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謹賀新年

寅年！

新年のごあいさつ

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

今年は

寅年を迎えました。今年はどんな年になるでしょうか。

はてさて、過去の寅年を振り返ると……どんなことがあったでしょうか？ 少し見てみましょう。

昭和49年（1974）年

昭和61年（1986）年

平成10年（1998）年

平成22年（2010）年

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

• キリンビール滋賀工場操

• 町 立 清 涼 文 化 センタ ー

• 佐目小学校閉校

•「もんぜん亭」オープン

• 町立図書館が開館

• ふれ愛タクシー（現愛のり

業開始
新年明けましておめでとうございます。
皆様には、平素より町政に対しまして深いご
理解と格段のご支援・ご協力をたまわり、厚く
お礼申しあげます。

今年は寅年！／まちの話題

• 土田栄太郎氏が第1号の
名誉町民になる
• 多賀小学校創立100周年
記念式典

竣工
• 集落林道藤瀬〜一ノ瀬線
竣工
• 川相〜永源寺線川相橋
竣工

• 中川原の河川敷でナウマ
ンゾウの牙が発見
• 多賀公園が開園

タクシー）運行開始
• たがゆいちゃんのイメージ
ソング『心ゆいゆい』が完成

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

• 郵便番号7桁制実施

• 上海万博（国際博覧会）開催

力で新たな気持ちで襟を正し町政運営に努め

• 日本初のコンビニが開店

• 男女雇用機会均等法施行

• 長 野 冬 季 オリン ピック

• 小惑星探査機「はやぶさ」

てまいります。

• 読 売 巨 人 軍 長 嶋 茂 雄が

• チェルノブイリ原発事故

本年も、皆様の期待に応えられますよう、全

皆様のご支援・ご協力を重ねてお願い申し
あげます。

引退

• 明石海峡大橋開通

が地球に帰還
• 東北新幹線、東京〜新青

• 三原山大噴火

• 長野新幹線開業

流行語

流行語

流行語

流行語

• 家庭内離婚

• キレる

• ゲゲゲの

• 佐藤栄作がノーベル平和
賞を受賞

本年も新型コロナウイルス対策を

発生

開催

森間全線開業

多賀町長

昨年夏には、全国各地で新型コロナウイルス

株「オミクロン株」の感染拡大が日本において

• 巨人軍は永久に不滅です

• 定番

• だっちゅーの

• イクメン

感染者が増加し、医療ひっ迫により緊急事態宣

も憂慮されています。私たちの地域にも拡散し

• ストリーキング

• 究極

• ハマの大魔神

• 食べるラー油

言が発令されました。多賀町においても、昨年

ないよう、引き続き日ごろからの「マスクの着

• 千載一遇のチャンス

• 土地転がし

• ビビビときました

• ○○なう

8月に入り急速に感染者が増加しましたが、10

用」
「手指消毒の励行」
「3密の回避」
「換気の励

月以降新たな感染者もなく、町民の皆様の感

行」など基本的な感染症対策の徹底に努めて

染症対策へのご理解とご協力とともに多くの

いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

久保久良

皆様がワクチン接種を受けていただいたおか
げであると深く感謝申しあげます。
しかしながら、昨年11月ごろより南アフリカ
などで検出された新型コロナウイルスの変異

また同時に、感染症対策をしっかりと取りなが
ら、人と人との交流・つながり、地域経済の活性
化など、
活力と温もりのある日常を取り戻す努力
を皆様とともに進めてまいりたいと思います。

日の開会式から8月8日の閉会式までの17日
間にわたり、熱戦が繰り広げられました。
彦根市出身の大橋悠依選手が個人メドレー
の2種目で金メダルの栄冠に輝かれるなど、過

高取山ふれあい公園に"コイコイ"！
滋賀県立大学の学生グループ「多賀木匠塾」が制作した
木製遊具『コイコイ』が、高取山ふれあい公園に完成しまし

高取山ふれあい公園を訪れた人たちに新たな流れが生ま
れることを願っています。

た。
『コイコイ』は鯉の形をしており、多くの人が公園に「来

57年ぶりの東京オリンピック開催
昨年は、
「東京2020オリンピック」が7月23

11月7日

てほしい！」
という願いが込められています。池を眺めるこ
だきました。
オリンピック選手のように、本町の若い世代
が自身の可能性を信じ、努力を惜しまず、自ら

とのできる鯉の口元の展望部分は迫力満点！ 胴体には山
の斜面に沿うように作られた滑り台があり、
しっぽのヒレに
はボルダリングが設置されています。
『コイコイ』
を通じて、

の夢や希望を実現できるよう、願うばかりであ
ります。

去最高のメダル獲得数となりました。また、
「東

結びに、本年こそ平穏な一年になりますよ

京2020パラリンピック」においても栗東市出

う、
ご祈念申し上げますとともに、皆様のご健

身の木村敬一選手がバタフライで悲願の金メ

勝・ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご

ダルに輝かれるなど、
コロナ禍の日本に、そし

あいさつといたします。

て滋賀県民に明るい大きな話題を与えていた

▲多賀木匠塾の皆さん
広報たが 2022年1月号
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▲木製遊具『コイコイ』
広報たが 2022年1月号
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ENJOY!
（多賀ささゆり保育園）

