
本年4月に大子町の将来像を描いた第5次総合

計画を策定しました。

皆様には6月に総合計画ダイジェスト版を配布

したところですが，町と区長会共催で住民の方々

に第5次総合計画の概要説明と意見交換会を開催

します。

日程等は次のとおりですので，お住まいの地

域の日程を確認してご参加ください。

※事前の申し込みは必要ありません。

○時 間 各会場とも19:00～20:30

○開催日及び会場

総務課総務G TEL72-1114

本年4月にオープンした文化福祉会館「まいん」

を避難場所に指定しましたのでお知らせします。

地震や洪水等で災害が起きた場合や，災害が

発生するおそれがある場合に，近隣にお住まい

の方や買い物に来られた方，観光に来られた方

など大勢の方が避難できる避難場所になります。

また，6月に配布しましたハザードマップにも

避難場所が記載してありますので，いざという

時の災害に備えて確認してください。

総務課総務G TEL72-1114

○県民手帳

・デスク判 （14.9cm×21.0cm） 1冊 900円

・標 準 判 （ 8.2cm×13.9cm） 1冊 400円

・ポケット判（ 7.0cm×12.0cm） 1冊 300円

○農業日誌 1冊 1,400円

○購入申込 9月30日(木)までに企画観光課へ

電話で申し込みください。

○受領方法

県民手帳は10月下旬，農業日誌は12月上旬に

納品される予定ですので，代金と引き換えの上，

企画観光課で受け取ってください。

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

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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お知らせ

問

大子町第5次総合計画の概要に関する
地区説明会と意見交換会を開催します

平成23年度版茨城県民手帳・農業日誌の
申し込みを受け付けます

文化福祉会館「まいん」を避難場所に
指定しました

開 催 日 会 場

9/13(月) 依上農村環境改善センター

9/14(火) 佐原ふれあいセンター

9/16(木) 下小川コミュニティセンター

9/17(金) 宮川自然休養村センター

9/21(火) 上小川コミュニティセンター

9/22(水) 内大野集会所

9/27(月) 黒沢女性・若者等活動促進センター

9/28(火) 袋田交流センター

9/30(木) 文化福祉会館「まいん」

10月11日から17日までは『40歳からの健康週間』です

高血圧，高脂血症，糖尿病，がん等の生活習慣病は，40歳からの発症が多くなっています。

健康で，いきいきとした生活を送るためには，若いうちからの健康管理と健康づくりが必要

です。年に１回は健康診断を受け，健康管理に努めましょう。食事，運動，休養に気を配り，

健康的な生活習慣を送りましょう。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

問

問

問

今後，農産加工ビジネスに取り組む意欲のあ

る方を対象に，地域農産物加工起業講座を開講

いたします。

○日時及び内容

○受 講 料 無料

○募集人数 15名程度(先着順)

○会 場 山間地帯特産指導所(頃藤)ほか

○申込方法 10月8日(金)までに電話又はFAX

で下記まで申し込んでください。

常陸大宮地域農業改良普及センター

TEL0295-53-0116 FAX0295-53-1077

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名）

を得ています。推薦枠での受験を希望する方は，

健康増進課に申請してください。

○出願資格(次のすべてを満たす方)

・高等学校又は中等教育学校を平成23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。

・大子町に居住する方又は保護者が大子町に

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。

○受付期間 10月12日(火)～10月27日(水)

(土・日曜日は除く)

健康増進課健康増進G TEL72-6611

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6日

8 ― 次回の発行は，10月5日（火）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

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

「花と緑と若者の住む

互いに支え合う

心豊かなまち」を目指して，

今後の大子町について一緒に考えてみませんか。

◇日 時 9月29日（水）18:00～20:00

◇会 場 文化福祉会館「まいん」文化ホール

◇講 師 国立大学法人筑波大学

大学院ビジネス科学研究科教授

大学研究センター長

吉 武 博 通 氏

◇その他 事前の申し込みは不要です。

直接会場にお越しください。

総務課総務G TEL72-1113

『まちづくり講演会』のお知らせ

問申込

地域農産物加工起業講座受講生募集

「日本の社会と
大子町の将来を考える」

～希望と安心の町づくりを目指して

日 時 主 な 内 容

10/13

(水)

