学資の支弁が困難と認められる世帯 源泉徴収票・確定申告書など昨年の所得が分かるもの
（ただし所得制限があります）
（同居する家族全員）
の写し

申請手続き
• 援助を希望される方は、
「要保護・準要保護児童生徒就

※写真付きの身分証明となるものがご準備できないとき
は、
お問い合わせください。

学援助費支給申請書」
（学校、教育委員会または多賀町

• 令和3年1月1日現在の住所が他市町村の場合は、所得

HPから入手してください）
に必要事項を記入のうえ、上

を証明する書類（1月1日現在の住所地が発行した課税

記の必要書類を添えて各学校へ提出してください。

証明書等、収入や各種控除が証明された書類）の添付が

• マイナンバー制度の実施に伴い、申請書に世帯全員の
▲みんなの池に、大きな氷ができてたよ。仲良く2人で乗れば一人よ
り楽しい。竹を竿に見立てて、
釣りをする。釣れるといいね

を援助します。

就学に必要な経費の負担にお困りの保護者を対象に、学用

エ

▲園庭の築山で

品費・学校給食費・校外活動費・修学旅行費などの一部

必要です。

個人番号を記載の上、申請者（保護者）の「個人番号カー

受付期間

ド」の写しを添付することで上記の添付書類を省略する

4月8日（木）〜23日（金）

ことができます。

※この援助は、毎年申請が必要ですので、令和2年度に認

なお、個人番号カードを作成していない場合は、次の2
つの書類を両方とも添付することで代用できます。
（ア）申請者の「マイナンバーの通知カード」
（イ）申請者の運転免許証、
パスポートなど公的機関
で発行された写真付きの身分証明となるもの

定されていた方も、援助を希望される場合は必ず申請し
てください。
※お申し込みは、年度の途中でも受付しています。ただし、
受付日以降の月額の援助しか受けられませんのでご注
意ください。

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

燃えないごみの搬入場所と使用料が変わります
中山投棄場でおこなっている家庭からでる燃えないごみ

▲高取山の駐車場にできた除雪の雪の山。子どもたちが踏みしめて
ツルツルの滑り台に変身

の受け入れは、3月31日をもって終了し、4月1日からは小
八木中継基地（東近江市小八木町19番地）において受け
入れをおこないます。燃えないごみを直接搬入される場合
は、3月25日（木）から試験的に受け入れを開始しますので、
小八木中継基地に持ち込んでください。従来通り事前に不
燃廃棄物搬入許可申請が必要です。
また、使用料が5㎏までごとに40円から5㎏までごとに
50円に変更となりますので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 （有）2-2030 （電）48-8118

▲高取山で。雪のお布団の上で、氷の絵本を見る5歳の子どもたち
広報たが 2021年3月号
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▲雪の山道を探検。
「静かにして」耳を澄ますと鳥のさえずりが…

▲小八木中継基地
広報たが 2021年3月号
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特集■もったいない！食品ロスを減らそう