学校支援ボランティアだより／献血のお知らせ

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

多賀ささゆり保育園 （有）2-0204 （電）48-0204

ENJOY! こんにちは! 多賀ささゆり保育園です
暑かった夏の太陽にたくさんのエネルギーをもらった子
どもたちは、実りの秋を迎え、運動会という大きな行事をや

くましさを増したように感じます。
今は深まる秋の自然の中、五感をフル稼働しさまざまな
ことを感じ取っている子どもたちです。秋の自然の実りと

り遂げました！！
運動会を経験した子どもたちは、
自信にあふれ、
さらにた

ともに、子どもたちの心の実りも豊作です！！（文責：成宮）

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！

学校支援ボランティアだより
2年生校外学習引率（多賀小学校

10月29日）

校外学習として、2年生は彦根まで

参加された方からは「一緒に行動

の感想をいただきました。

できて、
とても楽しかったです」など

電車に乗って出かけました。
9人のボランティアさんが、彦根駅
構内での見守りや彦根城へ行くとき

運動会！！ みんなで力を合わせ
ることの大切さを感じながら元
気いっぱいがんばりました。やり
きった子どもたちの笑顔は金メ
ダル級に輝いていました☆

などの活動時の安全指導や、道路横
断などの安全見守りをおこなってくだ
さいました。
班ごとに担当が割り振られ、昼食も
一緒にいただき、終日子どもたちと活
動をともにしました。
▲お世話になったボランティアの皆さん

新しい遊具が園庭に！！ 子どもたちが
「レインボー」と名付け、毎日遊んでい
ます。体幹を鍛えるとともに、遊ぶ時
のルールを考え、守ることで規範意識
も身についています。

さつまいものつるで綱引き！！ 子ども
は楽しいことを見つける名人！！ 秋の
実りは食べるだけでなく、子どもたち
の豊かな遊びにもつながります。

多賀大社までお散歩。いちょうの木
の下は一面黄色の絨毯。踏みしめる
フワフワした感触、カサカサという
音、落ち葉と土のにおいなど五感を
働かせ、
楽しみました♡

田んぼのあぜ道でマラソン！！ あぜ道
には秋の草花がいっぱいで子どもたち
の大好きな散歩コースです。マラソン
で冬に向けての体力づくりもばっちり
です！！

マラソン大会の見守り（大滝小学校

11月11日）

晴天の中、全校マラソン大会がお

鍛えるものであり、
ともだちへの応援

こなわれ、3人のボランティアさんに

もがんばりましょう」とあいさつがあ

交差点での安全見守りをしていただ

りました。

きました。子どもたちは、たくさんの

例年、
ボランティアさんによる見守

保護者の方や地域の皆さんの応援を

りをお願いしていますが、安全を見守

受けて、2学年ずつスタートしました。

りつつ、子どもたちのがんばりを間近

校長先生からは「マラソンは心と体を

で応援してくださっています。

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、

園庭で拾ったドングリを使って遊びが
広がります。
ドングリ滑り台をみんな
で作りました。試行錯誤を繰り返し、完
成！！ 勢いよく転がるドングリに大喜
びの子どもたちです☺

絵本の選び方などの話もあり、参加

「第1回学校支援ボランティア研修

者から
「忘れていたことや思い違いを

会（読み聞かせ）」を開催しました。密

していたことに気づいた」
「内容より、

をさけるため、人数を15人に限定し

読んでもらった記憶が心に残るとい

ておこないました。講師として、びわ

うお話がよくわかりました」
「子どもた

かわ ぞえ

ち

さ

こ学院大学子ども学科 川 副 知 佐 さ

ちが本を読むきっかけ作りをしてい

んをお迎えし、
「 絵本が持つ魅力」を

きたい」などの感想がありました。参

テーマに講演をしていただきました。

加された皆さんの今後の活動の役に

読み聞かせは聞き手の子どもたちと

立てればと願っています。

広報たが 2022年1月号
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▲いろいろな絵本を紹介していただきました

福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

献血（400ml）にご協力ください
新型コロナウイルスの影響で献血会場の中止が相次
ぎ、血液が不足しています。

大好きなお散歩。自然の中には子どもたちにとって宝物がいっぱい♡ 手作りのお散歩バッグに宝物を詰め込んで、おともだ
ちと見せ合いっこ。
子どもたちのかわいいつぶやきが聞こえてきそうですね☺

▲ご協力いただいた皆さん

11月11日）

共感・共有できる時間であることや、
落ち葉を使って制作遊び！！ 葉っぱ
の感触を味わいながらていねいに
貼っていきます。
「小さな芸術家」の
作品を見つめる目は真剣です。素敵
な作品がたくさんできあがりまし
た♡

▲安全見守りをしていただきました

皆さんのご協力をお願いします。

■実施日 1月14日（金）
■受付時間
■対象

10:00〜12:00、13:00〜15:00

17歳〜69歳

■場所 ふれあいの郷
広報たが 2022年1月号
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新入学生「ランリュック」等支給／うちエコ診断／農業委員会だより
学校教育課 （有）2-3741 （電）48-8123 （Ｆ）48-8155

