
定額給付金の申請期限（9月30日（水））が

迫っています。申請は，お早めにお願いします。

申請書が届いていない方又は申請書を紛失して

しまった方は，総務課に連絡してください。

なお，申請期限を過ぎると，給付金を受け取

ることができませんのでご注意ください。

総務課総務Ｇ ☎72-1114

県では，新たな総合計画を策定するに当たり，

県民の皆さんのご意見やご要望などを把握する

ために，9月17日（木）から5千人を対象に県民

選考度調査を実施します。

調査対象者となり，お手元に調査票が届きま

したら，お手数でもアンケートにお答えいただ

き，9月30日（水）までに返送くださるようお

願いします。

茨城県企画課政策・総合計画Ｇ

☎029-301-2523

イノシシ等による農作物被害を防止するため，

銃器等による駆除を実施しますので，山林に立

ち入る場合には，十分に気を付けてください。

○実施期間 9月27日（日）まで

○実施区域 町内一円（保護区，休猟区を含む。）

○従 事 者 大子町有害鳥獣駆除隊

○捕獲方法 わな及び銃器による捕獲

農林課農林Ｇ ☎72-1128

奥久慈茶の品質向上を図るため，遮光被覆材

を購入し，設置する農家に対し予算の範囲内で

補助金を交付します。

○対象農地 町内の耕作農地

○補 助 率 購入費の1／2以内（上限7万円）

農林課農林Ｇ ☎72-1128

県，（社）茨城県聴覚障害者協会では，要約

筆記者の養成講座を開催します。要約筆記とは，

耳の聞こえない・聞こえにくい方に対し，その

場の話を要約して文字で伝える方法です。

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

定額給付金の申請について

問

広報 だいご
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お知らせ

問申請

県民選考度調査のお知らせ

茶遮光被覆材購入費補助金のご案内

有害鳥獣駆除実施のお知らせ

問申請

問

要約筆記者養成講座(前期)開催のお知らせ

電 話 番 号

主 な 町 施 設



○期 間 10月17日（土）～平成22年2月27

日（土）（前期15回）

○場 所 茨城県聴覚障害者福祉センターや

すらぎ

○受講要件

・前期，後期（平成22年度開講）とも通える方

・パソコンコースは，タッチタイピングを習

得している方で，OSがウインドウズのノー

トパソコンを持ち込み可能な方

○募集人員 ・手書きコース20人

・パソコンコース20人

※2コース同時受講可

○受 講 料 前期8,000円，テキスト代

○申込期限 9月30日（水）まで

○申込方法 往復はがきで，氏名，住所，電話

番号，受講コースを記入し，お申

し込みください。

茨城県聴覚障害者福祉センターやす

らぎ要約筆記係（〒310-0844水戸市住吉町

349-1） ☎029-248-0871（休館日:月曜日午

後，火曜日，祝日）

昨年度から予防接種の法律が変わり，接種の

対象者が追加されました。対象で未接種のお子

さんの保護者は，次の医療機関で接種を受けさ

せてください。

なお，予診票が届いていない方又は予診票を

紛失してしまった方は，健康増進課に連絡して

ください。

○対象児童

・第2期 平成15年4月2日～平成16年4月1日

生まれの方

・第4期 平成3年4月2日～平成4年4月1日生

まれの方

○費 用 無料（平成22年3月末までに済ま

せた場合）

○医療機関 保内郷メディカルクリニック，久

保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院，

吉成医院

○受診方法 医療機関に予約の上，個別に接種

してください。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

町では，地元で活躍が期待される看護師，保

健師等を養成するため，茨城キリスト教大学看

護学部の設置に補助金を出し，地域特定推薦枠

（1人）を得ています。

地域特定推薦入学試験を受験しようとする方

は，健康増進課に申請してください。

○受験資格（次のいずれにも該当する方）

・高等学校又は中等教育学校を平成22年3月

に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学

を第一志望とし，合格した場合は必ず入学

する方

・町内に居住する方又は保護者が町内に住所

を有する方

・全体の評定平均値が4.0以上の方

・看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の

保健，医療，福祉の向上に貢献しようとす

る方

○申請期間 10月5日（月）～23日（金）

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

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

証等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

