
7月1日（水），平成21年経済センサス－基礎

調査が行なわれます。

全国すべての事業所及び企業が調査の対象に

なりますので，もれなく調査票に記入してくだ

さい。ご記入いただいた調査票は，厳重に保管

し，集計が完了した後は溶解処分するなど情報

の保護には万全を期しております。安心してご

協力をお願いします。

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

9月～11月の3か月間にわたり，全国消費実態

調査が実施されます。

調査票を持った統計調査員が，7月・8月にか

1― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―
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全国消費実態調査のお知らせ



けてお宅に伺います。調査員が伺った際には，

ご協力をお願いします。

調査された事柄は，外部に漏えいしないよう

に厳重に管理されますので，安心してありのま

まをお答えくださるようお願いします。

○調査対象地区

・大字芦野倉172～272番地，420～996番地

・大字頃藤3762～4986番地，4676～5790番地

コールセンター ☎0570-068000（市内通話

料金がかかります。）

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

説明会では，地上デジタル放送を受信するた

めに必要な情報を提供するとともに，自宅やお

住まいの地域で地上デジタル放送を受信するた

めの具体的な質問にお答えします。

また，会場には，デジタルテレビ，デジタル

チューナー，リモコン，UHFアンテナなどを展

示し，実際に触れて体験することができます。

○日 時 6月19日（金）・20日（土）

10:00～/14:00～

○場 所 中央公民館講堂

○定 員 各300人（先着順）

○申込方法 事前の申込みは必要ありませんの

で，当日会場に直接お越しくださ

い。

総務省茨城県テレビ受信者支援センター

（デジサポ茨城）（水戸市南町3-4-14）

☎029-303-2601（平日10:00～18:00）

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

再就職やキャリアアップなどの新たな可能性

に向けてチャレンジしたい方を対象として，人

に好印象を与えてこころをつかむマナーや立ち

居振る舞い，コミュニケーションの方法につい

て学びます。

○日 時 6月23日（火）13：30～15：30

○場 所 女性プラザ男女共同参画支援室

（いばらき就職支援センター内）

（〒310-0011水戸市三の丸1-7-41）

※お車の方は，茨城県三の丸庁舎駐車場利用

○テ ー マ 「第一印象で，チャンスをゲット！

～こころをつかむ自己表現法を学

ぼう～」

○講 師 Business＆Life研究所

代表 瀧井 美樹 氏

○募集人数 30人（先着順）

○参 加 費 無料

茨城県女性青少年課女性プラザ男女

共同参画支援室 ☎O29-233-3982

おしゃべりサロンは，家族，子育て，人づき

あい，仕事などについて，日頃感じていること

や悩み事などを参加者同士で一緒に話し合う交

流・情報交換の場です。

金曜の昼前のひとときを，くつろぎながら集

まった者同士，互いに思いを語り合い，一緒に

新しい可能性を切り開いていきましょう。

○期 日 6月5日，7月3日，8月7日，9月4日，

10月2日，11月6日，12月4日，平

成22年2月5日，3月5日 各金曜日

○時 間 各日10:00～12:00

○場 所 女性プラザ男女共同参画支援室

（いばらき就職支援センター内）

（〒310-0011水戸市三の丸1-7-41）

※お車の方は，茨城県三の丸庁舎駐車場利用

○募集人数 10人（先着順）

○参 加 費 無料

茨城県女性青少年課女性プラザ男女

共同参画支援室 ☎O29-233-3982
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地上デジタル放送説明会・受信相談会開催のお知らせ