特 集

もったいない！
食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らそう

特集■もったいない！食品ロスを減らそう／ねんきん

食べ残し、売れ残りや期限が近いなどさまざまな理由で、食べられるのに捨てられてしまう食品「食品ロス」。日本の食

果では、まだ食べられるのに捨てた理由として、食べ残し

品ロス量は、年間600万トンを超え、毎日、大型トラック
（10ｔ車）約1,700台分の食品を廃棄しています。大切な食べも

（57％）、傷んでいた（23％）、期限切れ（11％）、賞味期

のを無駄なく食べきり、環境面や家計面にも優しい簡単な工夫をご紹介します。

1.なぜ、食品ロスが問題になっているの？
⇒大量の食品が無駄に廃棄され、環境に悪影響も

大量の食品ロスが発生することにより、さまざまな影響

⇒食べものを「買いすぎない」
「作りすぎない」
「食べき

ところから食品ロスを減らすためのヒントをご紹介します。

る」工夫を

基本は、買い物時に「買いすぎない」、料理を作る際「作り

や問題があります。食品ロスを含めた多くのごみを廃棄す

食品ロスを減らすための小さな行動も、一人ひとりが取

べられるのに捨てられる食品「食品ロス」の量は年間612

るため、
ごみ処理に多額のコストがかかっています。また可

り組むことで、大きな削減につながります。そこで、身近な

万トン
（※平成29年度推計（農林水産省・環境省））
と推計

燃ごみとして燃やすことで、CO2排出や焼却後の灰の埋め

されており、日本の人口1人当たりの食品ロス量は年間約

立て等による環境負荷が考えられます。
経済の観点では、食料を輸入に頼る一方で、多くの食料

人の消費のために生産された食料のおおよそ3分の1を

を食べずに廃棄している状況は無駄があります。人や社会

廃棄（※国連食糧農業機関（FAO）
「世界の食料ロスと食料

への観点では、多くの食品ロスを発生させている一方で、

廃棄
（2011年）
」）
しています。

7人に1人の子どもが貧困で食事に困っている状況です。

2.食品ロスはどこから発生しているの？
⇒食品関連事業者だけでなく、家庭からも発生しています
日本の食品ロス量年間612万トンのうち、事業系は

食品（直接廃棄）、皮の剥きすぎなど
（過剰除去）が発生要
因です。

328万トンで、主に規格外品、返品、売れ残り、食べ残しな

家庭系の食品ロスについて、消費者庁が平成29年に

ど、家庭系からは284万トンで、主に食べ残し、手つかずの

徳島県で実施した食品ロス削減に関する実証事業の結

りました。

3.食品ロスを減らすためにできることは？

日本の食品廃棄物等は年間2,550万トン、そのうち食

48㎏です。また、世界の食料廃棄量は年間約13億トンで、

限切れ
（6％）、消費期限切れ
（5％）の順で多いことが分か

すぎない」、外食時に「注文しすぎない」、そして「食べきる」
ことが重要です。

買い物時

外食時

1.買い物前に、
冷蔵庫や食品庫にある食材を確認する
2.使う分・食べられる量だけ買う
3.利用予定と照らして、
期限表示を確認する

1.食品ロス削減に、
積極的に取り組む店を選ぶ
2.小盛りメニューやハーフサイズを活用し、食べられる量だけ
注文する
3.どうしても残してしまった料理は、お店と相談して持ち帰るこ
とも検討しましょう

調理、食事時

食品ロスの把握

1.食品に記載されている保存方法にしたがって保存する
2.野菜は、
冷凍、
乾燥など下処理し、
ストックする
3.残っている食材から使う
4.体調や健康、
家族の予定も配慮し、
食べきれる量を作る
5.作り過ぎて残った料理は、
リメイクレシピなどで食べきる

各家庭で出る食品ロスを把握することも、食品ロス削減につ
ながります。消費者庁が平成29年に徳島県で実施した食品ロ
ス削減に関する実証事業では、食品ロスは、計量するだけでも
約2割減少、さらに削減の取り組みをおこなうことで約4割減
少する結果となりました。

〈取材協力：消費者庁、
農林水産省、
環境省

文責：政府広報オンライン〉

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

国民年金〜こんなときには手続きを！〜
国民年金は、年をとったときや、病
気や事故で障害が残ったとき、家族の

将来に受給する年金額が少なくなる

• 被扶養配偶者がいる場合は、配偶

働き手が亡くなったときに、働いてい

だけでなく、年金そのものが受給で
きなくなる場合がありますのでご注

第3号被保険者でなくなったとき

で作られた仕組みです。

意ください。

• 収入が増えたとき、離婚したとき等

以上60歳未満の方は加入すること
が義務付けられており、20歳になる
と日本年金機構から国民年金加入の
お知らせが届きます。
また、次のいずれかに該当するとき
は、税務住民課またはお近くの年金
事務所への手続きが必要です。届出