講習:農産物加工所開設の基礎知識

・加工所をつくるには 他

11月
講習:農産加工品の表示

・JAS法，食品衛生法について

12月
講習:商品にあったﾊﾟｯｹｰｼﾞの研究

講習:採算ﾍﾞｰｽに合った商品づくり

1月 先輩の取組事例の見学

茨城キリスト教大学看護学部の町推薦枠
での受験希望者を募集します

問申込

問



平成22年度国勢調査は，我が国が本格的な人

口減少社会となって実施する最初の国勢調査で，

日本の未来を考えるために欠くことのできない，

日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象と

した，最新の人口・世帯の実態を明らかにする

重要な調査です。

調査結果は，さまざまな法令で使われるほか，

社会福祉，雇用対策，生活環境の整備など，私

たちの暮らしのために役立てられます。

9月23日から，調査員が世帯を訪問して調査票

を配布しますので，内容を記入の上，封筒に入

れ封をして調査員に渡していただくか，郵送で

提出してください。

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

町では，20歳以上の節目年齢の女性の方に骨

粗しょう症検診を実施しております。対象にな

る方は，平成23年3月31日時点で，20，25，30，

35，40，45，50，55，65，70歳になる女性の方

です。

人の骨量は20歳頃に最大になり，40歳頃まで

最高値が保たれますが，その後，年齢とともに

減少していきます。5年に1度くらいは検診を受

け，自分の骨量を知り，減少を予防しましょう。

○検 診 日 10月17日(日)

○受付時間 午前の部 10：00～11：30

午後の部 13：00～14：00

○場 所 保健センター

○料 金 700円

○募集人数 午前30名 午後50名

(定員になり次第締め切ります。)

○申 込 み 9月30日(木)までに健康増進課へ

申し込んでください。

○検診方法 「かかとの骨」に超音波を当て，

骨量を推定する方法です。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

町と契約した業者(証明書を携帯)が，下記の

区域において水道メーターを交換(無料)するた

めに宅地内に立ち入りますので，ご協力をお願

いします。なお，事前に水道メーターボックス

内を清掃してください。

【前 期】

○期 間 10月1日(金)～10月22日(金)

○区 域 大子地区(愛宕町,近町,アメニティ

本町を除く。)

【後 期】

○期 間 12月3日(金)～12月17日(金)

○区 域 町付地区(堰ノ上，北平を除く。)

上郷地区(北原を除く。)

水道課 TEL72-2221

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。

なお，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

○対象児童 平成16年4月2日～平成17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 TEL79-0170

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6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

問問

骨粗しょう症検診のお知らせ

問

平成22年10月1日 国勢調査を実施します 水道メーターの交換にご協力ください

期 日 学 校 名 会場・時間

10月7日

（木）

だいご小学校

黒 沢小学校

中央公民館

14:00～10月14日

（木）

依 上小学校

袋 田小学校

さはら小学校

上小川小学校

生 瀬小学校

平成23年度就学児の健康診断のお知らせＤ

県北地域でジオツアー(地質観光ツアー)を行

う案内人を養成する講座の受講生を募集します。

修了された方には「インタープリター認定書」

が交付され，ジオツアーの案内人として普及・

推進活動に参画していただきます。

○日 程 10月23日(土)

11月 6日(土)， 7日(日)

20日(土)，21日(日) 計5日間

○会 場 茨城大学水戸キャンパス ほか

○対 象 者 町内に在住又は在職の方ですべて

の日程に参加できる方

○募集人員 町内で2～3名(全定員30名,応募者

多数の場合は抽選。)

○受 講 料 無料(交通費や食事代は各自負担。)

○申込方法

応募用紙に必要事項を記入の上，下記申込先

まで持参，郵送，FAX，E-mailのいずれかの方法

で10月1日(金)までに応募してください。応募用

紙は申込先及び企画観光課で配布しています。

茨城大学社会連携課

茨城県北ジオパーク担当係

TEL029-228-8781 FAX029-228-8586

E-mail：geopark@mx.ibaraki.ac.jp

企画観光課観光商工G TEL72-1138

○募集墓地 池田墓地(池田1097番地6)

※町外居住者の使用料は5割増です。

○申込要件(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方。

・町税等を滞納していない方。

○申込期限 9月30日(木)

生活環境課生活環境G TEL72-1193

楽しく料理をしながら，食生活について学ん

でみませんか。

○会 場 保健センター

○参 加 費 無料

○用意するもの エプロン・三角巾

○申 込 み 10月5日(火)までに健康増進課に

申し込んでください。(先着20組)

○日程及び内容

※当日は保育をしますので，お子さん連れの

方も安心して参加していただけます。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

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,出会いパーティーを開催します。

○日 時 10月17日(日) 10:00～16:00

○会 場 奥久慈茶の里公園(大子町左貫)

