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（満18歳　多賀町出身）
■性格　マイペース
■趣味／特技　ミュージカル鑑賞／歌うこと
■将来の夢は？　心理関係の仕事に就くことです。
■多賀町の好きなところは？　おいしい食べ物がたくさん

あるところです。
■ささゆりむすめとしての抱負は？　多賀町を多くの人に

知ってもらえるように、笑顔でPRしていきます！
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 さん
（満19歳　多賀町出身）

■性格　ともだち曰く努力家
■趣味／特技　読書、映画鑑賞／水泳
■将来の夢は？　人を助けることのできる職業に就きたいです。
■多賀町の好きなところは？　四季折々の自然が身近に

あることや、「おはよう」「おかえり」と笑顔で言ってくれ
る優しい、親切な人が多いところです。

■ささゆりむすめとしての抱負は？　大好きな多賀町の良いとこ
ろを多くの人に知ってもらえるようにがんばっていきます！

新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（福祉保健課内）　（電）48-0070　（Ｆ）48-0075
福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

新型コロナウイルスワクチン接種を安心して 
受けていただくために

多賀町では5月14日からふれあい
の郷において、高齢者を対象に新型
コロナウイルスワクチン接種を開始
し、6月28日までに集団接種会場で、
2,181人の方が2回の接種を終えら
れました。

7月上旬には満12歳以上64歳以
下の対象者の方に接種券とご案内を

郵送させていただき、7月12日から
基礎疾患のある方または60歳以上
の方を優先に予約を受付し、7月19
日からは59歳以下の方の予約を受
け付け、7月26日からふれあいの郷
において、ワクチン接種を実施してい
ます。

ワクチン接種は、接種の効果と副

反応のリスクを理解した上で、接種を
判断するようにしてください。接種を
希望される方は、接種券と同封され
た説明書をよくお読みになった上で、
お早めにお申し込みください。

詳細なご案内や予約方法などは、
多賀町のホームページに掲載してい
ます。

対象者
満12歳〜64歳の町民
※小中学生の方は、保護者同伴で接

種をお願いします。
※65歳以上の高齢者の方で接種を

希望されている方で、まだ接種を

受けられていない方は、今回の機
会にお申し込みください。

※小学6年生のお子さんにつきまし
ては、満12歳以上が対象です。第
1回目の接種日時点で満12歳で

ある必要があります。今回接種券
が届いてない方には、満12歳とな
られた後、接種体制が整い次第、ご
案内を送付する予定ですので、ご
了承ください。

接種前の準備
◎事前に、接種券とともに送られてき

た「新型コロナワクチン予防接種
についての説明書」の内容を十分
にご確認ください。

◎必ずご自宅等において事前にボー
ルペンで「新型コロナワクチン接種

の予診票」に必要事項を記入してく
ださい。

◎当日の持ち物
□接種券
□予診票
□本人確認書類（マイナンバーカー

ド・健康保険証等）
□予約確認書類
□お薬手帳（お持ちの方）
□ボールペン・眼鏡（必要な方）

接種当日の流れ
①予約確認受付・検温
②予診票の確認
③医師による予診

④ワクチンの接種
⑤接種後の健康観察（15分〜30

分）

⑥接種済証の発行
①〜⑥まで約1時間程度かかります。

接種による副反応について
一般的にワクチン接種後には、ワク

チンが免疫を付けるための反応を起
こすため、接種部位の痛み、発熱、頭
痛などの「副反応」が生じる可能性が
あります。
きわめて稀ですが、病気になった

り、障害が残るほどの「副反応」もゼ
ロではありません。

副反応などについてご相談があれ
ば、右記の相談先にご相談ください。

副反応等の医学的知見が必要な相談
滋賀県新型コロナウイルスワクチン
専門相談窓口（毎日24時間受付）

（電）077-528-3588
■受付時間　9:00〜17:00　
■上記以外の時間　
（電）077-528-3621　
（Ｆ）077-528-4867
（e-mail）corona-vaccination-shiga＠medi-staffsup.com

ワクチン接種全般に関する相談
厚生労働省新型コロナワクチンコー
ルセンター

（電）0120-761-770
■受付時間　9:00〜21:00（土日

祝日も実施）
対応言語により異なります。

■対応言語　（supported language）
日本語・English・中文・한국・
português・Español・ไทย・Tiếng Việt

6月16日

大阪ガス株式会社から防災用懐中電灯の寄贈大阪ガス株式会社から防災用懐中電灯の寄贈
大阪ガス株式会社は、社会貢献活

動の一環として、企業内ボランティア
活動「小さな灯」運動を1981年から
取り組まれており、毎年チャリティコ
ンサート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。

夜間や暗所での防災活動等に活用
させていただきます。ありがとうござ
いました。

税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594
マイナンバーカードを取得された方へ

証明書コンビニ交付サービスをご存じですか？
役場が閉庁している時でも、マイナ

ンバーカードを使って、全国のコンビ
ニ（セブンイレブン、ローソン、ファミ
リーマート）で各種証明書を取得する
ことができます。

取得できる証明書とサービスを利
用できる時間は次のとおりです。

■取得できる証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本（全部事項証明書）※

・戸籍抄本（個人事項証明書）※

・戸籍の附票の写し※

・所得証明書、課税（非課税）証明書
※住所および本籍が多賀町の方のみ

■利用可能時間
6:30〜23:00（12月29日〜1月3
日までと、臨時メンテナンス時は除く）

▲夜間や暗所での防災活動等で活用します

多賀観光協会　（有）2-1553　（電）48-1553

今年のささゆりむすめを紹介します！今年のささゆりむすめを紹介します！

重要
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■警戒レベル3
高齢者や要介護者等が避難
「高齢者等避難情報」が発令された

段階です。避難に時間がかかる高齢の
方や障害のある方、避難を支援する方
などは安全な場所へ避難しましょう。
また、土砂災害の危険性がある区域や
急激な水位上昇のおそれがある河川
沿いにお住まいの方も、準備が整い次
第、この段階で避難することが強く望ま
れます。また、それ以外の方もいつでも
避難できるように準備をしましょう。

避難情報の発令状況は町のホーム

ページ、有線放送、メールやNHKの
データ放送などでも確認できます。

■警戒レベル4　
対象地域住民の全員避難
「避難指示」が発令された段階です。

対象地域の方は全員速やかに避難して
ください。災害が発生するおそれがき
わめて高い状況です。避難所への移動
はかえって命に危険をおよぼしかねな
いと判断する場合には、近隣の安全な
場所や建物内のより安全な部屋への移
動などの避難をおこなってください。

