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制度の内容をご理解いただき，有効にご活用ください。

【制度の概要】

健康増進課健康増進G TEL72-6611

― 回覧ではありません。一部ずつお取りください。―
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お知らせ

問

対 象 者
町内に住所を有する中学1年生・2年生・3年生の女子。

（ただし，平成23年度からは中学1年生が助成対象になります。）

接種の方法
予約をしてから医療機関での個別接種となります。

必ず保護者が同伴してください。

接種回数 3回（初回接種，1月後2回目接種，6月後3回目接種）

接種できる

医療機関名

保内郷メディカルクリニック TEL 72-0179

久保田病院 TEL 72-0023

慈泉堂病院 TEL 72-1550

岩佐医院 TEL 72-0975

吉成医院 TEL 72-0555

接種開始日 平成22年8月2日（月）から接種できます。

助 成 額
接種費用の全額を助成します。

接種を受けた方が費用を医療機関に支払う必要はありません。

持参するもの 予診票（保護者の同意が必要），母子手帳，健康保険証など。

そ の 他

・任意の予防接種です。

・パンフレット，注意事項等をよくお読みいただき，理解されたうえで

接種を受けてください。

・年度内に3回接種が完了するよう，1回目を夏休み中に接種することを

お勧めします。

地球温暖化を始めとした環境問題を解決する

ため，各地域の様々な分野で活動が行われてい

ます。

大子町では，茨城県地球温暖化防止活動推進

員が中心となり，第3回「エコライフin大子2010」

を開催します。

○日 時 9月19日（日）13:00～16:00

○会 場 大子町文化福祉会館「まいん」

○プログラム

＊講 演＊

演題 「森と低エネルギー生活」

講師 アントニーF.F.ボーイズ 氏

＊体 験＊ ガラス砂絵体験

○参加申込 TEL又はFAXで生活環境課へ申し込

んでください。締切：9月13日（月）

【講師紹介】

アントニーF.F.ボーイズ

常陸大宮市在住。フリーランスの

翻訳・通訳業をしながら，東北大

学大学院農学研究科非常勤講師を

務める。

NPO法人もったいない学会会員

生活環境課生活環境G TEL72-1193

FAX72-1532
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8 ― 次回の発行は，9月6日（月）です。―

＊ ＊ ＊ 主な町施設の電話番号 ＊ ＊ ＊

大子町役場 代表 72-1111

保健センター(健康増進課) 72-6611

地域包括支援センター(健康増進課)72-1175

消防本部 72-0119

水道課 72-2221

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

学校給食センター 72-0649

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

斎場 72-4000

大子町文化福祉会館まいん 72-2005

社会福祉協議会 72-2005

昨年7月に大子町に研修センターをオープンし

た東京理科大学の神楽坂吹奏楽団によるコンサー

トを開催します。

◆時 間 開場 14:00 開演 14:30

◆曲 目

＊エアーズ

＊ユーロビート・ディズニー・メドレー

＊となりのトトロ ほか

【問合先】

◇生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

◇神楽坂吹奏楽団

E-mail:kaguwo@live.jp

HP:http://www.ed.kagu.tus.ac.jp/~kwo/

『まいん』催し物のご案内

問申込

第3回エコライフin大子2010

神楽坂吹奏楽団コンサート
～Kagurazaka wind orchestra～

８月２９日（日）公演

３びきのこぶた

チケット好評発売中！

◇開 場 12:30

◇開 演 13:00

◇入場料 大 人1,000円

子ども 500円（中学生以下）

〔チケット取扱い〕

＊中央公民館 TEL72-1148

＊大子町観光協会 TEL72-0285

＊道の駅奥久慈だいご TEL72-6111



平成20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16年4月2日～

平成17年4月1日生まれの方

・第4期 平成4年4月2日～

平成 5年4月1日生まれの方

○費 用 無料（平成23年3月末までに済ませ

た場合）

○医療機関 保内郷ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ，久保田病院，

慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院

○受診方法 医療機関に予約のうえ，個別に接

種してください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

町内の小学校及び中学校の児童，生徒から募

集した統計グラフの作品を展示します。

○日 時 8月21日(土)～22日(日)

