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幼稚園で楽しい保育体験を 
 
 幼稚園での遊びを体験させたい，幼稚園に入園させ

たいと希望している親子を対象に「幼稚園体験日」を

設けますので御参加ください。 
■体 験 日（雨天の場合は，室内で実施します。） 
・第１回 
  ６月２５日（月） 午前９時３０分～１１時 
「親子そろって園庭で元気に楽しく遊びましょう」 

 ※ 第２回は，１０月下旬に予定しています。 
■内  容 
◇保護者同伴で，保育を参観したり，遊びに加わっ

たりします。また，保護者同士の交流を持ちながら

幼稚園での遊びを体験していただきます。 
◇本園職員が，保護者からの相談をお受けします。 
◇当日は，お子さんの上履きを持参してください。 

■対象児童 
平成１４年４月２日から平成１６年４月１日まで

に生まれたお子さん 
■申 込 み 
 ６月１１日（月）から２０日（水）までに大子幼稚

園に来園又は電話で申し込んでください。 
 

（大子幼稚園 ７２－０６２７） 
 
 

図書館「プチ・ソフィア」のご案内 

 

◆無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 

◆１人５冊まで２週間利用できます。 

◆６月のおはなし会は，２３日（土）午前１１時から 

行います。 

◆新しく入った本 

「大人の“国語力”が面白いほど身につく！」話題

の達人倶楽部編集，「女性の品格 装いから生き方ま

で」坂東眞理子，「ひとり日和」青山七恵，「たのしい

切り紙あそび」小林一夫，「いたずらまじょ子とおか

しのおうち」ゆーちえみこ  ほか 

 

 ※ 休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 

 

（プチ・ソフィア ７２－６１２３） 

 
 

教科書展示会のお知らせ 

 

  教科書（小・中学校，高等学校）の展示会が開催

されます。 
■展示期間  ６月１５日（金）～２８日（木） 

午前９時～午後５時 
■展示会場 
○県北センター（ ０２９４－３６－０５５５） 
日立市末広町１－１－１ 
日立市立大久保小学校内 

○県北センター常陸太田分館 
（ ０２９４－７２－１１２０） 
常陸太田市新宿町４６６ 
常陸太田市立太田中学校内 

○中央センター（ ０２９－２２７－４４５１） 
水戸市柵町１－３－１ 
水戸教育事務所内 
 

（学校教育課 ７９－０１７０） 
 
 
 

「スプレー缶等の出し方」のお願い 

 
 空き缶の収集作業中にカセット式ガスボンベが爆

発し，火災事故が発生しました。すぐに消火器で消し

止めたため大事には至りませんでしたが，ひとつ間違

えると大きなけがや車両火災にもつながります。 
 
スプレー缶，カセット式ガスボンベは中身を

使い切り，必ず穴を空けてください。 
 
※ ガス抜きの処理をしていないスプレー缶等は

危険なので収集できません。 
皆様の御協力をお願いします。 

 
（環境センター ７２－３０４２） 
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「えのき台住宅」 

技術提案及び施工業者募集 
 
 旧矢田小学校跡地に整備する「えのき台住宅」につ

いて，簡易公募型プロポーザル方式による技術提案及

び施工業者を募集します。 
■事 業 名  えのき台住宅整備工事 
■事業内容  公営住宅法の規定に基づき平成１９

年度に整備する４棟について，次の要件

で概算設計，詳細設計及び施工までの一

切を行う。 
◆１戸当たりの敷地面積  ２２７.８㎡ 
◆１戸当たりの床面積   ８１.３㎡以上 
◆構造  木造（主として県産材を使用すること。） 
◆１戸当たりの工事費  １，０６８万円以下 