■警戒レベル5
”命を守るための最善の行動を”
「緊急安全確保」が発令された段階

です。すでに災害が発生している状況
ですので、命を守る最善の行動を取っ
てください。警戒レベル5になってか
らでは、安全な避難が難しい場合が
あります。地域の皆さんで声を掛け
合って、また、空振りをおそれずに、レ
ベル3、レベル4の段階で安全・確実
に避難を終えてください。

4.  避難情報はどのように伝えられるの？
町から避難情報が発令された場合

には、NHKのデータ放送、インター
ネットなどのほか、有線放送や役場
メール配信システムなどで伝達され
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。

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
で確認しておきましょう。

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
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
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。

1.  警戒レベルを用いた防災情報とは？
日本では毎年のように、大雨や台風

などによる洪水や土砂災害、高潮など
が発生し、多くの被害が出ています。
令和2年7月豪雨では80人を超える
死者・行方不明者が発生するなど、各
地で甚大な被害が発生しました。これ

らの水害時には、気象庁や市町村より
さまざまな情報が発信されますが、昨
年度から受け手である住民の皆さん
が、災害の状況に応じて危険度を直感
的に理解し、的確に行動していただけ
るように、避難に関する情報と防災気

象情報等の防災
情報を5段階の
「警戒レベル」
としてお伝えす
ることになって
います。

2.  まず、避難先をご確認ください！
大雨や台風などの災害級の気象現象の予報は、近年気象

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
に、早めの避難をお願いします。

また、避難は避難所へ向かうことだけが避難ではありま
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
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

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
や知人宅に避難すること

自宅待機・垂直避難……浸水害・土砂災害の発生のおそ
れがない安全な地域では、自宅での待機や自宅の上層
階へ避難すること

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

※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
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
い。また、風邪症状がある場合には必ずお申し出ください。

3.  どの警戒レベルが出たら、どう行動すればいいの？
警戒レベル1から順に住民の皆さんが取るべき行動をご確認ください。

■警戒レベル1
災害への心構えを高める
「早期注意情報」が発表された場合

には最新の防災気象情報などを収集
し、災害への心構えを高めてください。

気象庁のホームページでは、「早期
注意情報」のほか「危険度分布」の地
図により浸水害、土砂災害および洪水
危険地域を確認することができます。

■警戒レベル2
ハザードマップなどで避難行動を確認
「大雨注意報」や「洪水注意報」が

発表され、災害発生に対する注意が

高まってきた段階です。ハザードマッ
プで災害の危険性のある区域や避
難場所、避難経路、避難のタイミン
グの再確認など、避難に備え、自らの
避難行動を確認しておきましょう。気
象庁では、災害の起こるおそれのあ
るときは、「注意報」を、重大な災害
が発生するおそれがあるときは、「警
報」を、重大な災害が起こるおそれが
著しく高まっているときは、「特別警
報」を発表されます。

大雨注意報・警報の発表基準は、
多賀町内の過去の雨量を基に計算さ
れ、市町ごとに発表基準が設定されて

います。時間雨量○○ｍｍ以上など
で示されるものではありません。加え
て大雨特別警報の発表基準は、台風
や集中豪雨等により数十年に一度の
降雨量となる大雨が予想される場合
に、都道府県単位で発令されます。

洪水注意報・警報の発表基準は、
多賀町では芹川・犬上川流域を対象
に発表されます。水位○○ｍ以上な
どで示されるものではありません。ま
た、洪水特別警報という特別警報は
ありません。大雨注意報や洪水注意
報は気象庁のホームページで確認す
ることができます。

風水害時の指定避難所一覧
地　　　域 指　定　避　難　所 所　在　地

多賀、尼子、神田、土田 多賀小学校体育館 多賀738番地
多賀、尼子、土田 多賀中学校体育館 多賀210番地
四手、大岡 あけぼのパーク多賀 四手978番地2
敏満寺、猿木 清涼文化センター 敏満寺214番地
久徳、月之木、中川原、木曽、木曽団
地、八重練、一円、グリーンヒル多賀 中央公民館「多賀結いの森」 久徳160番地2
栗栖、桃原、向之倉、屏風、後谷、水谷、
河内、霊仙、保月、杉 中央公民館「多賀結いの森」 久徳160番地2
川相、藤瀬、一ノ瀬、大杉、小原、霜ケ原 大滝小学校体育館 川相568番地
富之尾、楢崎、梨ノ木 滝の宮スポーツ公園体育館 富之尾1586番地5
仏ケ後、樋田、萱原 森林資源活用センター

ホール・会議室 萱原1309番地
大君ケ畑 大君ケ畑体育館 大君ケ畑558番地
佐目、南後谷 B＆G海洋センター体育館 多賀245番地2

ご存 知
ですか？「警戒レベル」

▲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

避難情報等（警戒レベル）

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 避難情報等

5 災害発生または切迫 命の危険
直ちに安全確保！ 緊急安全確保

〜〜〜〜〜〈警戒レベル4までに必ず避難〉〜〜〜〜〜

4 災害のおそれ高い 危険な場所から
全員避難 避難指示

3 災害のおそれあり 危険な場所から
高齢者等は避難 高齢者等避難

2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水注意報

1 今後気象状況
悪化の恐れ 災害の心構えを高める 早期注意情報

5.  多賀町の避難所、避難経路など
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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
高取山自然保育見守り （大滝たきのみやこども園）

今年度から高取山での自然保育活動時にボランティア
の方に園児の安全見守りをお願いしています。園児たちの
好奇心は旺盛で、バスを降りてから活動場所までの道中に
も発見がいっぱいあります。道沿いの葉っぱを採ったり、カ

ニや小川の流れを楽しんだりしています。活動場所では泥
んこになる園児たちに、ボランティアの方々は子どもたち
に話しかけたりしながら、全員が安全に活動できるように見
守ってくださっています。

本の読み聞かせ活動 （多賀小学校・大滝小学校・多賀中学校）

多賀小学校と大滝小学校では毎週1回、多賀中学校では
月2回、本の読み聞かせをおこなっています。ボランティア
の方々には感染防止のためのマスク着用をお願いし、密を
さけるための体制を守りつつ、子どもたちの笑顔のために
ご尽力いただいています。本年度は多賀小学校11人、大