8:30～19:00

○場 所 大子町立リフレッシュセンター内

多目的リフレッシュルーム

○主 催 大子地区教育研究会

○後 援 大子町・大子町教育委員会

大子町統計調査員協議会

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

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（火）（平成22年度分）

総務省地デジチューナー支援実施センター

TEL0570-033840

児童扶養手当を受給している方は「現況届」

を，特別児童扶養手当を受給している方は「所

得状況届」を，毎年8月11日から9月10日までの

間に福祉課へ提出しなければなりません。これ

は，引き続き手当を受給できるかどうかを決め

る大切な届け出です。

この届を提出しないと，8月以降の手当が受け

られなくなりますので，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。

福祉課社会福祉G TEL72-1117
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9月9日（木）は「救急の日」です
9月5日（日）から9月11日（土）までは「救急医療週間」です
救急業務への理解と認識を深めましょう。

救急車は，真に緊急性のあるときに利用するものです。

また，救急車は皆さんの医療資源であり，適正に利用す

ることが大切です。

消防本部 TEL72-0119

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

麻しん風しん(MR混合)予防接種の未接種
の方へのお知らせ

問申込

問

地上デジタル放送を見るための簡易チュー
ナー給付のご案内

問

問

統計グラフコンクール展を開催します

問

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給
している方へ

大子町バドミントン連盟では，下記の内容で

バドミントン教室を開催します。

バドミントンは手軽に楽しめるスポーツです。

教室に参加して，体験してみませんか？

○期 日 9月 2日（木）

9月 5日（日）

9月 9日（木）

9月 12日（日）

○時 間 19:30～21:30

○場 所 大子町立リフレッシュセンター

○対 象 者 一般町民及び連盟登録者

○主 催 大子町バドミントン連盟

○内 容 ・バドミントンの基本

・試合形式での練習

○参 加 料 無料

○申 込 先 8月31日（火）までにリフレッシュ

センター（TEL72-1149）へ申し込

んでください。

○そ の 他 ラケット及び体育館シューズを，

各自持参してください。

リフレッシュセンター TEL72-1149

茨城県では，結婚を希望する若者の「出会い

の相談や仲介」，「いばらき出会いサポートセ

ンターのＰＲ」等をボランティアで行っていた

だく方を「マリッジサポーター」として募集し

ています。

○応募条件 県内在住の20歳以上の方

○活動期間 登録の日から2年間（更新可能）

茨城県子ども家庭課少子化対策室

TEL029-301-3261

いばらき出会いサポートセンターでは，結婚

を希望する「独身男女のパートナー紹介」や、

「ふれあいパーティーの開催」などの結婚支援

を行っています。

開設以来，約4年の間に会員数2,800人，成婚

数は450組以上と着実に実績をあげています。

そんな信頼ある「いばらき出会いサポートセ

ンター」に大子町の町民の方が入会された場合

に，入会金（10,000円）を町から助成しますの

で，どうぞ積極的にご活用ください。

○入会方法や「ふれあいパーティー」について

いばらき出会いサポートセンター

TEL029-224-8888

http://www.ibccnet.com

○助成金の申請等について

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

水戸藩開藩400年に因んで，徳川光圀公ゆかり

の常陸太田市を探訪します。

ぜひご参加ください。

○日 時 9月26日(日) 8:30～16:30

○集合場所 大子町立中央公民館

○講 座 名 「光圀公ゆかりの

常陸太田を訪ねて」

○主な見学場所 佐竹寺，西山荘，義公廟，

山寺晩鐘の碑，久昌寺ほか

○募集人員 成年男女24人程度（先着順）

○参 加 費 1,000円（参観料，保険料など）

○申込期間 8月23日（月）～9月10日（金）

○申込方法 電話で下記まで申込みください。

（8:30～17:30 土・日曜日，祝日

を除く）

※定員になり次第締め切らせていただきます。

※詳細については，9月10日（金）以降参加者に

ご連絡いたします。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

広報だいご お知らせ版 平成22年8月5日
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問

問申込

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

申込

問申込

問申込

ふるさと歴史講座現地巡り受講生募集

いばらき出会いサポートセンター
会員募集

男女の出会いを支援する
「マリッジサポーター」募集

バドミントン教室を開催します

HP



町では，77歳以上（昭和9年3月31日以前に出

生）の方に敬老祝品をお届けします。

○77歳～87歳，89歳～99歳の方

9月1日（水）～9月15日（水）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17日（金）に町長又は職員がお届けし

