
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災瓦等被災瓦等被災瓦等被災瓦等のののの受入再開受入再開受入再開受入再開のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
集積場の受入見通しがついたことから，被災瓦等の受入を再開します。 

●受入期間  ７月２０日（水）から９月２８日（水）までの各水曜日 
●受入時間  9:00～16:00（正午～13:00は除く。） 
●受入場所  奥久慈創造の森（池田地内）の指定する場所 
●受入れる物  被災した瓦，大谷石，コンクリートブロック等 
●受入方法  事前に財政課に備え付けの「被災瓦等持込申請書」を提出してください。 
 
※申請書を提出するときは，り災証明書の写し又は被害状況の写真を持参してください。 
※申請書は，町ホームページからもダウンロードできます。 
 
問合せ  財政課 ℡７２－１１１９ 
 

東北地方東北地方東北地方東北地方のののの高速道路料金無料化高速道路料金無料化高速道路料金無料化高速道路料金無料化にににに伴伴伴伴うううう『『『『被災証明書被災証明書被災証明書被災証明書』』』』のののの発行発行発行発行についてについてについてについて    
 
東日本大震災により被災した方を対象にした東北地方の高速道路料金無料化に伴い，この利用

に当たっては「被災証明書」又は「り災証明書」の原本の提示が必要になることから，町では，
町内で被災した方の申請に基づき「被災証明書」を発行しています。 
なお，これまでに家屋の損壊等で「り災証明書」の交付を受けた方は，その証明書（原本に限

る。）を使用することができます。 
●対 象 者  東日本大震災により町内で被災された方（停電や断水も含まれます。） 
●申請に必要なもの 
・運転免許証又は健康保険証（申請者の住所及び氏名が確認できるもの） 
・印鑑 

●受付場所  役場 総務課（本庁舎２階） 
●受付時間  8:30～17:30（土・日曜日，祝日を除く。） 
●発行方法  即日発行 
●注意事項  ＥＴＣを利用した場合は無料になりませんので，必ず一般レーンを利用してくだ

さい。誤ってＥＴＣを利用した場合でも，通行料金の払い戻しはできません。 
●対象区間及び利用方法に関する問合せ 

ＮＥＸＣＯ東日本 お客様センター 
℡０５７０－０２４－０２４（ナビダイヤル２４時間） 
℡０３－５３３８－７５２４ URL http://www.e-nexco.co.jp/ 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 
 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災によるによるによるによる予防接種予防接種予防接種予防接種のののの特例特例特例特例についてについてについてについて    
 
東日本大震災によるやむを得ない事情により，定期予防接種の対象となる年齢を過ぎた方は，

特例措置により８月３１日までの間，定期予防接種の対象者となります。 
また，接種間隔が定められている予防接種（三種混合，日本脳炎）も，接種期間をおいている

間に災害等により接種ができなかった方は，接種可能となった時点で接種すれば定期予防接種と
して，接種可能となります。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

平成23年 

７７７７    ////    ５５５５    
№№№№ 7777 6666     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

茶茶茶茶・・・・農畜産物等農畜産物等農畜産物等農畜産物等のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償請求請求請求請求についてについてについてについて    
 
 福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響により，茶の出荷自粛がされておりますが，
茶等に関する損害賠償請求の受付及び相談会を行ないます。 
 なお，相談会以降も賠償申請受付は引き続き行います。また，その他の農畜産物等に関しても
相談を受け付けます。 
●日 時  ７月２０日（水）～２３日（土） 9:00～16:00 
●場 所  役場第一分室会議室 
●必要書類等 
 ①出荷伝票等（茶葉の量が分かるもの），②茶畑ごとの写真（刈った状態の分かるもの） 
③位置図（茶畑の場所・地番が分かる地図），④ＪＡ通帳（支払いをする場合の入金口座） 
⑤印鑑（申請書及び委任状に押印） 
※申請書及び委任状は農林課にて用意 