（各種設備品等一式，ただしエアコン，

外構工事費は除く。） 
 ◆その他  １社につき２棟まで応募を受け付け

ます。 
■履行期限 
◆技術提案書  ７月１０日（火） 
◆詳細設計  ８月３１日（金） 
◆工   事  平成２０年２月２８日（木） 

■参加資格 
◆町内に本店又は営業所があり，現に２級建築士以

上の資格者を有し，当該事業と同程度の工事実績が

あること。 
◆建設業の許可を受けていること。 
◆町県民税を滞納していないこと。 

■技術提案書及び添付書類の内容 
◆技術提案書 

  平面図，間取り図，立面図，特にアピールしたい

部分の参考図等，参考見積書 
◆添付書類 

  有資格者証の写し，同種又は類似の施工実績，当

該工事への施工体制，町税完納証明書 
■事業内容等に関する質問及び回答 
◆質問受付期間 

 ６月１３日（水）～１８日（月） 
◆回答 
 ６月２０日（水）までにＦＡＸ等で回答する。 

■提出期限  ７月１０日（火） 
（郵送の場合は当日消印有効） 

■提出及び問合せ 
〒３１９－３５９５ 大子町大字大子８６６ 
大子町役場 建設課 建設グループ 

 ７２－２６１１ 
FAX７２－３８８１ 

 
 

 
６月は土砂災害防止月間です 

 
 土砂災害を防ぎ，安心して住むためには，対策工事

だけではなく「自分の身は自分で守る」という意識を

しっかりと持ち，大雨のときの注意や早めの避難が大

切です。 
 

こんなときは注意･避難しましょう 
 
◆土石流 
▽「山鳴り」といって，山全体がうなっているよう

な音がするとき。 
 ▽川が急に濁ったり，木が流れてきたとき。 
 ▽雨が降り続いているのに川の水が減っていると

き。 
◆地すべり 
▽地面にひび割れができたとき。 
▽地面の一部分がへこんだり，盛り上がったとき。 
▽池や沼の水の量が急に変わったとき。 
▽井戸の水が濁ったとき。 

◆がけ崩れ 
▽がけから小石がパラパラと落ちてきたとき。 
▽がけに割れ目ができたとき。 
▽がけから水がわき出てきたとき。 

 
 
 

「車両通行止め」のお知らせ 
 
 国道１１８号袋田バイパス整備事業に伴う「昭和

橋」架け替え工事のため，町道１０４号線が車両通行

止めになります。 
 新しい橋が完成するまで，何かと御不便をおかけし

ますが，御理解と御協力をお願いします。 
■通行止めの期間 
  ６月２５日からおおむね４年間 
■問合せ 
  茨城県大子土木事業所道路河川整備課 

７２－１７１３ 
役場 建設課 

７２－２６１１ 
 
 
 
このページの問い合わせは 

建設課 ７２－２６１１ 
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小型ガス瞬間湯沸器を 
使用されている皆様へ 

 
◆最近，換気不良により，小型ガス瞬間湯沸器での 
一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。 
◆物が燃えるには，新鮮な空気が必要です。十分な 
換気をしなければ，空気が不足し，一酸化炭素が発 
生します。 
◆閉め切った４畳半で小型ガス瞬間湯沸器を燃焼す

ると，約２０分で致死量の一酸化炭素が部屋に充満す

ることもあります。 
◆一酸化炭素は無色無臭です。頭痛や吐き気で異変に

気づいたときには，手足がしびれて動けず，手遅れに

なって死に至る場合もあります。 
 

必ず換気をして，一酸化炭素中毒による 

死亡事故を防ぎましょう。 

《経済産業省》 
 

（観光商工課 ７２－１１３８） 
 
 
 

間伐作業道の開設に 
補助金を交付します 

 
  町内の素材生産業者が，次の要件をすべて満たす 
森林から間伐材を搬出するための間伐作業道を開設

する場合，予算の範囲内で補助金を交付します。 
■要  件 
◇地域森林計画対象森林 
◇３～１２歳級の人工林 
◇当該年度に除間伐等を実施した森林 

■補 助 額 
◇幅員１.５ｍ以上の作業道 
  １ｍ当たり２００円以内 
◇幅員３.０ｍ以上の作業道 

１ｍ当たり４００円以内 
（１路線４０万円を限度） 

■申請方法 
所定の用紙に必要書類を添えて農林課に提出 

してください。 
 

（農林課 ７２－１１２８） 
 

 
 

国民年金免除申請受付 
 
 平成１９年度の国民年金保険料免除・納付猶予申請

は，次により受け付けます。 
■受付及び免除・納付猶予期間 
  平成１９年７月１日～平成２０年６月３０日 
  （期間内の申請であれば，７月にさかのぼり 

該当します。） 
■免除・納付猶予の種類 
①全額免除制度 
②１/４納付制度（３/４免除）  月額3,530円納付 
③半額納付制度（１/２免除）  月額7,050円納付 
④３/４納付制度（１/４免除） 月額10,580円納付 
⑤若年者納付猶予制度 
 ※ 免除制度は，経済的に保険料を納めるのが困難