○募集人員 男女15名(申込多数の場合は抽選)

○募集年齢 50歳以下の独身者

○参 加 費 男性2,500円 女性2,000円

○参加申込 9月17日(金)～30日(木)

○申込方法

いばらき出会いサポートセンター又は,大子町

企画観光課へ電話で申し込んでください。

いばらき出会いサポートセンター

TEL029-224-8888

http://www.ibccnet.com/

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6日
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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。

申込

問申込 問申込

本格そば打ち体験＆ティーパーティー
参加者募集

町営墓地の利用者を募集します

HP

茨城県北ジオパーク「インタープリター」
養成講座受講生募集

区画番号（面積） 使 用 料

28号区画（10㎡） 30,000円

29号区画（10㎡） 30,000円

問

問申込

「ママのための食生活講座」参加者募集

期 日 時 間・内 容

第1回

10月13日

(水)

9:30～ 9:40 受付

9:40～10:10

講話「バランスの良い食事」

10:10～13:00 調理実習・試食

第2回

10月26日

(火)

9:30～ 9:40 受付

9:40～10:10

講話「おやつのとり方について」

10:10～11:40 調理実習

問



町では，先の大戦において戦没された方々の

「御霊(みたま)」に対して，追悼の誠を捧げる

とともに，御遺族の御労苦に深い敬意を表し，

併せて恒久平和への決意を新たにするため，次

により戦没者追悼式を行います。

○日 時 10月6日(水) 13:30～

○場 所 大子町文化福祉会館「まいん」

文化ホール

○そ の 他 戦没者1名につき，関係する御遺

族1名の割合で案内状を送付しま

したが，案内状が届いていない場

合は福祉課にご連絡ください。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

皆さんから献血していただいた尊い血液は，

輸血を必要とする患者さんの治療に使われます。

皆さんの温かいご協力をお願いします。

○日時及び場所

・9月24日(金)
10:00～11:00 大子町消防本部

12:30～16:00 ストアー河内屋池田店

○対 象 者 16～69歳の健康な方

○持参するもの

・献血手帳又は献血カード(お持ちの方)

・本人確認ができるもの(運転免許証など)

健康増進課健康増進G TEL72-6611

毎月第3日曜日は「家庭の日」です

大子町青少年育成町民会議では「平成22年度

家庭の日絵画ポスター展」を開催します。

町内小・中学生の「家庭の日」に関する絵画

やポスターの力作を展示しますので，是非ご覧

ください。

○期 間 9月11日(土)～9月17日(金)

○時 間 8:30～17:30

（9月17日は15:00まで）

○会 場 中央公民館 講堂

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

健康で長生きするためには，若いときからの

体調管理が大切です。

39歳以下の方は，加入している健康保険にか

かわらず，町の「生活習慣病予防健診」を受診

することができますので受診を希望する方は，

健康増進課へ申し込みをしてください。

対象地区の健診が終わってしまった方でも，

後の日程で受診することが可能です。

日程や料金，健診の内容等については健康増

進課へ問い合わせてください。

健康維持のために，ぜひ生活習慣病予防健診

を受診しましょう。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

8月から，町内各地において光ファイバケー

ブルの敷設工事が行われています。工事に関し

て，ＮＴＴ及び関連会社の社員が，皆様のご家

庭の敷地内に立ち入ることがありますので，ご

理解とご協力をお願いします。

また，道路通行におきましても，片側規制等

が行われますので，案内標識及び交通誘導員の

指示に従い通行してください。

なお，工期は平成23年2月までを予定してい

ます。

○施工業者 ＮＴＴ東日本－茨城

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6日
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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

戦没者追悼式のお知らせ

家庭の日絵画ポスター展開催のお知らせ

献血のお知らせＤ

地域情報通信基盤整備工事についてＤ

問

問

39歳以下の方は生活習慣病予防検診を
受診しましょう

秋の全国交通安全運動

9月21日(火)～9月30日(木)

≪スローガン≫

せまいみち ゆずるこころで

ひろがる どうろ

大子町交通安全推進連絡協議会

法務局の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。

秘密は固く守ります。

○日 時 10月9日(土) 10:00～16:00

(受付は15:00まで)

○会 場 おおみやコミュニティセンター

(常陸大宮市北町400-2)