●その他   
①茶葉の刈取りについて，深刈り以上（葉のない状態）のものについては，町損害賠償対策協
議会として，東京電力へ損害賠償請求をしていく方針です。 

②東京電力からの支払いが，ＪＡを通じて支払われる関係で，ＪＡ通帳の利用となります。 
③製茶工場については，奥久慈茶業組合を通じて連絡します。 

 
問合せ  大子町福島原発事故農畜産物損害賠償対策協議会事務局 農林課 ℡７２－１１２８ 
 

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌ワクチンワクチンワクチンワクチン接種医療機関接種医療機関接種医療機関接種医療機関についについについについてててて     

 
平成２３年６月６日発行のお知らせ版の，

｢任意予防接種費用の助成の御案内｣の中で，
接種できる医療機関に袋田病院でも接種を
受けることができますと御案内しましたが，
袋田病院では，通院及び入院患者の方を対象
に接種しておりますので，通院及び入院患者
以外の方は他の町内等の医療機関での接種
に御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

「「「「障害児障害児障害児障害児・・・・者者者者サポートサポートサポートサポート手帳手帳手帳手帳」」」」配布配布配布配布についについについについてててて    
 
県では，茨城県手をつなぐ育成会の協力を

得て，「障害児・者サポート手帳」を作成し
ました。 
この手帳は，障害児・者，知的障害者等の

コミュニケーションの苦手な方が医療機関
を受診する際に配慮してほしい情報や病状
の説明を記載してスムーズに受診できるよ
う医療機関に提出するものです。 
手帳を希望する障害者の方に配布します

ので，福祉課にお越しください。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

在宅在宅在宅在宅でででで人工呼吸器人工呼吸器人工呼吸器人工呼吸器をををを使用使用使用使用されるされるされるされる方方方方へへへへ    
 
東日本大震災の影響に伴う福島第一原子力発電所の事故や放射性物質の外部への放出など，皆

様には大変な御心配と御不安，そして御迷惑をおかけし，誠に申し訳ございません。 
当社設備に大きな被害を受けたことから，現在，供給力の復旧・確保に全力で取り組んでおり

ますが，皆様の節電への御協力が大きな力となり，電力の需給バランスは改善を見せており，４
月８日に計画停電を「原則不実施」とすることにしました。 
しかしながら，突発的な気象の変化等により，電力供給が急増する可能性あるいは復旧する発

電所をはじめとした設備トラブルの発生も考えられることから，万が一，電力の需給逼迫が予想
される場合には，あらかじめお知らせした上で，やむを得ない計画停電を実施することもあり得
る状況です。 
このような状況におきまして，万が一の停電に備えて，バッテリー等の準備による「自衛措置

の設置」をお願いします。また，数に限りがございますが，小型発電機の貸出等の対応を実施し
ています。 
大変御迷惑と御心配をおかけしておりますが，御理解と御協力をお願いします。 

 
問合せ  東京電力株式会社茨城支店 茨城カスタマーセンター 

℡０１２０－９９５－３３２ 
（耳や言葉の不自由なお客様専用 Fax０１２０－１２－８５８９） 

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7月5日 



 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度大子町農業入門講座募集年度大子町農業入門講座募集年度大子町農業入門講座募集年度大子町農業入門講座募集    
 
大子町在住で，退職して農業に従事してい

る方や，農業に従事して間もない方，又は新
しく農業を始めようとする方のための農業
基礎講座を開催します。 
●実施期間  平成23年度（８回程度） 
●講座内容  農業基礎，野菜栽培等 
●開 校 式  ７月２１日（木）10:00 

中央公民館 
●募集期間  随時受け付けます。 
 
問合せ 
農林課 ℡７２－１１２８ 
常陸大宮地域農業改良普及センター 
℡０２９５－５３－０１１６ 

 

