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お知らせ

主 な 町 の 施 設

茨城県職員等採用試験のご案内

大子町役場

代表 72-1111

保健センター(健康増進課)

72-6611

（上級（管理栄養士），中級，初級）を実施し

環境センター(環境施設課)

72-3042

ます。

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

県では，平成21年度茨城県職員等採用試験

○試験区分，職種，採用予定人員，受験資格等
茨城県人事委員会ホームページをご覧くだ
さい。
HP http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ii
nkai/jinji/
○第1次試験日

9月27日（日）

○申込期間

8月11日（火）～26日（水）

○申込方法

郵送，持参又はインターネットで
お申し込みください。

申込 問 茨城県人事委員会事務局（〒3108555水戸市笠原町978-6）

☎029-301-5549

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

統計グラフコンクール作品展開催のお知
らせ

男女共同参画チャレンジセミナー開催の
お知らせ

町，教育委員会，大子町統計調査員協議会，

心身ともに健康で働き続けるために必要な考

大子地区教育研究会では，町内の小・中学校の

え方について学びます。

児童・生徒から募集した統計グラフの作品を展

○日

時

9月10日（木）13:30～15:30

示します。

○場

所

女性プラザ男女共同参画支援室

○日

時

8月22日（土）・23日（日）
各日8:30～19:00

○場

所

リフレッシュセンター

問 企画観光課企画地域振興Ｇ

☎72-1131

（水戸市三の丸1-7-41 いばらき
就職支援センター内）
※お車の方は，県三の丸庁舎駐車場利用
○テ ー マ

「自分らしく

生き方上手

～心

身ともにすこやかに生きるちから
を磨く～」
○講

師

医療法人社団温心会 ヒヨドリ医
院 心理課長 渡辺 めぐみ 氏（臨
床心理士，スクールカウンセラー）

― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―
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広報だいご お知らせ版
○募集人員

30人（先着順）

○参 加 費 無料
申込 問 茨城県女性青少年課女性プラザ男女
共同参画支援室

平成21年8月5日

「8月15日」正午から1分間の黙とうを
8月15日（土）は，先の大戦において亡くな
られた戦没者を追悼し，平和を祈念する日です。

☎029-233-3982

当日は，日本武道館で全国戦没者追悼式が行

小作地所有状況の縦覧のお知らせ

われますので，正午から1分間の黙とうに全町

農地法第84条の規定により8月1日現在の小作
地の所有状況の縦覧を行います。

なお，黙とうの合図として，サイレンを鳴ら
す地区がありますので，火災と間違わないよう

○期

9月1日（火）～30日（水）

ご注意ください。

（土・日曜日，祝日を除く。）

問 福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

間

○時

間

各日9:00～16:30

○場

所

農林課

○そ の 他

代理人（同居の親族を除く。）に
よる縦覧は，委任状が必要です。

問 農林課農業委員会事務局 ☎72-1457

民が参加するようお願いします。

第九回特別弔慰金のご案内
同一の戦没者等に関し公務扶助料，遺族年金
等の支給を受けている方がいなくなったご遺族
に対し，弔慰の意を表すために特別弔慰金が支
給されます。

家畜商講習会のお知らせ

○対 象 者

家畜商取引に必要な知識を習得し，講習会修

平成17年4月1日～平成21年3月31日におい

了後，家畜商免許を受けることができます。

て，恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没

○講習期日

9月29日（火）・30日（水）

者遺族等援護法による遺族年金等の支給を受

（2日間）

けている方（戦没者等の妻や父母等）が亡く

○時

間

各日9:00～17:00

なるなどにより，平成21年4月1日において公

○場

所

茨城県畜産センター（石岡市根小

務扶助料等の受給権者がいなくなった場合に，

屋1234）

残されたご遺族のうちの代表者（三親等内親

9月4日（金）

族）。ただし，戦没者等と血縁関係の近い人

○申込期限

申込 問 農林課農林Ｇ ☎72-1128

が優先になります。
○支給内容

額面24万円の6年償還の記名国債

－ 未来へつなぐ この一票 －
衆議院議員総選挙
8月30日（日）は 最高裁判所裁判官国民審査 の投票日です。
茨城県知事選挙
投票日に用事で投票所に行けない方は，期日前投票ができます。
○期

間

・茨城県知事選挙

8月14日（金）～29日（土）

・衆議院議員総選挙

8月19日（水）～29日（土）

・最高裁判所裁判官国民審査 8月23日（日）～29日（土）
○時

間

各日8:30～20:00

○場
所 役場第1分室会議室
問 選挙管理委員会 ☎72-1140
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掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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○申請期限 平成24年4月2日
申請 問 福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