問

問

問

問

男女共同参画チャレンジ支援セミナー開催のお知らせ

「おしゃべりサロン」のご案内

問申込

問申込



大学院・大学・短大・専修学校の平成22年3

月卒業予定者及び既に卒業し，就職していない

方を対象に「大好きいばらき就職面接会（前期）」

を開催します。

県内企業約200社の企業説明や面接を受ける

ことができますので，ふるってご参加ください。

○期日及び場所

・水戸会場 6月24日（水）

ホテルレイクビュー水戸（水

戸市宮町1-6-1）

・つくば会場 6月26日（金）

ホテルグランド東雲（つくば

市小野崎488-1）

○時 間

・プレセミナー 10:00～（随時開催）

・面接会 13:00～16:00

○参 加 費 無料

○申込方法 事前の申込みは，不要です。履歴

書を複数お持ちください。

茨城県労働政策課 ☎029-301-3645

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

oukou/rosei/h21daisuki/

6月～11月の間，「大子町シルバー人材セン

ター」の調査員が，既存の防犯灯設置場所の現

地調査を行います。

財政課契約管財Ｇ ☎72-1119

シルバー人材センター（池田1806旧池田小

学校内） ☎79-1222

太田税務署では，5月25日（月）から従来各

階にあった業務の窓口を庁舎1階に一本化しま

した。

この取組によりこれまでの庁舎内のレイアウ

トも大きく変わり，1階フロアで大半の行政サー

ビスを提供することができます。このため，納

税者の皆さんのご用件が1階フロアで完結する

ようになります。

太田税務署（常陸太田市金井町3662）

☎0294-72-2171

○受験資格 昭和63年4月2日～平成4年4月1日

生まれの方

○試験程度 高等学校卒業程度

○試 験 日 第1次試験 9月6日（日）

○受付期間 6月23日（火）～6月30日（火）

（土・日曜日は除く。）

太田税務署総務課（〒313-0016常陸

太田市金井町3662） ☎0294-72-2171

関東信越国税局人事第二課試験係

（〒330-9719埼玉県さいたま市中央区新都心

1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館）

☎048-600-3111内線2097

児童手当（2月～5月分）を6月10日（水）に

指定の金融機関に振り込みます。

また，児童手当等を受けている方は，毎年6

月に「現況届」を提出しなければなりません。

この届けは，毎年6月1日における状況を記載し，

児童手当等を引き続き受ける要件があるかどう

かを確認するためのものです。対象となる方に

は，後日個人通知を送付しますので，必ず提出

をお願いします。

福祉課社会福祉Ｇ ☎72-1117

○実施内容

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日
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防犯灯の現地調査のお知らせ

太田税務署窓口業務の一本化のお知らせ

税務職員（Ⅲ種）採用試験のご案内

児童手当受給者の皆さんへ

厚生労働省主催慰霊巡拝のお知らせ
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学生の皆さんへ 就職面接会開催のお知らせ