卓 球 教 室卓 球 教 室卓 球 教 室卓 球 教 室 のののの 開開開開 催催催催    
 
●日 時  ７月１８日（月） 9:00～12:00 

７月２５日（月）20:00～21:15 
８月 １日（月）20:00～21:00 

●場 所  リフレッシュセンター 
●参加費  無料 
●参加資格  小学生から一般（初級者から上

級者） 
●その他  ラケットを持参の上，運動ので

きる服装 
●申込み  生涯学習課（リフレッシュセン

ター内）に申し込んでください。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

献 血献 血献 血献 血 の おの おの おの お 知知知知 らららら せせせせ    
 
●日時及び場所 

期 日 時間 場 所 

8月5日(金) 
10:00～ 

15:30 
大子町役場 

8月11日(木) 
10:00～ 

16:00 
㈱ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ大子店 

●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） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 
やってみっぺやってみっぺやってみっぺやってみっぺ。。。。常陸牛常陸牛常陸牛常陸牛 ininininいばらきいばらきいばらきいばらき    

新規繁殖和牛経営入門講座受講生募集新規繁殖和牛経営入門講座受講生募集新規繁殖和牛経営入門講座受講生募集新規繁殖和牛経営入門講座受講生募集    
 
●開 講 日  ７月２７日（水） 

10:00～15:00 
●募集対象 
 ・肉用牛の飼育に興味があり，将来茨城県

で就農（肉用牛経営）を希望している方 
 ・複合経営の一部門として和牛導入を希望

している方 
●募集人数  １５名程度 
●応募期限  ７月１５日（金） 
●参 加 費  無料 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

「「「「脳脳脳脳ドックドックドックドック健康診査健康診査健康診査健康診査」」」」のののの助成金助成金助成金助成金のののの申請申請申請申請をををを受受受受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています    
 
大子町国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方が，町で契約している医療機関

等で脳ドック健康診査を受けると，「３割」の窓口負担で健康診査が受けられます。 
町が脳ドック健康診査費用額の「７割」を負担（助成）しますので，脳ドック健康診査の受診

前に町民課に申請してください。 
●受 付 期 限  １１月３０日（水） 
●契約医療機関 
(1) 脳神経外科ブレインピア南太田（常陸太田市谷河原町） 
(2) 水戸ブレインハートセンター（水戸市青柳町） 
(3) 聖麗メモリアル病院（日立市茂宮町） 
(4) 聖麗メモリアル高鈴（日立市高鈴町） 
(5) 那須脳神経外科病院（栃木県那須塩原市野間） 

 ※各医療機関によって，健康診査の内容及び費用が違います。 
≪大子町国民健康保険に加入している方≫ 

助成が受けられるのは，平成２３年４月１日現在，満４０歳以上で，平成２２年度までの国
民健康保険税を完納している世帯に属する方になります。 

≪後期高齢者医療制度に加入している方≫ 
助成が受けられるのは，平成２２年度までの後期高齢者医療保険料を完納している方になり

ます。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

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7月5日 



 

 

児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相児 童 巡 回 相 談談談談    
 
 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。予約制になって
いますので，事前にお問い合わせください。 
●日 時  ８月２日（火）10:30～14:30 
●場 所  保健センター 
●内 容  しつけ･ことば･適性･養育･精

神や身体･非行や性格などの相談 
●相談員  福祉相談ｾﾝﾀｰ児童福祉司ほか 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

「「「「ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの御案御案御案御案内内内内    
 
県では，ひきこもり対策の総合調整機関と

して「ひきこもり相談支援センター」を設置
し，社会福祉士，精神保健福祉士の専門スタ
ッフが相談に応じます。 
●相談時間  平日 9:00～16:00 
●電話番号  ０２９－２４４－１５７１ 
●場  所  水戸市笠原町９９３－２ 

（茨城県精神保健福祉センター内） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
日本脳炎の定期予防接種について，５月２０日付けで予防接種法施行令などの一部が改正され，

