
（社）成年後見センター・リーガルサポート

茨城支部では，成年後見制度を利用して高齢者，

障害者などの権利を護る活動の一環として，市

民講座を開催します。

○日 時 11月1日（日）9:30～11:30

○場 所 茨城県県南生涯学習センター中講

座室（土浦市大和町9-1 ウララビ

ル）

○対 象 者 遺言や成年後見制度に関心のある方

○内 容 ・講義「遺言について」，「成年

後見について」

・朗読「海辺の町を走るバス」

○募集人員 80人（先着順）

○参 加 費 無料

○申込方法 10月28日（水）までに電話又は

FAXでお申し込みください。

（社）成年後見センター・リーガル

サポート茨城支部（水戸市五軒町1-3-16

茨城司法書士会館内） ☎029-302-3166

029-302-3177

児童手当（6～9月分）を10月13日（火）に指

定の金融機関に振り込みます。

○支給月額 ・3歳未満 一律10,000円

・3歳以上 第1子・第2子5,000円

第3子以降10,000円

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

総務省では，経済的な理由などで地上デジタ

ル放送を見られない世帯に対して，簡易なチュー

ナーを無償給付する支援を行います。

○支援要件 NHKと受信契約を結び，全額免除

の適用を受けること。

○支援内容 現物給付（ご自身で購入したチュー

ナー，アンテナなどの費用の精算

はできません。）

○申込期限 12月28日（月）（平成21年度分）

総務省地デジチューナー支援実施

センター ☎0570-033840

1― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―

大子町役場 代表 72-1111

保健センター(健康増進課) 72-6611

環境センター(環境施設課) 72-3042

衛生センター(環境施設課) 72-3076

学校教育課 79-0170

中央公民館(生涯学習課) 72-1148

リフレッシュセンター(生涯学習課)72-1149

プチ・ソフィア 72-6123

学校給食センター 72-0649

水道課 72-2221

消防本部 72-0119

斎場 72-4000

高齢者センター（社会福祉協議会）72-2005
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市民講座「聞いて納得！遺言と成年後見」
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ナー給付のご案内
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県では，聴覚障害者の社会参加支援を担う手