骨髄移植ドナー支援事業助成金／たが民児協だより
福祉保健課 （有）2-2021 （電）48-8115 （Ｆ）48-8143

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

骨髄移植ドナー支援事業助成金のご案内
骨髄移植や末梢血幹細胞移植とは、白血病や再生不良

全国で毎年2,000人程度の人が、骨髄移植や末梢血幹

多賀町教育委員会では、令和4年

となるように実施するものです。新入

性貧血などの病気によって、正常な造血がおこなわれなく

度に町立の小学校に入学される1年

学時に間に合うように、各学校で2月

なってしまった患者さんの造血幹細胞を健康な方の造血

生に学校指定の「ランリュック」を、町

初旬におこなわれる「入学説明会」の

幹細胞と入れ替えることにより、造血機能を回復させる治

業等を余儀なくされる人に対し、経済的な負担を軽減する

立の中学校に入学される1年生には

時に配付させていただきます。詳しく

療法です。

ため助成金を交付します。

学校指定の「スポーツバッグ」
「通学

は、1月中旬に郵便にて保護者の方に

用ヘルメット」を支給します。この事

お知らせします。

細胞移植を必要としています。
骨髄・末梢血幹細胞提供者（骨髄ドナー）
となるため休

対象者

業は、子育て世帯の皆さんの経済的

「子育てしやすいまち」として、
「将

今年度は令和3年4月1日以降に、骨髄等の提供をされ

負担を軽減し、ゆとりを持って子ども

来を担う子どもたち」のために役立て

た方が対象となります。助成の対象となる人は、次のすべ

を育てる環境づくりに、少しでも支援

ばと願っています。

▲スポーツバッグ
（左）
とランリュク
（右）

てに当てはまる人です。

証明する書類の交付を受けていること。
⑵骨髄等の提供をおこなった日に住民基本台帳法に基づ
き、本町の住民基本台帳法に記録されていること。

⑴公益社団法人日本骨髄バンク
（以下「骨髄バンク」とい

⑶ほかの地方公共団体、企業または団体等が実施する同

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

う）
が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に

種・同類の奨励金または助成金、骨髄等の提供を事由と

令和3年度「省エネ・節電行動実践促進事業」うちエコ診断募集

ドナー登録をおこない、骨髄等の提供を完了し、
これを

する有給休暇の取得を受けていないこと。

この冬を、お得で省エネに！〜あなたの家庭の「うちエコ診断」受けてみませんか？〜
1.内容

助成金の額
次に掲げる骨髄等の提供にかかる通院、入院および面談
（骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療

⑴健康診断のための通院
⑵自己血貯血のための通院

3.受診方法（3つのうちから選択）

（電）077-569-5301

原油価格高騰の中、環境省が推奨

①会場診断

（e-mail）ondanka＠ohmi.or.jp

処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面

⑶骨髄等の採取のための入院

する
「うちエコ診断」をうけて、光熱費

②訪問診断

各ご家庭に「うちエコ

（HP）
https://www.ohmi.or.jp/ondanka/

談を除く）の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄

⑷その他の骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機

やガソリン代を省エネで少しでもお

診断士」がご都合のつくお時間に

※HPにアクセスいただきますと直接

得にしませんか。

伺います。

「環境省のPCソフト」を使用して、

場所・日時

要相談

申し込み入力できます。その他は、

③オンライン診断（ZOOM診断）

電話かメールにてお問い合せくだ

等の提供につき14万円を限度とする。

申請方法

各ご家庭にふさわしい省エネ対策を、

パソコンでご自宅からご都合のつ

公的資格を持った「うちエコ診断士」

くお時間に受診できます。
（ 土日を

次の書類を添えて、福祉保健課に申請してください。

がアドバイスします。

除く）

⑴骨髄バンクが発行する骨髄等の提供完了したことを証

2.募集人数
先着100人（受診者には、LED電
球1個プレゼント）

さい。

お問い合わせ・お申し込み

⑵骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証
明する書類
⑶振込先口座がわかるもの

滋賀県地球温暖化防止活動推進セン
ター（公益財団法人淡海環境保全財団）

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 〜
初心に還って思うこと

農業委員会だより
ナウイルス感染症対策の一環として、

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書に

明する書類

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

多賀町農業委員会では、新型コロ

関が必要と認める通院・入院および面談

40年ぶりに、唱歌「ふるさと」の原風景が残る田舎（生
家）
に帰ってきましたが、すでに父母の姿はなく、懐かしい

第1回農業委員会総会のお知らせ

ながら
「福祉会サロン」へのお手伝いをさせていただき、私
の信条である「いつでも・どこでも・誰とでも歌い、語り、
助け合おう」の実践で、人と人とのふれあいを大切にした
活動に努めています。