滝小学校7人、多賀中学校4人の方々に、スケジュールを
組んで年間通して進めていただきます。朝の10分間とい
う短い時間ですが、子どもたちにとっては本の良さを味わ
うとともに、地域の方ともふれあえる楽しみな時間となっ
ています。

教育総務課　（有）2-3746　（電）48-8123　（Ｆ）48-8155
大滝たきのみやこども園　（有）5-5377　（電）49-0312

ENJOY！ 大滝たきのみやこども園です！
園庭の木々に夏の日ざしが照り映えて、木陰に木漏れ日が揺れています。芝生は青々と茂り、子どもたちは裸足になっ

て、その感触を味わっています。
今年度も、大滝たきのみやこども園は、自然とともに過ごす保育を進めています。四季折々に変化する自然事象や、動植

物とかかわることで、興味関心を深め、探求心を高めたり仲間関係を強めたりできる活動をしていきます。ゆったりとした時
間や空間のなかで物事にじっくりとかかわり、疑問や探索を通して自分で考え行動する力を育んでいきます。

今回は、今年度になってからの子どもたちのようすをお伝えします。（文責：大橋）

園庭の泥んこ池です。お水と混ぜてどろだんごをつくっ
たり手や顔に塗ったりして全身で遊びます

園庭で遊んでいた
ら、テントウムシが
飛んできたよ。「わ
あ！ なんだろな？」
小さいおともだち
も興味津々です

こども園にヘビが出た！ 保育者が
棒でヘビがいないかを確認します。
それを見ていた子どもたちも棒で
ヘビを確認中。「ここは大丈夫だよ」

今年度は、段ボールドー
ナツに園庭や遊歩道に
咲いている草花をくっつ
けてプレゼント！ 喜んで
くれるかな？

高取山の小川です。長
靴でジャブジャブ入
ります。夏は全身で川
へ飛び込みます！

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、それぞれ現況届・
所得状況届を提出期間内に、必ず提
出してください。
この届けは、毎年8月分以降に手当

を受ける要件を満たしているかどう

かを確認するものです。この届出が
提出されていないと、手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。

該当する方には、案内文書を郵送し
ますが、受付期間内になっても届かな
い場合は、福祉保健課までお問い合

わせください。
受付期間
• 児童扶養手当……
　8月2日（月）〜8月31日（火）

• 特別児童扶養手当……
　8月12日（木）〜9月13日（月）

▲こうすれば音が鳴るよ

▲多賀小学校での読み聞かせ

▲ぼんがらの葉っぱがここにもあるよ

▲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。

雨上がり。園庭に
できた水たまりを
工事中の子どもた
ち。「落ちたら危な
いから、橋作ってる
んよ」遊びの中に
やさしさが溢れま
す。ありがとう♡
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学校支援ボランティアだより／児童扶養手当現況届ENJOY!（大滝たきのみやこども園）



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

「令和4年多賀町新成人の集い」のお知らせ
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。
■日時　令和4年1月9日（日）

受　付  10:00〜
第１部 式典の部 10:30〜
第２部 懇談会の部 11:30〜

■会場　多賀町中央公民館「多賀結
いの森」（多賀町久徳160-2）　
ささゆりホール

■対象　平成13年4月2日〜平成14
年4月1日生まれの方

お願い
①多賀町出身で進学や就職などで、町

外に住民登録をされている方で「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、お名前とご連絡先を生涯学習
課までお知らせください。

②「多賀町新成人の集い実行委員
会」に入りませんか？毎年、第2部
におこなわれる懇談会を新成人の

皆さんで組織する「多賀町新成人
の集い実行委員会」で企画運営し
ていただいております。仲間と一緒
に思い出に残る「新成人の集い」を
企画してみませんか？

興味をお持ちの方は生涯学習課
までご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止のため、今後の情勢によっ
て前記の内容が変更となる可能性
があります。あらかじめご了承くだ
さい。

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

ダンボールコンポストで生ごみを減らしましょう！
生ごみをリサイクルすることによっ

てごみの減量化を図る取り組みの一
つとして、『ダンボールコンポスト講習
会』を6月13日に開催しました。
「市民・生ごみリサイクルプロジェク

ト」代表の吉田栄治さんから、ごみの
減量化や地球温暖化の現状をお話し
いただいた後、ダンボールを使ってコ
ンポスト作りを体験しました。

ダンボールコンポストは、手軽に生
ごみの減量、堆肥化をおこなうことが
でき、できた堆肥は、有機肥料として
家庭菜園などで利用できます。今回
の講習会をきっかけに、生ごみは資源

であるという意識を多くの皆さんに
広げていければと思います。

興味を持ってやってみようという方
は、ホームページにダンボールコンポ
ストのマニュアルを掲載しています。
ぜひご覧ください。
ダンボールコンポスト利用者の声
ダンボールコンポストで生ごみリサ

イクルを始めて7年になります。以前
は緑のコンポストで堆肥を作ってい
ましたが、悪臭に悩んでいました。ダ
ンボールコンポストを使用し始めてか
らは、できた肥料に臭いはまったくな
く、素手で触ってもさらさらとしてい

て何の違和感もありません。また、肥
料を購入することもなくなり、野菜、
イチゴ、花、植木に手作り肥料を利用
しています。以前よりも野菜の出来が
良くなった気もします。

毎日出る野菜くず等を刻み、ダン
ボールの微生物に混ぜる手間は要り
ますが、三日坊主な私でも続けてこら
れました。足腰の動く限り続けていき
たいと思っています。

生ごみリサイクルの取り組みに一
人でも多く参加いただければ、環境だ
けでなくさまざまな面で効果が期待
できるのではないでしょうか。 （M.K）

多賀町子ども・家庭応援センター　（有）2-8137　（電）48-8137　（Ｆ）48-8138

こんにちは、多賀町子ども・家庭応援センターです！！
「子ども・家庭応援センター」は、多賀町の子どもたちの健全育成を願ってつくられました。当センターでは、「子育て支

援」「児童虐待の予防と対応」「発達支援」「不登校支援」等の事業をおこなっています。場所は、「総合福祉保健センター　
ふれあいの郷」内が拠点となっています。なお、子育て相談は、随時、電話や来所で受け付けていますので、気軽に当セン
ター（電）48-8137までお問い合わせください。