話通訳者の新規登録を行うため，認定試験を行

います。

○試 験 日

・一次試験 12月5日（土）筆記，実技

・二次試験 平成22年3月27日（土）面接

○受 験 料 5,000円

○申込期限 10月16日（金）

○そ の 他 受験資格や申込方法は，試験の手

引をご覧ください。申込書と試験

の手引は，町福祉課にあります。

茨城県立聴覚障害者福祉センター

やすらぎ（〒310-0844水戸市住吉町349-1）

☎029-248-0029

県では，茨城県屋外広告物条例に基づき，屋

外広告物講習会を開催します。

県内で屋外広告業を営む方は，同条例により

その営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者な

どを1人以上設置することが義務付けられてい

ます。これから屋外広告業を始めようとしてい

る方は，必ずこの講習会を受講してください。

○日 時 11月10日（火）9:00～16:30

（受付8:00～）

○場 所 茨城県庁行政棟9階講堂（水戸市

笠原町978-6）

○受 講 料 3,300円（茨城県収入証紙）

○申込方法 10月23日（金）までに申込書と受

講票に写真1枚と受講料を添えて，

県内の各土木事務所（大子工務所

を含む。）又は各工事事務所に持

参してください。申込書と受講票

は，受付場所にあります。

茨城県土木部都市局都市計画課

☎029-301-4579，029-301-4583

建設課建設Ｇ ☎72-2611

製茶技術の改良と県産茶の品質の向上を図り，

茶業の振興を期するため，茶業振興共進会を開

催します。お気軽にご来場ください。

○日 時 11月8日（日）9:00～15:00

○場 所 奥久慈茶の里公園（表彰式は，佐

原ふれあいセンター(左貫3224-1)）

○内 容 表彰式，県産茶の消費宣伝，出品

茶の試飲・販売，受賞茶の展示

農林課農林Ｇ ☎72-1128

国では，太陽光発電導入量の飛躍的な拡大を

図るため，住宅用太陽光発電システムを設置し

ようとする方に補助金を支給します。

○対 象 者 お住まいの住宅にシステムを設置

する方で，電灯契約をしている方

○対象システム

・太陽電池モジュールの変換効率が一定の数

値を上回ること。

・一定の品質・性能が確保され，設置後のサ

ポートがメーカーなどによって確保されて

いること。

・最大出力が10㎾未満で，システム価格が

70万円（税抜）/kW以下であること。

○補助金額 太陽電池モジュールの公称最大

出力1㎾当たり7万円

○申請期限 平成22年1月29日（金）

茨城県地球温暖化防止活動推進セン

ター（社団法人茨城県公害防止協会）

（水戸市元吉田町1736-20）☎029-309-8086

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

茨城県登録手話通訳者認定試験のご案内

屋外広告物講習会のご案内
住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
のご案内

問申込
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第51回茨城県茶業振興共進会開催のお知
らせ

問
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3袋田の滝ライトアップ（11月1日（日）→28日（土）17:00～20:00）

特定健康診査等のお知らせ
昨年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」により40～74歳の方については，医療保険

者（健康保険証の発行機関）が特定健康診査を行っています。健診の受診方法は，次のとおり

です。

町の健診を受診する方で，未受診の方は，「受診券」を持参の上，次の日程で受診してくだ

さい。特定健康診査を受診する方は，「健康保険証」も持参してください。

○受診方法

○日 程

○そ の 他 料金など詳細については，お問い合わせください。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

腹部超音波検診と胃がん検診のお知らせ
検診を受診することは，病気の予防・早期発見・早期治療に役立ちます。この機会を利用し

て自分自身の健康管理に努めましょう。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

40～74歳の方

国民健康保険に加入 町から「特定健康診査受診券」を送付しますので，町が実
施する特定健康診査を受診してください。

国民健康保険以外の
健康保険に加入

特定健康診査の受診方法と「特定健康診査受診券」につい
ては，加入している医療保険者又は勤務先の担当者にお問
い合わせください。

75歳以上の方
昨年，町の健診を受診した方には，町から「受診券」を送
付しますので，町が実施する健診を受診してください。新
たに健診を受診したい方は，お申し込みください。

39歳以下の方 事前に申し込む必要があります。申込者に「受診券」を送
付しますので，町が実施する健診を受診してください。

期 日 受付時間 場 所

10月15日（木） 10:00～11:30，13:00～14:30 浅川集会所（浅川1248-2）

10月18日（日） 9:00～11:00，13:00～14:30 保健センター

10月19日（月） 10:00～11:30，13:30～15:00 保健センター

10月20日（火） 10:00～11:30，13:30～15:00 保健センター

10月26日（月） 10:00～11:30，13:30～15:00 保健センター

腹部超音波検診 胃がん検診

日 時 11月8日（日）受付7:00～10:00 12月5日（土）受付7:00～8:30

場 所 保健センター 保健センター

対 象 者

40～74歳の方。ただし，医療機関におい
て，肝臓，胆のう（胆道系を含む。），
すい臓，じん臓，ひ臓などに関する病気
の治療を受けている方又はそれらの病気
で経過観察・精密検査と結果が出ている
方を除きます。