予定地域 実施予定時期 締切日

旧ソ連沿海地方 10月7日（水）
～18日（日）

6月25日（木）

旧ソ連オレンブルグ州・ス
ベルドロフスク州

10月5日（月）
～17日（土） 6月25日（木）

南 方北ボルネオ 10月4日（日）
～11日（日） 6月23日（火）



○今後の実施，募集等

厚生労働省ホームページ（http://www.mhl

w.go.jp/）に掲載されていますのでご覧くだ

さい。

○申 請 先 福祉課

茨城県保健福祉部長寿福祉課援護担当

☎029-301-3337

「社会を明るくする運動」は，すべての国民

が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生

について理解を深め，それぞれの立場において

力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築

こうとする全国的な運動です。町でも街頭キャ

ンペーンを予定しており，県主催の小中学生の

作文コンテストの作品を募集します。地域の連

帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮らせ

る明るい社会づくりに努めましょう。

○行動目標 犯罪や非行をした人たちの立ち直

りを支えよう

犯罪や非行に陥らないよう地域社

会で支えよう

※平成22年に「社会を明るくする運動」が60

周年を迎えるに当たり，新しい運動名称を

募集しています。詳しくは，法務省ホーム

ページ（http://www.moj.go.jp/HOGO/hogo

06.html）をご覧ください。

社会を明るくする運動大子地区推進委員会

（福祉課社会福祉Ｇ内） ☎72-1117

在宅の寝たきりの高齢者，認知症の高齢者又

は重度の身体障害者（児）を介護している家族

に対し，紙おむつ等の介護用品購入費の一部を

助成します。

○助成要件

①65歳以上の方又は「要支援1」以上の認定

を受けた方を介護している家族

②身体障害者手帳所持者で，1級・2級の下肢

又は体幹機能障害者（児）を介護している

家族

③「要介護4・5」の認定を受けた方で，町民

税非課税世帯の方を介護している家族

※ただし，特別養護老人ホーム，老人保健施

設等に入所している方や医療機関に入院し

ている方は除きます。

○助 成 額

・上記①②に該当する方 年間購入費の7割

相当額（上限額 年52,500円）

・上記③に該当する方 年間購入費相当額

（上限額 年75,000円）

○対象品目

紙おむつ，尿取りパット，使い捨て手袋，

清しき剤，ドライシャンプー，おしりふきタ

オル，介護シーツ

○申 請 月

・7月（4月～6月購入分）

・10月（4月～9月購入分）

・平成22年1月（4月～12月購入分）

・平成22年3月（4月～平成22年3月購入分）

※申請は，購入した年度内に行ってください。

購入した年度を経過した物は，助成の対象

となりませんのでご注意ください。

○持参するもの

・領収証（購入者，購入品目，購入額，購入

日等が分かるもの）

・申請者名義の預金通帳

・印鑑

※申請者，領収証のあて名及び口座名義人は，

同一人とします。

福祉課高齢介護Ｇ ☎72-1117

○期 日 7月9日（木），10日（金），13日

（月），14日（火），29日（水）

○時 間 各日7:00～8:30

○場 所 保健センター

○対 象 者 40歳～74歳

○定 員 各日60人

○申込方法 6月19日（金）までに健康増進課

に電話でお申し込みください。
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紙おむつ等の介護用品購入費助成のご案内
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健康増進課健康増進Ｇ（保健センター

内） ☎72-6611

ストレスから来る心身の不調を正しく理解し，

うつ等予防，早期対処法，周りの方の関わり方

を学びます。どなたでもお気軽にご参加くださ

い。

○日 時 7月3日（金）15:00～16:30

○場 所 保健センター

○テ ー マ 「こころの健康について」

○講 師 地域活動支援センターメンタルサ

ポートステーションきらり施設長

精神保健福祉士 吉田 麻里香 氏

○申込方法 健康増進課に電話でお申し込みく

ださい。

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター

内） ☎72-6611

○試 験 日 8月6日（木）

○場 所 常磐大学人間科学部棟5号館

○講 習 会

・期 日 7月8日（水）・9日（木）

・場 所 くりえーとセンター大宮（常陸大

宮市工業団地1-34）

○試験及び講習会費用 46,400円

○願書受付期限 6月19日（金）（土・日曜日

は除く。）

茨城県調理師連合会大子地区

黒崎 昇（大子741） ☎72-0208

久慈川水系環境保全協議会では，「久慈川の

ほとり」第22号を発刊しました。「川紀行」，

「水辺の話」，「リバーサイドレポート」等，

久慈川に関する記述，写真等が掲載されていま

す。

一部500円で頒布していますので，ご希望の

方は，生活環境課までお問い合わせください

（1号～20号の残部も有ります。）。

また，久慈川と久慈川水系河川（里川・山田

川等）周辺の四季折々の美しい景観の写真や川

と住民生活との関わりを捉えた写真など，久慈

川水系にまつわるさまざまな情景写真・テーマ

写真を募集します（テーマ：「川のある風景」）。

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6月5日
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高血圧予防でいきいき健康づくりについて
高血圧を予防する食事の注意と運動の実践を楽しく学び，食生活の改善であなたの健康づく