平成21年8月5日

を応援するため，情報誌「げんき」を発行しま
した。子育てに関する情報やアドバイス，町内
で行われている子育て中の親子を対象とした事

慰霊巡拝のお知らせ
厚生労働省が主催する慰霊巡拝が実施されま

業などを紹介しています。福祉課窓口で，どな
たにでも差し上げていますので，ご活用くださ
い。
問 福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

す。
○実施内容
予定地域
実施予定期間
申込期限
ビスマーク・ 11月21日（土）～
8月27日（木）
ソロモン諸島 28日（土）

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給
している方へ

マリアナ諸島

平成22年2月12日
10月26日（月）
（金）～19日（金）

児童扶養手当を受給している方は「現況届」

硫黄島

平成22年3月上旬
10月1日（木）
予定

得状況届」を，毎年8月11日～9月10日に，福祉

慰霊巡拝を行う地域における戦没

これは，引き続き手当を受けることができる

者のご遺族で，県内在住の健康状

かどうかを決める大切な届けです。この届けを

態が良好な方

提出しないと8月以降の手当が受けられなくな

○対 象 者

○今後の実施，募集等
厚生労働省ホームページをご覧ください。
HP http://www.mhlw.go.jp/
申請 問 福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

を，特別児童扶養手当を受給している方は「所
課に提出しなければなりません。

りますので，ご注意ください。また，所得制限
等により支給停止の状態になっている方も必ず
提出してください。
○提出期間

8月11日（火）～9月10日（木）

提出 問 福祉課社会福祉Ｇ

☎72-1117

障害者就職面接会（前期）開催のお知らせ
各公共職業安定所，茨城労働局，県との合同
による障害者就職面接会を開催します。
○日
○場

時
所

敬老祝品のお知らせ
77歳以上（昭和8年3月31日以前に出生）の方

9月18日（金）13:00～15:30

に敬老祝品をお届けします。

（受付12:30～）

○77～87歳，89～99歳の方

ホテルレイクビュー水戸（水戸市
宮町1-6-1）

○持参するもの

求職申込みの方は，障害者手
帳をお持ちください。

9月1日（火）～15日（火）に各区長がお届
けします。
○88歳，100歳及び101歳以上の方
9月11日（金）に町長又は職員がお届けし

申込 問 ハローワーク常陸大宮（常陸大宮市
野中町3083-1） ☎O295-52-3185

ます。
問 福祉課高齢介護Ｇ ☎72-1117

子育て応援情報誌「げんき」発行のお知
らせ

生活習慣病予防健診のご案内
39歳以下の方は，加入している健康保険にか

町では，「どこへ相談に行ったらよいのか」

かわらず，町の生活習慣病予防健診を受診する

「身近に友だちがいない」と言った，不安感や

ことができます。健康で長生きするためには，

孤立感を抱えながら子育てを頑張っている家庭

若いうちからの体調管理が大切です。健康維持

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。
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平成21年8月5日

のために，1年に1度，健診を受診しましょう。

○受 講 料

無料

○日程，料金，内容等

○申込方法

9月9日（水）までに電話でお申し
込みください。

健康増進課にお問い合わせください。
○申込方法 事前に電話でお申し込みください。

申込 問 茨城県地球温暖化防止活動推進セン

昨年受診された方でも申込みが必

ター（水戸市元吉田町1736-20）

要です。

☎029-248-7431

申込 問 健康増進課健康増進Ｇ（保健センター
内）

☎72-6611

9月は「動物愛護月間」
動物との正しい触れ合い方についての関心と

第3回エコドライブ（実体験）セミナー
開催のお知らせ

理解を深めていくことを目的として，9月は，

県，いばらきエコドライブ推進協議会では，

護週間」と定められています。期間中は，動物

職場や地域におけるエコドライブ推進リーダー

「動物愛護月間」，9月20日～26日を「動物愛
愛護に関連したイベントが開催されます。

を養成し，エコドライブの実践拡大を図るため， 【動物愛護絵画・ポスター及び標語コンクール
エコドライブセミナーを開催します。インスト

優秀作品展示会】

ラクター指導の下に，エコドライブの運転方法

○県庁11階アトリウム（水戸市笠原町978-6）

と燃費改善効果が実体験できます。

・期

間

8月10日（月）～14日（金）

○期

・時

間

各日8:30～17:30

日

9月19日（土），10月17日（土）,

○県立図書館エントランスホール（水戸市三の

11月21日（土）
○時

間

各日13:00～16:50

丸1-5-38）

○場

所

茨城県運転免許センター（茨城町

・期

間

（14日を除く。）

長岡3783-3）
○内

容

○参加人員

9月8日（火）～19日（土）

・実技（運転テクニックの習得）

・時

間

平日9:00～20:00

・座学（運転術と効果の確認）

休日9:00～17:00

36人

（ただし，19日は14:00まで）

パパ・ママ教室のお知らせ
新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれどもう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催しま
す。ママだけの参加やお子さんと一緒の参加も歓迎します。
○日時及び内容
回