はずのふるさとに物足りなさを感じました。それは私がい

この一年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため多

農業委員が自宅からでもリモートによ

■日時 1月12日（水） 13:30〜

かに多賀の地に関わってこなかったという証でもありま

くの行事が縮小や延期、中止と大変残念な年でありました

り審議に参加ができるよう、試行的に

■場所

す。村のことに無頓着であったにもかかわらず、父や母を温

が、地域の皆さんの温かいご支援が民生委員・児童委員と

総会を実施しました。

※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。

かく見守ってくださった地域の皆さんへ、感謝の気持ちを

しての活動の糧となっています。

感染が拡大し、総会の開催が難し
い場合でも、審議をおこない遅延な
く手続きを進められるよう努めてい
ます。

広報たが 2022年1月号
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役場

2階

大会議室

持って、わずかでも恩返しができたらと力なき身ではあり

コロナ禍により生活様式が変わっていますが、誰もが安

ますが、前任者のご指導のもと、民生委員・児童委員をお

心して暮らせる地域づくりや地域福祉の向上に努めていき

引き受けしました。

たいと思います。

まずは地域を知ることからと、いろいろな行事に参加す
▲リモート総会のようす

本年も皆さんのご支援ご協力をよろしくお願いします。

るようにしました。父や母が残してくれた道しるべをたどり
広報たが 2022年1月号
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コミュニティ助成事業／ねんきん

図書館

企画課 （有）2-2018 （電）48-8122 （Ｆ）48-0157

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）

コミュニティ助成事業
多賀区では、令和3年度コミュニ

1月

ざまな場面での活用が期待されて

ティ助成事業（宝くじの助成金）の助

います。

成を受け、区民の防災意識の向上お

※コミュニティ助成事業は、一般財団

よび除雪活動を支援するため、テン

法人自治総合センターが宝くじの

ト、防災炊き出し用移動式かまど、除

社会貢献広報事業として、地域社

雪機を導入されました。

会の発展や住民福祉の向上に寄与
するためにおこなう事業です。

災害発 生 時や地 域 行 事などさま

2月

日

月

火

水

木

金

土
1

日

月

火
1

水
2

木
3

金
4

2

3
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8

9

10

11

12
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17

18
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おはなしのじかん

※1月27日（木）は整理休館日です。

土
5

おはなしのじかん

※2月22日（火）〜3月4日（金）は特別整理休館です。

☆年末年始の休館は、2021年12月29日（水）〜2022年1月4日（火）です☆
開館時間に関する最新の情報は、図書館ホームページをご覧いただくか、図書館までお問い合わせください。
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

※各イベントにつきまして、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。
雑誌スポンサーについて、詳しくは

おはなしのじかん
▲テント

▲防災炊き出し用移動式かまど

▲除雪機

■日時

1月8日（土） 10:30〜

■場所

あけぼのパーク多賀

彦根年金事務所

国民年金課 （電）23-1114

〜新成人の皆さんへ〜

20歳になったら国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入すること

がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い

が義務付けられており、20歳になると日本年金機構から

ている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組み

国民年金加入のお知らせが届きます。

です。

納付に関する制度

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、病気や事故で障がい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）、一部の海外の大学の日本分校に在
学する方です。

日本年金機構では、国民年金制度の内容やメリット、保
険料の納付方法や免除の手続きなどを分かりやすく動画
でご案内しています。ぜひ、
ご覧ください。

8

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

雑誌スポンサー募集
多賀町立図書館では、雑誌の購入
費をご負担していただくスポンサー
を随時募集しています。

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。

広報たが 2022年1月号

■人数

を読みます。

国民年金は、自分が年をとったときや、病気や事故で障

国民年金のポイント

2階

大会議室

税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114 （Ｆ）48-0594
日本年金機構

図書館までお尋ねください。

国民年金の加入と保険料のご案内
（HP）https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

現在、匿名個人で3人、匿名企業で
1社、株式会社ニイタカ、
メグミュー
ジックコーポレーションの皆さんにご
協力いただいています。

雑誌タイトル

をおこない、委員の皆さんからさまざ

スポンサー
開始時期
匿名個人様 4月〜
匿名個人様 4月〜
スポンサー名

暮らしの手帖
月刊 自家用車
こどものとも
（0・1・2）
匿名企業様
こどものとも
（年少版）
こどものとも
匿名個人様
（年中向き）
かがくのとも
株式会社
ニイタカ様
子供の科学
すてきに
メグミュージック
ハンドメイド
コーポレーション様
ひよこクラブ

事業（案）の取り組みについての説明

4月〜
4月〜
4月〜
4月〜
4月〜

まなご意見をいただきました。今後の
運営に生かしていきます。

令和3年度滋賀県
公共図書館協議会交流会
11月13日、滋賀県公共図書館協
議会交流会が開催されました。県内
の図書館協議会委員や地域のボラン
ティアグループを対象に「図書館協議
会の役割」と題して、講義が開催され
ました。
当館からも2人が参加し、図書館協
議会のあるべき姿について学びを深

第2回図書館協議会

めました。今回の講義を参考に、当図

10月22日に、第2回図書館協議
会を開催しました。利用状況や新年度

書館協議会も議論を活発に進めてい
きます。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ ※印は巡回日が変更になっていますのでご注意ください。
1月

2月

図書館
出発

巡回場所・駐車時間

多賀清流の里
多賀結いの森
ふれあいの郷
（玄関前）
（駐車場）
（ふれあいの郷前駐車場）
13:15〜13:45
14:00〜14:30
14:45〜15:15
Aコース
大滝小学校
犬上ハートフルセンター
大滝たきのみやこども園
（大滝方面） ※13日
3日
12:30
（わたり廊下）
（玄関前）
（玄関前）
第1木曜日
12:50〜13:30
14:30〜15:00
15:50〜16:20
Bコース
多賀小学校
多賀幼稚園
多賀ささゆり保育園
（多賀方面） 12日
9日
12:30
（玄関前）
（運動場）
（玄関前）
第2水曜日
12:50〜13:30
14:00〜14:30
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。
第1水曜日