りをしましょう。

○日程及び内容

○場 所 保健センター

○対 象 者 血圧が高めの方又は健康づくりに興味のある方で，70歳未満の方

○定 員 30人（先着順）

○参 加 費 無料

○申込方法 6月26日（金）までに健康増進課にお申し込みください。

健康増進課（保健センター内） ☎72-6611

日 時 内 容

第１回 7月3日（金）

9:00～ 9:30 受付，血圧測定・体脂肪測定・味噌汁塩分濃度測定
9:30～10:00 講話「高血圧について」
10:00～10:50 講話「高血圧予防の食事」
10:50～13:00 調理実習・試食

第２回 7月17日（金）
9:00～ 9:30 受付，血圧測定・体脂肪測定
9:30～10:00 講話「食事の基本」
10:00～11:30 講話と実技「健康づくりのための運動」

こころの講演会のお知らせ

調理師試験と講習会のご案内

「久慈川のほとり」第22号の発刊のお知らせ

問申込

問申込

問申込

問申込

問申込



教科書（小・中学校，高等学校）の展示会が，

次により開催されます。

○展示期間 6月19日（金）～7月2日（木）

○展示会場

・第1センター（日立市末広町1-1-1日立市立

大久保小学校内）

☎0294-36-0555

・第3センター（水戸市笠原町978-5水戸市総

合教育研究所内）

☎029-244-1331

学校教育課学校教育Ｇ（リフレッシュセン

ター内） ☎79-0170

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 一人5冊まで2週間利用できます。

○新しく入った本

・「白鷹伝 戦国秘録」山本兼一著

・「ゆうとりあ」熊谷達也著

・「くじら組」山本一力著

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日
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大子中学校の耐震2次診断結果の公表
大子中学校の校舎，体育館等の耐震2次診断結果については，法に基づき設置された耐震診断・

補強計画判定会議において，次のとおり判定されるとともに，補強基本計画が示されましたの

でこれを公表します。

○耐震判定結果 耐震性能の確保に疑問がある。

○診断結果

※Is値：耐震改修促進法に基づき定められた建物の耐震指標で，建物の構造，コンクリート・

鉄筋等の地震に対する耐力数値をいいます。Is値が0.3未満の建物は，震度6強以上の地震

で危険性が高いとされています。

※桁行方向：建物は長方形をしていることが多く，この長辺方向のことを桁行方向と呼んで

います。

○耐震補強基本計画の概要

※鉄骨ブレース：鉄骨で構成された筋かいを呼んでいます。

○耐震補強に対する町の対策について

町では，3月の議会において，大子中学校の耐震補強及び耐震補強とともに行う大規模改造

のための実施設計について予算措置し，平成21年度に繰越しています。

よって，上記の耐震判定会議において示された耐震補強基本計画に沿って，耐震補強等の

実施設計業務を進める予定です。

学校教育課学校教育Ｇ（リフレッシュセンター内） ☎79-0170

種 別 延床面積㎡ 建築年 Is値（桁行方向の最小値）
1階 2階 3階

校舎A棟（鉄筋コンクリート造）3階建 4,512 昭和45年 0.26 0.25 0.37
校舎B棟（鉄骨造）2階建 1,028 昭和46年 0.28 0.2
体育館（鉄筋コンクリート造・屋根鉄
骨造）2階建