6

会社等を退職したとき

る世代みんなで支えようという考え
国民年金は、
日本国内に住む20歳

広報たが 2021年3月号

を忘れて保険料を納めていないと、

者の方の届出も必要です。

国民年金被保険者の種別
第1号被保険者

第2号または第3号に該当しない（自営業者・学生等）日本国
内に住む20歳以上60歳未満の方

第2号被保険者

厚生年金保険・共済年金に加入している方で原則65歳未満
の方

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未
満の方

広報たが 2021年3月号
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粗大ごみ収集／農業委員会だより

保健師だより

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

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

粗大ごみ収集のお知らせ

こんにちは保健師です
域指定日の搬入にご協力をお願いします。

粗大ごみ収集を次のとおり実施します。雨天決行です

年齢を重ねるにつれ、日常生活の

ル予防のための健康講座を9月に開

自立度や認知機能の低下がすすみ、

催し、
『 運動』
『 栄養』
『 口腔』
『くすり』

が、収集日当日の6時に警報が発令されている場合は中止

会場内への進入について一時停止等、交通整理をさせ

します。中止の連絡は有線放送、ホームページ、多賀町総

ていただきます。会場内のルールに従い交通安全に気を

フレイルや要介護状態となる割合が

について自分が取り組む目標を決め

合情報配信メールでお知らせいたします。

つけて搬入してください。

増えてきます。

ていただきました。

収集日当日は交通渋滞が予想されますので、各対象地
指定日時

収集場所

対象地域

4月10日（土）
7:00〜9:00

調整池駐車場
（B＆G海洋センター隣）

四手・大岡・八重練・土田・芹谷地区・脇ケ畑地区・栗栖・一円・
木曽・久徳・月之木・中川原

4月17日（土）
7:00〜9:00

滝の宮スポーツ公園駐車場

川相・藤瀬・富之尾・楢崎・一ノ瀬・佛ケ後・樋田・萱原・大杉・
小原・霜ケ原

4月24日（土）
7:00〜9:00

調整池駐車場
（B＆G海洋センター隣）

多賀・尼子・敏満寺・猿木・梨ノ木・佐目・南後谷・大君ケ畑・グ
リーンヒル多賀・神田

必ずお守りください！
• 20㎝×20㎝×20㎝以上が粗大ご

して燃えないごみに出してください。

電球型は対象外（燃えないごみ）
です。

みの対象です。それ以下は指定ご

• 事業活動（農業も含みます）
により

• 金属製品、木製品、その他の製品、

み袋に入れてごみ集積所に出して

発生したものは出せません。

小型家電、蛍光管に分別して出して

• 石油ストーブ等は燃料抜きをして

ください。
• 指定時間内（7:00〜9:00）
に搬入
してください。

から出してください。

ください。

テレビ
冷蔵庫
洗濯機
衣類乾燥機
エアコン
オートバイ

•
•
•
•
•

機会を持ちましたので、取り組みを紹

に取り組むグループに対してフレイ

介したいと思います。

運動
〈目標の例〉
• ウォーキングを続ける
• かかと上げを寝る前に20回する
• 1日1回ストレッチ体操（ゆい
ちゃん体操）
〈振り返り〉
•「ほとんど毎日続けている」
•「体操は思い出した時にして
いる」
•「テレビを見ながらイスに腰か
けて足を上下している」

栄養
〈目標の例〉
• 塩分を控える
• 魚肉類があまり好きでないけ
どできるだけ取るようにする
• 今までバランスを取るつもり
で食べていたが、これから野
菜と果物をしっかり摂る
〈振り返り〉
•「おかげさまで野菜をたくさ

ん食べている」
• 「果物をつねに摂るようになった」

明を受けた後、
各委員からは地域の実情や対策についての
意見が出されました。
獣害対策は、地域と役場が連携して進めなければ解決で
きないことから、今後も役場と情報共有を図り対策に取り
組んでいきます。