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問申込

問

麻しん風しん（MR混合）予防接種の未接
種の方へ

問

茨城キリスト教大学看護学部入学試験に
係る町推薦のご案内

問申請

9月28日は「ふれ愛献血デー」

期 日 時 間 場 所

9月28日（月）
10:00～11:00 消防本部

12:30～16:00
ストアー河内屋池
田店（池田1293-2）



食育を応援する関係者が集まり，身近なスー

パーで楽しい食育イベントを行います。ぜひお

立ち寄りください。

○日 時 10月4日（日）10:00～16:30

○場 所 ストアー河内屋池田店（池田1293

-2）

○内 容 ・食育を知ろうコーナー

・食育体験コーナー

・メタボリックシンドローム予防

コーナーなど

※すべてのコーナーに参加した方先着100人

にプレゼントがあります。

茨城県常陸大宮保健所健康増進課（常陸大

宮市姥賀町2978-1） ☎0295-52-1157

10月1日（木）から町内にお住まいの方は，

町民課内に開設されるパスポート窓口でパスポー

トの申請・受領ができるようになります。

また，同日以降は，県内の各パスポートセン

ターや出張所のご利用ができなくなりますので

ご注意ください。

○申請・受領できる方

・町内に住所を有する方

・町内に居所がある方（学生・単身赴任等）

○受付時間 申請・受領 月～金曜日8:30～

17:00（正午～13:00を除く。）

※県パスポートセンターへの搬送のため，受

付終了時間が閉庁時間より30分早くなって

います。

○交付予定日 申請の日から8日目以降

※土・日曜日，祝日，年末年始

は，日数に含めません。

○そ の 他 申請に必要な書類の中で「写真」

は，特に厳しく審査されます。適

正な規格については，事前に町民

課にお問い合わせください。

町民課町民Ｇ ☎72-1112

茨城県地球温暖化防止活動推進員（大子エコ

サポーターズ）では，身近なところから温暖化

防止・エコライフを考える機会として，エコフォー

ラムを開催します。

○日 時 9月27日（日）13:00～15:00

○場 所 奥久慈憩いの森

○内 容

・オリジナル環境劇｢白雪姫のりんご｣（ワン

ネス・エコ・ひたちなか）

・指あみアクリルたわし作り（環境劇終了後）

○参 加 費 無料

○申込方法 9月18日（金）までに電話でお申

し込みください。

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

就学時における健康診断を次のとおり行いま

す。該当するお子さんの保護者は，健康診断を

受けさせてください。

また，該当する保護者ではがきが届かない方

は，学校教育課に連絡してください。

○日時

○場 所 中央公民館

○対象児童 平成15年4月2日～平成16年4月1日

生まれのお子さん

○そ の 他 都合により指定された日に受けら

れないときは，別の日に受けるこ

ともできますので，事前に学校教

育課に連絡してください。

学校教育課学校教育Ｇ ☎79-0170

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

3硫黄島慰霊巡拝(平成22年3月上旬予定）。10月1日（木）締切。詳しくは福祉課まで

問申込

パスポート窓口開設のお知らせ

第2回「エコライフin大子2009（考えよ
う地球のこと）」開催のお知らせ

問申請

常陸大宮保健所管内食育推進キャンペー
ン開催のお知らせ

問

平成22年度就学児の健康診断のお知らせ

期 日 学 校 名 時 間

10月15日（木）

依上小学校
袋田小学校
黒沢小学校
さはら小学校
上小川小学校
生瀬小学校

13:00～

10月22日（木）
だいご小学校
下野宮小学校

問



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

・「ＩＱ84 ①②」村上春樹著

・「運命の人 1～4」山崎豊子著

・「江戸川乱歩全集 全14巻」江戸川乱歩著

・「大きな字で読みやすい 池波正太郎短編

ベストコレクション 全6巻」池波正太郎著

・「ぼくの庭にきた虫たち 全5巻」佐藤信治

著

・「落語絵本“じゅげむ”他 全10巻」川端

誠著

○そ の 他 9月のおはなし会は，9月26日（土）

11:00から行います。

プチ・ソフィア ☎72-6123

県では，児童扶養手当を受給している方の就

労を支援するため，母子自立支援プログラム策

定事業を実施しています。この事業では，母子

自立支援プログラム策定員などがその方の相談

に応じ，個別の状況に合わせた自立支援プログ

ラムを策定し，必要に応じてハローワークと連

携をとりながら就労をサポートします。

また，その方が安心して生活できるように，

貸付金や給付金などの事業も行っております。

県北県民センター地域福祉室（常陸太田市

山下町4119 常陸太田合同庁舎内）

☎0294-80-3321

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

9月6日（日）～12日（土）は，「救急医療週

間」です。

