
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町及大子町及大子町及大子町及びびびび茨城茨城茨城茨城県内県内県内県内のののの放射線量放射線量放射線量放射線量のののの情報情報情報情報についてについてについてについて    

 

地上波デジタル放送のＮＨＫデータ放送やインターネットで，茨城県内の大気中の放射線量の

測定結果を見ることができます。 

≪ＮＨＫデータ放送≫ 

地上デジタル放送のＮＨＫデータ放送で，茨城県が発表する放射線量を見ることができま

す。 

①テレビの電源を入れ，地上デジタル１チャンネルのＮＨＫに合わせます。 

②テレビのリモコンにあるⓓボタンを押し，ＮＨＫデータ放送の画面を表示します。 

③画面の左側のメニューから「茨城県内のお知らせ」を選択し，リモコンの決定ボタンを押

します。 

④表示された画面のメニューから「放射線等の状況」を選択し，リモコンの決定ボタンを押

します。 

⑤表示された画面のメニューから知りたい情報を選択し，リモコンの決定ボタンを押します。 

⑥茨城県が発表している各地の放射線状況を見ることができます。 

※アナログ放送及びＢＳデジタル放送では，見ることができません。 

≪インターネット≫ 

  茨城県のホームページから放射線量の情報を見ることができます。 

URL http://www.pref.ibaraki.jp/ 

 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

節 電節 電節 電節 電 へ のへ のへ のへ の 御 協 力御 協 力御 協 力御 協 力 の おの おの おの お 願願願願 いいいい    
 
東日本大震災により電力の供給が落ち込んでいますので，各家庭においても一層の節電に御協

力をお願いします。 
≪家庭での節電対策≫ 
◆空調 
・エアコンの設定温度は２８℃を目安に。 
・すだれやよしずを上手に活用しましょう。 
・フィルターの掃除をこまめにしましょう。 
※エアコンの控えすぎによる熱中症に注意して，無理のない範囲での節電への御協力をお願
いします。 

◆冷蔵庫 
・設定温度は「中」にしましょう。 
・詰め込み過ぎに注意しましょう。 
・扉の開け閉めは「短く」「少なく」しましょう。 

◆照明・その他の電気機器 
・照明はこまめに消灯をしましょう。 
・主電源を切り，コンセントを抜いて待機電力を減らしましょう。 

 
問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

 

平成23年 
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－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

医療福祉費支給制度医療福祉費支給制度医療福祉費支給制度医療福祉費支給制度（（（（マルマルマルマル福福福福））））をををを    

受給受給受給受給されているされているされているされている方方方方へへへへ    
 

医療福祉費支給制度（マル福）を受給され

ている方のうち，母子家庭の母子，父子家庭

の父子又は心身に障がいを持った方に交付

されている受給者証の有効期限は６月３０

日です。 

７月１日からの新しい受給者証は，６月下

旬に送付します。 

 

※小児のマル福を受給されている方は，誕生

月（１日生まれの方は前月）に新しい受給

者証を送付します。 

 

問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 
 

図書館図書館図書館図書館プチプチプチプチ・・・・ソフィアソフィアソフィアソフィアのののの御案内御案内御案内御案内    

 

◆無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 

◆一人５冊まで２週間利用できます。 

◆６月のおはなし会は，２５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 

 「風景」瀬戸内寂聴，「落合博満変人の研

究」ねじめ正一，「親は知らない ネットの

闇に吸い込まれる子どもたち」読売新聞社，

「世界を救う７人の日本人」池上彰，「中国

を拒否できない日本」関岡英之，「地震をし

らべる」茅野一郎  ほか 

 

問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

大子町嘱託員大子町嘱託員大子町嘱託員大子町嘱託員（（（（保育士保育士保育士保育士））））採用試験採用試験採用試験採用試験    

 

大子町嘱託員（保育士）を次のとおり募集します。 

◆職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

保育士 １人 町立保育所 保育所での保育業務 

◆雇用期間  平成２３年８月２２日から平成２４年３月３１日まで 

◆試験方法  口述試験，身体検査 

◆試験日時  ７月１２日（火） 13:30 

◆試験会場  大子町役場 庁議室（２Ｆ） 

◆申込書の請求 

申込書は，役場総務課に請求してください。 

郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用試験申込書請求」と朱書きし，あて先明記

の１２０円切手を貼った返信用封筒（角形２号（横24.0cm×縦33.2㎝））を必ず同封してくだ

さい。  

◆申込み先  大子町役場 総務課（〒３１９－３５２６ 大子町大字大子８６６番地） 

◆申込期限 

６月３０日（木）（土・日曜日を除く8:30～17:30） 

郵便の場合は，６月３０日（木）17:30までに総務課に着信したものに限ります。 

◆提出書類 

(1) 申込書１部（所定の申込用紙を使用） 

(2) 身体検査書（所定の用紙を使用） 

(3) 郵便による申込みの場合は，あて先明記の 80 円切手を貼った返信用封筒（長形３号（横

12.0cm×縦23.5cm））を同封してください。 

◆そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。 

 