期

日

時

間

内
容
・妊娠中と出産の経過
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技）
1回目 9月 9日（水） 18:00～19:30 ・ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」
※妊婦さんは，スラックス着用のこと。
・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション）
2回目 9月16日（水） 18:00～19:30 ・育児について
・ビデオ「お父さんへのメッセージ」
3回目 9月29日（火） 13:30～14:30 ・妊娠中の食生活
○場
所 保健センター
○参 加 費

無料

○申込期限

9月8日（火）までに電話でお申し込みください。

申込 問 健康増進課健康増進Ｇ（保健センター内） ☎72-6611
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【大好きいばらき動物愛護フェスティバル2009】
○日

時

9月19日（土）10:00～14:00

○場

所

県三の丸庁舎広場（旧県庁）

○内

容

平成21年8月5日

給水装置工事事業者の指定のお知らせ
大子町指定給水装置工事事業者に，次の事業

（水戸市三の丸1-5-38）

者を指定しました。

・愛犬のしつけ方や正しい飼い方

○福島県白河市関辺27-22

・犬猫なんでも相談会
・動物愛護絵画・ポスター及び標

有限会社橋本設備
代表取締役 橋本 国男

語コンクール入賞者の表彰式
問 生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193

O248-22-6957
問 水道課施設管理Ｇ ☎72-2221

犬の放し飼いについて

夏季消防訓練のサイレンにご注意

犬の放し飼いは，県条例で禁止されています。

夏季消防訓練が，8月30日（日）に関東商工

犬を放し飼いにすると，他人に恐怖心を与えた

（株）西金工場及びその周辺で行われます。当

り，咬みつき事故をおこしたり，迷子になった

日，7:00に西金・頃藤・袋田・生瀬地区でサイ

り，さらには交通事故にあったりと，さまざま

レンが鳴りますので，火災と間違わないように

な事件事故の原因になります。必ずつないで飼

ご注意ください。なお，西金地区は，9:00にも

いましょう。

サイレンが鳴ります。

問 生活環境課生活環境Ｇ

☎72-1193

問 消防本部警防課通信指令室

火災の予防について

水道メーター交換のお知らせ
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
内の清掃等をお願いします。
【前期】
○期

間

○対象区域

9月1日（火）～11日（金）
大生瀬全域，外大野（上大倉の一
部を除く。），内大野全域，高柴
（岡ノ内を除く。），小生瀬（寺
地・前柏原・京塚の一部）

【後期】
○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）
問 水道課業務Ｇ

☎72-2221

☎72-0119

町では，昨年より火災件数が増加しています。
火災の原因は，台所のコンロ，たばこ，たき火，
火遊びなど私たちの暮らしの中で身近にあるも
のばかりです。日常のちょっとした気の緩みか
ら火災になっていますので注意しましょう。
○火の用心のポイント
・寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
・コンロで火を使っているときは，その場を
離れない。
・家のまわりに燃えやすいものを置かない。
・風の強いときには，たき火をしない。
・子どもには，マッチやライターで遊ばせな
い。
・電気器具は正しく使い，たこ足配線をしな
い。
・花火は，大人といっしょに遊ぶ。
・住宅用火災警報器を設置する。
【平成21年度全国統一防火標語】
消えるまで

ゆっくり火の元

にらめっ子

問 消防本部消防課予防係 ☎72-0119

8月は「道路ふれあい月間」です。道路の役割をもう一度見直してみませんか。
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相