40～74歳の方（今年度，受診していない
方のみ）

定 員 50人（先着順） 60人（先着順）

料 金 1,600円 1,700円

申込方法
10月21日（水）までに電話でお申し込み
ください。

11月18日（水）までに電話でお申し込み
ください。

問申込

問申込



皆さんの温かいご協力をお願いします。

○日時及び場所

○持参するもの 献血手帳又は献血カード

（お持ちの方）

○そ の 他 受付の際に，献血者の本人確認を

しますので，運転免許証，健康保

険証などの提示にご理解とご協力

をお願いします。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

高齢者などのインフルエンザ予防接種に対し

て，費用の一部を町が負担します。インフルエ

ンザにかからないように，予防接種をお勧めし

ます。

○期 間 平成22年1月31日（日）まで

（12月20日（日）ごろまでに接種

するのが望ましい。）

○対 象 者

・町内にお住まいで，接種日に65歳以上の方

・町内にお住まいの接種日に60歳以上65歳未

満の方で，心臓，じん臓若しくは呼吸器の

機能に障害のある方又はヒト免疫不全ウイ

ルスにより日常生活が困難な方

○接種回数 1人1回

○自己負担 1,000円

○医療機関 久保田病院，慈泉堂病院，保内郷

ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ，岩佐医院，吉成医院

○接種方法 医療機関で予診票を受け取り，接

種してください。町外の医療機関

（茨城県内）で接種を希望する方

は，予防接種券の交付を申請して

ください。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

無料で本・雑誌の貸出を行っています。お気

軽にご利用ください。

○休 館 日 毎週月・木曜日

○貸出期間 1人5冊まで2週間利用できます。

○新しく入った本

「くらしの会」様からご寄贈いただきました。

・「謎の1セント硬貨」向井万起男著

・「宇宙に秘められた謎」ルーシー・ホーキ

ング著

・「パイレーツ・オブ・カリビアン ワール

ド・エンド」T･Tサザーランド著

・「ひこうせん」ロクシー・マンロ著

・「れっしゃのたび ペンギンきょうだい」

工藤ノリ子著

・「花のかみかざり」いもとようこ著

など11冊

○そ の 他 10月のおはなし会は，10月24日

（土）11:00から行います。

プチ・ソフィア ☎72-6123

茨城租税債権管理機構では，一般の方も参加

できる入札により不動産を公売します。

○日 時 11月10日（火）13:20～14:00

（受付12:50～）

○場 所 水戸合同庁舎2階大会議室

（水戸市柵町1-3-1）

○公売物件①

・見積価額800,000円（公売保証金80,000円）

・所在 久慈郡大子町大字大生瀬字立神

・地番 5537番 ・地目 田 ・地積 2248㎡

○公売物件②

・見積価額200,000円（公売保証金20,000円）

・所在 久慈郡大子町大字小生瀬字向山

・地番 1613番12 ・地目 山林

・地積 6469㎡

茨城租税債権管理機構（水戸市柵町

1-3-1 水戸合同庁舎5階） ☎029-225-1221

http://www.ibaraki-sozei.jp/

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

10月16日は「ふれ愛献血デー」

期 日 時 間 場 所

10月16日（金）
10:00～12:00

(株)植木工業所
（芦野倉239-1）

13:30～16:00
(株)三重工業
（上金沢1690-3）

高齢者等のインフルエンザ予防接種のお
知らせ

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

不動産公売のご案内

問

問

問申込

HP問申請



町と契約した業者（証明書携帯）が，水道メー

ターの取替え工事（無料）のため対象区域の住

宅に立ち入りますので，水道メーターボックス

内の清掃をお願いします。

○期 間 11月2日（月）～13日（金）

○対象区域 小生瀬（寺地・前柏原・京塚の一

部を除く。），高柴（岡ノ内のみ），

外大野（上大倉の一部），下野宮

（下野内・戸野内・生手内の一部）

水道課業務Ｇ ☎72-2221

相続，遺言，近隣トラブルなどについて，人

権擁護委員と法務局職員が相談に応じます。秘

密は厳守しますので，お気軽にご相談ください。

○日 時 10月30日（金）10:00～15:00

○場 所 高齢者センター

○相談内容

土地の売買，相続，遺言などに関する問題，

土地の境界などに関する問題，地代や家賃の

紛争，婚姻，離婚，親権など戸籍に関する問