1,598 昭和47年 0.3未満のゾーンがあった

種 別 補強基本計画概要

校舎A棟（鉄筋コンクリート造）3階建
鉄骨ブレースないしは耐震壁を配置して耐力の
向上を図る。

校舎B棟（鉄骨造）2階建 ブレース構面を増やす補強方法が有効
体育館（鉄筋コンクリート造・屋根鉄骨造）
2階建

屋根面ブレースを追加し，地震力を外周架構に
伝達させる方法が有効

教科書展示会のお知らせ

問

問

図書館「プチ・ソフィア」のご案内



・「希望ケ丘の人びと」重松清著

・「こいしい」畠中恵著

・「すべて実話だ世界のふしぎ全10巻」ポプ

ラ社刊ほか

○そ の 他

・6月のおはなし会は，6月27日（土）11:00

から行います。

・昨年に引き続き大子ロータリークラブ様か

ら15万円相当の新刊図書のご寄贈がありま

した。

プチ・ソフィア ☎72-6123

○期 日 10月25日（日）

○試験地（関東地区） 習志野市，東京都杉並

区

○受験資格 給水装置工事に関して3年以上の

実務経験を有する方

○受 験 料 16,800円

○願書頒布期限 7月3日（金）

○願書受付期限 7月10日（金）

（財）給水工事技術振興財団国家試

験部国家試験課（〒103-0015東京都中央区日

本橋箱崎町4-7日本橋安藤ビル）

☎03-5695-2511 03-5695-2501

http://www.kyuukou.or.jp/

○期 日 8月5日（水）・6日（木）2日間

○時 間 各日9:00～17:00（受付8:30～）

○場 所 くりえーとセンター大宮（常陸大

宮市工業団地1-34）

☎O295-53-6688

○定 員 30人

○申込方法 申込書に必要事項を記載し，教材

費4,500円を添えて消防本部予防

係に直接お申し込みください（申

込書は，消防本部予防係にありま

す。）。

○申込期間 6月17日（水）～6月30日（火）

（土・日曜日は除く。）

○そ の 他 受講者には，2日間の講習で全国

共通の甲種防火管理者としての資

格が付与されます。

消防本部予防係 72-0119

茨城県美容業環境衛生同業組合では，病気や

寝たきり，認知症など何らかの障害をお持ちの

方を対象としたヘアーカットの出張サービスを

行います。

○対 象 者 病気や障害により美容室に行くこ

とが困難な方

○内 容 茨城県美容業環境衛生同業組合に

登録をした後，美容師が出張して

ヘアーカットのサービスを行いま

す。

○実 施 日 7月（原則火曜日が実施日となり

ます。）

○利用料金 2,000円

○申込方法 6月19日（金）までに社会福祉協

議会に電話でお申し込みください。

社会福祉協議会（大子771-1）

☎72-2005

6月1日から道路交通法の一部が改正されまし

た。内容は，高齢者講習の予備検査の導入や酒

気帯び運転の基礎点数の引き上げ等です。

○改正内容

酒気帯び運転の基礎点数は

・呼気1リットルにつき0.25ml以上

現行：13点→25点（免許取消し処分）

・呼気1リットルにつき0.15ml以上0.25ml未

満

現行：6点→13点（免許停止・原則90日）

に引き上げられました。

大子警察署（池田2721） ☎72-0110

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日

7

給水装置工事主任技術者試験のご案内

FAX

HP

甲種防火管理新規講習会のご案内

シルバービューティーサービス事業のお知らせ

みんなで防ごう土砂災害 土砂災害防止月間 6/1→30

問申込

問申込

問申込

問

問申込

道路交通法の一部改正のお知らせ



法務省と全国人権擁護委員連合会は，「いじ

め」や児童虐待など子どもをめぐる様々な人権

問題に積極的に取り組むことを目的として，全

国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施

し，悩みを持ったお子様や保護者の方からの相

談に応じます。

秘密は守られますので，安心してご相談くだ

さい。

○期 間 6月28日（日）～7月4日（土）

○時 間 8:30～19:00（土・日曜日は，

10:00～17:00）

○電 話 0120-007-110（全国共通フリーダ

イヤル）

○実施機関 水戸地方法務局・茨城県人権擁護

委員連合会

○相 談 員 法務局職員・人権擁護委員（子ど

もの人権専門委員）

水戸地方法務局人権擁護課（水戸市北見町1

-1） ☎029-227-9919

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。

○日 時 6月22日（月）13:00～16:00

○場 所 保健センター

○担 当 精神保健福祉士 吉田 麻里香 氏

○料 金 無料

○申込方法 予約制ですので6月19日（金）ま

でに健康増進課にお申し込みくだ

さい。

○そ の 他 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。

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター

内） ☎72-6611

「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及び「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。年を追うごとに実績は上がっており，