今年度の新たな取り組みとして 〜スクーリングケアサポーターによる巡回訪問〜

小・中学校において、友だち関係・
学習・学校生活などの困り感、不登校
や登校渋りが増加しています。そこで
4月からスクーリングケアサポーター
として、岸

き し

邊
べ

秀
ひ で

子
こ

先生が、町内の3校
を巡回訪問されています。子どもさ
んの観察や相談、保護者の相談、学校
現場で支援をおこなっています。

原則、月曜日・水曜日は多賀小学
校、火曜日・木曜日は多賀中学校、第
2・4金曜日は大滝小学校の訪問日
です。

相談を希望される場合は、各学校
または当センター（電）48-8137にお
問い合わせください。

子ども・家庭応援センターの事業内容について
①相談事業
　※お電話等でお問い合わせください
• 発達相談員による発達相談（日時
調整）

• カウンセラー（臨床心理士）による
相談（日時調整）

• スクーリングケアサポーターによ
る相談（日時調整）

• 保健師・保育士による子育て相談
（随時）
• 不登校、いじめ等の相談（随時）
②支援事業
• 保育園・幼稚園・子ども園への訪
問、スクーリングケアサポーターによ
る小学校・中学校への巡回訪問

• 児童虐待ケースへの対応
• 発達支援事業（個別指導を含む）
• 就園児発達支援グループ「元気っ
こグループ」の開催

③ 子育て支援センター事業 
（場所：総合福祉保健センター　
ふれあいの郷3階 トレーニング室）
町内の未就園児を対象として、年

齢別の広場、わくわくランド、お話ポ
ケットなど、親子で楽しく遊べる場を
提供しています。年齢別の広場は登
録制ですが、わくわくランドやお話ポ
ケットは、未就園児であれば、どなた
でも参加できます。一度、遊びに来て
みませんか？

詳細は、毎月発行の「にこにこメー
ル」やホームページをご覧ください。
④不登校支援事業

適応指導教室『虹』では、学習だけで
なくさまざまな活動を通して、登校に向
けてのサポートをします。一緒に考え、
関わる人を増やしていきませんか。

ストップ！！ 虐待 〜虐待かな？と思った時は、すぐにお電話を〜

虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時は、どんな
些細なことでも結構です。匿名でもかまいません。

子ども・家庭応援センターや児童相談所まですぐに連絡
してください。

児童相談所全国共通ダイヤル

1 1 8 9（いちはやく）

子育ての中で、発達（言葉）のこと、しつけのこと、学習のこと、ともだちのこと等で、
気になること、心配なことや困りごとがありましたら、気軽にご相談ください。
多賀町子ども・家庭応援センター　（有）2-8137　（電）48-8137

▲講習会のようす ▲出来上がったダンボールコンポスト

▲スクーリングケアサポーター
岸邊秀子さん
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令和4年多賀町新成人の集い／ダンボールコンポスト多賀町子ども・家庭応援センターを紹介します!



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

「多賀町秋季軟式野球大会」参加者募集中！
8月22日（日）に、多賀町民グランドにて多賀町スポーツ協

会主催による多賀町秋季軟式野球大会が開催されます。
参加申し込みなどのお問い合わせは、多賀町スポーツ協

会事務局（多賀町中央公民館「多賀結いの森」内）までお願
いします。

B＆G海洋センター、滝の宮スポーツ公園プール開放のお知らせ
今年度の多賀町内のプールは、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しながら開館しています。2年ぶりに子どもたちの元

気な声がプール全体に響いています。この夏B＆G海洋センタープール、滝の宮スポーツ公園プールにぜひお越しください！

B＆G海洋センター
■開放期間　7月1日（木）〜8月31日（火）
■開放時間　9:00〜12:00／13:00〜16:00

滝の宮スポーツ公園
■開放期間　7月16日（金）〜8月22日（日）
■開放時間　13:00〜16:00

※休館日：月曜と祝日の翌日、月曜が祝日の場合は火曜日

福祉保健課　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143
こんにちは保健師です

成人風しん抗体検査および予防接種について
風しんとは

風しんは、風しんに感染した人の「咳」や「くしゃみ」など
で風しんウイルスが飛び散り、それを吸い込むことで感染
します。

大人がかかると重症になることが多く、特に妊娠初期の

妊婦が風しんに感染すると赤ちゃんが先天性心疾患、難
聴、白内障を特徴とする先天性症候群をもって生まれてく
るリスクがあります。自分のため、そして周囲の人を守るた
めにも予防接種を受けましょう。

風しん予防接種について
公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日

から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は風疹抗体の
保有率がほかの世代と比べ低くなっています。

そのため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の
間に生まれた男性を対象に公費で風しん抗体および予防
接種を実施しています。対象の方にはクーポン券を送付し

ています。風しん抗体検査および予防接種の公費補助は
今年度で最後となります。ご希望の方は令和4年2月まで
に接種してください。
※コロナワクチン接種の前後2週間は、ほかのワクチンを

打つことができませんので、コロナワクチンの接種をご
希望の方は、接種間隔にご注意ください。

子どもの予防接種について
予防接種は、病気の感染や感染した場合の重症化を防

いでくれます。
予防接種の効果を十分に得るためには、対象の年齢で

規定の回数を接種することが大切です。
母子健康手帳などで接種の記録を確認し、予防接種の

説明書を読んで接種忘れのないようにしてください。過去
の接種状況などがわからない場合は、福祉保健課にご連絡
ください。

下記の方は今年度、予防接種の対象です。ぜひこの夏休
みに接種してください！
麻しん風しん第2期
保育園、幼稚園、こども園の年長児
（平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれの人）
2種混合（ジフテリア・破傷風）第2期
小学校6年生の児童
（平成21年4月2日〜平成22年4月1日生まれの人）

多賀町地域包括支援センター（福祉保健課内）　（有）2-2021　（電）48-8115　（Ｆ）48-8143

多賀町地域包括支援センターをご存じですか？

地域包括支援センターとは？
介護・医療・保健・福祉などの側面から地域の皆さんを

支える「総合相談窓口」です！
地域包括支援センターは、高齢になっても、障害があっ

ても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介
護・医療・健康・福祉など、さまざまな面から、地域で暮ら
す皆さんを支えていきます。