ます。

福祉課高齢介護G TEL72-1117

9月は，広く県民の間に動物の愛護と正しい

飼い方について，関心と理解を深めていくこと

を目的とした動物愛護月間です。

動物を飼うときは，習性を良く理解し，人と

動物との調和のとれた環境づくりに心がけ，動

物に対するいたわりや命の大切さを重んじ，終

生責任を持って飼いましょう。

「不幸な生命」を産まない，産ませないため

に，不妊・去勢手術を受けさせましょう。

また，飼い犬が人を咬む事故やふんの後始末

をしない飼い主に対する苦情等が増えています。

特に，特定犬を飼っている方は，運動をさせ

る際にも細心の注意を払い，必ずおりの中で飼

いましょう。

犬の放し飼いは，県の条例で禁止されていま

す。責任とマナーを守って飼ってください。

＊大好きいばらき動物愛護ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010＊

○日 時 9月18日（土）10:00～14:00

○会 場 茨城県三の丸庁舎広場（旧県庁）

水戸市三の丸1-5-38

○内 容 犬猫の無料健康診断

ディスクドッグショー ほか

生活環境課生活環境G TEL72-1193

農地法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。

○縦覧期間 9月1日（水）～30日（木）

（土・日曜日，祝日を除く。）

9:00～16:30

○縦覧場所 農業委員会事務局（役場第2分室）

※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。

農業委員会事務局 TEL72-1457

夏は一年の内でもっとも感電事故が発生しや

すい時期であるため，8月は電気使用安全月間

と定められています。電気を正しく使って電気

事故の防止に努めましょう。

【 全国統一テーマ 】

〇あなたのお家はだいじょうぶ？

日頃から電気安全を心がけましょう

〇自家用設備の電気事故は日頃の巡視点検で

防ぎましょう

〇地震，雷，風水害などの自然災害に備え，

電気の安全に努めましょう

消防本部 TEL72-0119

茨城県では，児童扶養手当を受給しているお

母さん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，あなたの就労をきめ細やかにサポー

トします。

また，このほかにも皆さんが安心して生活で

きるように，貸付金や給付金など，さまざまな

事業を行っておりますので，お気軽にお問い合

わせください。

常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎内

県北県民センター地域福祉室

TEL0294-80-3321

福祉課社会福祉G TEL72-1117
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問

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

問

敬老祝品のお知らせ

児童扶養手当を受給しているお母さんへ

8月は電気使用安全月間ですＤ

9月は動物愛護月間ですＤ

小作地の所有状況の縦覧を行いますＤ

問

問

広報だいご お知らせ版 平成22年8月5日

6 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

運動で元気長寿・食事改善でメタボ予防！

『楽しいアクアビクス』参加者募集

水中運動を通し，生活習慣を見直すことで，メタボリックシンドローム予防と健康増進に役

立てていただく教室です。

○対 象 者 太り気味の方，血圧が高めの方，メタボ予備群と言われている方

健康づくりに興味のある方。

（主治医に運動を禁止されてない方は参加可能です。）

○日程および内容

○場 所 フォレスパ大子 会議室・温水プール

※送迎は有りません。

○参 加 費 フォレスパ会員：1回100円 非会員：1回300円

※随時徴収します。

○募集人員 40人（毎回先着順）

フォレスパ大子TEL72-6100（随時受付けます。）

健康増進課健康増進G TEL72-6611

月 日 時 間 配 分 ・ 内 容

9月 2日（木）
12:40～13:10

受付・健康チェック

13:10～13:20 講話

13:20～13:30 ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

9月 9日（木）
12:50～13:20

受付・健康チェック

13:20～13:30

ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

9月16日（木）
12:50～13:20

受付・健康チェック

13:20～13:30

ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

9月28日（火）
12:40～13:10

受付・健康チェック

13:10～13:20 講話

13:20～13:30 ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

10月 7日（木）
12:50～13:20

受付・健康チェック

13:20～13:30

ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

10月14日（木）
12:50～13:20

受付・健康チェック

13:20～13:30

ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

10月21日（木）
12:50～13:20

受付・健康チェック

13:20～13:30

ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

10月28日（木）
12:40～13:10

受付・健康チェック

13:10～13:20 講話

13:20～13:30 ストレッチ

13:40～14:30

アクアビクス

問申込

問

夏季消防訓練が9月12日（日）に，奥久慈茶の里公園及びその周辺で行われます。

当日，午前7時に大子・依上・左貫・黒沢・下野宮地区でサイレンが鳴りますので，火災と

間違わないようにお願いします。なお，左貫地区では午前9時にもサイレンが鳴ります。

ご理解とご協力をお願いします。

消防本部警防課 TEL72-0119問