広報たが 2021年3月号
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〈目標の例〉
• 部分入れ歯は、寝る時ははず
して洗浄剤に入れる
• 舌を毎日洗う。ぶくぶくうがい
をする
• パタカラ体操をする

くすり
〈目標の例〉
• 今飲んでいる薬は続けること
• 毎日忘れないように飲む。朝、
昼、晩に分けて入れている
（日
にちを記入している）

〈振り返り〉
〈振り返り〉
•「入れ歯は毎日1回洗ってい

•「毎日継続できている」
るので継続する」
•「 薬 に日 付 を 書 い て 飲 ん で
いる」
• 「お口の体操をするようになった」
•「舌ブラシを使うようになった」

ていました。フレイル予防には運動習慣や食生活改善、社会参加が大きな軸となります。ふだんの生活に運動を取り入れな
がら、毎日の食事を大切にして、
できることから少しずつ取り組んで、
日常生活を充実させていきましょう。高齢になっても
自分らしくいきいきと元気で過ごせるように、次年度もこのような健康講座を開催します。ぜひご参加ください。

「もしものための話し合い〜もしバナゲーム〜」
ための話し合い〜もしバナゲーム〜」を開催しました。もし
バナゲームは、一人でも二人でももっと多くの人数でもす

農業委員会だより
しました。役場の担当者から獣害の現状や対策について説

口腔

皆さんにさまざまな目標を記載していただきましたが、
自分らしい生活ができるように、工夫しながら目標に取り組まれ

• レンガ、
ブロック
• ピアノ
• 耐火金庫
• 漬物石
• ふとん
• 農業用機械等
• たたみ
• じゅうたん
• 毛布
※詳細は「ごみの分別区分と出し方」をご確認ください。

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

後、町長を交えて獣害対策についての意見交換会を開催

ことをいいます。

フレイル予防の取り組み・振り返り

介護予防に取り組むグループの方を対象に、
「もしもの

町農業委員会では、1月14日の農業委員会総会終了

つながりなど）
が低下した状態の

あります。

光管」の回収もおこないます。ただし、

ガラス
スプリングマットレス
タイヤ
爆発物
危険物（例：バッテリー、ガ
スボンベ、
消火器等）

しく地域で生活するために、介護予防

力や運動能力、認知機能、社会の

確認・注意させていただく場合が

回収できない主なもの（下記のごみはお持ち帰り願います）
•
•
•
•
•
•

今回は、1月にその目標を振り返る

加齢に伴って心身の活力（筋

• ルールが守られない場合、職員が

•「使用済小型家電」および「使用済蛍

• 家具等のガラスは出せません。はず

高齢になってもいきいきと自分ら

「フレイル」ということばを
ご存じですか？

多賀町地域包括支援センターでは、
「エンディングノート」
「もしバナゲーム」などの出前講座を開催しています。ぜ
ひご活用ください。

ることができる、
もしもの時のことを考えるカードゲームで
す。たとえば、
「どのようにケアしてほしいか」、
「誰にそばに

第3回農業委員会総会のお知らせ
■日時

3月12日（金） 13:30〜

■場所

役場

2階

大会議室

※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。

いてほしいか」、
「自分にとって何が大事か」
という内容につ
いて、
カードを使って考えたり、話し合ったりすることができ
るゲームです。
大切なこととわかっていながら避けてしまいがちな「人
生の最期の話」ですが、参加された方から
「こんなゲームが
あったのかと思った。なかなか面白かった。」
「自分のことが
少しわかった気がする。」
「ともだち、家族にそばにいてもら
うことが大事なことがわかった。」
「もう一度自分の人生を
考え直してみようと思った。」
という感想をいただきました。

▲「もしバナゲーム」をしてみませんか？
広報たが 2021年3月号
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図書館