5日

2日

12:45

広報たが 2022年1月号
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博物館

公民館だより

多賀町立博物館 （有）2-2077 （電）48-2077 （Ｆ）48-8055

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

報告

1月のイベント

博物館実習生を受け入れました！

公民館まつり開催のお知らせ

10月29日から11月2日まで、博物館学芸員の資格取得を目指す大学生4人を実習生として受け入れました。例年は8

一昨年からの新型コロナウイルス

のほかに、お子さんも楽しめる子ども

月におこなっていますが、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着いた秋の実習となりました。今年度の

感染拡大の影響により、開催を中止し

広場や、杉の子作業所さんによるお

実習は展示の設営や撤収、標本の整理、
シロハラという鳥類の標本づくりなど、学芸員のさまざまな仕事を詰め込んだ内容

ていた公民館まつりですが、今年は

菓子や小物の販売なども予定してい

感染の状況をみながら開催すること

ます。

でした。5日間真剣に実習に取り組んだ実習生の感想を紹介します。

学芸員の仕事の一端を体験し、
博物
館を利用者側の視点からではなく、運

皆さんの日ごろの成果を発表して
業務と並行しておこなうことは難しい

仕事量の多さを実感しました。お忙し

と思いました。

い中、滋賀県立大学3人と日本大学1

営側の視点から見ることで、博物館資

今回の実習を通して、博物館資料

料の価値や保存の必要性を強く認識

を保存する学芸員の仕事の大切さと

人を実習で受け入れていだたきあり
がとうございました。

いただくステージ発表や文化展など

多賀町町民大学

することができました。

1月29日（土）・30日（日）
10:00〜17:00
（30日は16時まで）

■場所

多賀町中央公民館

ぜひご家族連れで多賀町中央公

になりました。

実習生の感想

■会期

民館「多賀結いの森」へお越しくだ

実習では化石標本や植物標本の整

です。改めて多賀町を流れる川や水

理、イベントの準備と撤収、標本の作

について歴史的、文化的に学ぶ講座

製など貴重な体験をさせていただき

です。

■内容

さい。

■日時

ステージ発表、公民館文化

展、
子ども広場、
売店コーナー  等

多賀町の「水」遺産

今年の町民大学のテーマは「水」

「多賀結いの森」

開催のお知らせ
1月23日（日）
10:00〜12:00

■集合場所

多賀町中央公民館

「多賀結いの森」

ました。その中でも、
シロハラの仮剥

第3回は現地見学をしながら、芹

製と骨格標本の作製がもっとも印象

川・赤田井の歴史と文化について学

深かったです。作製では、鳥の体のつ

ぶ講座です。

■内容

講演と現地見学「芹川・赤

田井の歴史と文化財」
■講師

くりを学ぶと同時に、一つの標本を作

現地見学の後は、多賀町中央公民

り上げる達成感と標本としての価値を

館「多賀結いの森」で講演をおこない

損なわないように作業を進める難しさ

ます。

井上ひろ美（多賀町文化財

保護審議会委員）
■受講料

町内在住、在勤、高校生以

下（町内外問わず）の方は無料

▲第1回のようす

を味わうことができました。ただ、多く
の時間と労力を必要とするため、
日常

お願い

▲実習のようす

ご来場いただく際には、手指消毒、マスクの着用など各

す。また、今後の感染状況により、開催内容の変更や延期ま

連載〈4〉

自感染防止対策をおこなってお越しいただき、当日会場で

たは中止となる場合があります。

多賀のアケボノゾウ化石を国の

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

あらかじめご了承ください。

天然記念物に

する
ゾウ！

アケボノゾウの履歴書

年前）はステゴドン科に属するゾウで

種のゾウだと考えられていました。そ

す。ステゴドンとはギリシャ語で「屋根

の後の研究の結果、1991年に同一

のような歯」
という意味で、
側面から見

の種であると認定されました。いくつ

るとギザギザとした臼歯があります。

かあった名前の中で一番古く命名さ

現在のアジアゾウよりも小柄ですが、

れたのが「アケボノゾウ」だったので、

長い牙をもっているのが特徴です。
アケボノゾウと同じステゴドン科の
ミエゾウ（約500万〜300万年前）

金

土

日

8

9

アケボノゾウの化石は岩手県を北

取り組みを進めています。これまでに

陸続きだったタイミングに渡来しまし

いことから、
日本固有種とされていま

も、
この広報たがの誌面で1993年

た。その後、大陸から切り離されたこ

す。ほぼ1頭分のまとまった骨格の化

に多賀町で発見されたアケボノゾウ

とで日本の自然環境に適応して進化

石は三重県いなべ市や埼玉県狭山市

の全身骨格化石（約180万年前）を

を遂げ、小型のアケボノゾウへと進化

などで見つかっています。その中でも

さまざまな角度から紹介してきました

したと考えられています。

多賀町で発見されたアケボノゾウの

10

木

年始休館

す。一方で、大陸には化石記録がな

広報たが 2022年1月号

水

年始休館

ウで、その祖先は日本列島と大陸が

アケボノゾウ
（約200万〜100万

火

一されたのです。

ウ化石を国の天然記念物に指定する

紹介していきたいと思います。

月