題，成年後見制度について，子ども（いじめ，

体罰など）・女性（ＤＶ，セクハラなど）・

高齢者・障害者に対する人権問題，夫婦・家

庭内の問題，近隣トラブルなど

○料 金 無料

総務課総務Ｇ ☎72-1113

障害者（児）の補聴器の購入，修理などにつ

いて，お気軽にご相談ください。

○日 時 11月13日（金）10:00～11:30

○場 所 役場第1分室会議室

○申込方法 事前に電話でお申し込みください。

○持参するもの 身体障害者手帳，印鑑

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

18歳以上の知的障害者の方を対象に，茨城県

福祉相談センターの出張相談・判定を行います。

○日 時 11月11日（水）10:00～15:00

（受付14:00まで。医師の診察は，

午前中のみとなります。）

○場 所 保健センター

○相談内容 ・療育手帳の申請・判定

・福祉施設の利用

・生活，経済給付（年金・手当），

職業など

○相 談 員 茨城県福祉相談センター職員，医師

○定 員 8人（先着順）

○料 金 無料

○申込方法 10月23日（金）までに窓口又は電

話でお申し込みください。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

茨城県保険医協会では，普段聞けないような

歯の悩みや質問に歯科医師がお答えする電話相

談を行います。匿名で結構ですので，お気軽に

お電話ください。

○日 時 11月8日（日）13:00～16:00

○電話番号 ☎029-823-7930，029-835-0737

○相談内容 入れ歯，お子さんの歯，歯周病や

口臭の悩みなど

○料 金 無料

茨城県保険医協会（土浦市文京町1-50 富士

火災ビル3F） ☎029-823-7930

ストレスの多い現代，不安が強い，気がふさ

ぐ，何をしても楽しめないなどこころの調子を

崩すことは誰にでもあります。体の調子が悪い

ときと同じように早めの対処が必要です。

不調が長引くときは，早めに相談しましょう。

本人が来所できない場合は，家族の方などでも

結構です。相談内容は，一切漏らしません。

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日

5お知らせ版に有料広告を掲載してみませんか。月額1枠8,000円。詳しくは総務課まで

特設無料人権法務相談所開設のお知らせ

知的障害者巡回相談のお知らせ

問申込

相 談

第3回補聴器巡回相談のお知らせ

歯の何でも電話相談のお知らせ

「こころの相談」のお知らせ

問

問申込

問

水道メーター交換のお知らせ

問



○日 時 10月28日（水）13:00～16:00

○場 所 保健センター

○相 談 員 精神保健福祉士 吉田 麻里香 氏

○料 金 無料

○申込方法 10月22日（木）までに電話でお申

し込みください。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

健診後，健診結果の見方や生活上の注意など

の相談に無料で応じます。お気軽にご利用くだ

さい。相談者には，健診結果ガイド（パンフレッ

ト）を差し上げます。

○日 時 毎週火曜日13:30～15:00

○場 所 保健センター

○持参するもの 健診の結果表

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

陸上自衛隊高等工科学校生徒は，3年間，防

衛基礎学などの教育を受けながら，一般の高校

生と同等の教育を受け，高等学校の卒業資格を

取得できます。

○受験資格 中学校卒業（見込みを含む。）の

17歳未満の男子

○試 験 日 第1次 平成22年1月23日（土）

第2次 平成22年2月6日（土）

○身 分 特別職国家公務員（生徒）（卒業

後，3等陸曹に任官）

○手 当 ・生徒手当 月額94,900円

・期末手当 年2回（6月・12月）

○申込期間 11月1日（日）～平成22年1月8日

（金）

自衛隊茨城地方協力本部日立出張所

（日立市平和町1-13-7） ☎0294-21-1524

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

袋田の滝新観瀑台オープン1周年を記念して，

フォトコンテストを開催します。

○応募作品 テーマ「大子町の風景」

・町内で撮影した写真に限ります。

・未発表で，3年以内に写したもの

とします。

○応募資格 プロ，アマを問いません。

○応募規格 四つ切り，四つ切りワイドのカラー，

白黒プリント

○応募点数 1人3点まで

○賞

・最優秀賞1点（賞状，旅行券3万円，副賞）

・優秀賞3点（賞状，旅行券2万円，副賞）