博物館／民児協だより

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）

住民参加型調査

3月
日

4月
月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

※2月24日（水）〜3月5日（金）は特別整理休館です。

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

7

8

9

13

14

15

19

20

21

26

27

28

春といえばサクラですね。サクラが

を描こうとしています。サクラの開花

調査に参加した証として缶バッジを贈

10

咲くのを心待ちにしている方も多い

はその土地の気候に左右されるもの

呈します。詳細は各戸配布するチラシ

16

17

のではないでしょうか。多賀町立博物

です。サクラが「どこでいつ咲いたか」

または多賀町立博物館のホームペー

22

23

24

館では、住民の皆さんにご協力いた

という情報をたくさん集めて地図に

ジに掲載いたしますので、
ご覧くださ

29

30

だき、
サクラの開花に関する調査をお

表わすことで、今まで誰も知らなかっ

い。調査の結果は集計ができ次第、
こ

こないます。身の回りのサクラの花が

たことが見えてくるのではないので

の紙面でご報告いたします。

咲いているかどうか調べて記録する

しょうか。たくさん調べるためには、サ

簡単な調査です。

クラの木の近くに住んでいるたくさ

※4月22日（木）は整理休館日です。

※3月18日（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

多賀町一斉サクラ調査２０２１

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。
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

多賀町では例年「彦根地方気象台

んの人に観察してもらうのが一番で

が発表する開花日」より何日か遅く咲

す。そこで多賀町立博物館では皆さ

く傾向があって、地域によって違うと

んから「どこでいつ咲いたか」という

いう実感があると思います。この調査

情報をできるだけ多く募集します。

では集めた情報を基に、桜前線マップ

調査に参加していただいた方には

学芸員のひとりごと

図書館職員合同研修会に
参加しました

でおられるボランティアの皆さんとの
合同研修会が開催されました。

図書館が閉まっていても、
本を返せます

博物館と調査研究

11月23日、湖東定住自立圏の取

講師の元長浜市立高月図書館館長

り組みとして、彦根市立南地区公民

の明 定 義 人さんから、絵本の読み聞

の返却ができる、
「ブックポスト
（本の

博物館にとって調査研究は大切な

にも調査研究に関わってもらいたい

そ参加してもらいたいのが、上記のよ

館で、彦根市、愛知・犬上郡1市4町

かせの基本や実演方法について、貴

返却口）」があります。朝早くや夜遅く

ものです。博物館は大事なモノが並

と思っています。今年度は感染症対

うな市民参加型の調査です。気軽に参

の図書館職員と読書活動に取り組ん

重なお話を聞くことができました。

でも、図書館が閉まっている時にはい

んでいるだけ、
と思われているかもし

策のために中止しましたが、地域のこ

加することができ、多くの方に参加し

つでも入れられます。場所は、正面玄

れませんが、博物館の展示はその調

とを研究する人たちを集めて研究発

ていただくことで、
より多くの情報を

査研究にもとづくものです。

表会を毎年開催しています。また、多

集められることを私たちは期待してい

みょう じょう よ し

と

返し忘れの本はありませんか？

▲研修会のようす

図書館出発

※17日

13:00

関の右手奥です。どうぞご利用くださ
い。なお、CD・DVD等のAV資料お

多賀町立博物館は住民の皆さんが

賀町古代ゾウ発掘プロジェクトのよう

ます。皆さんも調査を通して、地域を

進学や引っ越しの季節になりました

よび他館から借りた資料は、破損の恐

おこなう調査研究の支援にも取り組

な、地域の方と研究者が一緒に発掘

知ってみませんか？ 多賀町一斉サク

が、借りたままの本はありませんか？

れがありますので、ブックポストには

んでいます。多賀町立博物館では子

調査をおこなう活動をしています。

ラ調査への参加をお待ちしています。

図書館の資料は皆さんの共有財産で

決して入れないでください。これらの

どもたちの自由研究の応援や展示を

その中で、
「 調査研究って難しそう

す。図書館を気持ちよくご利用いただ

資料は、お手数ですが、図書館の開い

しています。それだけではなく、大人

で取っつきにくい」
と思っている人にこ

くために、速やかなご返却にご協力を

ている時にカウンターまでご返却を

お願いします。

お願いします。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ
3月

図書館には、閉まっている時でも本

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〜

※4月から第1水曜日の駐車時間が変更になります。
巡回場所・駐車時間
多賀清流の里
（玄関前）
13:30〜14:00

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