談

調停相談会のお知らせ

平成21年8月5日

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。
○日

時

8月24日（月）13:00～16:00

○場

所

保健センター

○相 談 員

精神保健福祉士 小林 誠 氏

離婚・相続等の家庭内や親族間のもめ事など法

○料

無料

律が絡んだ問題解決の相談会を行います。秘密

○申込方法

は厳守しますので，お気軽にご相談ください。
○日
時 8月28日（金）10:00～15:00

し込みください。
申込 問 健康増進課健康増進Ｇ（保健センター
内） ☎72-6611

土地や建物の権利争い，金銭貸借上の紛争，

○場

所

ふれあいセンターよこぼり（那珂

金

8月20日（木）までに電話でお申

市横堀1526-1）
○相 談 員

水戸調停協会所属調停委員（弁護
士，不動産鑑定士，建築士，司法
書士ほか）

○料

金

○申込方法

不登校・登校しぶりの相談
大子町教育支援センターでは，不登校や登校

無料

しぶりを始めとする子育ての悩みについて，電

事前の申込みは，不要です。

話相談と面接相談を受け付けています。秘密は

問 水戸調停協会（水戸市大町1-1-38 水戸地方・
水戸家庭裁判所内） ☎029-224-8270

厳守しますので，安心してご利用ください。
○受付時間

月～金曜日9:30～15:30
（祝日，8月13日・14日を除く。）

身体障害者相談員・知的障害者相談員に
ついて
茨城県知事から相談員業務委託を受けた身体
障害者相談員，知的障害者相談員が，障害者手

○対 象 者

小・中学生及びその保護者

○申込方法

面接相談は，事前に電話でお申し
込みください。

申込 問 大子町教育支援センター（西金250
旧西金小学校）

☎74-1126

帳，生活，補装具等について，ご相談を受け付
けています。

募

○身体障害者相談員
渡辺

修（上岡）

☎72-0546

藤田

賢司（袋田）

☎72-3434

三村久美子（下野宮）☎72-3931
○知的障害者相談員

夏休み裁判所親子見学会の参加者募集
水戸地方裁判所では，毎年夏休みを利用して
親子で参加する裁判所見学会を開催しています。

菊池

和保（下野宮）☎72-1837

今年は，5月からスタートした「裁判員制度」

平塚

德男（北田気）☎72-3497

について，勉強します。夏休みに普段できない

問 福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

「こころの相談」のお知らせ
ストレスの多い現代，不安が強い，気がふさ

体験をしてみませんか。
○期
日 8月7日（金），20日（木）
○時

間

・午前の部 10:00～正午
・午後の部 14:00～16:00

○場

所

水戸地方裁判所南館

ぐ，何をしても楽しめないなどこころの調子を

○対 象 者

小学4・5・6年生とその保護者

崩すことは誰にでもあります。体の調子が悪い

○内

裁判員制度サポーター任命証の授

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。
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掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