○相談内容

境界,相続・贈与・売買等登記手続,抵当権

の抹消手続,地代家賃の供託手続,戸籍の届

出方法,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

○料 金 無料

水戸地方法務局 常陸太田支局

TEL0294-73-0221

普段聞けないことや，困っていることなど，

直接，弁護士に相談することができます。様々

な内容を幅広く相談に応じます。

○日 時 9月29日(水) 11:00～17:00

○会 場 役場第一会議室（3階）

○内 容

・借金，債務整理，過払い金請求

・訪問販売，電話勧誘販売等の消費者問題

・債権回収(医療費，売掛金，家賃など)相談

・企業相談

・その他一般相談

(離婚，遺産相続，土地不動産事件など)

○相 談 員 弁護士（田中法律事務所）

総務課総務G TEL72-1113

児童(18歳未満)，保護者及び一般の方を対象

とした相談を行います。

予約制ですので，事前に申し込んでください。

○日 時 10月1日(金) 10:30～14:30

○会 場 保健センター

○内 容

しつけの相談,ことばの相談,適性の相談,

養育の相談,精神や身体についての相談,

非行や性格上の相談,その他

○相 談 員 福祉相談ｾﾝﾀｰ・児童福祉司ほか

福祉課社会福祉G TEL72-1117

水戸藩開藩400年に因んで，徳川光圀公の大子

地方巡村ゆかりの地を探訪してみませんか。

○講 座 名 「徳川光圀公の大子地方巡村

ゆかりの地を訪ねて」

○日 時 10月23日(土) 9:00～15:10

○日 程 中央公民館集合・出発(9:00)

願誓寺・越方神社・明神峠・鷲子

山上神社・伍智院・三浦杉公園・

吉田八幡神社・三浦杉 ほか

中央公民館着(15:10)

○利用交通 公用バス使用

○案 内 者 大子町歴史資料研究員

○参 加 費 500円(傷害保険料，その他)

○募集定員 成年男女 24人程度

○申込期間 9月21日(火)～10月8日(金)

○申込方法 電話又は来館による申込み

(定員になり次第締切り)

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148
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問
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問申込

問

募 集

相 談

法務総合相談所開設のお知らせ

弁護士無料法律相談のお知らせ

児童巡回相談のお知らせ

ふるさと歴史講座現地巡り受講生募集

『平成23年大子町成人のつどい』実行委員を募集します

大子町では『平成23年大子町成人のつどい』を平成23年1月9日(日)11:00から行います。

実行委員会では，企画・運営に協力していただく，新成人の方を募集しています。

○募集人数 5人程度 ○内 容 式典の企画・運営（司会進行，準備・受付など）

○募集対象 平成18年3月に大子町立中学校を卒業された方，又は

平成2年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた大子町在住の新成人の方

○応募締切 9月24日(金) 大子町成人のつどい実行委員会事務局TEL72-1148問申込

問申込



大子警察署管内において，夜間の国道118号沿

いで貨物車両と建設重機を狙った窃盗（自動車

盗）が連続発生し，本年8月15日現在で6台の盗

難被害を受けています。次のような防犯対策を

施すとともに，車を駐車している会社敷地や資

材置場，工事現場等で不審な車両や人物を見か

けた方は，すぐに110番又は大子警察署への通報

をお願いします。

○防犯対策の例

・駐車場出入口への施錠設備の設置

(チェーン，門扉等)

・ハンドル固定装置や車輪固定装置等の

防犯装置の活用

・防犯ビデオカメラの設置

大子警察署 TEL72-0110

農業経営基盤強化促進法第11条の11の規定に

より農地利用集積円滑化事業規程を定めたので，

農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の15

の規定により農地利用集積円滑化事業規程の縦

覧を行います。

この事業は，農地を安心して貸し借りし，効

率的に利用できるようにするための事業で，農

地利用集積円滑化団体(大子町)が農地所有者の

委任を受けて，所有者を代理して担い手などへ

農地の貸付を行う事業です。

○期 間 9月10日(金)～9月24日(金)

○時 間 9:00～17:00(土・日,祝日を除く)

○会 場 農林課(第2分室)

農林課 TEL72-1128

○日 時 11月9日(火)～12日(金)

○会 場 マツダ八重洲通ビル地階ホール

(東京都中央区八丁堀1-10-7)

○申請期間 9月21日(火)～30日(木)

○定 員 70名

〒101-0041

千代田区神田須田町1-34-4 神田ｸﾞﾛｳﾋﾞﾙ1階

東京防災指導協会 TEL03-5295-3080

消防本部 TEL72-0119

○対 象 者 石油燃焼機器(ファンヒーター・ス

トーブ・FF式・給湯機・ボイラ等)

