
あなたの願いを一票に！！
(茨城県議会議員一般選挙標語)

○茨城県議会議員一般選挙

【告 示 日】平成２２年１２月 ３日(金)

【投 票 日】平成２２年１２月１２日(日)

○大子町長選挙及び大子町議会議員補欠選挙

平成２３年１月１１日の任期満了に伴う大子

町長選挙及び欠員が生じている大子町議会議員

の補欠選挙を行います。

【告 示 日】平成２２年１２月 ７日(火)

【投 票 日】平成２２年１２月１２日(日)

【選挙すべき人員】

町長選挙 １人

町議会議員補欠選挙 ２人

◆立候補予定者及び出納責任者(予定者)説明会

立候補の手続き及び選挙運動並びに選挙運動

費用等についての説明を行いますので，立候補

予定者，出納責任者(予定者)又はその代理者は

出席してください。

【町長選挙】

○日 時 平成２２年１１月２２日(月)

○時 間 １３：３０～

○場 所 役場２階 庁議室

【町議補欠選挙】

○日 時 平成２２年１１月２４日(水)

○時 間 １３：３０～

○場 所 役場２階 庁議室

・一候補者につき3名以内の出席とさせてい

ただきます。

◆立候補届出書類事前審査

【町長選挙】

○日 時 平成２２年１１月２９日(月)

○時 間 １０：００～１２：００

○場 所 役場２階 庁議室

【町議補欠選挙】

○日 時 平成２２年１１月２９日(月)

○時 間 １３：３０～１５：３０

○場 所 役場２階 庁議室

大子町選挙管理委員会 TEL72-1140

全国的にキノコの食中毒が多発しています。

茨城県内でもキノコによる食中毒が続いてい

ますので，健康被害防止のためにも，次のこと

に十分注意してください。

・知らない(自信のない)キノコは採らない，

食べない，人にあげない。

・食べられるキノコの特徴を完全に覚える。

・キノコ採りは，キノコをよく知っている

経験者と行く。

・縦に裂けるキノコは大丈夫，なすと一緒に

炒めれば大丈夫といった内容は迷信です。

・万が一体調が悪くなった場合は，速やかに

医療機関を受診してください。

【キノコの相談は次の窓口で受け付けています。】

○茨城県きのこ博士館 TEL029-297-0198

10:00～16:00(月曜休館)

○大子林業指導所(簡易な鑑定) TEL72-1565

8:30～17:15(平日のみ)

健康増進課健康増進G TEL72-6611

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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問

問

大子町選挙管理委員会からのお知らせ

キノコ食中毒に注意!!

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。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

○申込期限 11月30日(火)

健康増進課健康増進G TEL72-6611

○日 時 12月4日(土) 7:00～9:00

○会 場 保健センター

○定 員 180人

○対 象 者 40歳から74歳までの方で，今年度，

受診していない方。

○料 金 1,700円

○申 込 み 11月24日(水)までに健康増進課へ

お申し込みください。

定員になり次第締め切ります。

○そ の 他 胃がん検診の申込者には，後日，

問診票などを送付します。

健康増進課健康増進G TEL72-6611
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8 ― 次回の発行は，12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

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

『まいん』催し物のお知らせパパママ教室参加者募集

日 時 内 容

第1回

12月 1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。

第2回

12月15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」

第3回

12月21日(火)

13:30～14:30

・妊娠中の食生活

1２月2３日(木・祝)
開場 １５：００

開演 １５：３０

◇会 場 文化福祉会館「まいん」文化ホール

◇入場料 全席指定 一般 1,000円

中学生以下 500円

(3歳以下無料,保護者のひざ上鑑賞になります。)

≪チケット取扱い≫

大子町観光協会（まいん内）TEL72-0285

道の駅奥久慈だいご TEL72-6117

中央公民館 TEL72-1148

チケット好評発売中です！

生涯学習課生涯学習G TEL72-11４8

フルートアンサンブル
Ｌ Ｙ Ｎ Ｘ
クリスマス

ファミリーコンサート

問

問申込

胃がん検診の受診申込みのお知らせ

問申込



教育委員会では，筑波大学との連携・協力推

進プロジェクトを活用して，「大子町教育ポー

タルサイト」を作成しました。特に今年度は各

小・中学校，幼稚園，給食センター，教育支援

センター，生涯学習課，学校教育課などからの

情報を発信し，大子町教育の『今』を広く町民

の皆様にお知らせしたいと考えています。

○大子町教育ポータルサイトアドレス

http://www.daigo.ed.jp/

○QRコード

学校教育課学校教育G TEL79-0170

日本年金機構では国民年金保険料の納め忘れ

の方に対する，電話・文書・訪問による納付や

免除申請の案内を民間事業者に委託しています。

○委託事業者(水戸北年金事務所管内)