な人のための制度です。免除を受けるには，被保

険者，配偶者，世帯主の前年（平成１８年度）所

得額などに一定の条件があります。 
◆平成１８年度免除申請の済んでいない方は，７月

３１日までに申請をすると，平成１８年７月分まで

さかのぼり該当します。 
◆平成１９年度学生納付特例申請受付は，４月１日

から始まっています。 
 
※ 年金制度について，詳しいことは町民課国保 
年金室にお問い合わせください。 

 
（町民課 ７２－１１１２） 

 
 

６月の納付のお知らせ 

 
▼町県民税       １期分 
▼ごみ処理手数料    １期分 
 

■納期限は，７月２日（月）です。納期内納付を 

お願いします。「口座振替」の方は,預(貯)金残高 

を確認しておいてください。 

■町県民税全期分を第１期の納期限までに前納し 
ますと「前納報奨金」を差し引いた税額で納付で 
きますので，前納することをお勧めします。 
■町県民税の納税通知書は，６月１５日（金）に 
発送する予定です。 
 

（税務課 ７２－１１１６） 
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衛星通信を利用した 

「教養セミナー」を開催します 
 
 大子町視聴覚ライブラリーでは，衛星通信を利用し

て配信される東京工業大学主催の「教養セミナー」を

受信・放映します。受講は無料です。 
【第１回】 
 ◆日時 ７月３日（火）午後１時～３時１０分 
 ◆演題 「昭和天皇の和歌と，その時代」 

～天皇御一家の和歌の指南役が，激動の

時代を歩まれた昭和天皇のお姿を振

り返る～ 
◆講師 岡野弘彦氏（国学院大学名誉教授，歌人） 

【第２回】 
 ◆日時 ７月５日（木）午後１時～２時４０分 
 ◆演題 「日野原流 生きかた上手」 

～９０代の現役医師が語る，より良く生

きるための心の持ち方～ 
 ◆講師 日野原重明氏（聖路加国際病院理事長） 
■会  場  中央公民館 視聴覚室（２階） 
■募集人員  ２０名 
■申 込 み  ７月２日（月）までに中央公民館に 

電話で申し込んでください。 
 
 
 

「大子女性のつどい」が開催されます 

 
■日 時  ６月２４日（日）午後１時～４時 
■会 場  中央公民館 講堂 
■参加費  ３００円（資料代） 
■内 容 
○講演  演題：どうなる！！医療制度 

講師：木村冬樹氏 
（茨城県保健生活協同組合組織部長） 

○アトラクション 
  吉村ふく好さんの「生瀬のばっぱさんの話」 

   深谷武久・房江さんの「腹話術」 
○手作り展示  草木染め，手芸品など 

■問合せ  大子女性のつどい実行委員会 
７２－２３６５（益子） 

 
 
 

生涯学習課 ７２－１１４８ 
       （中央公民館内） 
 
 

 
町民ハイキング参加者募集 

 
■日  時  ７月１日（日） 小雨決行 
       役場駐車場 午前６時出発 
■行 き 先  日光白根山（標高２５７７.６ｍ） 
■参 加 費  ４，５００円（小学生４，０００円） 

障害保険料を含みます。 
■募集人員  ２３名 

（定員になりしだい締め切ります。） 
電話での申し込みは受け付けません。 

■携 行 品  昼食，水筒，雨具，着替え，タオル，

薬など 
■そ の 他  交通事情，その他の理由で行き先が変更

になる場合や中止になることがあります。 
■申 込 み  リフレッシュセンター内 

生涯学習課生涯学習グループ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アウトドア教室参加者募集 
 
■日 時  ６月１７日（日） 午前９時 

（雨天決行） 
■場 所  大子広域公園オートキャンプ場 

「グリンヴィラ」 
■会 費  ５００円（昼食付き） 
■定 員  ５０人 
■内 容  ・アウトドア用品の使い方，手入れの仕方 

・米の炊き方，アウトドア料理 
・ミニハイキング  ほか 

■申込み  リフレッシュセンター内 
生涯学習課生涯学習グループ 

 
 
 