大子広域公園でグラウンドゴルフを楽しむこ

とができます。

ご利用の際には，電話又はフォレスパ大子受

付窓口にて予約してください。

○利用料金 一人700円（食事込）

○利用時間 9:00～16:00

※道具の無料貸し出しもございます。

フォレスパ大子 TEL72-6100

8月から9月にかけての台風のシーズンには，

毎年各地で多大な被害が発生しています。台風

による大雨や強風は大変危険です。また，台風

による土砂災害や風水害に対しても気をつけな

ければなりません。台風への対策として，日頃

からの注意と準備が大切です。

・停電に備え懐中電灯等の準備

・窓ガラス等の強風対策

・ニュース等で台風情報のチェック

・むやみな外出を控える

・貴重品，食料品，飲み物，衣類等の

非常持出品の確保

・避難場所，避難経路の確認

台風が去った後も，周囲には土砂崩れ等の危

険が残っているので，十分に注意することを心

がけましょう。

消防本部 TEL72-0119

広島市の平和記念公園内に安置されている，

遺族がわからない遺骨について「原爆供養塔納

骨名簿」が作成されました。

名簿は福祉課で閲覧できますので遺族調査に

ご協力をお願いします。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

身近なところで子育て相談ができるようにす

るため，子育て支援の一環として，町立の各保

育所で地域子育て相談センター事業を実施して

います。子育てに関する不安や悩みなど，心配

ごとがある方はお気軽にご相談ください。

○電話相談 月曜日から金曜日の13:00～15:00

（祝日・年末年始を除く）

○面接による相談 電話相談の結果で面談日を

設定します。

○相 談 先

福祉課社会福祉G TEL72-1117

成年後見の専門家である司法書士による成年

後見に関する無料相談会が開催されます。

○日 時 9月11日（土）

10:00～15:00

○相談内容 成年後見・遺言・相続 等

○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

○方 法 面談による相談（要予約）

社団法人成年後見センター・リーガル

サポート茨城支部 TEL029-302-3166

茨城司法書士会 TEL029-225-0111

広報だいご お知らせ版 平成22年8月5日

4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

大子広域公園でグラウンドゴルフをプレー
しませんか

風水害や土砂災害に注意を

原爆供養塔納骨名簿の閲覧について

問

問

問

問

相 談

地域子育て相談センター事業のご案内

問申込

全国一斉成年後見相談会のお知らせ

頃藤保育所（頃藤） TEL74-0203

小生瀬保育所（小生瀬） TEL76-0019

池田保育所（池田） TEL72-2295

西保育所（芦野倉） TEL72-8383

ストレスの多い現代，こころの調子をくずす

ことは誰にでもあります。

気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこもり

等一人で悩まずに，気軽に相談してみましょう。

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。

○日 時 8月23日（月）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 8月20日（金）までに電話で申し込

んでください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

【応急手当普及員再講習会】

○日 時 10月8日（金）

○会 場 茨城県職業人材育成センター

（水戸市水府町864-4）

○受 講 料 5,000円

（教本・認定証・教材等を含む）

【応急手当普及員養成講座】

○日 時 10月9日（土）～11日（月）

○会 場 茨城県職業人材育成センター

（水戸市水府町864-4）

○受 講 料 10,000円

（教本・認定証・教材等を含む）

○募集人数 10人程度

【受付期間】

平成22年8月2日（月）～8月23日（月）

（定員になり次第締め切り）

※受講者には，8月23日（月）以降に詳細を連絡

します。

消防本部 TEL72-0119

広報だいご お知らせ版 平成22年8月5日

5掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

応急手当普及員養成講習会及び再講習受
講生募集

募 集

問申込

パパ・ママ教室のお知らせ
新米パパ・ママ，すで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。教室は，３回参加して終了となり，参加費は無料です。

ママだけの参加やお子さんと一緒の参加も歓迎します。

○場 所 保健センター

○参 加 費 無料

○日時及び内容

○申込期限 9月7日（火）

健康増進課健康増進G TEL72-6611

問申込

回 期 日 時 間 内 容

1回目 9月 8日（水） 18:00～19:30

・妊娠中と出産の経過
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技）
・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。

2回目 9月22日（水） 18:00～19:30
・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション）
・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28日（火） 13:30～14:30 ・妊娠中の食生活

問申込

『こころの相談』のお知らせ

町広報紙・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの有料広告募集

お店のPRやイベントの告知などに

幅広くご活用ください！

広 報：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円

お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円

ＨＰ：縦40ﾋﾟｸｾﾙ×横150ﾋﾟｸｾﾙ 月額 5,000円

総務課総務G TEL72-1114問