すべてアケボノゾウという名前に統

限に、全国各地から見つかっていま

全身骨格化石は群を抜いて保存状態

ショウドゾウ、
カントウゾウなどとさま

が良く、
まさに日本を代表する古代ゾ

ざまな名前で呼ばれ、それぞれが新

ウの化石といえます。

3

4

5

6

7

年始休館

10

11

12

18

19
絵本原画展

24/31

月

火
1

水
2

木
3

金
4

13

14

25

26

20

21

15

体質改善ヨガ
キッズビクス
子ども陶芸教室
発明クラブ

16

7

8

9

10

23

キッズビクス

町民大学

日
6

11

12

13

ネイチャークラブ えいごラボ

14

15

16

17

絵本朗読ショー

22

土
5
体質改善ヨガ
キッズビクス

ネイチャークラブ 新成人のつどい

合唱講座

17

9:00〜17:00〉
（夜間は要予約）

2月
2

は肩までの高さが4m近い巨大なゾ

アケボノゾウはかつてアカシゾウ、

1月
1

現在、
博物館では多賀のアケボノゾ

が、今月はアケボノゾウという
「種」を

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

21

22

23

24

18

19

20

合唱講座

子ども陶芸教室
体質改善ヨガ
キッズビクス

25

26

27

1月15日〜1月30日まで

27

28

29

公民館まつり

30

28

公民館まつり

広報たが 2022年1月号
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長谷川義史さんイベント

お知らせ／足腰シャキッと／心配ごと相談

●滋賀県立大学からのお知らせ

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

せ

お知らせ

が わ よ し ふ み

多賀町町民大学「長谷川義史 絵本朗読ショー」
今回の町民大学は、絵本作家の長谷川義史さんをお招
きし、
絵本の朗読ショーをおこないます。
絵本を通じて家族のふれあいや子どもたちの情操を養
い、身近にある絵本の楽しさを再発見できる内容となって

滋賀県立大学では、社会人の方を

対象にしたオンライン公開講座を開

際には、参加申込者に対し別途ご連絡いたします。
■日時

1月16日（日） 14:00開演（13:00開場）

■場所

多賀町中央公民館「多賀結いの森」 ささゆり

歌をみんなで楽しみましょう。

■申込締切

1月9日（日）

※本事業は、宝くじの社会貢献活動として、宝くじの受託事

■申込方法

必要事項（お名前、電話番号、住所、大人人

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により
「まん延防
止等重点措置」や「緊急事態宣言」が発令された場合、
オ
ンラインでの開催となります。オンライン開催となった

無料（事前申込制）

数、小人人数）
を明記の上、

作品を鑑賞しましょう。
（事前申込不要）
■期間

1月15日（土）〜1月30日（日）
※休館日を除く

■場所

多賀町中央公民館「多賀結

いの森」 ギャラリー
（15〜16日のみホワイエにて
展示）
〈プロフィール〉
長谷川義史（はせがわ・よしふみ）
1961年大阪府藤井寺市生まれ。
『お

「広報たが」12月号

• オンライン公開講座 vol.3「世

・FAX（48-2363）

界遺産登録を目指す彦根城の

・有線FAX（3-3962）

●

・メール
（kouminkan＠town.taga.jp）
のいずれかにてお申し込みください。

特定の産業に雇用される労働者に

じいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃ
んのおじいちゃん』
（ BL出版）で絵本デ
ビュー。
『 いいからいいから』
（ 絵本館）
『へいわってすてきだね』
（ブロンズ新社）
『 おならまんざい 』
（ 小学館）など、ユー
モラスでおおらかな絵本が大人にも子ど
もにも大ウケ。
『おたまさんのおかいさ
ん』
で第34回講談社出版文化賞絵本賞、
『ぼくがラーメンたべてるとき』で第13
回日本絵本賞と第57回小学館児童出版
文化賞、
『 あめだま』で第24回日本絵本
賞翻訳絵本賞多数受賞。多数受賞。毎日
放送『ちちんぷいぷい』でのスケッチ散
策で、お茶の間にも人気。好きなものは
温泉とお酒、嫌いなものは甘いもの。

適用される特定（産業別）最低賃金が
改正されました。詳しくは、お問い合
わせください。

お詫びして訂正いたします。
職員数
区分
（A）
（人） 給料
2 年度

103

344,567
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給与費（千円）

1 人当たり
給与費
職員手当 期末・勤勉手当 計（B） B／A（千円）
45,030 135,144 524,741
5,095

職員数 給与費
区分
（A）
（人）（千円）
2 年度

103

344,567

普通会計決算
1 人当たり給与費B／A（千円）

給料
45,030

地域文化学科 准教授 金宇大
■視聴期間

職員手当 期末・勤勉手当

計（B）

135,144

5,095

524,741

内以外の目的で使用することは
ありません。
■申込期間

3月10日（木）まで
氏名・e-mailアドレ

ス・お住まいの市町村名を明記

2月15日（火）まで

■共催 びわ湖東北部地域連携協議会
お問い合わせ

のうえ、chiiki_koken@office.