生涯学習課 ７２－１１４９ 
       （リフレッシュセンター内） 
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児童手当受給者の皆さんへ 

 
 児童手当（２月～５月分）を，６月１１日（月）に

指定の金融機関に振り込みます。 
 また，６月は現況届の提出月です。児童手当・特例

給付の受給者は，毎年６月中に前年の所得状況等の現

況届を町に提出することになっています。対象となる

方には，後日通知しますので，必ず提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遺児手当の申請はお済みですか 

 
 町では，児童の健全育成と福祉の増進を図るため，

遺児手当を支給しています。次の支給要件に該当する

方は，申請してください。 
■支給要件 
▼児童が満５歳から義務教育終了時までで，父母の

一方又は両方が死亡した場合。 
▼保護者は，大子町に住所を有すること。 

■支 給 額  児童１人につき年額１０，０００円 
■申 請 先  保健福祉課 
■用意するもの  印鑑，口座番号のわかるもの 
※ 現在受給している方は，申請は不要です。ただ

し，今年度中に５歳になる児童がいる場合は，社

会福祉グループに連絡してください。 
 
 

 
平成１９年度遺骨収集及び 

慰霊巡拝を実施します 
 
 実施及び募集等については，『厚生労働省ホームペー

ジ』の中に主要施策関連情報として掲載されます。 
■ホームページアドレス 
 http://www.mhlw.go.jp 
■問合せ先 
茨城県保健福祉部長寿福祉課援護担当 

０２９－３０１－３３３７ 
 
 

知的障害者通所授産施設「ひまわり」 

通所者募集 
 
■施 設 名  社会福祉法人 朋友会 
      知的障害者通所授産施設「ひまわり」 

■連 絡 先  常陸太田市松平町３６４－１  
０２９４－７０－５０３３ 

■対 象 者  原則として療育手帳を持った方 
■支援内容 
◇生活支援  日常生活の訓練等 
◇作業支援  パン工房，農作業，軽作業など個々

の能力と適性にあった作業の援助 
 ◇日中一時支援  学生の方など 
■その他 
 ◇送迎無料 
 ◇給食サービスあり 

 食費：２５０円～５００円（収入による。） 
 

 
 

恩給欠格者，戦後強制抑留者， 
引揚者の皆様へ 

 
 平和祈念事業特別基金では，今般，恩給欠格者，戦後

強制抑留者及び引揚者の皆様に対して，あらためて慰藉

の念を表すため，「特別慰労品」の贈呈をしています。過

去に内閣総理大臣名の書状等を受けた方，書状等の請求

をしなかった方も対象になります。 
 なお，御遺族等は対象とはなりません。 
■請求期限  平成２１年３月３１日 
■問 合 せ  独立行政法人 平和祈念事業特別基金 
       ０１２０－２３４－９３３ 
       （午前９時１５分～午後５時１５分） 
       http://www.heiwa.go.jp 
 ※ 申請書は，保健福祉課にあります。 

 
 
 

補 装 具 巡 回 相 談 

 
 身体障害者(児)補装具の交付申請及び修理等について

気軽に御相談ください。 
■日 時  ７月１３日（金） 午前10時～11時30分 
■場 所  大子町高齢者センター 
※ 身体障害者手帳，印鑑を持参してください。 

 
 

このページの問い合わせは 
保健福祉課 ７２－１１１７ 
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地球環境フォーラムの開催 

 
 県では，６月の環境月間にちなんで，地球環境フォー

ラムを開催します。講演会では，地球温暖化をテーマに，

私たちの暮らしにかかわった，わかりやすいお話を予定

していますので，ぜひ御参加ください。 
■日  時  ６月２２日（金）午後１時～４時 
■場  所  茨城県庁 ９階講堂 

（水戸市笠原町９７８－６） 
■主な内容   
  ○表彰式   

○表彰者事例発表 
○講演会 

・講演者 井上 元氏 
（名古屋大学大学院教授） 

・テーマ 「地球温暖化と私たちの暮らし」 
■参 加 費  無料 
■申込方法 
  はがき，ファックス又は電子メールで氏名，住所，

電話番号を記入のうえ，６月１１日（月）までに申

し込んでください（団体の場合は，申込者全員の氏

名，代表者の住所・電話番号を記入）。 
■申込み先 
  〒３１０－８５５５ 水戸市笠原町９７８－６ 

茨城県生活環境部環境政策課環境企画グループ 
 ０２９－３０１－２９４０ 

FAX０２９－３０１－２９４９ 
Ｅ-mail kansei1@pref.ibaraki.lg.jp 

 
（総務課 ７２－１１１４） 

 
 