平成19年10月に成婚数が200組を突破しました。

そんな信頼ある「いばらき出会いサポートセ

ンター」に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，どうぞ積極

的にご活用ください。

○センターの実績

・会員数 2,460人

・結婚組数 245組（H21.1.31現在）

○ふれあいパーティー日程

※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」などのお

問い合わせ

いばらき出会いサポートセンター

☎029-224-8888

http://www.ibccnet.com/

○助成金の申請・お問い合わせ

企画観光課企画地域振興Ｇ ☎72-1131

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日
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相 談

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

「こころの相談」のお知らせ

募 集

いばらき出会いサポートセンター会員募集

問

日 時 場 所 募集年齢等
6月13日（土） 笠間 50歳以下
6月19日（金） 水戸 45歳以下
6月25日（木） 水戸 40歳以下

7月以降未定

HP

問申込



ふるさとづくり活動への自主性・創造性をもっ

た女性リーダーの育成を目的に，ふるさと女性

大学「葦の会」受講生を募集します。

○場 所 茨城県総合福祉会館（水戸市千波

町1918）

○講義日数 7月14日（火）～平成22年1月19日

（火）のうち6日間

○内 容 少子化対策・健康・食・地域づく

り等11講座

○定 員 280人

○受 講 料 1,000円

農林課農林Ｇ 72-1128

町在住で退職して農業に従事している方や，

農業に従事して間もない方，また新たに農業を

始めようとする方のための農業基礎講座を開催

します。

○実施期間 平成21年度中（7回程度）

○講座内容 農業の基礎，野菜，水稲栽培等

○開 講 式 7月15日（水）10:00

○場 所 中央公民館

○申込方法 農林課，JA大子支店，JA大子営農

センター，JA生瀬出張所，常陸大

宮地域農業改良普及センターにお

申し込みください。

農林課農林Ｇ ☎72-1128

常陸大宮地域農業改良普及センター

（〒319-2255常陸大宮市野中町3083-3）

☎0295-53-0116

○募集住宅 アメニティ本町（大子999-7）

1戸（2DK，鉄筋コン5階，システ

ムバス，トイレ，駐車1台）

○入居資格

・所得月額が，158,001～487,000円以下の方

で，同居（しようと）する家族がいる方

（高齢者，身体障害者については，

214,001円～487,000円以下の方）

・町税等（水道料金含む。）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。）

○共益費（月額） 3,000円

○敷 金 本来家賃の3か月分

○設 備 電気やガス器具等は，個人設置の

設備です。

○申込期限 6月22日（月）

○申込方法 申込書に添付書類を添えて，建設

課にお申し込みください。申込書

は，建設課にあります。

○入居決定 入居資格審査後，抽選等により入

居予定者を決定します。

建設課建設Ｇ ☎72-2611

お子さんに幼稚園での遊びを体験させたい方

や将来幼稚園にお子さんを入園させたい方を対

象に，親子登園日を設け，園児との交流，教師

との遊び，保護者の相談等を実施しますので参

加希望者を募集します。

○日 時 第1回 6月23日（火）

9:30～11:00

第2回 11月上旬予定

○対象児童 2歳児，3歳児，4歳児（平成16年

4月2日～平成19年4月1日生まれ）

○申込方法 6月15日（月）～6月19日（金）に

大子幼稚園に来園又は電話でお申

し込みください。

大子幼稚園 ☎72-0627

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日
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大子町定年帰農者講座の受講生募集

特定町営住宅入居者募集

問申込

問申込

問申込

問申込

ふるさと女性大学「葦の会」の受講生募集

幼稚園体験保育参加者募集

問申込
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シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会の受講者募集
茨城県では，高齢者の介護予防を推進するため，「シルバーリハビリ体操」の普及を進めて