地域の皆さんから受けた悩みや相談を、適切な機関と連
携して解決していきます！

こんなことで困っていませんか？？

住み慣れた地域で安心した暮らしを
多賀町地域包括支援センターでは

年間1,400件以上もの相談を受け
ています。相談料は無料です。（ただ
し、紹介されたサービスを利用すると
きは費用がかかることもあります）高
齢者だけでなく近い将来高齢者とな
る方や高齢者を支える方も含めて住
み慣れた地域で安心して暮らしてい

けるように皆さんに寄り添ってサポー
トしていきます。ご自身のこと、ご家
族のこと、ご近所の方のことなどひと
りで悩まずに、ぜひご相談してくださ
い。お待ちしています♪

まずはお気軽に
ご相談ください♪

多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」

多賀町地域包括支援センター
（有）２-２０２１ （電）４８-８１１５

主任
ケアマネジャー

チーム
アプローチ

保健師
（または経験のある看護師） 社会福祉士

私たち専門職が連携して、
さまざまな相談に
対応します

• 足腰が弱ってきて段差がしんどい

• 物忘れが多くなってきた

• 介護サービスの使い方がよくわ

からない

• 認知症にならないか不安だ
• 認知症の人とどう接したらいいか
わからない

• 家族の介護について
• 家族が閉じこもり気味で心配

• 近所の人が困っているがどうした
らいいかわからない

• 悩みの相談をどこにしたらいいか
わからない

• 財産管理に自信がない
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B&Gからのお知らせ／保健師だより多賀町地域包括支援センターをご存じですか？



第8回　農業委員会 
総会のお知らせ
■日時　8月12日（木）  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。

地域整備課（上下水道係）　（有）2-2583　（電）48-8124　（Ｆ）48-0157

令和3年度下水道排水設備工事責任技術者試験
試験日
11月17日（水）　（受付 13:00／試験 14:00〜16:00）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期や中止と
なる場合があります。

試験会場
ピアザ淡海　大会議室
（滋賀県立県民交流センター 大津市におの浜1-1-20）

受付期間
8月17日（火）〜8月31日（火）　9:00〜17:00

（土・日・祝日を除く。申込書の配布は8月2日（月）から）

申込書配布および受付場所
地域整備課（上下水道係）
お問い合わせ
地域整備課（上下水道係）
（電）48-8125

公益財団法人滋賀県建設技術センター
（電）077-565-0216　（Ｆ）077-565-0108
（HP）http://www.sct.or.jp/

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

農業委員会だより

新規就農をお考えの方へ
農業を仕事にするまでには……

①情報を集める（就農相談）
②農業体験をする（農業インターン
シップ、女性のための農業体験事業）
③研修を受けて技術や経営能力を身
につける（先進農家や農業法人等
での研修、農業大学校で学ぶ）
④就農に向けた本格的な準備をおこな

う（農地を借りる、就農計画の作成）
⑤自営就農または就職就農

以上、5つのステップがあります。

それぞれの段階において、さまざ
まな支援制度が設けられています。

詳しくは、農業委員会事務局までお
問い合わせください。

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〜

町内では、5月から始まった「新型コロナウイルスワク
チン」接種。6月中には65歳以上の方への2回目の接種
も終わり、高齢者の大多数の方が受けておられたと思い
ます。早く、新型コロナウイルスの感染拡大が収束して、
安心して暮らすことができる、元の生活に戻りたいと願う
ばかりです。
さて、令和3年1月1日現在、町内で一人暮らしをされて

いる方は500人弱、内65歳以上は約360人、また、高齢
者のみの世帯数は、全世帯数の15％となっているそうで
す。今後、この割合はもっと多くなっていくことでしょう。

民生委員・児童委員として、定期的に担当地区の一人
暮らしの高齢者宅を訪問させていただいております。一人
暮らしとはいえ、ほとんどの方が外部で生活されている息

子・娘さんなどが、毎日もしくは週に数回、訪ねていろいろ
と面倒をみておられるようで、訪問時、留守の場合もありま
すが、家族の見守りがあるということで安心しています。ま
た、近所の方達との繋がりもあり、大変助かっています。

私自身も地域の方々のご助力をいただき、これからも民
生委員・児童委員として、微力ながら活動させていただき
ます。

税務住民課（住民）　（有）2-2031　（電）48-8114　（Ｆ）48-0594
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）23-1114

産前産後は国民年金保険料が免除になります
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者（20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者と

その家族、学生、無職の人）が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

免除制度の内容
• 産前産後の免除期間は、「保険料免除された期間」も保
険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反
映されます。（保険料免除制度の全額免除の場合は、将
来の受給額は全額納付時と比べ2分の1になります。）

• 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
• 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付
（返金）されます。

保険料が免除される期間
• 出産予定日、または出産日が属する月の前日から4カ月
間の国民年金保険料が免除されます。

• 多胎妊娠（2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠）の場合は、
出産予定日、または出産日が属する月の3カ月前から最

大6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※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）

免除対象期間（色のついた部分が免除期間）
3カ月前 2カ月前 1カ月前 1カ月後 2カ月後 3カ月後

単胎の方 出産予定月

多胎の方 出産予定月

届出しないと免除になりません
• 出産予定日の6カ月前から届出ができ、手続きには書類
が必要です。

• 平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出
はいつでも可能です。

• 届出先は、税務住民課窓口となります。母子健康手帳など、
出産予定日がわかるものをご持参ください。（出産後の申

請は、市町村で確認できる場合は添付書類不要です。）
※郵送でも申請できます。申請書等は、日本年金機構ホー
ムページに掲載しています。

日本年金機構ホームページ
（HP）https://www.nenkin.go.jp/

総務課　（有）2-2001　（電）48-8120　（Ｆ）48-0157

「令和3年社会生活基本調査」を実施します
総務省統計局および滋賀県は、10月20日現在で社会

生活基本調査を実施します。
この調査は、私たちが1日のうちどのくらいの時間を仕

事、家事、地域での活動などに費やしているかや、過去1年
間の自由時間にどのような活動をおこなったかについて調
査し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推
進、少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資料を得るこ

とを目的として実施します。
調査対象は、統計理論に基づき無作為に選ばれた全

国の91,000世帯（10歳以上の世帯員約194,000
人）です。

10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査をお願いす
る世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご
回答をお願いいたします。
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多賀町立博物館　（有）2-2077　（電）48-2077　（Ｆ）48-8055
企画展