問合せ  総務課 ℡０２９５－７２－１１１３ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成23年6月6日 



 

 

宮川宮川宮川宮川グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドのののの夜間利用夜間利用夜間利用夜間利用のののの開始開始開始開始についについについについてててて    

 

 東日本大震災による電力不足等を考慮し，

４月から宮川グラウンドの照明を使用した

利用を中止していましたが，６月１日から利

用を再開します。 

 照明の利用時間は，午後７時からとします

ので，関係団体の御理解をお願いします。 

 今後とも，節電に御協力をお願いします。 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 
 

 

調理師試験調理師試験調理師試験調理師試験のののの御案御案御案御案内内内内    

 
◆試験日及び場所 
  ８月２０日（土） 筑波大学 
◆講習会期日及び場所 
  ７月２７日（水），２８日（木） 
  くりえーとセンター大宮 
  （常陸大宮市工業団地１－３４） 
◆願書受付期間 
  ６月１２日（日）～１９日（日） 
◆試験及び講習会費用 
  ４３，４００円 
◆受付場所及び問合せ 
  茨城県調理師連合会大子地区 
  黒 崎  昇 ℡７２－０２０８ 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

公立保育所臨時保育士登録募集公立保育所臨時保育士登録募集公立保育所臨時保育士登録募集公立保育所臨時保育士登録募集のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    

 
町内の公立保育所で，臨時保育士として勤

務していただける方の登録を受け付けてい
ます。 
 登録後，公立保育所で欠員等により採用の
必要が生じた場合に，随時面接及び採用を行
います。 
 この登録は，採用を確約するものではな
く，登録していただいても仕事を御紹介でき
ない場合がありますので御了承ください。 
◆勤務場所 
 ・頃藤保育所（頃藤３７０１） 
 ・小生瀬保育所（小生瀬４０４５） 
 ・池田保育所（池田２５５９－１） 
 ・西保育所（芦野倉４０１） 
◆勤務時間  8:30～17:15 
 ※詳細な条件については，面接の連絡をす

るときにお知らせします。 
◆休 日  土・日曜日，祝日， 

１２月２９日～１月３日 
◆賃 金 

区 分 日 額 
20歳未満 ６，８００円 
20歳以上25歳未満 ７，０００円 
25歳以上 ７，２００円 

◆登録資格 
  保育士の資格を有し，健康な方 
◆申込み 
  大子町公立保育所臨時保育士登録申請
書に保育士証の写しを添付し，福祉課に持
参するか郵送してください。 

登録の申込みは随時受け付けています。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

幼稚園体験保育幼稚園体験保育幼稚園体験保育幼稚園体験保育のののの実施実施実施実施    

 
 幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚

園に子どもを入園させたいと希望している

親子を対象に，「親子登園日」を設け，園児

との交流，教師との遊び，保護者の相談等を

実施しますので御参加ください。 

◆体験日 

・第１回  ６月２９日（水） 

9:30～11:00 

・第２回  １１月上旬予定 

◆内 容 

 ・保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり

園児及び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。 

◆対象児童 

  平成１９年４月２日から平成２１年 

４月１日までに生まれたお子さん 

◆その他 

  当日は，お子さんの上履きを持参してく

ださい。 

◆申込み 

  ６月１３日（月）から１７日（金）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。 
 
問合せ  大子幼稚園 ℡７２－０６２７ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成23年6月6日 



 

 

内大野内大野内大野内大野（（（（ⅣⅣⅣⅣ地区地区地区地区））））及及及及びびびび矢田矢田矢田矢田（（（（ⅡⅡⅡⅡ地区地区地区地区））））

のののの一部一部一部一部についてについてについてについて地籍調査地籍調査地籍調査地籍調査をををを行行行行いますいますいますいます    
 

 地籍調査は，皆さん所有の一筆ごとの土地

について，正しい位置，地番，地目，地積等

を明らかにし，その成果として地籍図，地籍

簿等を作るための調査です。平成２３年度

は，内大野地区及び矢田地区の調査を行いま

すので，御協力をお願いします。 

地区名 字名 

内大野 

（Ⅳ地区） 

小沢，家ノ前の一部，築地

の一部，宮ノ前，クルメキ

の一部，沢口の一部 

矢 田 

（Ⅱ地区） 

沼田の一部，桜塚の一部，

道場川原の一部，根岸，天

神平の一部，天神平川前の

一部，根花，上竹，上竹前，

仲ノ町，大鈴，大鈴川前の

一部，八石の一部，大久保，

神明久保 

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 
 

給水装置工事主任技術者試験案内給水装置工事主任技術者試験案内給水装置工事主任技術者試験案内給水装置工事主任技術者試験案内    

 