滋賀県立大学 地域連携・研究支

usp.ac.jpまでメールでお申し

援課（交流センター内）

込みください。視聴用URLをお

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町

知らせします。

2500 （電）28-8210 （Ｆ）28-8473

※申し込みの際にお伺いした個人

お知らせ

滋賀県最低賃金

896円

高齢者インフルエンザ予防接種の
接種期間を2月28日まで延長しま
す。対象の方には令和3年9月末頃に
ご案内を送付していますのでご確認
ください。

滋賀労働局賃金室

産業
窯業・土石製品製造業

時間額
942円

（電）077-522-6654

一般機械器具製造業

953円

（電）22-0654

精密・電気機械器具製造業

939円

自動車・同附属品製造業

957円

※医療機関によって実施していない場合
もあります。各医院にご確認ください。

彦根労働基準監督署

お問い合わせ
福祉保健課

滋賀労働局ホームページ
（HP）https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

■実施日 1月12日（水）・1月26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
■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

（e-mail）chiiki_koken@office.usp.ac.jp

齢者インフルエンザ
●高予防接種のお知らせ

〈地域最低賃金〉 10月1日発効

今月の足腰シャキッと教室

▲長谷川義史さん

（誤）⑵職員給与費の状況

キ ム ウ ダ イ

お問い合わせ

〈特定（産業別）最低賃金〉12月30日発効

「広報たが」12月号の「こうなっています！ 町職員の給与など」について、表記に誤りがありました。
普通会計決算

■講師 滋賀県立大学 人間文化学部

お知らせ 特定
（産業別）最低賃金改正のお知らせ

お詫びと訂正

（正）⑵職員給与費の状況

界遺産誕生のプロセスと理念」

情報については、当課の事業案

取り組み」

■お申し込み

• オンライン公開講座 vol.2「世

〈同時開催〉
「長谷川義史 原画展」
美しい色彩で描かれた長谷川さんの

の取り組み』
界遺産に関する基礎知識」

■参加費

であり、
宝くじの助成金で実施いたします。

■内容 『世界遺産の理念と彦根城
• オンライン公開講座 vol.1「世

ホール

います。長谷川さんによる絵本の読み聞かせとウクレレと

業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業

催します。詳細は次のとおりです。

社会人オンライン公開講座

（電）48-8115 （Ｆ）48-8143

心配ごと相談
■今月の相談日 1月17日（月）
■来月の相談日 2月16日（水）
■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

広報たが 2022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

〈相談等〉
す

く す

く 相

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

※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

児

午

前

午

後

集

落

集

落

３日（木）萱原①・川相①

萱原①・川相①

４日（金）一円①③・木曽①③

一円①③・木曽①③

８日（火）久徳①・栗栖①②③
１０日（木）佐目①・四手③・多賀①③

佐目①

１ ０ カ 月 児 健 診

２月 ７日（月）

１３:３０～１３:４５ Ｒ３年３月生まれの乳児

１５日（火）富之尾①・敏満寺①③・萱原②

富之尾①・敏満寺①③・萱原②

２ 歳 ６ カ 月 児 健 診

２月 １日（火）

１３:３０～１３:４５ Ｒ１年７・８月生まれの幼児

３ 歳 ６ カ 月 児 健 診

２月 ９日（水）

１３:３０～１３:４５ Ｈ３０年７・８月生まれの幼児

土田①・中川原①・一ノ瀬①
２２日（火）
樋田②・藤瀬①

土田①・中川原①・一ノ瀬①
樋田②・藤瀬①

整

２月１６日（水）

１３:5０～１４:1０ Ｒ３年１１・１２月生まれの乳児

川相②・小原①②
２４日（木）
霜ケ原②・大君ケ畑①②③

川相②・小原①②
霜ケ原②・大君ケ畑①②③

健

診

※各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をお持ちください。
４８-８１１５までお電話ください。
※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）

１７日（木）大杉②・仏ケ後②

２８日（月）敏満寺①・八重練③

不定期

おたのしみ

《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

親子で一緒に遊んだり、親同士が語りあった
９:００～１２:００
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。

登録制

きりん・にじ広場（２、３、４、５歳児）

１月１２日（水）

１０:００～

ぺんぎん広場（１歳児）

１月１９日（水）

１０:００～

こあら広 場（０歳 児 ）

１月２６日（水）

１０:００～

１月２５日（火）

１０:３０～

お は な し ポ ケ ット

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。

①

⑧

③

⑨

④

⑩

⑤

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。

⑥

⑦

家族で、
この冬を元気に乗り越えましょう
• ビタミンＣやβカロテンを多く含む

り、かぜやインフルエンザなどにかかりやす

• 寒さにさらされて糖度が増し、甘みがある

い時期です。

• からだを温める作用や免疫力を高める
作用がある野菜が多い

予防のためには……
①睡眠を十分とりましょう

福祉保健課
（有）2-2021
（電）48-8115
広報たが 2022年1月号
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③からだを動かして、元気にあそびましょう
（外遊びもしましょう）