容

与，裁判所・裁判員制度の説明，
裁判所内の見学，質疑応答，ビデ

広報だいご お知らせ版

テルペア宿泊券3万円相当）

オの上映，記念撮影等
○募集人員

各回25組程度（先着順）

○申込方法

はがき又はFAXで，希望する日・

・優秀賞

2点程度

記念品（町特産

品及び町営温泉入浴券2枚）
・佳作

部（第2希望まで），親子の氏名

3点程度

記念品（町特産品

及び袋田の滝観瀑台チケッﾄ2枚）

（ふりがな），学年（児童のみ），
住所，電話番号を記入し，お申し

平成21年8月5日

○応募方法

はがき，FAX又は電子メールで，
愛称（ふりがな），愛称の簡単な

込みください。
申込 問 水戸地方裁判所事務局総務課庶務係

説明・理由，氏名（ふりがな），
住所，電話番号，年齢，性別，職

（〒310-0062水戸市大町1-1-38）
☎029-224-8408 FAX 029-224-0472

業を記入し，ご応募ください｡
○応募期限

ルネサンス高等学校スタッフ募集

9月30日（水）

応募 問 企画観光課企画地域振興Ｇ
☎72-1131

ルネサンス高等学校では，スクーリング期間
中のスタッフを募集します。
○勤 務 日

火～金曜日の3泊4日，月に1・2回

県では，「介護の日」（11月11日）の趣旨を

程度（ほぼ通年）
○勤務時間
○勤 務 地

19:00～翌7:00

「介護の日」作文コンクール募集

※昼間は自宅に

踏まえ，県民だれもが介護について考える機会

戻り，夜に勤務します。

とするため，作文コンクールを実施します。

町内の宿泊施設（ホテルヴィレッ

○応募内容
茨城県介護保険室ホームページをご覧くだ

ジ，思い出浪漫館など）
○内

容

スクーリング期間中の夜間勤務

さい。

（生徒宿泊時の対応，仮眠を取り

HP http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ho
ken/kaigo/

ながら夜の見回りなど）※生徒と
共に夕食，朝食をとります。
○雇用形態

日給制パート

○給

1日8,000円程度，交通費

与

○募集要件

☎029-301-3332

高校の教員免許（教科問わず）お
持ちの方，女性の方を優先

○募集人員

○応募期限 9月10日（木）
応募 問 茨城県長寿福祉課介護保険室

1人

○採用方法 2回程度の面談
申込 問 ルネサンス高等学校（浅川1253）

「平成22年大子町成人のつどい」実行委
員募集
町では，成人のつどいを平成22年1月10日
（日）11:00から行います。晴れの門出の成人

☎79-1151

（仮称）大子ふれあい交流センターの愛
称募集

式，一生の思い出に残る成人式の実行委員に参
加してみませんか。
○対 象 者

平成17年3月に町立中学校を卒業
した方又は町内在住で平成元年4
月2日～平成2年4月1日に生まれた

町では，常陸大子駅前に観光・文化・福祉・

新成人の方

教育機能を有する複合施設を整備しています｡
この度，施設の愛称を募集しますので，どうぞ

○内

ご応募ください｡

○募集人員

5人程度

○申込期限

9月25日（金）

○賞

・最優秀賞

1点

記念品（町内のホ

容

式典の司会進行，準備，受付等

定額給付金の申請期限は，9月30日（水）です。申請されていない方はお早めに。
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申込 問 「平成22年大子町成人のつどい」実
行委員会事務局（中央公民館内）☎72-1148

○申込方法

平成21年8月5日
電話でお申し込みください。

申込 問 生涯学習課生涯学習Ｇ（中央公民館
内） ☎72-1148

ふるさと歴史講座現地巡り受講生募集
今年は，水戸藩開藩400年に当たります。こ

バドミントン教室参加者募集

の機会に，幕末の大子町の歴史を探訪し，郷土

大子町バドミントン連盟では，バドミントン

の歴史を現地で学び，大子町を再発見してみま
せんか。

教室を開催します。
○期
日 9月3日（木），6日（日），10日

○日

時

（木），13日（日）

9月27日（日）9:00～15:30

○集合場所

中央公民館

○時

間

各日7:30～21:30

○講 座 名

桜田門外の変と関鉄之介－ゆかり

○場

所

リフレッシュセンター

の地（袋田・生瀬）を訪ねて－

○内

容

・バドミントンの基本
・試合形式での練習

○主な見学場所
関鉄之介歌碑，桜岡家邸宅と蒟蒻会所跡地， ○参 加 費
徳川斉昭歌碑（月居峠:徒歩），高柴の洞窟

○申込方法

無料
8月31日（月）までに電話でお申
し込みください。

ほか
○募集人員

成年男女24人程度（先着順）

○持参するもの ラケット，体育館シューズ

○参 加 費

500円（保険料等）

○申込期間

8月20日（木）～9月10日（木）

申込 問 生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュ
センター内） ☎72-1149

特定町営住宅及び町営住宅入居者募集
住 宅 名

アメニティ本町（大子999-7）

北田気（北田気1077-2） 磯部（浅川2557）
募集戸数 1戸
1戸
1戸
2DK，鉄筋コン5階，システムバス，水洗
3DK，木造平屋，くみ
2DK，木造平屋，水洗
構
造
トイレ，駐車1台，H16年築
取トイレ，S57年築
トイレ，H14年築
・所得月額が，158,001円～487,000円以 ・現に住宅に困っている方
下（高齢者，身体障害者については， ・所得月額が，158,000円以下（高齢者，身
214,001円～487,000円以下）の方で， 体障害者については，214,000円以下）の
入居資格 同居（しようと）する家族がいる方
方
・町税等（水道料金含む。）を滞納して ・町税等（水道料金含む。）を滞納してい
いない方
ない方
・暴力団員でない方
・暴力団員でない方
所得月額
～104,000円
104,001～123,000円
家賃月額 49,000円（入居家族の18歳未満の扶養す 123,001～139,000円
る児童数により家賃が減額されます。）
139,001～158,000円

北田気
11,900円
14,400円
17,100円
19,700円

磯部
15,300円
18,600円
21,900円
25,300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。）

共 益 費 月額3,000円
なし
月額2,000円
敷
金 本来家賃の3か月分
家賃の3か月分
申込期限 8月24日(月)
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。
入居資格審査後，抽選等により入居予定 入居資格審査後，選考委員会による選考又
決定方法
者を決定します。
は抽選により入居予定者を決定します。
申込 問 建設課建設Ｇ ☎72-2611
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― 次回の発行は，9月7日（月）です。―