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

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

定期的にひとり暮らしの高齢者を訪問

すぐに終息・収束するとは思えず、
いつ

今年度は、新型コロナウイルス感染

し、安否確認をおこなう活動がありま

誰が感染するかわからない状況です。

症の発生から1年が経ちました。そし

すが、
今年度は新型コロナウイルス感

そのような事態が起こったとして

て、今もその影響が続いています。

染症の影響で、発生直後は今までと

も、町民の皆さんの温かい心・強い

同様の活動ができませんでした。今で

気持ちがあれば、必ず乗り切れると

児童委員に任命されて約1年以上経

は、
マスクを着用し、密をさける等、感

思っています。そう思って令和3年度

ちました。新人のため、右も左もわか

染予防対策を徹底して、
安否確認や見

を迎えたいと思います。

•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。

らずスタートしましたが、
予定していた

守り訪問の活動も続けています。

•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。

多くのイベントが中止になりました。

第1水曜日
Aコース
（大滝方面）
第1木曜日

※11日

Bコース
（多賀方面）
第2水曜日

広報たが 2021年3月号
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10日

令和2年度もまもなく終わります。

私は、
令和元年12月から民生委員・

この新型コロナウイルス感染症は、
広報たが 2021年3月号
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公民館だより／お知らせ

お知らせ／足腰シャキッと／介護者さんのおしゃべり会／心配ごと相談

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

「ささゆりコンサート」開催のお知らせ

先着100人

参加費無料

今年度最後となります3月の「ささゆりコンサート」は、
「ぷりんぱふぇ」の皆さんによる歌と演奏です。
「ぷりんぱふぇ」の
皆さんには、いつも素晴らしい歌声と演奏を届けていただいています。今回も春に向けた明るく楽しい演奏会となりますの
で、
ぜひお楽しみください。

ぷりんぱふぇコンサート
■日時 3月13日（土） 14:00〜16:00（13:30開場）
■場所

お願い

多賀町中央公民館「多賀結いの森」

コンサート開催にあたり、新型コロナウィルス感染防止

ささゆりホール
■出演者

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

川西

千波（メゾソプラノ）

をいたします。ご来場いただく際には、手指消毒、マスクの

小林

由味（ソプラノ）

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

長谷川亜季（ソプラノ）

をおかけいたしますが、
ご理解ご協力の程よろしくお願い

松宮友規子（ピアノ）

いたします。

多賀町中央公民館「多賀結いの森」カレンダー（■
■…休館日）
〈開館時間

3月

9:00〜17:00〉
（夜間は要予約）

4月

日

月
1

火
2

水
3

木
4

金
5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

●

お知らせ 首都圏で学ぶ学生の皆さんへ
首都圏で学ぶ滋賀県出身者の学

生生活を支援する湖国協会では、令
和 3 年 度 の 入 寮 生を募 集していま
す。首都圏の大学等に進学を予定さ
れている方は、下記までお問い合せ

土
6

日

月

火

水

木
1

金
2

土
3

13

4

5

6

7

8

9

10

20

11

12

13

14

15

16

17

交通事故で保護者を亡くした県内

27

18

19

20

21

22

23

24

在住のお子さん（0歳〜高校卒業ま

25

26

27

28

29

30

コンサート

令和3年度

湖国寮入寮生募集

※JR中央線三鷹駅から徒歩10分
■対象

18歳以上の大学、専門学

お問い合わせ・お申し込み
公益財団法人
湖国協会

校へ進学の学生
■寮費（2人部屋の場合） 1日2食付
（朝夕食）6.5万円／月

（電）0422-55-1135
（Ｆ）0422-55-1135

ください。

※電気・水道代は実費負担

（受付時間）平日 9:00〜17:00

■場所

※年次途中の入寮可

（HP）
http：//www.kokokuryo.com

30

東京都武蔵野西久保2-15-

●交通遺児援護団体おりづる会をご存じですか？
お知らせ

をおこなっております。詳しくは下記

までお問い合わせください。

お問い合わせ
公益財団法人おりづる会事務局

で）
に対して奨学金、新入学給付金等

（滋賀県庁

道路保全課内）

の支給や夏レクなどの厚生援護事業

（電）077-528-3682

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 3月3日（水）
・17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 3月25日（木）