「アンモナイトの世界」好評開催中！
かつて、世界中の海で大繁栄したアンモナイトたち。恐竜

時代の終わりとともに絶滅してしてしまった彼らは、化石と
なって私たちに生き物の栄枯盛衰の物語をかたりかけてく
れます。

見つめるとすい込まれそうな渦巻き、深いUターンや鋭
く尖った螺旋、そして自由に広がる不思議な形……その姿
はどれもユニークです。また、宝石のような輝きを放つも
のや入り組んだ幾何学的な縫合線など、息をのむほどの美
しさを見せるものもあります。化石採集家・大

お お や ぎ か ず ひ さ

八木和久さ
んは、日本全国を駆け回りそんなアンモナイトの数々を採
集してきました。現在開催中の企画展「アンモナイトの世
界」では、大八木さん秘蔵の標本を展示しています。生きて
いた時代や産地、種類の異なるアンモナイトたちがこれだ
け勢ぞろいする展示会は、滋賀県内では初めてです。さま

ざまな表情を見せるアンモナイトをぜひご覧ください。
■会期　8月29日（日）まで
■会場　あけぼのパーク多賀　ホールギャラリー

観察会

多賀の花の観察会　〜クサギの花を観察しよう〜
夏の強い日差しにも負けずに、クサギの花が咲きそろい

ました。チョウやハチなど受粉を助けてくれる昆虫たちが
活発な夏は、花たちにとってもチャンスの季節。多くの植物
が花を咲かせています。夏の高取山で、可憐な花々との出
会いを楽しみましょう。
■日時　8月19日（木）　9:30〜12:00
■集合場所　あけぼのパーク多賀　駐車場
■参加費　100円＋高取山ふれあい公園入園料200円
■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。原則、雨天決行です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止とな
る場合があります。

お知らせ

おはなしのじかん
■日時　8月7日（土）　10:30〜
■場所　あけぼのパーク多賀　2階

　大会議室
■人数　先着10人（事前申込不要）
■対象　乳幼児と保護者
■内容　図書館職員が絵本や紙芝居

を読みます。

映画会　「戦争遺跡」
■日時　8月8日（日）　14:30〜（70分）
■場所　あけぼのパーク多賀　2階

　大会議室
■人数　先着15人（事前申込不要）
■対象　どなたでも（大人向け）
■参加費　無料

「日本の図書館2020統計と
名簿」に見る多賀町立図書館

5月に「日本の図書館2020統計
と名簿」（社団法人　日本図書館協会 
編）が発行されました。

同書によると2020年4月1日現
在の調査で人口8,000人未満の
図書館のうち、貸出冊数は多賀町が
10万6千点で、第1位でした。また
9,000人未満で
は第2位でした。
これからも、皆

さんに利用してい
ただける図書館
をめざしてまいり
ます。

中学生職場体験
7月6日〜7月8日の3日間、多賀

中学校2年生の職場体験があり、図
書館へは5人の中学生が体験に来て
くれました。本の返却や整理はもちろ
ん、ふだんは見えない書庫での作業
や、本のカバーかけ、修理のほか、図
書館内のいろいろな仕事を体験して
くれました。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

8月 9月 図書館
出発 巡回場所・駐車時間

第1水曜日 4日 1日 12:45
多賀清流の里
（玄関前）

13:15〜13:45

多賀結いの森
（駐車場）

14:00〜14:30

ふれあいの郷
（ふれあいの郷前駐車場）

14:45〜15:15
Aコース

（大滝方面）
第1木曜日

5日 2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
Bコース

（多賀方面）
第2水曜日

11日 8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
◦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。

多賀町立図書館　（有）2-1142　（電）48-1142　（Ｆ）48-1164
図書館カレンダー（■■…休館日）

8月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

※8月26日（木）は整理休館日です。

9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

※9月30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　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。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります

▲書庫の作業

▲ポリプチコセラス（3回ターン）

▲フィロパキセラス（縫合線が美しい）

▲ニッポニテスの仲間（これでも規則的に巻いています）

▲クサギの花

広報たが 2021年8月号

15
広報たが 2021年8月号

14

博物館図書館



● お知らせ  滋賀県立大学からのお知らせ　謎解きイベント「迷宮大学と消えたひこにゃん2」
「迷宮大学と消えたひこにゃん2」と

題して、消えたひこにゃんを探すため
に、複数のチームに分かれて、滋賀県
立大学の工学部の建物を探検しなが
ら、謎解きをおこないます。謎解きは、
滋賀県謎解きチームのリドレイクさん
のご協力のもとで実施いたします。
※2020年度に実施した「迷宮大

学と消えたひこにゃん」とは、異
なる新しい謎や仕掛けで実施い
たします。

※実際にひこにゃんが登場する予定
です。

■開催日時　8月19日（木）
※新型コロナウイルス関連の状況
によりましては、開催日時の延期
やオンラインでの開催となる可
能性があります

■開催場所　滋賀県立大学（彦根市）
■参加対象　県内在住または県内学

校に通う中学校・高校の女子生
徒、当該女子生徒の保護者、県内
中学校・高校の教員

■定員　50人
※新型コロナウイルス感染防止対

策を施した上で実施します。
■内容　

13:00　
受付開始

13:30〜13:50
ごあいさつ、主旨説明、参加者交流

14:00〜16:10
謎解きイベント（工学部を探検して
ひこにゃんを探す謎解きに挑戦！）

16:10〜16:25　
まとめ

バスでご来場の場合は、下記のバス
をご利用ください。
行き

12:20（南彦根）　 → 12:35（県立大学）

12:45（南彦根）　 → 13:02（県立大学）

帰り

16:45（県立大学）→ 17:00（南彦根）　

16:53（県立大学）→ 17:20（彦根）　　

■参加費　参加無料（要申込）
■申し込み　
　（イベントHP）https://rikejo.usp.ac.jp
お問い合わせ
滋賀県立大学工学部
（電）28-8351　（Ｆ）28-8478

多賀町中央公民館「多賀結いの森」　（有）3-3962　（電）48-1800　（Ｆ）48-2363
8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　申し込み不要　参加費無料
8月の「ささゆりコンサート」は、ホルンとピアノという珍

しい組み合わせによる演奏会です。演奏会の前半は、ホル
ンとピアノ、バイオリンとピアノというデュオによる演奏、後
半は3楽器によるトリオでの演奏となります。プロの演奏家
による新たな音の響き合いをお楽しみください。
■日時　8月14日（土）　14:00〜15:30
■場所　多賀町中央公民館「多賀結いの森」　ささゆり