接種機会を逃していた，平成７年６月１日から平成１９年４月１日までの間に生まれた２０歳未
満の方も，従来の対象者に加えて定期予防接種の対象者になりました。 
今年度は原則として，次の方に接種の案内をしています。（今年度から，年齢ごとに順次案内し

ます。） 
御案内の対象になっていない方でも，希望する方は接種を受けることができますので，健康増

進課にお問い合わせください。 
●対 象 者 
・３歳，４歳（平成19年4月2日～平成21年4月1日生まれの方）に対する第１期初回接種 
・９歳，１０歳（平成13年4月2日～平成15年4月1日生まれの方）になるお子さま 

●接種費用  無 料 
●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 
●接種方法  医療機関に予約の上，予診票・母子手帳を持参して接種してください。 
●そ の 他  ・標準的な接種回数は，１期３回・２期１回の計４回です。 

・接種の前に，母子健康手帳を確認の上，不足分の接種を受けてください。 
・２期接種は，１期接種を終えた９歳以上の方に行います。 
・対象者には，予診票を郵送します。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

日本日本日本日本のののの名瀑名瀑名瀑名瀑「「「「袋田袋田袋田袋田のののの滝滝滝滝」」」」キャラクターデザインキャラクターデザインキャラクターデザインキャラクターデザイン募集募集募集募集    
 
●応募期限  ８月３１日（水） 
●応募資格  年齢，性別，プロアマ，個人，団体及び国籍は問いません。 

※未成年の場合は，必ず親権者の了解を得て応募してください。 
●応募規定  ①応募作品は，指定の応募用紙または縦２０㎝×横１８㎝の枠を書いたＡ４版白

紙を縦に使用してください。電子データも同様サイズでの応募となります。 
       ②募集要領及び応募用紙は，町ホームページからもダウンロードできます。 
       ③キャラクターの愛称は別に募集します。 
●応募方法  応募用紙に次の必要事項を明記の上，企画観光課に郵送又は電子メールで応募し

てください。 
①郵便番号・住所，②氏名，③年齢，④職業（学校名），⑤連絡先（電話番号， 

メールアドレス），⑥キャラクターの説明（制作意図，１００字程度） 
※電子データの場合はＪＰＥＧ形式でＣＤ－ＲＯＭに保存して郵送するか，電子メールに添付
（１MB程度）してお送りください。 

●各  賞  最優秀賞  １点  賞金１０万円 
       優 秀 賞  ３点  大子町特産品２万円分 

佳  作 ２６点  大子温泉入浴券（ペア） 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ e-mail kikan02@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 
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第第第第 20202020 回奥久慈大子回奥久慈大子回奥久慈大子回奥久慈大子まつりにまつりにまつりにまつりに御参加御参加御参加御参加をををを！！！！    
 
奥久慈大子まつりに参加する団体を募集します。 

●日 時  １０月２３日（日） 9:00～15:30 
●場 所  文化福祉会館まいん，まいん駐車場 
●参加費  ・参加団体会費      １団体当たり ２，０００円 

・区画使用料（物販をする場合） １区画 １，０００円 
●申込み  ７月２０日（水）までに企画観光課に申し込んでください。 
 
※まつりに関するアイディア，要望等がありましたら，事務局にお知らせください。 
 
問合せ  奥久慈大子まつり実行委員会事務局 

企画観光課  ℡７２－１１３８，大子町商工会 ℡７２－０１９１ 
 

住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    
 
住宅火災による死者数は，平成１５年以降

連続して1,000人を超える高い水準で推移し
ています。 
大子町では平成２０年６月から住宅用火

災警報器の設置を義務化した結果，普及率が
８６．６％と県内で最も高い結果になってい
ますが，全住宅に設置が完了し，住宅火災の
犠牲者がなくなるよう，安全・安心な社会を
実現しましょう。 