・読売新聞社賞3点（賞状，旅行券1万円，副賞）

・入選26点（賞状，特産品詰め合わせ）

○応募方法 11月30日（月）までに町ホームペー

ジから応募用紙をダウンロードし，

持参又は郵送でご応募ください。

http://www.itwill.jp/cms/daigo/upsys/

data/news/doc/1251087499_0.pdf

企画観光課観光商工Ｇ ☎72-1138

環境省では，水環境保全活動の推進を目的と

して，「こどもホタレンジャー」の活動レポー

トを募集しています。募集活動の対象は，「子

どもたちが中心となって，ホタルに関連して取

り組む，水環境の保全に関連する活動」です。

○申込期限 平成22年1月20日(水)

○申込方法 ホタレンジャーホームページをご

覧ください。

http://mizumidori.jp/hotaru/

（財）水と緑の惑星保全機構「こど

もホタレンジャー事務局」（〒105-0003東京

都港区西新橋2-16-2 3F）

☎03-3433-4454

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日
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募 集

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

健康相談のお知らせ

袋田の滝新観瀑台オープン1周年記念フォ
トコンテスト作品募集

こどもホタレンジャー活動参加団体募集
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いばらき出会いサポートセンターとは，結婚

を希望する独身男女に相談とふれあいの機会を

提供するために，茨城県と茨城県労働者福祉協

議会が平成18年10月に共同で設立した組織です。

町民の方が入会された場合に，入会金（

10,000円）を助成しますので，ご活用ください。

○センターの実績 会員数2,677人 結婚組数

317組（H21.6.30現在）

○ふれあいパーティー日程（11～12月）

※会員以外の方でも参加できます。

○入会方法やふれあいパーティーなど

いばらき出会いサポートセンター ☎029

-224-8888 http://www.ibccnet.com/

○助成金

企画観光課企画地域振興Ｇ☎72-1131

県，いばらきエコドライブ推進協議会では，

県民にエコドライブの実践について関心を持っ

ていただき，その取組を継続していただくため，

エコドライブ宣言者を募集します。詳しくは，

県ホームページをご覧ください。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

seikan/kantai/taiki/ecodrive/

senngennbosyu.htm（茨城県環境対策課）

茨城県地球温暖化防止活動推進セン

ター（〒310-0836水戸市元吉田町1736-20）

☎029-248-7431 029-240-1270

お子さんの大子幼稚園への入園を平成22年4

月から希望される方の申込みを受け付けます。

○入園資格

いずれも町内にお住まいのお子さんに限ります。

・1年保育 平成16年4月2日～平成17年4月

1日に生まれたお子さん

・2年保育 平成17年4月2日～平成18年4月

1日に生まれたお子さん

○定 員 1年保育 38人 2年保育 70人

○申込期間 11月2日（月）～13日（金）

（土・日曜日，祝日を除く。）

各日8:30～17:30

○申込方法 入園願書を提出してください。入

園願書は，大子幼稚園と学校教育

課にあります。

学校教育課学校教育Ｇ ☎79-0170

幼稚園の生活を体験し，入園児との交流をす

る体験保育を行います。将来幼稚園にお子さん

を入園させたい方は，ぜひ遊びに来てください。

○日 時 10月28日（水）9:30～11:00

（受付9:15～）

○場 所 大子幼稚園

○対象児童 2～4歳のお子さん

○内 容 保護者同伴での保育参観や遊び体験

保護者からの相談受付

○申込方法 10月21日（水）までに窓口又は電

話でお申し込みください。

大子幼稚園 ☎72-0627

大子町バドミントン連盟では，バドミントン

大会を開催します。ぜひご参加ください。

○日 時 11月29日（日）8:30競技開始

（受付8:00～）

○場 所 リフレッシュセンター

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日
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いばらき出会いサポートセンター会員募集 平成22年度大子幼稚園入園のご案内