 

給水装置工事事業者の 
指定（新規）のお知らせ 

 
 大子町の指定給水装置工事事業者に，次の事業者を 
指定しましたので，お知らせします。 

■株式会社クラシアン 茨城支社 
   支社長 横田友平 

水戸市西原２－１６－４０ 
０２９（２５３）５９６１ 

 
（水道課 ７２－２２２１） 

 
 
 
 

『新･ご近所の底力 さきがけモデル 
育成事業』助成団体募集 

 
 県では，地域コミュニティーの活性化を目指し，団体

相互の連携や幅広い分野への取り組みなどにより，他の

地域や団体のモデルとなるような特色ある活動を行う

地域活動団体等に対する新たな助成制度を創設しまし

た。 
助成対象となった団体等については，優良事例として

広く県民に紹介します。 
■助 成 額  １団体当たり１０万円以内 
■助成団体数  ３０団体（県内） 
■募集期限  ６月２２日（金） 
■問 合 せ  大好き いばらき 県民会議 
        （県生活文化課 県民運動推進室） 

 ０２９－２２４－８１２０ 
FAX０２９－２３３－００３０ 

 
（企画課 ７２－１１３１） 

 
 
 
シルバービューティーサービス事業 

 
 茨城県美容業環境衛生同業組合では，寝たきりの高齢

者を対象とした出張サービス事業を行います。 
 利用を希望される方は，大子町社会福祉協議会に電話

で申し込んでください。同組合に登録後，美容師が出張

してヘアーカットのサービスを行います。 
■対 象 者 
  寝たきり，あるいは美容室に行くことが困難な方。 

（おおむね６５歳以上の方，障害者） 
■内  容  ヘアーカット 
■実施時期  ７月 
■利用料金  ２，０００円 
■申込期限  ６月１８日（月） 
 
 

お詫びと訂正 

 
 「福祉だいご」（平成１９年３月３１日発行 №４９）

の善意銀行の欄で金額に誤りがありましたので，お詫び

して訂正いたします。 
 正しい金額等は次のとおりです。 

・椎名実江様（浅川）  １０，０００円 
・田中順幸様（大子）  １３，４１９円 

 
    社会福祉法人 大子町社会福祉協議会 

７２－２００５ 
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調 理 師 試 験 と 講 習 会 

 
■試験日及び場所 

８月２９日（水） 常磐大学人間科学部棟５号館 
■講習会期日及び場所 

７月３０日（月），３１日（火） 
くりえーとセンター大宮 
（常陸大宮市工業団地１－３４） 

■受付期間  ６月１１日（月）～１８日（月） 
■試験及び講習会費用  ４５，２００円 
■受付場所及び問合せ先 

茨城県調理師連合会大宮支部（大子地区） 
牧島 裕  ７２－０２５０ 

 
 
 

製菓衛生師試験が実施されます 

 
■試験日及び場所 

８月２９日（水） 常磐大学人間科学部棟５号館 
■受験願書の受付日時及び場所 

７月１９日（木）～２０日（金） 
午前９時～正午，午後０時４５分～４時３０分 
常陸大宮保健所 

■問合せ先  常陸大宮保健所衛生課 
０２９５－５２－１１５７ 

 
※ 願書及び受験案内書は，県内各保健所，県生活

衛生課で配布します。 
 

 
保健センター ７２－６６１１ 

 
 
 

 

甲種防火管理新規講習会 

 
■日 時  ７月２５日（水），２６日（木） 

午前９時～午後５時 
（受付は８時３０分からです。） 

■会 場  常陸大宮市工業団地１－３４ 
くりえーとセンター大宮 

０２９５－５３－６６８８ 
■定  員  ３０名 
■申込期間  ６月１１日（月）～２９日（金） 

ただし，土・日曜日は除く。 
■申 込 み  申込書に教材費４，０００円を添えて，

消防本部予防係に申し込んでください。 
なお，申込書は消防本部にあります。 

 
 
 