■今月の相談日 3月16日（火）

■対象者

■来月の相談日 4月16日（金）

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 １0:00〜１1:00
■場所 ふれあいの郷

お問い合わせ 福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115

談話室

いずれも９:00〜１１:0０

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

湖国寮

●滋賀県警察官（A区分：大学既卒、大学卒業見込み）の募集について
お知らせ

■日程 5月9日（日）
■場所

草津市内

■採用予定人数

男性

45人程度

女性

8人程度

■対象（区分） 大学を卒業または令

■受付期間 3月1日（月）〜4月20日（火）

和4年3月31日までに卒業する

※詳しくは滋賀県警察のホームペー

見込みの者
広報たが 2021年3月号
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お問い合わせ
滋賀県警察本部警務課採用係
（フリーダイヤル）0120-204-314

ジをご覧ください。
広報たが 2021年3月号
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相談・健診・広場の案内等

保健業務／予防接種／広場の案内等

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ

〈相談等〉
す

く す

く 相

今年度から随時の申し込みで 子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
相談を受け付けます。
けています。
談
相談のある方は福祉保健課 ご希望の方は福祉保健課までお電話でお申し
までお電話下さい。
込みください。

※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
１ ０ カ 月 児 健
２歳６カ 月 児 健
３歳６カ 月 児 健
整 形 外 科 健

診
診
診
診
診

４月 ５日（月）
４月 ５日（月）
４月 ６日（火）
４月１４日（水）
４月２８日（水）

１３:１５～１３:３０
１３:３０～１３:４５
１３:３０～１３:４５
１３:３０～１３:４５
１３:４０～１４:００

Ｒ２年１１月生まれの乳児
Ｒ２年５月生まれの乳児
Ｈ３０年９・１０月生まれの幼児
Ｈ２９年９・１０月生まれの幼児
Ｒ３年１・２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、
フッ素塗布を実施します。
※１０カ月児健診には、歯についての保健指導があります。

◎予防接種のお知らせは、3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。

予防接種名

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）
追加:3回目接種日から
（標準的な時期:生後2〜7カ月）
※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 1期・2期ともに1回ずつ接種
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
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）

《広場の案内等》

わくわくランドで遊 ぼう
子
登録制

広報たが 2021年3月号
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前

育

て

相

談

こあら広 場 (０歳 児 )

月曜日～金曜日
３月 ２日（火）

ぺんぎん広場(１歳児)
きりん・にじ広場(２・３歳児)

３月 ３日（水）

お は な し ポ ケ ット

３月２３日（火）

９:００～１２:００

親子で遊んだり、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。
１０:００～
１０:００～
１０:３０～

午
集
萱原①・川相①

落

６日（火） 一円①・木曽①

一円①・木曽①

８日（木） 久徳①・栗栖①②

―

多賀①・敏満寺①・富之尾①
１３日（火）
佐目①・南後谷①③
１４日（水）

３月はひな祭り会を楽しみます。
親子でふれあい遊びをしたり、
ミニコンサート
を楽しんだりします。
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。