おります。茨城県立健康プラザでは，この体操を普及するボランティアとして「シルバーリハ

ビリ体操指導士」の養成を行っています。

講習会の受講者を次のとおり募集しますので，ふるってご応募ください。

○日 程

○時 間 各10：00～15：45（初日のみ9：45～）

○場 所 茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993-2）

○申込資格 次のすべての要件を満たすもの

(1) 県民であること。

(2) 平成21年4月1日現在で満60歳以上であること（50歳以上の方も申し込みでき

ますが，60歳以上の方が優先されます。）。

(3) 常勤の職に就いていないこと。

(4) 認定後に地域活動を行うことができること。

(5) 講習会の全日程に参加できること。

○募集人数 240人

○受 講 料 無料（交通費，昼食代は，各自負担）

○申込方法 茨城県立健康プラザあてに往復はがきにて応募してください。

○申込期限 7月1日（水）～7月31日（金）（当日消印有効）

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター内） ☎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。

○日程及び内容 各日とも受付時間は1：30～1：50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

○参 加 費 無料

○申込方法 各日程とも1週間前までに健康増進課にお申し込みください。

健康増進課健康増進Ｇ（保健センター内） ☎72-6611

コース名 開催日（各コース8日間）
61 9/25，9/29，10/2，10/6，10/9，10/13，10/16，10/20
62 9/28，10/1，10/5，10/8，10/15，10/19，10/22，10/26
63 10/27，10/30，11/6，11/10，11/13，11/17，11/20，11/24
64 10/29，11/2，11/5，11/9，11/12，11/16，11/19，11/26
65 11/27，12/1，12/4，12/8，12/11，12/15，12/18，12/21
66 1/8，1/12，1/15，1/19，1/22，1/26，1/29，2/2

期 日 食事について学ぼう（2：00～2：20） 楽しくからだを動かそう（2：20～3：30）
7月 7日（火）油料理のコツ ストレッチ，チューブを使った体操など
7月21日（火）間食のとり方 〃
8月 4日（火）おやつの試食 〃
8月25日（火）お酒の摂取カロリーについて 〃
9月 8日（火）野菜をたっぷりとろう！ 〃
9月29日（火）外食のポイント 〃