ホール
■出演者　大森啓史（ホルン）、小泉百合香（バイオリン）、

武田優美（ピアノ）
お願い
コンサートの開催にあたり、新型コロナウイルス感染防

止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
の着用など各自で感染防止対策をおこなってお越しいた

だき、当日会場での検温や受付票への記入などのご協力
をお願いいたします。また、今後の感染拡大の状況により
開催の規模を縮小、または中止させていただく場合があり
ます。ご理解のほどお願いいたします。

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 
カレンダーイラストコンクール作品募集
■募集内容　カレンダーの図案に使用するスポーツが

テーマのイラスト
■応募資格　県内に在住、または通学している小学生〜高

校生
■部門　小学1〜3年生の部、小学4〜6年生の部、中高生

の部
■表彰など　部門ごとに最優秀賞・優秀賞・佳作（賞状、

図書カード進呈）、応募者全員に参加賞
■締め切り　9月30日（木）（当日消印有効）

※応募の方法などは右記HPをご覧ください。
応募・お問い合わせ
〒520-8577　滋賀県大津市京町四丁目1番1号
（滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課内）
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ
大会滋賀県開催準備委員会

（電）077-528-3338
（e-mail）kokusupo-syosupo@pref.shiga.lg.jp
（HP）https://www.pref.shiga.lg.jp/2024/

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　9:00〜17:00〉（夜間は要予約）

8月
月 火 水 木 金 土 日

1

2 3 4 5 6 7 8
・子ども陶芸教室
・キッズビクス

9 10 11 12 13 14 15
・コンサート
・発明クラブ
・体質改善ヨガ

16 17 18 19 20 21 22
・ 発明クラブ ・キッズビクス

・ネイチャークラブ
・ ネイチャー 
クラブ

23/30 24/31 25 26 27 28 29
・体質改善ヨガ
・町民大学

9月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5
・コンサート

6 7 8 9 10 11 12
・発明クラブ
・キッズビクス
・体質改善ヨガ

13 14 15 16 17 18 19
・子ども陶芸教室
・キッズビクズ

20 21 22 23 24 25 26
・ ネイチャー
クラブ

・体質改善ヨガ
・町民大学

27 28 29 30

▲昨年度のコンサートのようす

今月の足腰シャキッと教室
■実施日　8月11日（水）・8月25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　多賀町中央公民館（送迎はご相談ください）
■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

心配ごと相談
■今月の相談日　8月6日（金）
■来月の相談日　9月16日（木）
■時間　いずれも9:00〜11:00
■場所　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

● お知らせ  産業環境課からのお知らせ　家庭用燃やすごみ袋 小袋の販売を始めました
■袋サイズ　40㎝×60㎝
■価格　1袋（10枚）　100円
■販売　産業環境課

お問い合わせ
産業環境課

（有）2-2030　（電）48-8117
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おたのしみ クロスワード

☆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。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115

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。

ひとのうごき 放射線量
令和3年6月末現在。（　）内は前月比 ※役場前にて、3回測定平均値

問題

人口………… 7,522人（＋1）
男性………… 3,648人（−4）
女性………… 3,874人（＋5）
世帯数…… 2,901世帯（＋2）

出生者数……………… 1人
死亡者数……………… 6人
転入者数…………… 18人
転出者数…………… 12人

7月1日
0.04μsv/h
7月15日

0.05μsv/h

〈相談等〉

す く す く 相 談
今年度から随時の申し込みで
相談を受け付けます。
相談のある方は福祉保健課
までお電話ください。

子どもの健康、子育てに関する相談を受け付
けています。
ご希望の方は福祉保健課までお電話でお申し
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。

〈検診等〉（表記の時間は受付時間です）

４ カ 月 児 健 診 9月 6日（月） 13:15〜13:30
多賀町総合福祉
保健センター

Ｒ３年４月生まれの乳児
１ ０ カ 月 児 健 診 9月 6日（月） 13:30〜13:45 Ｒ２年１０月生まれの乳児
１ 歳 ６ カ 月 児 健 診 9月 1日（水） 13:30〜13:45 Ｒ２年１・２月生まれの幼児

総 合 健 診 9月 2日（木）  9:00〜11:00

多賀町中央公民館
「多賀結いの森」

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 が ん 検 診 9月16日（木）  9:00〜11:00 胃がん・肺がん・大腸がん・乳が

ん・子宮がん検診の申込者
胃がん・肺がん・大腸がん・ 
乳 が ん ・ 子 宮 が ん 検 診 9月17日（金）  9:00〜11:00 胃がん・肺がん・大腸がん・乳が

ん・子宮がん検診の申込者

総 合 健 診 9月21日（火）  9:00〜11:00 特定健診、胃がん・肺がん・大腸が
ん・乳がん・子宮がん検診の申込者

※各乳幼児健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
※場所が変更する場合があります。(変更の場合は事前にお電話等でご連絡させていただきます。)
※健診日以外でも、お子さんの身長・体重測定やご相談などお伺いいたします。希望の方は福祉保健課（電）４８-８１１５までお電話ください。

令和3年9月 多賀町し尿収集カレンダー ※「—」の日時は、他町の集落の収集日と
なっています。

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。

※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。

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
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
ださい。有線FAX・多賀町ホームページの回答フォームから
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。

FAXの場合 スマホ等の場合

PCの場合

有線FAX    2-2018
NTTFAX 48-0157

http://bit.ly/tagaquiz

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 月曜日〜金曜日
11日〜13日は
休館です

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。

子 育 て 相 談 13:00〜14:00 お気軽にご相談ください。
登
録
制

きりん・にじ広場（２，３，４，５歳児） 8月 4日（水） 10:00〜
親子でふれあい遊びをしたり、体を動かしたり
して楽しく過ごします。ぺんぎん広場（１歳児） 8月18日（水） 10:00〜

こあら 広 場（０歳 児 ） 8月25日（水） 10:00〜

お は な し ポ ケ ッ ト 8月31日（火） 10:30〜 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、新型コロナ感染症等の感染状況により、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。
※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。