消防設備点検資格者講習会 
 
■期  日 
  第１種 ８月 ８日（水）～１０日（金） 

第２種 ８月２１日（火）～２３日（木） 
■会  場  建設技術研修センター 

（水戸市青柳町4193） 
■申込期間  ６月１１日（月）～２２日（金） 
■申込み先  〒310-0063 水戸市五軒町１-４-１９  

茨城県酒造会館内 
（社）茨城県消防設備協会 

０２９－２２６－９６１１ 
 
 

消防本部 ７２－０１１９ 
 

 
７月は社会を明るくする運動強調月間です ～ ふれあいと 対話が築く 明るい社会 ～ 

 
  「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。 
大子町でも７月に街頭キャンペーンを実施する予定です。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮らせ 

る明るい地域社会づくりに努めましょう。 
 
 ※小･中学生を対象に「社会を明るくする運動」作文コンテストの作品を募集していますので，応募に御協力ください。 
 

■問合せ  保健福祉課 社会福祉グループ  ７２－１１１７ 
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平 成 １ ９ 年 度 県 政 ふ れ あ い バ ス 参 加 者 募 集 

 
   県では，県民の皆様に県の施設等を見学していただき，県政に対する理解と関心を深めていただくため 

「県政ふれあいバス」を実施します。参加費は無料です。 
コ ー ス 名 実 施 日 場     所 発着場所 

親子ふれあいコースＡ ７月２４日（火） 畜産センター  つくばヘリポート 笠 間 駅 

親子ふれあいコースＢ ７月２６日（木） JAXA（筑波宇宙センター） 
霞ヶ浦環境科学センター 日立駅中央口

親子ふれあいコースＣ ８月 ８日（水） ワープステーション江戸  つくば国際会議場 水戸合同庁舎

一般コースＡ ８月２１日（火） ひたちなかインフォメーションセンター・常陸那

珂港  Ｊ－ＰＡＲＣ 笠 間 駅 

一般コースＢ ８月２３日（木） 
茨城県陶芸美術館 
笠間芸術の森公園  
工業技術センター窯業指導所 

日立駅中央口

一般コースＣ ８月２９日（水） 吉田正記念館  天心記念五浦美術館 水戸合同庁舎

■募集人数  各コース３０名（申し込み多数の場合は，抽選で決定します。） 
■対 象 者  ・親子ふれあいコース  県内居住の小中学生とその保護者 
       ・一般コース      １５歳以上の県内居住者（中学生を除く。） 
■申込方法  往復はがきに必要事項（住所，氏名，電話番号，年齢，性別，職業又は学年，希望日，コース名 

及び発着場所）を記入のうえ，申し込んでください。 
１枚のはがきで４名まで申し込みできますが，必要事項は全員の分を記入願います。 

■申込期限  ・親子ふれあいコース  ６月２９日（金） 
・一般コース      ７月２０日（金） 

■そ の 他  昼食，飲み物，筆記用具等は各自用意してください。 
■申込み及び問合せ  〒３０１－０８０２ 水戸市柵町１－３－１  

茨城県県北地方総合事務所 県民生活課県政ふれあいバス担当 
０２９－２２５－２４９０ 

 
（総務課  ７２－１１１４） 
 

 
 

「エアゾール式簡易消化具の自主回収」のお知らせ 
 
 ヤマトプロテック製エアゾール式簡易消化具の破裂事故が発生しています。原因は，製造工程上の不具合とさ

れていますが，内部腐食の進行により、液漏れや亀裂・破裂が起こる可能性があることが判明しています。 
  該当製品は，既に品質保証期間を過ぎているものですが，自宅などに該当する製品がないか，ぜひ御確認くだ

さい。 
◆商品名     ★ヤマトボーイＫＴ   ★ＦＭボーイｋ 
◆鑑定番号    鑑消第１３～４号 
◆製造時期    平成１３年（2001年）１１月から平成１４年（2002年）７月までに製造されたもの。 
◆品質保証期限  平成１７年１月から１０月までのもの。 

■問合せ  ヤマトプロテック株式会社   フリーダイヤル ０１２０－８０１－０８４ 
受付時間  午前９時～午後５時（土･日曜日，祝日は除く。） 
http://www.yamatoprotec.co.jp/ 

 
（消防本部 ７２‐０１１９） 