救急車は，急病やけがなどで緊急に病院搬送

しなければならない傷病者のためのものです。

緊急でないのに救急車を要請すると，本当に救

急車を必要とする事故が発生した場合に，出場

できなかったり，到着が遅れたりして救える命

が救えなくなるおそれがあります。

救急業務を正しく理解して，救急車を適正に

利用しましょう。

消防本部警防課警防係 ☎72-0119

○講習区分及び期日

○場 所 茨城県建設技術研修センター（水

戸市青柳町4193）

○受講要件 甲種又は乙種の消防設備士免状所

持者で，免状の交付を受けた日か

ら2年以内の方又は講習を受けた

日から5年以内の方

○受 講 料 1区分7,000円（茨城県収入証紙）

○申請期限 9月11日（金）

○そ の 他 受講案内及び受講申請書は，消防

本部にあります。

（社）茨城県消防設備協会（水戸市

五軒町1-4-19 茨城県酒造会館内）

☎029-226-9611

登記，供託，戸籍・国籍，人権擁護など法務

局が取り扱う業務全般について，法務局職員及

び人権擁護委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4日（日）10:00～16:00

（受付15:30まで）

○場 所 おおみやコミュニティセンター

（常陸大宮市北町400-2）

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

消防設備士講習会のご案内

図書館「プチ・ソフィア」のご案内

講習区分 期 日

消火設備（1類・2類・
3類）

10月7日（水），11月12日
（木）

警報設備（4類・7類）
10月15日（木），11月18
日（水）

避難設備・消火器
（5類・6類）

10月22日（木），11月27
日（金）

9月9日は「救急の日」

問申請

問

母子自立支援プログラム策定事業のご案内

問

問

法務総合相談所開設のお知らせ

相 談



○相談内容

境界争い，相続・贈与・売買などの登記手

続，抵当権の抹消手続，地代家賃の供託手続，

戸籍の届出方法，成年後見制度，サラ金の取

立て問題，夫婦・親子など家庭内の問題，近

隣とのトラブル，セクハラ，子どものいじめ，

ＤＶ問題などに関すること。

○料 金 無料

水戸地方法務局常陸太田支局（常陸太田市

山下町1221-1） ☎0294-73-0221

10月は，「行政書士制度」の広報月間です。

茨城県行政書士会では，電話による相談会を

開催します。お気軽にご相談ください。

○日 時 10月5日（月），6日（火）

各日10:00～15:00

○電話番号 ☎029-305-3731（茨城県行政書士

会）

○相談内容 許可申請，会社設立，農地転用，

相続・遺言などに関すること。

○料 金 無料

○そ の 他 期間中は，県北，水戸等各支部主

催の面談による相談会が，別途開

催されます。上記電話番号にお問

い合せください。

茨城県行政書士会（水戸市笠原町978-25 開

発公社ビル5F）

茨城司法書士会，（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

の有効な利用を促進するため，成年後見等の相

談会を開催します。

○日 時 9月21日（月）10:00～15:00

（受付14:00まで）

○場 所

・常陸大宮会場 常陸大宮市総合保健福祉セ

ンター（かがやき）2F（常陸大宮市北町

388-2）☎0295-54-7121

・日立会場 日立市民会館230号室（日立市

若葉町1-5-8）☎0294-22-6481

・水戸会場 茨城司法書士会館（水戸市五軒

町1-3-16）☎029-302-3166又は029-225-

0111

○相談内容 遺言と成年後見に関すること。

○料 金 無料

○申込方法 前日までに電話でお申し込みくだ

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

茨城司法書士会（水戸市五軒町1-3-

16）☎029-225-0111

18歳未満の児童，保護者及び一般の方を対象

とした相談を行います。

○日 時 10月2日（金）10:30～14:30

○場 所 保健センター

○相談内容

・しつけ，ことば，適性，養育に関すること。

・精神や身体に関すること。

・非行や性格上に関すること。

・その他一般相談

○相 談 員 福祉相談センター児童福祉司ほか

○申込方法 事前に電話でお申し込みください。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

緊急雇用創出事業による臨時事務職員（アル

バイト）を募集します。

○雇用期間 10月1日（木）～3月31日（水）

○就業時間 平日8:30～17:30（土・日曜日，

祝日及び年末年始は休み）

○就業場所 企画観光課，財政課又は税務課

○職務内容 ・都市農村交流事業等の事務（企

画観光課）

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7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