の点検整備(設置・販売)業務に従

事し，またはしようとする方

○日 時 10月18日(月)～19日(火)

9:00～18:00(両日とも)

○会 場 ＪＡ水戸本店(水戸市赤塚)

○定 員 60名

○申込期間 8月23日(月)～9月24日(金)

水戸消防本部火災予防課 TEL029-221-0163

消防本部 TEL72-0119

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6日
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自動車盗多発！すぐに警察へ通報を

問

問

問申込

農地利用集積円滑化事業規程の縦覧Ｄ頃藤地区の皆様へ

避難場所の位置の訂正について

６月に配布しました頃藤地区版土砂災害

ハザードマップにおいて，

【36 大子町立頃藤保育所】
の位置に誤りがありましたのでお知らせし

ます。現在の位置は下記地図のとおり（大

子町立南中学校付近）ですので，緊急時に

ご対応いただきますようお願いいたします。

総務課総務G TEL72-1114

防火対象物点検資格者講習のお知らせ

問

問

問

問申込

石油機器技術管理士講習・認定試験の
お知らせ

○対 象 者

甲種又は乙種の消防設備士免状の交付を受け

た方で，免状交付日から2年以内，及び講習日か

ら5年以内の方。なお，免状交付日から講習を受

講しないで2年を経過，及び講習日から5年以上

経過した方は免状返納命令の対象となりますの

で，必ず受講してください。

○開 催 日

○講習会場 茨城県建設技術研修センター

(水戸市青柳町4193)

○申込期間 9月6日(月)～9月17日(金)

水戸市五軒町1-4-19

(社)茨城県消防設備協会 TEL029-226-9611

消防本部 TEL72-0119

町営宿泊施設「やみぞ」の指定管理者を次の

とおり公募します。

○募集要項の配布 9月1日(水)～

○指定期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日

○申請書受付期間 9月21日(火)～10月8日(金)

○現地説明会 9月13日(月) 13:30～15:00

参加希望者は，現地説明会参加

申込書を9月10日(金)までに企画

観光課観光商工Gに提出してくだ

さい。

企画観光課観光商工グループ TEL72-1138

広報だいご お知らせ版 平成22年9月6日
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申込

問申込

問

講習区分 開催期日 定 員

消火設備

（第1・2・3類）

10月14日(木) 180人

11月12日(金) 180人

警報設備

(第4・7類)

10月21日(木) 180人

11月18日(木) 180人

避難設備

消化器

(第5・6類)

10月28日(木) 180人

11月26日(金) 180人

社会福祉協議会からのお知らせ

【たんぽぽ出前ひろばを開催します】

毎週火・金曜日に「まいん」で実施してい

る『たんぽぽひろば』が各地域に出向き，開

催されます。子ども同士はもちろん，親同士

の交流の場として，是非ご参加ください。

○対 象 者 就学前の幼児とその保護者

○開催日及び会場

○開設時間 各日とも10:00～12:00

子育て支援センターTEL72-1120

＊ ＊ ＊ ＊

【大子福祉作業所送迎ボランティア募集】

大子福祉作業所では，通所者の送迎を行っ

ていただけるボランティアを募集します。

○活動内容 通所者の送迎(朝・夕)

○活 動 日 月～金曜日(祝・祭日を除く。)

○活動時間 8:30～9:30又は15:30～16:30

○そ の 他

・福祉作業所所有の自動車を使用します。

・万が一の事故に備え，ボランティア保険

及び送迎サービス保険に加入します。

社会福祉協議会 TEL72-2005

開 催 日 会 場

9月9日(木)黒沢女性・若者等活動センター

10月14日(木)生瀬コミュニティセンター

11月11日(木)上小川コミュニティセンター

12月9日(木)佐原ふれあいセンター

1月13日(木)宮川自然休養村センター

1月27日(木)袋田コミュニティセンター

2月10日(木)依上農村環境改善センター

3月10日(木)下小川コミュニティセンター

申込 問

申込 問

常陸大子駅前駐輪場内にある

放置自転車の撤去を行います

長期間放置されている自転車の撤去処分を

行います。9月30日(木)までに引き取られな

い場合には処分しますのでご了承ください。

財政課契約管財G TEL72-1119問

平成22年度消防設備士講習会のお知らせ

町営宿泊施設「やみぞ」指定管理者の
公募について


