
今年度，21,26,31,36,41,46,51,56,61歳にな

る女性の方に，検診の無料クーポン券を配布し

ました。クーポン券の有効期限は1月31日ですの

で，早めに検診を受けましょう。

【子宮がん検診】

県内の登録医療機関で受診できます。健康増

進課で受診券を発行しますので，検診を受ける

前に健康増進課へ来所してください。

【乳がん検診】

医療機関検診

常陸大宮済生会病院，三愛クリニック(水戸市)

で受診できます。受診券を発行しますので，検

診を受ける前に健康増進課へ来所してください。

集団検診

保健センターにて，クーポン券利用の方を対

象にマンモグラフィ検査を実施します。

○検 診 日 1月19日

○受付時間 午前の部 10:00～11:00

午後の部 13:00～14:00

○募集人数 午前30名 午後50名

○申 込 み 1月14日までに健康増進課へ。

(定員になり次第締切)

健康増進課健康増進G TEL72-6611

保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，

生活習慣改善の相談に応じています。健康診査

の結果を持参のうえ，気軽にご相談ください。

なお，相談に来た方には健診結果についての

パンフレットを差し上げています。

○日 時 毎週火曜日 13:30～15:00

○場 所 保健センター

健康増進課健康増進G TEL72-6611

平成23年版茨城県民手帳及び農業日誌を申し

込んだ方は企画観光課(本庁舎2階)でお受け取り

ください。

○価 格 ポケット判 300円

標準判 400円

デスク判 900円

農業日誌 1,400円

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

大子町消防団では，1月10日に文化福祉会館

「まいん」において，平成23年消防出初め式を

行います。

当日は，午前7時にサイレンが鳴りますので，

火災と間違えないようにご注意ください。

また，午前10時から11時まで駅前通りが車両

パレードと消防団員等の分列行進のため通行止

めになります。

その後，久慈川河川敷で消防車両の一斉放水

及び防災ヘリコプターによる散水を行いますの

で，ご協力をお願いします。

消防本部 TEL72-0119

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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子宮がん・乳がん検診の無料クーポン券
が届いた方へ

申込 問

平成23年消防出初め式を行いますを

問

健康相談をご利用ください

問

茨城県民手帳・農業日誌をお受け取りく
ださい

敬老祝品有効期限のお知らせ

77歳以上(昭和9年3月31日以前に出生)の方

へお届けしました敬老祝品(大子町商店会の商

品券)の有効期限が平成23年1月31日になって

います。期限切れにならないうちにご使用く

ださい。

なお，期限が過ぎた商品券は使用できなく

なりますのでご注意ください。

福祉課高齢福祉G TEL72-1117問問

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年で会員数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」に大子町民の方が入会された場合は，

入会金(10,000円)を町から助成しますので，積

極的にご活用ください。

いばらき出会いサポートセンター

TEL029-224-8888

ＨＰ http://www.ibccnet.com

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131

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)

県子ども家庭課少子化対策室

TEL029-301-3261

企画観光課企画地域振興G TEL72-1131
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8 ― 次回の発行は，12月28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

『まいん』催し物のお知らせ

平成23年1月15日・16日 2日間

15日 開場１０：００ 開演１０：３０

16日 開場 ９：３０ 開演１０：００

○会 場 文化福祉会館「まいん」

○入 場 無料(終日出入り自由です。)

○内 容

【文化ホール】

総勢約40組のみなさんが，歌や踊り，パ

フォーマンスなど多彩な発表でステージを盛

り上げます

【観光交流ホール】

お琴やよさこいのミニ体験レッスン。予約

不要で子どもから大人まで，だれでもご参加

できます

その他，館内では大子の自慢の軽食をお楽

しみいただけます

生涯学習課生涯学習G TEL72-11４8

みんなのまいん 全員集合 ！！

問

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

介護保険についてのお知らせ

介護保険は「予防」と「安心」で暮らしを

支える制度です。

◎ご相談は

福祉課 高齢介護グループ TEL72-1135

地域包括支援センター TEL72-1175

◎申請窓口は福祉課です。

申請はいざという時に申請しましょう。

介護サービスの利用は，その時で十分間

に合います

問申込

問申込

問
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2 掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

インフルエンザワクチン接種費助成のご案内
町では，インフルエンザのワクチン接種を受けた方に対して費用の一部を負担します。

○期 間 平成23年3月31日まで(12月中旬ごろまでに接種するのが望ましい。)