ｱｲ・ｼｰ・ｱｰﾙﾊﾞｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ共同企業体

発信専用及び問合先 TEL0954-69-1600

【振り込め詐欺などにご注意を！】
○委託業者が電話で納付の案内をする場合は，

日本年金機構が発行する納付書により，最寄り

の金融機関等で保険料を納めていただくように

依頼しています。

銀行の口座番号を指定したり，ＡＴＭからの

振込をお願いすることは絶対にありません。

○委託業者が訪問し保険料を預かる場合は，身

分証(納付督励員証明書)を提示し，お客様が日

本年金機構発行の納付書をお持ちの場合に限り，

保険料をお預かりします。

納付書をお持ちでない方から，保険料を預か

ることは絶対にありません。

水戸北年金事務所国民年金課

TEL029-231-2381

町民課国保年金室 TEL72-1112

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

が，11月上旬に日本年金機構から送付されます。

国民年金保険料は，納付した全額が所得税や

市町村民税の社会保険控除の対象となります。

控除の対象となるのは，平成22年1月から12月中

に納めた保険料全額です。(過年度分，追納保険

料も含みます。)

年末調整や確定申告をする場合は，控除証明

書(又は領収証書)の添付が義務付けられていま

すので，申告のときまで大切に保管してくださ

い。また，家族の国民年金保険料を納付した場

合は，納付した方が申告できます。

なお，平成22年10月以降に初めて国民年金保

険料を納付した方には，来年2月上旬に「社会保

険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付され

ます。

○控除証明関係の問合せ・再発行窓口

・控除証明書専用ダイヤル TEL0570-070-117

・受付時間 月～金曜日 8:30～17:15

第2土曜日 9:30～16:00

町民課国保年金室 TEL72-1112

【離着陸の際は，騒音や強風が発生します！】

○ヘリの離着陸の際，約90デシベルの音(大声，

犬の鳴き声と同程度)が発生します。

○ヘリから半径20メートル以内では風速約20メー

トルの強風を伴います。

グラウンドに着陸する際は，消防隊が散水を

行い砂ぼこりが発生しないように努めます。

緊急離着陸場については，各小中学校グラウ

ンド，広域公園駐車場，湯の里公園等，町内28

か所を登録しています。

離着陸場の近くにお住まいの皆様にはご迷惑

をおかけしますが，ご理解とご協力をお願いし

ます。

消防本部 TEL72-0119
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2 第 62 回 人 権 週 間 12月4日～10日は人権週間です。

問

国民年金保険料収納業務を民間事業者委
託しています

問

大子町教育ポータルサイトの活用 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
について

茨城県ドクターヘリ運航に伴うお願い

問

問

問

下記により意見書をご提出ください。

【公表する資料】

「都市再生整備計画 事後評価シート(原案)」

【公表及び意見書の受付期間】

○期 間 11月1日(月)から11月15日(月)

(※閲覧は8:30～17:30，土・日，祝日を除く。)

【意見書の提出について】

○受付期間 11月2日(火)～11月16日(火)

※郵送の場合は当日消印有効

○提出方法 郵送，ＦＡＸ，電子メール又は持

参による受付。様式は自由です。

○提 出 先 大子町役場建設課あて

・郵送，持参 〒319-3526大子町大字大子866

・ＦＡＸ 72-3881

・e-mail kensetsu@town.daigo.lg.jp

○意見提出の注意事項・その他

・提出された意見に対する個別の対応はいた

しませんのでご了承ください。

・意見書に記載されたすべての内容は，まち

づくり交付金事後評価手続き以外に使用す

ることはありません

・提出されたご意見は，整理・集約して町の

考えとあわせて公表します。

建設課 TEL72-2611(直通)

○期 日 12月19日(日)

○会 場 鷹彦スリーカントリー

○参 加 者 大子町に在住又は勤務している方

○参 加 料 3,000円(プレー代8,500円は別途。

メンバーの方はメンバー料金。)

○参加申込 12月10日(金)までに参加料を添え

て下記までお申し込みください。

・鷹彦スリーカントリー TEL72-3000

・鏡山ゴルフセンター TEL72-5588

・総務課 田那辺 TEL72-1114

○競技方法 新ペリア方式。1.0Ｒｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ。

○そ の 他 集合はスタート30分前。組合せは，

12月15日(水)に申込場所に掲示し

ます。賞品多数。

事務局 農林課 円谷 TEL72-1128

入場無料，多数のご観覧をお待ちしております。

○日 時 11月27日(土) 9:30～16:40

○と こ ろ 常陸太田市山吹公園 市民体育館

常陸太田市新宿町１

○内 容

・各種芸能(民舞，日本舞踊，フラダンス，太

鼓，演劇，手品，ソーラン ほか)