ヨコの鍵

①表紙に写っている植物
②かたよった嗜好や習慣
③「砂」や「破」などの偏
④戻ってくること
⑤水の流れ
⑥価値などを判定する材料となる

物事。シキ〇○○

タテの鍵

②映画などの続きの編。ゾ○○ン
④2、4、6ではありません
⑦災害時は○○○○レベルを参考

に避難等をしましょう
⑧木々が密集している場所
⑨容器をお湯の中に入れて熱する

こと。○○ン
⑩風を起こす夏に欠かせない装置

クイズの解答締め切りは 8月26日（木） です。

ヒント : 8月15日は「○○の日」

□□□□□

◎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。

｜子｜ど｜も｜の｜け｜ん｜こ｜う｜

夏休みの過ごし方と生活のポイント
休み明けにこんな症状はありませんか？ 

体がだるい、食欲がない、集中力が低下する
など、体内リズムは、一度乱れると、元に戻す
のはなかなか大変です。体内リズムが崩れな
いよう、夏休みを過ごす「心がけたいポイン
ト」をご紹介します。
①平日と同じ時間帯に起床、就寝することを

心がけましょう
平日との差を、合計２時間以内にすると、リ

ズムが乱れにくくなります。
②起きたら、カーテンを開けて日の光を浴び

ましょう
太陽の光を浴びて、体内時計を整えましょ

う。朝浴びれば、メラトニンというホルモンが
分泌され、夜も自然と眠くなります。
③夕方以降に強い光を浴びないようにしま

しょう
夜遅く、スマホ、テレビ、ゲームなどの画面

を見ていたり、照明で明るく照らされた場所
にいたり、スマホやパソコンから発する青色
光(ブルーライト)も、メラトニンの分泌を妨
げ、眠くなりにくく、体内時計を乱します。就
寝１時間前からは控えましょう。

夏休み終了後、からだの不調を感じたら、
生活リズムの乱れがなかったか振り返り、
上記のポイントで元に戻しましょう。しんど
いときには、いつでも子ども家庭応援セン
ターにご相談ください。

日（曜日） 午 前 午 後
集 落 集 落

2日（木）萱原①・川相① 萱原①・川相①

7日（火）一円①②・木曽①② —

9日（木）久徳①②・栗栖①②・猿木②③ 不定期

13日（月）佐目①・四手②・多賀①② 佐目①・四手②・多賀①②

14日（火）敏満寺①②③ 敏満寺①②③

16日（木）富之尾①・萱原② 不定期

22日（水）月之木②・土田①②③・中川原①③ 月之木②・土田①②③・中川原①③

24日（金）一ノ瀬①②・樋田③・藤瀬①・萱原③ 一ノ瀬①②・樋田③・藤瀬①・萱原③

28日（火）久徳③・小原①・大君ケ畑①②③・佐目② 久徳③・小原①・大君ケ畑①②③・佐目②

30日（木）敏満寺①・八重練② 不定期

①① ⑥⑥ ⑦⑦ ⑨⑨

②②

③③ ⑧⑧

④④

⑤⑤

カ ブ ト ム シ
ツ ツ ー 　 ユ
　 ダ チ ヨ ウ
ゲ ン キ ン 　
タ 　 ス ク ナ

先月号の答え

6月号の応募総数は53人
正解率は100％でした！

「ユカタ（浴衣）」でした

広報たが 2021年8月号

19
広報たが 2021年8月号

18

し尿／クロスワード／ひとのうごき／おめでた・おくやみ保健業務／広場の案内等／子どものけんこう



　

「
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
8
月
号　

発
行
■
多
賀
町
役
場　

編
集
■
企
画
課

〒
５
２
２︲０
３
４
１ 

滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
多
賀
３
２
４

電
話 

４
８︲８
１
２
２　

毎
月
発
行

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。
昭和53年11月10日制定
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多賀町民憲章

多賀町の鳥・木・花

スマートフォンの方へ

お問い合わせに関するお知らせ

こ

ウグイスウグイス スギスギ ササユリササユリ

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!!

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■河内の風穴への道中にある
清流です。透明な水と鮮やかな緑色の苔
が神秘的な雰囲気を醸し出します。もち
ろん河内の風穴でも美しい景色が見れ
ますので、皆さんこの夏は河内にいって
みてはどうでしょうか？
編集後記■今回で広報たがは８８８号を
迎えました。これからも大切な生活情報を
わかりやすくお伝えしていきます。８月号
で８８８号。縁起がいい号となりました。

多賀町ホームページ

https://www.town.taga.lg.jp

検　索多賀町

広
報
た
が

月
号

8

自治体がもっと身近になる機能が盛りだくさん！

ダウンロードはこちらから

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！

1 2 3

マ チ を好きになるアプリ

＼広報がアプリで読める／

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

管理栄養士 柴っちの

ワンポイントワンポイント
アドバイスアドバイス

ワンポイント
★冷や汁は宮崎県で有名な郷土料理ですが、現在は全国で

もいろんな地域で食べられています。みそは少し焼くこ
とで香ばしい風味が出ます。そのまま汁物料理として食
べるほか、ごはんにかけたりそうめんのつけ汁にしたり
できます。

★この1品でタンパク質（魚＋大豆製品）と野菜が手軽にと
れます。

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♪

材料（4人分）
ツナ缶（水煮） ………………… 1缶
木綿豆腐 …………… 1丁（300ｇ）
きゅうり ……………………… 2本
茄子  ………………………… 1本
みょうが ……………………… 2個

大葉  ……………………… 10枚
みそ  ………… 大さじ1＋小さじ1
だし汁（冷） …………………500ml
すりごま ………………… 大さじ1

作り方
❶きゅうりはうすく輪切り、茄子はう
すく半月切りにし、みょうがと大葉
は千切りにする。きゅうりと茄子は塩
（分量外）でもんでしばらくおき、水
洗いして水気をしぼる。
❷ツナとみそを混ぜてアルミホイル
の上に平らにのばし、オーブントース

ターで少し焼き色がつくまで焼く。
❸ボールにだし汁、②を入れて混ぜ
て溶かす。きゅうり、茄子、みょうが、
大葉、すりごまを加えて混ぜてから、
豆腐を手でちぎって加えてさっと混
ぜる。（冷蔵庫で冷やして食べるのが
おすすめ）

調理時間　約15分
エネルギー……112kcal／塩分……0.9ｇ（1人分あたり）

健康レシピ健康レシピ

冷や汁冷や汁
火を使わない簡単調理の冷たい汁物です。
暑さで食欲が落ちる夏でも、
さらっと美味しく食べられます。

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。
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