◆期 日  １０月２３日（日） 

◆試験地（関東地区） 

  習志野市，東京都杉並区 

◆受験資格 

給水装置工事に関して３年以上の実務

経験を有する方 

◆受験料  １６，８００円 

◆願書の取扱先 

 ㈶給水工事技術振興財団 国家試験部国家試験課 

 〒１０３－００１５ 

 東京都中央区日本橋箱崎町４－７ 日本橋安藤ビル  

  ℡ ０３－５６９５－２５１１ 

  FAX０３－５６９５－２５０１ 

  URL http://www.kyuukou.or.jp 

◆願書受付期限  ６月３０日（木） 

 

 ※詳しくは，㈶給水工事技術振興財団へ問

い合わせください。 

 

問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 
 

 

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」イロドリイロドリイロドリイロドリ計画計画計画計画    

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」アートウィークアートウィークアートウィークアートウィーク出展者募集出展者募集出展者募集出展者募集    

 

「まいん」観光展示コーナーで展示してみませんか。 

絵画・書・手工芸・写真等ジャンルは問わず，皆さんの作品を募集します。 

◆応募資格  団体，個人は問いません。 

◆展示期間 

７～９月のうち，希望する月の原則第２火曜日～第３月曜日の７日間（搬出入含む。） 

  ※希望が重複した場合は，二組以上の展示となることがあります。 

◆展示場所  大子町文化福祉会館「まいん」 １階観光展示コーナー 

◆使 用 料  無料（搬出入等の諸経費は出展者の負担となります。） 

◆応募方法等 

  詳細は募集案内をご覧ください。 

募集案内は，「まいん」，大子町企画観光課，中央公民館等に置いてあります。大子町ホーム

ページからもダウンロードできます。 

◆申 込 み  展示希望月の前月１５日までに企画観光課に申し込んでください。 

 

問合せ  企画観光課 

℡７２－１１３１ FAX７２－１１６７ 

e-mail kikan01@town.daigo.lg.jp 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成23年6月6日 



 

 

素敵素敵素敵素敵なななな予感予感予感予感！！！！    

フォレストバーベキューフォレストバーベキューフォレストバーベキューフォレストバーベキューパーティパーティパーティパーティ３３３３    参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 大子町，いばらき出会いサポートセンター，マリッジサポーター県北地域活動協議会では，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，バーベキューパーティを開催します。 

◆日  時  ７月２４日（日） 10:00～14:00 

◆場  所  大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ 

◆募集人員  男女各２５人（申込多数の場合は抽選になります。） 

◆募集年齢  制限なし 

◆参 加 費  男４，０００円，女２，０００円 ※町内在住者は男女とも無料です。 

◆申 込 み  ７月８日（金）までに企画観光課に電話で申し込んでください。 

 

問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 
 

任意予防接種費用任意予防接種費用任意予防接種費用任意予防接種費用のののの助成助成助成助成のののの御案内御案内御案内御案内    

 

６月１日より任意の予防接種に係る費用の全額又は一部を助成します。 

◆対象任意予防接種及び内容 

予防接種の種類 対 象 者 助成回数 備  考 

子宮頸がん予防ワクチン 
中学１年生に相当する

年齢の女性 
３回 

７月の夏休みごろか

ら実施予定です。 

インフルエンザ菌ｂ型 

（Ｈｉｂ）ワクチン 

小児用肺炎球菌ワクチン 

生後３か月から５歳未

満までの者 
最大４回 

開始した月齢により

回数が異なります。 

高齢者肺炎球菌ワクチン ７０歳以上の者 １人１回  

◆助 成 額  全額町負担（高齢者肺炎球菌ワクチンの場合は，接種費用の７割） 

◆接種できる医療機関 

  保内郷メディカルクリニック，久保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院 

  （高齢者肺炎球菌ワクチンについては，袋田病院でも接種を受けることができます。） 

◆助成方法 

  接種を希望する方は，接種前に健康増進課（保健センター）で接種券及び予診票の交付を受

けてください。 

  ※健康増進課に本人を確認できる書類（健康保険証や母子健康手帳等）を提示してください。 

  ※医療機関に，接種券及び予診票を持参してください。 

◆そ の 他 

  任意の予防接種です。注意事項等をよく読み，理解したうえで接種を受けてください。 

  高齢者肺炎球菌ワクチンについては，町外の医療機関で接種した場合も助成の対象になりま

すが，自費で接種後，町の健康増進課で払い戻しの手続きをすることになります。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成23年6月6日 