茨城県行政書士会電話相談会のお知らせ

全国一斉成年後見相談会のお知らせ

問

児童巡回相談のお知らせ

問申込

問申込

問申込

問

臨時事務職員（アルバイト）募集

募 集



・町有財産の台帳整備（財政課）

・固定資産の台帳整備（税務課）

○賃 金 日給制（別途通勤手当支給）

・20歳未満 5,800円

・20歳以上25歳未満 6,000円

・25歳以上 6,200円

○募集要件（次のいずれにも該当する方）

・町内在住の18歳以上の方（高校生を除く。）

で失業者の方

・普通自動車免許を有する方

・パソコン（エクセル，ワード）のできる方

○募集人員 3人（各1人）

○申込期間 9月10日（木）～18日（金）（土・

日曜日を除く。）

○申込方法

履歴書（市販のもの）及び雇用保険受給資

格者証，廃業届，職務経歴書その他の失業者

であることを証明できるものを，企画観光課，

財政課又は税務課に本人が持参してください。

企画観光課企画地域振興Ｇ☎72-1131

財政課契約管財Ｇ ☎72-1119

税務課町税Ｇ ☎72-1116

町，いばらき出会いサポートセンター，マリッ

ジサポーター県北地域活動協議会，グリンヴィ

ラでは，結婚を希望する独身男女に出会いの機

会を提供するため，バーベキューパーティを開

催します。

○日 時 10月4日（日）10:00～15:00

○場 所 大子広域公園オートキャンプ場グ

リンヴィラ

○募集人員 男女各25人（申込多数の場合は，

抽選）

○募集年齢 制限なし

○参 加 費 男5,000円，女3,000円（町内在住

者は，1,000円割引）

○申込方法 9月15日（火）までに電話でお申

し込みください。

企画観光課企画地域振興Ｇ☎72-1131

漆芸（大子漆を使用した作品）と陶芸の展覧

会の見学会を開催します。興味のある方は，ぜ

ひご参加ください。

また，当日予定されている出品作家を迎えて

の講演会にも参加する予定です。

○期 日 10月10日（土）10:00役場集合

○場 所 茨城県つくば美術館（つくば市吾

妻2-8）

○募集人員 30人（先着順。町民に限る。）

○参 加 費 無料

○申込方法 9月30日（水）までに電話でお申

し込みください。

企画観光課観光商工Ｇ ☎72-1138

町立保育所において，保育所の生活を体験し，

入所児童との交流をする体験保育を実施します。

ぜひ遊びに来てください。

○日 時 10月6日（火）9:00～11:00

○場 所 ・池田保育所 ☎72-2295

・頃藤保育所 ☎74-0203

・小生瀬保育所 ☎76-0019

・西保育所 ☎72-8383

○対象児童 1～5歳のお子さん

○内 容 保護者と一緒に，年齢に合った遊

びをします。

○申込方法 9月25日（金）までに電話で各保

育所にお申し込みください。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

素敵な予感！フォレストバーベキューパー
ティ参加者募集

問申込

問申込

問申込

つくば美術館展覧会「笹井史恵×田嶋悦子～イン・
ザ・フラワー・ガーデン」見学会の参加者募集

問申込

保育所体験保育参加者募集

問

問申込

屋外広告物について
まちの中には，さまざまな情報を提供してく

れる「屋外広告物」がたくさんあります。これ

ら屋外広告物を表示するためには，原則として

町長の許可を受けることが必要です。まちの良

好な景観を作り出すために，屋外広告物の表示

を行うときは，許可を受けましょう。

建設課建設Ｇ ☎72-2611問



町営墓地の利用者を募集します。

○募集墓地 奉行平霊園（大子1470-5）

1区画9㎡

○募集区画 3区画（重複申込みの場合は抽選）

○使 用 料 1区画400,000円

○募集要件（次のいずれにも該当する方）

・町内に住所を有する方。ただし，町外居住

者にあっては，墓地に困っている方で特に

町長が必要と認めるもの

・町税等を滞納していない方

○申込期限 9月30日（水）

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

7広報だいごお知らせ版は，資源保護のため再生紙を使用しています。

ママのための食生活講座の参加者募集
楽しく料理をしながら食生活について学びましょう。当日は，保育をしますのでお子さん連

れでも結構です

○日時及び内容

○場 所 保健センター

○募集人員 20人（先着順） ○参 加 費 無料

○持参するもの エプロン，三角巾