○対 象 者 町内にお住まいで，次のいずれかに該当する方

①町民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する方

②妊婦，中学3年生までのお子さん

③ワクチン接種日に満65歳以上の方

（満60歳以上の方で，日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方も含みます。）

○申請方法

・町内の医療機関で接種する場合

＊予約をした医療機関の窓口に，課税証明書(町民税非課税世帯確認のため)など，対象者

であることを証明する書類を提示して接種を受けてください。

・町外の医療機関で接種する場合

＊健康増進課（保健センター内）に予防接種券を申請してから接種を受けてください。

＊①に該当する方は課税証明書など対象者であることを証明する書類を持参し，予防接種

券の交付を受けてください。

＊②に該当する方は接種を受けてから，ワクチン接種時の領収書・印鑑・通帳を持参して

ください。

＊③に該当する方は予防接種券が無いと助成を受けられませんので注意してください。

○助成額及び自己負担額(町内の医療機関で接種した場合)

※町外の医療機関で接種した場合，自己負担額が異なる場合があります。

○その他

町内の医療機関では，統一した接種費用で接種を受けられますが，町外では費用が異なる場

合もありますので，できる限り町内の医療機関での接種をお勧めします。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

対 象 者 助 成 額 助成回数 自己負担額

①に該当する方 3,600円 1回又は2回 無

②に該当する方 2,000円 1回限り 1,600円

③に該当する方 2,600円 1回限り 1,000円

申込 問

≪特定健康診査等を受けた方へ≫ 健康増進課健康増進G TEL72-6611

健康診査の結果に異常がみられても放置している方がいます。

健康診査の結果が届いた後は，受診をするなど健康管理に努めてください。

健診結果 対 応

異常認めず
今回は異常ありませんでしたが，身体は年々変化していきます。健康に気を配って

いきましょう。

要指導

生活習慣の改善が必要です。食べ過ぎ，偏食等の食生活や運動不足を見直し，指摘

された値が改善するよう努めてください。

生活習慣を改善しないと，今後要医療となるおそれがあります。

要医療
病院でよく診てもらいましょう。治療中の人は治療を継続してください。

生活習慣の見直しも必要です。

問
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7掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

糖 尿 病 予 防 で い き い き 健 康 づ く り
糖尿病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。

○対 象 者 ヘモグロビンAlcが高めの方，健康づくりに興味のある70歳未満の方

○定 員 30人(先着順)

○会 場 保健センター

○参 加 費 無料

○申込締切 12月28日までに健康増進課へ申し込んでください。

健康増進課健康増進G TEL72-6611

日 時 内 容

第1回

1月13日

9:00～ 9:30 受付 血圧測定 体脂肪測定

9:30～10:00 講話「糖尿病について」

10:00～11:00 講話「食生活チェック・食事について1」

11:00～13:00 調理実習・試食

第2回

1月27日

9:00～ 9:30 受付 血圧測定 体脂肪測定

9:30～10:50 講話「食事について2」

10:50～12:50 調理実習・試食

12:50～13:30 個別指導

第3回

2月7日

9:00～ 9:30 受付 血圧測定 体脂肪測定

9:30～10:50 講話「食事について3」

10:50～11:20 実技「楽しい運動1」

11:20～13:20 調理実習・試食

13:20～14:00 個別指導

第4回

2月21日

9:00～ 9:30 受付 血圧測定 体脂肪測定

9:30～10:30 講話「復習と注意点・グループワーク」

10:30～11:30 実技「楽しい運動2」

問申込

火 気 の 取 り 扱 い に ご 用 心 ！
朝夜の冷え込みも厳しくなり，暖房器具等を多用する季節になってきました。

暖房器具は冬の寒さをしのぐためには欠かせないものですが，誤った取り扱いや不注意により

思わぬ災害につながる可能性があります。

大切な家族や家に危険を招かないように，日頃から火気の取り扱いには注意しましょう。

火気の取り扱いについてもう一度見直してみましょう

・小さな子どもを火気に近づけない

・就寝前に火の元の確認

・消火器具の設置

・火気の周囲に燃えやすい物を置かない

・暖房器具等の正しい取り扱い

消防本部 TEL72-0119問



社団法人茨城県母子寡婦福祉連合会では，ひ

とり親家庭(母子家庭，父子家庭)の平成23年度

に小学校に入学されるお子さんに対し，入学祝

品(学用品類)を贈ります。

希望される保護者の方は，1月31日(月)までに

福祉課へお申し込みください

なお，申し込みの際は，お子さんの住所・

氏名・性別・保護者名等をお知らせください。

福祉課 社会福祉G TEL72-1117

茨城県母子寡婦福祉連合会

TEL029-221-7505

木の文化塾では，文化庁「地域伝統文化総合

活性化事業」からの委嘱と町及び町教育委員会

の後援により，美しい里山景観を守るため，現

存している伝統文化を調べ，育て，活性化して

いくことを目的として「大子町の里山景観を守

る伝統文化の総合活性化事業」を行うことにな

りました。

本年は，まず大子町全域にどのような歴史的

建造物が残っているのか，分布調査を始めます。

皆様のご協力をよろしくお願いします。

○調査期間 平成23年3月まで

※来年度も継続予定です。

○調査対象 大子町の歴史的建造物(茅葺民家，

板倉などの付属屋，木造小学校等)