 

 

花花花花とととと緑緑緑緑のののの環境美化環境美化環境美化環境美化コンクールコンクールコンクールコンクール参加団体募参加団体募参加団体募参加団体募集集集集    

 

 花いっぱい運動で，すばらしい成果をあげ

ている地域・団体・職場を表彰し，地域の方々

の環境美化に対する関心・意欲を高め，花い

っぱい運動を推進することを目的にコンク

ールを実施します。 

◆応募方法  中央公民館に備え付けの申

込用紙に必要事項を記入し，生

涯学習課に提出してください。 

◆申込期限  ７月４日（月） 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

 

慰霊巡拝慰霊巡拝慰霊巡拝慰霊巡拝のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    

 

厚生労働省主催の慰霊巡拝が実施されま

す。 

◆実施内容 

予定地域 実施予定時期 申込期限 

インドネシア 
10月13日 

～10月21日 
6月27日 

ビスマーク・ 

ソロモン諸島 

10月26日 

～11月2日 
7月1日 

東部ニューギニア 
11月9日 

～11月16日 
7月26日 

フィリピン 
2月15日 

～2月24日 
10月21日 

硫黄島 調整中  

◆申込み  茨城県保健福祉部長寿福祉課 

 ※詳しくは，厚生労働省のホームページを

ご覧ください。 

URL http://www.mhlw.go.jp 

 

問合せ 

茨城県保健福祉部長寿福祉課 

℡０２９－３０１－３３３７ 

福祉課  ℡７２－１１１７ 
 

 

肝炎肝炎肝炎肝炎ウィルスウィルスウィルスウィルス検査検査検査検査のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ    

 
 Ｃ型肝炎，Ｂ型肝炎の感染を早期に発見す
るため，肝炎ウィルス検査が受けられます。 
肝炎ウィルスに感染したまま気がつかな

いでいると，程度によっては他者への感染や
肝臓がんの発症を招くことあります。 
◆対 象 者 
 ・今年度４０歳になる方 
・過去に開腹手術等の大きな手術，輸血を
行い，肝炎ウィルス検査を一度も受けた
ことのない方 

◆検査場所 
 ◎各地区で行う特定健診会場 

※国民健康保険の方は健診会場で直接
申し込んでください。 

※社会保険の方は事前に健康増進課に
申し込み，発行された受診券を持参し
てください。 

◎次の医療機関（順不同） 
  ・保内郷メディカルクリニック 
  ・慈泉堂病院 
  ・久保田病院 
  ・吉成医院 

※事前に健康増進課に申し込み，検査料
金を支払ってから予約のうえ受診し
ます。 

◆検査料金（個人負担金） 
◎特定健診会場で受ける場合 

８００円（特定健診会場で納入） 
◎医療機関で受ける場合 

１，８００円（健康増進課に納入） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

甲種防火管理新規講習会甲種防火管理新規講習会甲種防火管理新規講習会甲種防火管理新規講習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

◆日 時 

７月２１日（木），２２日（金）の２日間 

  9:50～17:00（受付は9:20～） 

◆会 場  くりえーとセンター大宮 

      常陸大宮市工業団地１－３４ 

      ℡０２９５－５３－６６８８ 

◆申込み 

  申込書に必要事項を記載し，教材費 

４，０００円を添えて消防本部予防係へ申

し込んでください。 

 （申込書は消防本部にあります。） 

◆申込期間 

  ６月１３日（月）～２４日（金） 

  （土・日曜日は除く。） 

◆定 員  ３０名（先着順） 

 

問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 

広報だいご お知らせ版 平成23年6月6日 



 

 

紙紙紙紙おむつおむつおむつおむつ等等等等のののの介護用購入費介護用購入費介護用購入費介護用購入費をををを助成助成助成助成しますしますしますします    
 
 在宅の寝たきりの高齢者，認知症の高齢者又は重度の身体障害者（児）を介護している家族に
対し，紙おむつ等の介護用品購入費の一部を助成します。 
◆助成要件 
①６５歳以上の方又は「要支援１」以上の認定を受けた方を介護している家族 
②身体障害者手帳所持者で，１級，２級の下肢又は体幹機能障害者（児）を介護している家族 
③「要介護４・５」の認定を受けた方で，町民税非課税世帯の方を介護している家族 