○申込方法 10月5日（月）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

「楽しいエクササイズ」の参加者募集
毎日の生活の中に運動を取り入れ，肥満の予防・改善を図り，健康増進に役立てていただく

教室です。健康運動指導士による具体的な運動指導が受けられ，管理栄養士による栄養の話や

簡単な試食もありますので，日々の生活習慣を見直すことができます。

○日時及び内容（各日とも受付時間は，13:30～13:50になります。）

○場 所 保健センター

○対 象 者 74歳以下の方で，運動に不適切な疾患のない方

○募集人員 30人 ○参 加 費 無料

○申込方法 各日程とも1週間前までに電話でお申し込みください。12月8日の調理実習に参加

される方は，別途申込みが必要になります。

健康増進課健康増進Ｇ ☎72-6611

期 日 時 間 内 容

第1回 10月14日（水）
9:30～ 9:40
9:40～10:10
10:10～11:40

受付
講話「おやつのとり方について」
調理実習

第2回 11月17日（火）
9:30～ 9:40
9:40～10:10
10:10～13:00

受付
講話「郷土料理を知ろう」
調理実習・試食

期 日 食事について学ぼう（14:00～14:20） 楽しくからだを動かそう（14:20～15:30）

10月13日（火）食品表示について ストレッチ，チューブを使った体操など

10月27日（火）まとめのクイズ 〃

11月10日（火）食事を見直そう！ 〃

11月24日（火）バランスのよい食事って？ 〃

12月 1日（火）食べ方のポイント，BMIを知ろう！ 〃

12月 8日（火）
乳製品でカルシウムたっぷりメニュー
（調理実習）※午前中からになります。

〃

12月15日（火）塩分を控えよう！① 〃

問申込

問申込

問申込

町営墓地利用者募集



全国の学校が太陽光発電を設置し，地球の環

境・エネルギー教育の発信拠点となることを目

指して，ロゴマーク及びキャッチフレーズを募

集します。

○応募資格 どなたでも応募できます。どちら

か1つでも構いません。

○応募作品 A4判用紙1枚に1作品とします。

○応募期限 9月30日（水）必着

○応募方法 ホームページからダウンロードし

た応募用紙を作品に添付してお送

りください。

文部科学省施設助成課（〒100-8959

東京都千代田区霞が関3-2-2）

☎03-5253-4111

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/

detail/1282134.htm

今年は，水戸藩開藩400年に当たります。こ

の機会に，幕末の歴史を探訪し，郷土の歴史を

現地で学び，大子町を再発見してみませんか。

○日 時 10月17日（土）9:00～16:00

○集合場所 中央公民館

○講 座 名 「水戸藩開藩400年」の水戸地方

を訪ねて

○主な見学場所

茨城県立歴史館，借楽園（常磐神社），弘

道館，静神社（桜田門外の変の斎藤監物墓）

ほか

○募集人員 成年男女24人程度（先着順）

○参 加 費 500円（参観料，保険料等）

○申込期間 9月18日（金）～10月2日（金）

○申込方法 電話でお申し込みください。

生涯学習課生涯学習Ｇ ☎72-1148

広報だいご お知らせ版 平成21年9月7日

8

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，10月5日（月）です。―

ふるさと歴史講座現地巡り受講生募集「学校太陽光発電推進」ロゴマーク及び
キャッチフレーズの募集

問応募

問申込HP

住 宅 名 アメニティ本町（大子999-7） 北田気（北田気1077-2）

募集戸数 1戸 1戸

構 造 2DK，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

3DK，木造平屋，くみ取トイレ，S57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 9月24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 11,200円

104,001円～123,000円 13,600円
123,001円～139,000円 16,100円
139,001円～158,000円 18,600円
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