○調査内容 建物外観の写真撮影，建物の簡単

なスケッチ等

○調 査 員 木の文化塾，東京芸術大学大学院

文化財保存学専攻建造物研究室の

教員及び大学院生

木の文化塾 TEL72-2446

(下野宮1474-3 事務局 菊地均)

生涯学習課生涯学習G TEL72-1148

ごみの減量化を促進し，生活環境の向上を図

るため，生ごみ処理容器（電気生ごみ処理機）

を購入した方に補助金を交付します。

○対 象 者

・町内に住所を有し，居住している方

・肥料化されたごみを自ら処理できる方

○補助基数 9基

○補助金額 購入額の1/2以内（限度額2万円）

○申請に必要な書類等

・申請書及び印鑑（シャチハタ不可）

・振込金融機関の口座番号

・領収証（あて名，機種名，金額等が記入さ

れているもの）

※申請者，領収証のあて名及び口座名義人は，

同一の方とします。

生活環境課生活環境G TEL72-1193

し尿処理手数料と浄化槽清掃手数料が，今年4

月からの手数料徴収システム導入により，納入

通知書による納付になりましたが，このたび，

預金口座からの振り替えができるようになりま

した。

口座振替を希望される場合は，預金口座の届

出印を持参のうえ，各金融機関の窓口で手続き

してください。

なお，口座振替の開始時期は，口座振替依頼

日の翌月末からになります。

環境施設課衛生センターTEL72-3076

牛ふん，豚ぷん，鶏ふん等の動物の排せつ物

を原料とする「たい肥」「乾燥ふん」等は，肥

料取締法に基づく「特殊肥料」に該当します。

特殊肥料の生産・販売には，知事への届出が

義務づけられています。

茨城県肥飼料検査所(水戸市中河内町966-1)

TEL029-221-3419

農林課農林G TEL72-1128
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3掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

し尿処理手数料と浄化槽清掃手数料の
口座振替ができるようになりました

歴史的建造物分布調査の実施について

問

生ごみ処理容器を購入した方に補助金を
交付します

問申込

平成23年度小学校入学児童をもつ
ひとり親家庭の皆さんへ

問

「たい肥」等の生産販売について

問

問

申込

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 2月4日 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

高齢者大学生と一緒に，大子町の歴史につい

て学んでみませんか。ぜひご参加ください。

○日 時

・第1回 1月28日 10:00～12:00

「水戸藩の成立期に起きた生瀬乱」

・第2回 2月10日 10:00～12:00

「桜田門外の変と大子」

○会 場 文化福祉会館「まいん」

○講 師 小澤圀彦 氏

○参 加 費 無料

○申 込 み 1月24日までに電話で社会福祉協議

会までお申し込みください。

社会福祉協議会 TEL72-2005

スキーやスノーボードの基礎技術を習得して，

ウィンタースポーツの楽しさを体験してみませ

んか。

○期 日 1月16日 5:30中央公民館出発

○場 所 山形県米沢スキー場

○参加資格 小学校3年生以上

(町内・町外は問いません。)

○募集人員 40名(スキー・スノーボード)

○参 加 料 3,500円(小3～6年)

5,000円(中学生～一般)

○申 込 先 リフレッシュセンター

(土・日，祝日を除く8:30～17:30)

○そ の 他

・当日は5:20までに集合してください。

・原則団体行動で，自由滑走は認めません。

・参加費は当日徴収します。

生涯学習課生涯学習G TEL72-1149

○日 時 12月25日 14:00～17:00

○会 場 那珂市総合センターらぽーる

「多目的ホール」

那珂市古徳371(TEL029-296-1651)

○内 容

一般演題 ひたちなか総合病院，慶和病院，

志村大宮病院の発表

特別講演

ＮＴＴ東日本東北病院リハビリテーション

センター長 鈴木恒彦 氏

「障がい者のニーズに応じた地域

リハビリテーションのあり方

～神経科学に基づく医療と介護～」

○参 加 費 無料

○問 合 せ

志村大宮病院(常陸大宮市上町313番地)

管理部 担当 徳増(TEL0295-53-2170)

健康増進課健康増進G TEL72-6611
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児童巡回相談