 ※ただし，特別養護老人ホーム，老人保健施設等に入所している方や医療機関に入院している
方は除きます。 

◆助 成 額 
 ・上記①②に該当する方 年間購入費の７割相当額（上限額52,500円） 
 ・上記③に該当する方  年間購入費相当額（上限額75,000円） 
◆対象品目 
  紙おむつ，尿取りパット，使い捨て手袋，清しき剤，ドライシャンプー，おしりふきタオル，
介護シーツ 

◆申 請 月  
・７月（４月～６月購入分） 
・１０月（４月～９月購入分） 
・平成２４年１月（４月～１２月購入分） 
・平成２４年３月（４月～平成２４年３月購入分） 
※申請は，購入した年度内に行ってください。 
購入した年度を経過した物は，助成の対象となりませんので御注意ください。 

◆持参するもの 
・領収証（購入者，購入品目，購入額，購入日等が分かるもの） 
・申請者名義の預金通帳 
・印鑑 
※申請者，領収証のあて名及び口座名義人は，同一人とします。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

高 血 圧 予 防 教 室高 血 圧 予 防 教 室高 血 圧 予 防 教 室高 血 圧 予 防 教 室 の おの おの おの お 知知知知 らららら せせせせ    
 
高血圧を予防する食事の注意と運動の実践を楽しく学び，生活習慣を改善しましょう。 

◆日 程 
 日   時 内   容 

第
１
回 

７月２１日（木） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付：血圧・体脂肪測定 
講話：血圧のしくみについて 
講話：高血圧予防の食生活について 
調理実習・試食  

第
２
回 

８月４日（木） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：３０ 
１１：３０～１３：００ 

受付：血圧・体脂肪測定 
講話：食事の基本 
講話と実技：健康づくりのための運動 
調理実習・試食  

◆対象者  血圧が高めの方，健康づくりに興味のある方で７０歳未満の方 
◆定 員  ３０名（先着順） 
◆場 所  保健センター 
◆参加費  無料 
◆申込み  ７月１１日（月）までに健康増進課に申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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第第第第１５１５１５１５回回回回大子女性大子女性大子女性大子女性のつどいのつどいのつどいのつどい開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
 大子女性のつどい実行委員会では，女性の
つどいを開催します。お話を聞いたり，話し
合ったりしませんか。 
皆さんお誘い合わせの上，御参加くださ

い。 
◆日 時  ６月２６日（日） 

13:00～16:00 
◆場 所  中央公民館 
◆内 容 
 ・講演「常陸大宮市の乗合タクシーから学

びましょう！」 
   講師 常陸大宮市総務部企画課 

参 事 菊池 精一 氏 
副参事 皆川 嗣郎 氏 

・講演「放射能の怖さとどう向き合ってく
らせばいいの？」 

   講師 日本原子力研究機構労組 
委員長 石井 孝 氏 

◆参加費  ３００円（資料代） 
 
問合せ  大子女性のつどい実行委員会 

℡７２－２３６５（益子絹枝） 
 

 

 

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」イロドリイロドリイロドリイロドリ計画計画計画計画    

「「「「まいんまいんまいんまいん」」」」アートウィークアートウィークアートウィークアートウィーク・・・・    

まいまいまいまいまいまいまいまい広場広場広場広場のののの御案内御案内御案内御案内    
 
文化福祉会館「まいん」の有効活用を考え

る「まいん」イロドリ計画では，１階の観光
展示コーナーで展示企画及び休憩スペース
の実証実験を行います。 
気軽にお立ち寄りください。 

◆「まいん」アートウィーク（展示企画） 
・期間 
  ６月１４日（火）～２０日（月） 

10:00～17:00（最終日は16:00） 
 ・タイトル 
   「心に残る奥久慈の風景画展」 
 ・展示団体  大子油絵クラブ 
◆まいまい広場（休憩スペース実証実験） 
 ・期間 
   ６月１７日（金）～１９日（日） 

10:00～17:00 
 ・内容  どなたでも利用できる休憩スペ

ースです。お茶の無料サービスも
あります。 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

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（環境課） 72-3042 

衛生センター（環境課） 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） 
リフレッシュセンター（生涯学習課） 

72-1148 
72-1149 

プチ・ソフィア 72-6123 

斎場 72-4000 

文化福祉会館まいん 72-2005 

社会福祉協議会 72-2005 

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 

お店のＰＲやイベントの告知などに 

幅広く御活用ください。  

広報だいご：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ピクセル×横150ピクセル月額  5,000円 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

平成23年6月6日 

－次回の発行は，7月5日（火）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