年末・年始も、
できるだけ規則正しい生活

凧あげ、羽根突き、かるた、
コマ、などのお

リズムで、
メリハリをつけましょう。

正月遊び、縄跳び、鬼ごっこ、ダンス、
フラ

②バランスのよい食事を３食しっかりとりま

フープなどで体をぽかぽかに

しょう。野菜で免疫力アップ！

④できるだけ人ごみを避けましょう

冬野菜の特徴（白菜、ほうれん草、ブロッコ

⑤手洗い・うがい・できるお子さんはマスク

リー、大根など）

先月号の答え

ヨコのカギ

②

｜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
①自分勝手な考え
②平和の象徴です
③お風呂がある場所
④人によって態度を変えない、○○
○○○がない人
⑤不安な気配、あ○○○が垂れ込
める
⑥そのたび、毎回
⑦師にしたがって教えを受ける人

タテのカギ

※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。

冬は、
からだの冷えから免疫力が低下した

※集落名の後にある○印の数字は、
お申し込
みいただいた収集回数を表しています。
①は1カ月に1回、②は2カ月に1回、③は
3カ月に1回でのお申し込みを表し、
「萱
原①」
とある場合は1カ月に1回で申し込
みいただいたお宅を収集させていただき
ます。
なお、収集予定のない集落等について
は、
翌月以降の収集となります。
※1月に2回でお申し込みの場合は、原則1
回目を同集落の月1回と同じ日に、2回目
を1回目の15日後（2〜3日は前後しま
す）
に収集させていただきます。

不定期

◎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。

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

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

１３:１５～１３:３０ Ｒ３年９月生まれの乳児

科

※「—」の日時は、他町の集落の収集日と

不定期日での収集となります。

２月 ７日（月）

外

健

日（曜日）

診

形

月

令和4年2月 多賀町し尿収集カレンダー

をつけましょう

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。

①一年の一番目の月
②新年にはじめて社寺へお参りに
行くこと
⑧サケ、マスの卵を塩漬けにした食
べ物
⑨３回ほど寒い日が続き、その後あ
たたかい日が４日ほど続き、それ
を繰り返す現象。三寒○○○
⑩英訳すると、
ａｎｇｅ
ｌ

②

④

⑤

ラ ク
リ
タ ス
ウ マ
エ ス
⑨

③

⑧

⑥

チ
マ
タ

⑩

ト

「たがトコ」でした
11月号の応募総数は52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。

⑦

ヒント：今年は？

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

コ ウ
ツ エ
サ
シ マ
ガ

①

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27日（木）です。

ひとのうごき

放射線量

令和3年11月末現在。
（ ）
内は前月比

※役場前にて、
3回測定平均値

人口………… 7,532人（＋8）
男性………… 3,658人（＋4）
女性………… 3,874人（＋4）
世帯数…… 2,907世帯（＋4）

出生者数……………… 6人
死亡者数…………… 10人
転入者数…………… 22人
転出者数…………… 10人

12月1日
0.04μsv/h
12月14日
0.04μsv/h
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マ チ を 好きに なるア プリ

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

多賀町公式 Instagram
♡いいね！

フォロー

広報たが
1 月号

＼ 広 報 が ア プ リ で 読 め る／

お待ちしております!!
instagram
taga_town_official
お問い合わせ
多賀町役場企画課
㈲2-2018（電）48-8122

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

健康レシピ

れんこんの
すり流し汁

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

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。

1

昭和53年11月10日制定

多賀町の鳥・木・花

年末年始の食べ過ぎ飲み過ぎで弱った胃腸をいたわる、
体にやさしい汁物です。
ウグイス

材料（4人分）
れんこん……………………… 200ｇ

だし汁…………………………500ml

絹ごし豆腐…………………… 150ｇ

塩

ねぎ … ………………………… 10ｇ

しょうゆ… ………………… 小さじ2

… ………………… ひとつまみ

生姜 … ………………………… 1片

❶ねぎは小口切りにし、生姜はすり

したら一口大に切った豆腐を加えて

おろす。

煮、塩としょうゆで味付けをする。

❷れんこんは皮をむいてすりおろ

❸椀に盛り、
ねぎと生姜をのせる。

し、だし汁に加えて火にかける。沸騰
調理時間

約15分

エネルギー……62kcal／塩分……0.9ｇ
（1人分あたり）
管理栄養士 柴っちの

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 ■ 胡 宮 神 社で開 催された
YOBISHIプロジェクトさんによる「縄ぬ
いワークショップ」のようすです。縄ぬい
の先生たちに教わりながら、参加した皆
さんは真剣にしめ縄やリース作りに取り
組んでおられました。若い参加者も多く、
普段できない体験に皆さんとても興味
深そうでした。
編集後記■新年明けましておめでとうご
ざいます。本年も「広報たが」をよろしく
お願いします。2022年こそは平穏な一
年が過ごせるよう、心から願っておりま
こ
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

柴田管理栄養士

スマートフォンの方へ

（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）

ワンポイント
アドバイス

ワンポイント
★れんこんにはムチン、
ビタミンC、
食物繊維などの栄養成
分が多く含まれます。ムチンは胃の粘膜を保護して胃腸
をいたわり、
消化を助ける働きがあります。
ビタミンCは
免疫力を上げ、
風邪予防になります。
★すりおろしたれんこんでとろみがつき、冷めにくく体が
温まります。
卵でとじたり、
焼き餅を入れたりしてもよい
でしょう。

ササユリ

「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。

作り方

スギ