問申込

問



○対 象 者

①高齢者のよい歯のコンクール 80歳以上

（昭和4年3月31日以前の生まれ）の方で，

ご自身の歯を20本以上お持ちの方（治療さ

れていても結構です。）

②父と子のよい歯のコンクール 満3歳～6歳

（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）

のお子さんとその父親

※本コンクールで入賞歴のある方の再応募は

ご遠慮願います。

○応募方法

はがき又はファックスで，高齢者又は父子

の氏名（ふりがな），性別，生年月日，郵便

番号，住所，電話番号，かかりつけ又は最寄

りの歯科医院を記入し，茨城県歯科医師会

8020事業係にお申し込みください。

申し込まれた方には，口腔診査票を送りま

すので，茨城県歯科医師会会員の歯科医院で

検診を受けてください。無料で受けられます。

○応募期限 7月21日（火）必着

茨城県歯科医師会（〒310-0911水戸

市見和2-292-1）

☎029-252-2561 029-253-1075

茨城県では，地球温暖化を防止するため，各

家庭でアイディアを出し合いながら省エネ（電

気の削減量）を競い合う「大好きいばらきエコ

チャレンジ2009」に参加する家庭を募集します。

○参加資格 県内に居住している方

①グループコース 原則10世帯以上のグルー

プ（例：町内会，学校，職場，仲間など）

②個人コース 各世帯

○取組内容

7月・8月の2か月間，家庭で電気使用量の

削減に取り組み，結果（電気使用量）を報告

していただきます。電気使用量の削減率が高

い，又は創意工夫して省エネに取り組んだ参

加者については，表彰し，賞品を贈呈します。

○募集期限 6月10日（水）

○応募方法 インターネット，郵送又はFAXで

お申し込みください。申込用紙は，

ホームページからダウンロードす

るか，茨城県環境政策課にありま

す。

大好きいばらき県民会議事務局

（〒310-0011水戸市三の丸1-5-38茨城県三の

丸庁舎2階）

☎029-224-8120 029-233-0030

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

環境省及び3R活動推進フォーラムでは，「循

環型社会」の実現に向けて，3R（リデュース，

リユース，リサイクル）を促進するため，ごみ

の減量，過剰包装の抑制，リサイクルへの協力，

散乱ごみ対策，「もったいない」の考え方等を

テーマとしたポスターを募集します。

○募集区分

・小学生低学年の部（1年生～3年生）

・小学校高学年の部（4年生～6年生）

・中学生の部

○応募規格

四つ切画用紙（380㎜×540㎜）又はB3版

（364㎜×515㎜）とし，画材は特に問いませ

ん。規格外の作品や立体性のある作品は，審

査対象外とします。

○締 切 日 9月7日（月）

生活環境課生活環境Ｇ ☎72-1193
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3R促進ポスターコンクール作品募集

問申込

問申込

FAX

FAX
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8020高齢者・父と子のよい歯のコンクール参加者募集

問申込



○期 日 7月20日，27日，8月3日，10日，

17日，24日 各月曜日

○時 間 各日19:30～21:30

○場 所 リフレッシュセンター

○参 加 費 無料

○そ の 他 ラケット，運動靴を持参の上，身

軽な服装で参加してください。

生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュ

センター内） ☎72-1149

厩岳山は，ニッコウキスゲで有名な雄国沼を

囲む外輪山の一つです。三十三体の観音地蔵と

観音堂があり，往時の山岳信仰をしのばせます。

○期 日 7月5日（日）6:30集合出発

○場 所 福島県北塩原村（厩岳山～雄国沼）

○集合場所 大子町役場駐車場

○会 費 3,500円

○募集人数 23人

○そ の 他 天候その他の事情で行く先の変更，

中止がありますので，ご了承くだ

さい。また健康，体力に自信のな

い方，団体行動に向かない方の参

加は，ご遠慮ください。

○主 催 大子町体育協会大子山岳会

生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュ

センター内）

☎72-1149（電話での申込みは，不可）

社交ダンスがしたくても機会がなくて・・・

と思っている方，一緒に踊ってみませんか。

○期 日 7月1日（水）～7月5日（日）

○時 間 各19:00～21:00

○場 所 中央公民館講堂

○参 加 費 1,000円（保険料，飲み物を含む。）

○そ の 他 運動靴を持参の上，身軽な服装で

参加してください。

生涯学習課生涯学習Ｇ（リフレッシュセ

ンター内） ☎72-1149

大子町体育協会レクリェーション部 神長

☎090-2452-8395

町を訪れる方に，町内の史跡，文化財，観光

施設などを案内する「大子町観光ボランティア

ガイド」養成講座の受講生を募集します。

町の良さをたくさんの方に伝えたいとお考え

の方は，是非この養成講座を受講して，町の案

内役として活躍してみませんか。

○期 間 6月～12月（日程は，別途お知ら

せします。）

○時 間 各2時間程度（屋外研修等は，

半日又は一日になることがありま

す。）

○場 所 大子町商工会館（2階会議室）

屋外研修や他市町村視察などもあ

ります。

○対 象 町の観光ボランティアガイドとし

て関心があり，活動を希望される

町内在住の方又は在勤の方で，お

おむね全日程参加可能な方

○講 師 郷土史研究家 小澤圀彦氏ほか

専門講師

○定 員 20人

○参 加 費 無料

○申込方法 はがき又はFAXで，氏名，住所，

年齢，電話番号，応募の動機をご

記入の上，6月15日（月）までに

大子町商工会にお申し込みくださ

い。電話申込みも受け付けます。

○主 催 大子町観光ボランティアガイド

実行委員会（大子町商工会内）

大子町商工会（池田2782-3）

☎72-0191 72-0806

広報だいご お知らせ版 平成21年6月5日
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町民ハイキング参加者募集

初心者ダンス講習会参加者募集

卓球教室参加者募集

町内観光ボランティアガイド養成講座受講生募集
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