・最後に参加者全員で三浜盆踊り，太田音頭，

しあわせ音頭を踊ります。

○出 演 県北地域の各種芸能サークル，

クラブ，老人会等の皆さん。

○持参する物 昼食，飲み物，上履き

県北地域高齢者はつらつ百人委員会

実行委員長 田村良勝 TEL0294-72-0583

福祉課高齢介護G TEL72-1117

男同士，楽しく料理しながら食生活について

学んでみませんか。ぜひご参加ください。

○場 所 保健センター

○参 加 費 無料

○持参するもの エプロン・三角巾

○定 員 20名程度

○申 込 み 11月22日(月)までに電話で健康増

進課までお申し込みください。

【日程と内容】

○第1回 11月26日(金)

9:30～ 9:40 受付・血圧・体脂肪測定

9:40～10:10 講話「バランス食について」

10:10～13:00 調理実習・試食

○第2回 12月9日(木)

9:30～ 9:40 受付

9:40～10:40 実技「簡単筋トレ」

10:40～13:00 調理実習・試食・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

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11月5日

7掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

申込 問

町民ゴルフ大会参加者募集

問申込

『県北はつらつ芸能発表大会』のお知らせ

問

「男性の食生活講座」受講者募集

問申込

問

まいん 第3回湯の里名画座 上映会＆合唱会

「 歓 喜 の 歌 」 12月18日(土)
◇時 間 1回目13:00～ 2回目16:30～

◇入場料 前売 一般1,000円

主催 茨城映画センター TEL029-226-3156



町では，ごみ収集所の整備及び収集作業の能

率向上のため，地域の利用者が共同で設置しよ

うとするごみ収集所に対し補助金を交付します。

○補助条件

・設置場所土地所有者の承諾を得ること。

・ごみ収集車が作業のために停車中に通行の

支障にならないこと。

○補助金額 設置費用の2分の1以内

(限度額5万円)

○申請に必要な書類等

・申請書及び申請者の印鑑

・土地使用承諾書及び利用者名簿

・ごみ収集所設置費用の見積書

・平面図及び立面図

・振込先金融機関の口座番号等

※申請書は環境センターにあります。

環境センター TEL72-3042

浄化槽の法定検査は，保守点検と清掃が定期

的に実施され，きれいな水が放流されているこ

とを確認するためのものです。

地域の水環境を保全するためには，検査の結

果，不具合等が発見された場合には速やかに改

善を図ることが重要です。

このため，浄化槽の所有者には，年1回の法定

検査が法律により義務付けられていますので，

必ず受検されますようお願いいたします。

(社)茨城県水質保全協会 TEL029-227-4836

茨城県生活環境部環境対策課

TEL029-301-2966

生活環境課生活環境G TEL72-1193

【相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保

険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更

について】

このたび，遺族の方が年金として受給する生

命保険金のうち，相続税の課税対象となった部

分については，所得税の課税対象にならないと

する最高裁判所の判決がありました。そこで，

このような年金に係る税務上の取扱いを改める

こととしましたので，お知らせします。これに

より，平成17年分から平成21年分までの各年分

について所得税が納めすぎとなっている方につ

きましては，その納めすぎとなっている所得税

が還付となります。

お手数をお掛けしますが，必要なお手続き(更

正の請求又は確定申告など)をしていただきます

ようお願いいたします。

この取扱いの変更の対象となる方や所得税の

還付のお手続きについては，国税庁ホームペー

ジ【www.nta.go.jp】をご覧いただくか，最寄り

の税務署にお問い合わせください。

※平成17年分について，早い方は平成22年12月

末が還付できる期限となりますので，お早目の

お手続きをお願いします。

※受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税

の課税対象となる場合は，実際に相続税や贈与

税の納税額が生じなかった方も対象となります。

太田税務署 TEL0294-72-2171

平成21年度に地籍調査を実施した内大野の一

部地区について，新しい地籍図と地籍簿を作成

しましたので，次のとおり閲覧を実施します。

○閲覧期間 11月5日(金)～24日(水)

9:00～16:30

※平日のみの閲覧となりますが，14日(日)，21

日(日),23日(火・祝)については実施します。

○閲覧場所 生瀬コミュニティセンター

TEL76-0101

農林課 TEL72-1128

農林課地籍G TEL72-1128
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3みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 育てよう 思いやりの気持ち～