※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３月号」をご覧ください。

後

―

不

２０日（火） 大杉②③・仏ケ後②③・萱原②

不定期日での収集となります。

落

定

不

定

期

大君ケ畑①②③・佐目③

２７日（火） 川相②③

川相②③

２８日（水） 霜ケ原②・小原①②③・敏満寺①

霜ケ原②・小原①②③・敏満寺①

③

※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

２６日（月） 大君ケ畑①②③・佐目③

⑦

なっています。
※不定期でお申し込みの方は、原則として

大杉②③・仏ケ後②③・萱原②

一ノ瀬①・樋田②・藤瀬①
２２日（木）
土田①・中川原①

①

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

多賀①・敏満寺①・富之尾①
佐目①・南後谷①③

おたのしみ

対象年齢

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

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115

午
集
５日（月） 萱原①・川相①

日（曜日）

（指定医療機関で1年中実施・予約制）
〈予防接種〉

※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3年3月 多賀町し尿収集カレンダー

クロスワード

⑧

④

先月号の答え

ヨコのカギ

②

⑨

①脂肪酸とグリセリンの化合物
②丹生。なんと読む？
③幼稚園、保育園を卒業すること
④その日から少し先の日
⑤踏切などにある通行を制限する
もの
⑥ 3 世 帯 以 上 の 構 成ではない 家
族。○○○ゾク

タテのカギ
①モノを運ぶこと。○○ウ
②今月号の健康レシピの具材
⑤ばか。馬と何？
⑦地位のある人がほかからの圧力
によってその地位を失うこと
⑧為替相場において、1ドル＝100
円から1ドル＝80円になること。
○○○○、
ドル安
⑨時が流れること。○○○が経つ

⑤

⑥

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。

⑧

③

④

⑤

イ ム
メ
ユ ン
セ キ
イ ヨ
⑩

⑨

⑥

「バレンタイン」でした
1月号の応募総数は51人
正解率は100％でした！

□□□□□の日
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。

②

①

ヒント : 3月の祝日

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

ネ
タ
バ セ イ
リ ツ シ
ブ ン
レ ン

⑦

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 3月25日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

令和3年1月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口……… 7,562人（−17）
男性……… 3,667人（−12）
女性………… 3,895人（−5）
世帯数…… 2,899世帯（−3）

出生者数……………… 5人
死亡者数…………… 17人
転入者数…………… 12人
転出者数…………… 16人

2月1日
0.05μsv/h
2月15日
0.03μsv/h

広報たが 2021年3月号

15

マ チ を 好きに なるア プリ

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！

広報たが
3 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

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

健康レシピ

多賀町総合情報配信システム（町）

にんじんジャム

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

材料（調理しやすい量で）
にんじん…………………… 150ｇ

レモン汁…………………… 大さじ2

りんご……………………… 100ｇ

砂糖……………………… 大さじ4

3

昭和53年11月10日制定

作り方
❶にんじんは皮をむかずにすりおろ

❷レモン汁と砂糖を加えて、
弱火で

して鍋に入れる。
りんごは皮をむい

水分がなくなる程度までじっくり煮

てすりおろして同じ鍋に入れる。

詰める。

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

すりおろして煮るだけの簡単手づくりジャムです。
にんじん嫌いを克服しよう！

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。

ウグイス

約30分

（約1/10量で）
エネルギー
管理栄養士 柴っちの

ワンポイント
アドバイス

30kcal
ワンポイント
★甘さ控えめですがさわやかな風味がしてにんじんの臭
みもないので、
にんじん嫌いな子どもも食べやすいジャ
ムです。パンにぬったりヨーグルトにかけたりしてみて
はいかがでしょう。
★にんじんは皮付近にカロテンなどの栄養が豊富なので、
皮
をむかずに使ったりうすくむいて使うのがおすすめです。

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♪

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

「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。

柴田管理栄養士

多賀町の鳥・木・花

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■コロナ禍で不自由な一年で
したが、
３月に卒業する大滝小学校・多
賀小学校の６年生の皆さんと一緒に、そ
れぞれの校庭でドローン撮影しました。
卒業生・在校生の皆さんの記念になれ
ば幸いです。
編集後記■町に寄せられる広報の感想と
して、
ドローンに関するものが増えていま
す。だんだんと広報＝ドローンのイメージが
こ
付いているなと感じています。