幼稚園体験保育参加者募集

第57回町民バドミントン大会参加者募集

問申込

問申込

日 時 場 所 募集年齢等

11月 7日（土）桜川 40歳以下

11月13日（金）牛久
男性45歳以下，
女性フリー

11月14日（土）那珂 50歳以下

11月15日（日）行方 未定

11月28日（土）つくば 40歳以下

11月29日（日）水戸 45歳以下

12月 5日（土）水戸 40歳以下

12月13日（日）ひたちなか 50歳以上

12月23日（水）水戸 40歳以下

12月28日（月）未定 フリー

問

問申請

HP

いばらきエコドライブ宣言者募集

HP
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○種 目

・Ａクラス ダブルスの部（男子・女子・混合）

・Ｂクラス ダブルスの部（男子・女子・混合）

・初級者クラス ダブルスの部

○参 加 費 一般1,000円（保険料込み）

○申込方法 11月25日（水）までに電話でお申

し込みください。

生涯学習課生涯学習Ｇ ☎72-1149

奥久慈大子まつり実行委員会では，恒例の奥

久慈大子まつりを開催します。ぜひご家族でお

越しください。なお，お越しの際は，会場駐車

場の混雑が予想されますので，無料送迎バスを

ご利用ください。

○日 時 10月25日（日）9:00～15:30

小雨決行

○場 所 大子広域公園フォレスパ大子前駐車場

○主な催し物

【ステージ】

・オープニングセレモニー

・鈴木たかおとクリスタルハーモニーオーケ

ストラ

・「侍戦隊シンケンジャー」ショー

・フラダンス

・模擬上棟式

・大道芸 ・中国雑技ショー

・YOSAKOI秋の舞

・お楽しみ抽選会

【ステージ以外】

・37団体による物産展

・アクアワールド移動水族館「タッチングプー

ル」「釣り体験」

・フワフワトランポリン

○そ の 他 役場から常陸大子駅を経由し，会

場までの「無料送迎バス」を15分

間隔で運行します。

奥久慈大子まつり実行委員会（企画観光課

内） ☎72-1138 当日☎090-2215-4049

広報だいご お知らせ版 平成21年10月5日
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特定町営住宅及び町営住宅入居者募集

建設課建設Ｇ ☎72-2611問申込

― 次回の発行は，11月5日（木）です。―

第18回奥久慈大子まつり開催のお知らせ

住 宅 名 アメニティ本町（大子999-7） 椢立目（浅川2650）

募集戸数 1戸 1戸

構 造
2DK（6・6DK），鉄筋コン5階，システム
バス，水洗トイレ，駐車場1台，H16年築

2DK（6・4.5DK），木造連棟平屋，くみ取
トイレ，S42年築

入居資格

・所得月額が，158,001円～487,000円以
下（高齢者，身体障害者については，
214,001円～487,000円以下）の方で，
同居（しようと）する家族がいる方

・町税等（水道料金を含む。）を滞納し
ていない方

・暴力団員でない方

・現に住宅に困っている方
・所得月額が，158,000円以下（高齢者，
身体障害者については，214,000円以下）
の方

・町税等（水道料金を含む。）を滞納し
ていない方

・暴力団員でない方

家賃月額
49,000円（入居家族の18歳未満の扶養す
る児童数により家賃が減額されます。）

（入居家族の18歳未満の扶養する児童数によ
り家賃が減額されます。）

共 益 費 月額3,000円 なし

敷 金 本来家賃の3か月分 家賃の3か月分

申込期限 10月22日（木）

申込方法 申込書に必要書類を添えて，お申し込みください。申込書は，建設課にあります。

決定方法
入居資格審査後，抽選等により入居予定
者を決定します。

入居資格審査後，選考委員会による選考
又は抽選により入居予定者を決定します。

所得月額 家賃月額

～104,000円 2,800円

104,001円～158,000円 3,000円

イベント

問申込

問
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