ごみ収集所の設置に補助金を交付します

浄化槽をお使いの皆さんへ

税務署からのお知らせ

問

問申請

一日年金事務所の会場変更について

11月16日(火)に開設する，一日年金事務

所(年金相談)の会場が変更になりました。

【変更前】 役場 第一分室会議室

↓

【変更後】 役場 庁議室(本庁舎２階)

町民課国保年金室 TEL72-1112問

問

申込
内大野Ⅱ地区地籍調査に伴う成果の閲覧
を実施します

問

○期 日 12月19日(日) 10:30スタート

(9:00受付 9:30開会式)

○走 路 広域公園特設周回ハーフマラソン

コース(距離21.0975㎞，約1.5㎞×

14区間)

○部 門 (1)一般の部 (2)女子の部

(3)中学生の部 (4)小学生の部

○チーム編成 1チーム5人以上14人以内。

○参 加 料 1チーム2,000円(小・中・高校生の

チームは無料)，大会当日に徴収。

○申込方法 申込用紙に必要事項を記入して

リフレッシュセンター内事務局

までお申し込みください。

※11月19日(金)必着

陸上競技部長 小室 TEL74-0636

事務局 飯村 TEL090-7406-4699

(職場直通)TEL72-1135

○日 時 12月11日(土) 小雨決行

受 付 9:00～9:30

スタート 10:00

○場 所 大子広域公園オートキャンプ場

「グリンヴィラ」

○参 加 費 300円(保険料,飲物代)

○そ の 他 雨具を持参して，運動できる服装

で参加してください。

小学3年生以下は保護者同伴。

リフレッシュセンター TEL72-1149

体育協会レクリェーション部 神長

TEL090-2452-8395

都市の将来像を示す都市計画区域マスタープ

ランの作成にあたり，住民の皆様からご意見を

いただくため，公聴会を下記のとおり開催しま

す。なお，公述申出者がいない場合，公聴会は

開催しません。

○日 時 11月29日(月) 10:00～

○場 所 常陸大宮土木事務所(2階会議室)

常陸大宮市野中町3083-2

【申出方法】

本マスタープラン原案に対して意見を述べる

ことを希望する方は，公述申出期間中に公述申

出書を提出してください。

【提出先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県知事橋本昌あて

(茨城県土木部都市局都市計画課扱い)

【公述申出期間(必着)】

11月11日(木)～22日(月)

【公述人の決定】

公述申出者が多数の場合，意見内容を考慮の

うえ，代表者を選考させていただきます。

【マスタープラン原案の閲覧場所及び問合先】

・茨城県土木部都市局都市計画課

TEL029-301-4592

・建設課 TEL0295-72-2611

町では，平成18年度から実施している「まち

づくり交付金大子駅前周辺地区」が，今年度，

事業の最終年度を迎え，事業の成果がどのよう

に現れたかを検証する「事後評価」の手続きを

行っており，12月までに内容を取りまとめ国に

報告することとしています。

これまで取り組んできた交付金事業について

「事後評価原案」としてまとめ，町のホームペー

ジと建設課において閲覧により公表しています

ので，原案に関することや今後のまちづくりの

参考となるご意見又はご提案がありましたら，
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6 ≪献血のお知らせ≫１１月２９日(月) 10:00～15:30 大子町役場

第24回大子広域公園ハーフリレーマラソ
ン大会参加チーム募集

問

ウォークラリー参加者募集

問申込

農業総合センター山間地帯特産指導所

公開セミナー受講者募集

○内容 「生芋からのコンニャクづくり」

○日時 12月10日(金) 13:00～16:00

○申込 11月29日～12月3日にTEL/FAXにて

農業総合ｾﾝﾀｰ山間地帯特産指導所

TEL74-0821 FAX74-0769

大子都市計画に関する公聴会の開催につ
いて

問

まちづくり交付金「大子駅周辺地区」の
事後評価原案を公表します



○家屋を取り壊したら

家屋に対する固定資産税は，毎年1月1日現在

で課税台帳に登録してあるものに課税されます

ので，家屋を取り壊した場合は，滅失届を提出

してください。

なお，職員が取り壊しを確認したものや建物

滅失登記が済んでいる場合は，届出は不要です。

○家屋を新築又は増改築したら

家屋を新築又は増改築をした場合は，工事終

了後，完了報告書を提出してください。提出後，

職員が家屋調査に伺います。

○未登記家屋の所有権移転をしたら

売買や相続などで，未登記家屋の所有権移転

をした場合は，契約書等を添付のうえ所有者変

更届を提出してください。

※提出する書類等は，税務課にあります。

税務課町税G TEL72-1116

町では，父母の一方又は両方が死亡で欠けて

いる児童(満5歳から義務教育修了まで)に対して

遺児手当を支給していますので，該当する方は

申請をしてください。

○受給資格 大子町に住所を有する保護者(児童

を養育する者)