高齢者大学『公開講座』受講者募集

募 集

問申込

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「おはなし会」を，12月25日

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

「トロイメライ」 池上永一著

「神様のカルテ２」 夏川草介著

「日本人へ リーダー篇」塩野七生著

「パピロちゃんゆきおおかみ」

片山令子著

図書館プチ・ソフィア TEL72-6123問

大子町体協主催 スキー教室参加者募集

問

第13回茨城県北西部地域リハビリテーショ
ン研究会

問申込

問申込
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町営住宅入居者募集

○町営えのき台住宅

住 宅 名 えのき台(矢田225・子育て支援住宅) H21年築

募集戸数 1戸

構 造 2LDK，木造平屋建，

入居資格

・所得月額が158,000円以下(高齢者，身体障害者については，214,000円以下）である方。

・町税等(水道料金含む)を滞納していない方で，住宅に困っている方。

・暴力団員で無い方。

家賃月額

所得月額 月額家賃 児童数による減額

0円 ～ 104,000円 27,900円 1人 10,000円

104,001円 ～ 123,000円 32,200円 2人 15,000円

123,001円 ～ 139,000円 36,800円 3人以上 20,000円

139,001円 ～ 158,000円 41,500円

※18歳未満の扶養する児童数により家賃が減額されます。

敷 金 家賃の3か月分

申込期限 12月24日

申込方法 申込書に必要書類を添えて，申し込んでください。申込書は建設課にあります。

決定方法

・入居資格審査のうえ，町営住宅入居者選考委員会で選考により，入居者を決定

します。

・入居時期は2月上旬予定。(連帯保証人等記載の誓約書を提出後に決定します。)

○町営住宅

住 宅 名 磯 部(浅川2557) H14年築 北田気第二(北田気166) S63年築

募集戸数 1戸 1戸

構 造 2DK，木造平屋建，水洗トイレ 3DK，RC3階建，水洗トイレ

入居資格

・所得月額が158,000円以下(高齢者，身体障害者については，214,000円以下）である方。

・町税等(水道料金含む)を滞納していない方で，住宅に困っている方。

・暴力団員で無い方。

家賃月額

※18歳未満の扶養する児童数により，家賃が減額(1人10％，2人15％，3人～20％)されます。

共 益 費 月額2,000円 月額2,500円

敷 金 家賃の3か月分

申込期限 12月24日

申込方法 申込書に必要書類を添えて，申し込んでください。申込書は建設課にあります。

決定方法

・入居資格審査のうえ，町営住宅入居者選考委員会で選考により，入居者を決定

します。

・入居時期は2月上旬予定。(連帯保証人等記載の誓約書を提出後に決定します。)

所得月額 磯 部 北田気第二

0円 ～ 104,000円 22,300円 16,900円

104,001円 ～ 123,000円 25,700円 19,600円

123,001円 ～ 139,000円 29,500円 22,400円

139,001円 ～ 158,000円 33,200円 25,200円

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民

の認識を深めるとともに，国際社会と連携しつ

つ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明

し，その抑止を図ることを目的として，「拉致

問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への

対処に関する法律」が施行され，国及び地方公

共団体の責務等が定められるとともに，毎年12

月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間」とすることとされました。

私たち一人一人が，北朝鮮の人権侵害に関心

を持ち，この問題の解決を目指しましょう。

福祉課社会福祉G TEL72-1117

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。

予約制ですので，事前にお問い合わせくだ

さい。

○日 時 1月12日 10:00～14:00

○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
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○特定町営住宅

住 宅 名 アメニティ本町(大子999-7) H16年築

募集戸数 2戸

構 造 2DK(50.39㎡)，鉄筋コン(5階)，システムバス，水洗トイレ，駐車場1台のみ

入居資格

・所得月額が158,001円以上～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円以上～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。

・暴力団員で無い方。

家賃月額

入居する18歳未満の児童数 減 額 月額家賃

0人の場合 (本来家賃) 0円 49,000円

1人の場合 4,900円 44,100円

2人の場合 7,400円 41,600円

3人以上の場合 9,800円 39,200円

※18歳未満の扶養する児童数により家賃が減額されます。

敷 金 家賃の3か月分

申込期限 12月24日

申込方法 申込書に必要書類を添えて，申し込んでください。申込書は建設課にあります。

決定方法

・入居資格審査のうえ，町営住宅入居者選考委員会で選考により，入居者を決定

します。

・入居時期は2月上旬予定。(連帯保証人等記載の誓約書を提出後に決定します。)

建設課 TEL72-2611

12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

相 談

弁護士無料法律相談のお知らせ

問申込

問

問申込