○手当の額 児童1人につき年額10,000円

(毎年3月に支給)

○申 請 先 福祉課社会福祉G

○用意するもの 印鑑，口座番号・名義のわか

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，福祉課に連絡してください。なお，不明な

点は福祉課にお問い合わせください。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

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。

【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。)

【給水装置工事事業者指定取消しのお知らせ】

次の事業者については，大子町水道事業指定

給水装置工事事業者の指定を取り消したのでお

知らせします。

○黒沢電気商会 代表 植草篤彦 (町付1306-1)

水道課 TEL72-2221

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 11月22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 11月19日(金)までに，電話でお申

し込みください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611
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4 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問申込

税務課からのお知らせ

問

遺児手当の申請はお済みですか

問申請

水道メーターの交換にご協力ください

問

相 談

「こころの相談」のお知らせ

犯罪被害にあわれた方へのご案内 ＜11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。＞
犯罪の被害を受けた後は，一種のショック状態が続き，* ◎相談窓口

体や心の調子を崩すことがあります。これは，異常なこ * ○警察安全総合相談センター TEL029-301-9110

とではありません。つらい時は一人で抱え込まず，相談 * ○いばらき被害者支援センター TEL029-232-2736

窓口へご相談ください。 * ○大子警察署警務係 TEL72-0110

問

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

にお問い合わせください。

○日 時 12月3日(金) 10:30～14:30

○場 所 保健センター

○内 容 しつけ，ことば，適性，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

あなた一人で悩んでいませんか。職場におけ

る男女差別やセクハラ，夫やパートナーからの

暴力，ストーカーなどの女性に対するあらゆる

人権侵害について相談を受け付けています。

秘密は厳守します。

【全国共通ナビダイヤル】

０５７０－０７０－８１０

○期 間 11月15日(月)～21日(日)の7日間

○時 間 8:30～19:00(土・日10:00～17:00)

○相 談 員 人権擁護委員・法務局職員

水戸地方法務局人権擁護課 TEL029-227-9919

総務課総務G TEL72-1113

「子どもの心を育てるために考えよう」をテー

マに家庭教育のつどいを開催します。お気軽に

ご参加ください。参加費は無料です。

○日 時 11月20日(土) 9:00～12:20

○会 場 文化福祉会館まいん(大子722-1)

○内容及び出演者

【講演会】

演題「家庭で担う食育」

講師 茨城ｷﾘｽﾄ教大学 教授 川上美智子 氏

【シンポジウム】

［コーディネーター］川上美智子 氏

［パネラー］

元教育・子育て電話相談員 大津一信 氏

大子町教育委員会教育長 都筑 積 氏

【親子朗読コンサート】

「心をゆり動かす朗読と音楽のハーモニー」

［朗読］ナレーター・朗読家 坂本裕功 氏

［シンセサイザー演奏］萩原厚子 氏

○定 員 100人

○申込方法 11月18日(木)までに，来館又は

電話でお申し込みください。

(土，日曜日を除く。)

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

大子町バドミントン連盟では，バドミントン

大会を開催します。ぜひご参加ください。

○日 時 11月28日(日) 8:30競技開始

○場 所 リフレッシュセンターアリーナ

○種 目

・Ａクラス ダブルスの部(男子・女子・混合)

・Ｂクラス ダブルスの部(男子・女子・混合)

・初級者クラス ダブルスの部

○参 加 費 一般1,000円(保険料込み)

○申込方法 11月24日(水)までに，電話でお申

し込みください。

※ラケット，体育館シューズ，昼食を持参して

ください。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149
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5掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

問

問

児童巡回相談

家庭教育のつどいのお知らせＤ

全国一斉「女性の人権ﾎｯﾄﾗｲﾝ」強化週間

図書館プチ・ソフィアからのお知らせ

○無料で本・雑誌の貸出を行っています。

(一人5冊まで，2週間)

○幼児向けの，11月の「おはなし会」は，

27日(土)11:00から行います。

○休館日は毎週月曜日と木曜日です。

○新しく入った本

「優しいおとな」 桐野夏生著

「赦し」 矢口敦子著

「超訳ニーチェの言葉」ニーチェ著

「あきっぽいまじょとなかまたち1・2」

うえつじとしこ著

図書館プチ・ソフィア TEL72-6123

募 集

第59回町民バドミントン大会参加者募集

問

問申込

問申込