【なぜ住宅用火災警報器が必要か！】 
☆死者の約６割が６５歳以上の高齢者 
☆死亡原因の約６割が逃げ遅れ 
☆建物火災のうち，住宅火災による死者は
約９割 

 
かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない家族家族家族家族，，，，大切大切大切大切なななな家家家家をををを守守守守るためにるためにるためにるために    
「「「「住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器住宅用火災警報器」」」」をををを設置設置設置設置しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

熱中症熱中症熱中症熱中症をををを予防予防予防予防してしてしてして元気元気元気元気なななな夏夏夏夏をををを！！！！    
 
熱中症の発生は７～８月がピークになり

ます。 
熱中症を知って，しっかり予防し，楽しい

夏を過ごしましょう！ 
≪熱中症予防のポイント≫ 

★扇風機やエアコンを上手に使って室温
の温度調整を！ 

★こまめに水分と塩分の補給を！ 
 ★外出の際は体をしめつけない涼しい服

装で，日よけ対策も！ 
★日ごろから栄養バランスの良い食事と
体力づくりを！ 

 
こんな時は… 

◆自分で水が飲めない，脱力感やけん怠感
が強く動けない場合は，ためらわずに救
急車を呼んでください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
     消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

親親親親とととと子子子子のののの料理教室料理教室料理教室料理教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
夏休みの思い出に，親子で楽しく料理を作

ってみませんか。 
●日 時  ８月６日（土）9:00～13:00 
●場 所  保健センター 
●対象者  小学生と親 
●定 員  １５組（先着順） 
●内 容  食育講話と調理実習 
＜献立＞ 米粉Deピザ 

スパゲティサラダ 
夏野菜スープ 

●費 用  無料 
●持ち物  エプロン，三角巾，筆記用具 
●申込み  ７月２９日（金）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 

森林森林森林森林のののの温泉温泉温泉温泉へへへへ行行行行ってってってってみませんかみませんかみませんかみませんか！！！！    
 
 町では，在宅の一人暮しの高齢者に対し
て，高齢者の健康増進及び社会参加の促進を
図るため，森林の温泉への送迎を行う在宅福
祉者運行事業を実施していますので，ぜひ御
利用ください。 
 なお，御利用になる方は，登録申請が必要
になります。 
●対象者 

(1) ６５歳以上の在宅の一人暮らしの高
齢者 

(2) ６５歳以上の在宅の高齢者で日中一
人になりがちな方 

●申込み  福祉課 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 
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バスバスバスバスでででで巡巡巡巡るるるる発見発見発見発見ジオツアージオツアージオツアージオツアー参加者募参加者募参加者募参加者募集集集集    
 
 １５００万年前の海底火山から噴出した
溶岩が作り出す地層や動植物を観察するジ
オツアーの参加者を募集します。 
●日  時  ７月１８日（月）雨天決行 
●集合,解散場所  常陸大子駅前 

集合9:40 解散15:30 
●参加費用  １，０００円 
●募集人数  ２０名（お子様の参加は，保

護者同伴でお願いします。） 
●コ ー ス 

常陸大子駅⇒りんご園⇒下野宮郷⇒郷
の滝，御立岩⇒下野宮郷⇒昼食⇒袋田の滝
⇒常陸大子駅 
（バスで移動しますが，コースの途中で徒
歩による移動もあります。） 

●申 込 み 
茨城大学社会連携課 
（茨城県北ジオパーク推進協議会事務局） 

 
問合せ 
 茨城大学社会連携課 茨城県北ジオパーク推進協議会事務局 
  ℡０２９-２２８-８８２５ 
   e-mail 7n2epn@mx.ibaraki.ac.jp 
企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

町民町民町民町民トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング募集募集募集募集    
 
●実 施 日  ７月２４日（日）小雨決行 
●集合場所  役場集合出発 6:00 
●コ ー ス 

西黒尾根⇒谷川岳 1977ｍ⇒ロープウェ
ー（群馬県/新潟県）約６時間 

●募集人員  ２３名（中学生以上対象，定
員になり次第締切） 

●参 加 費  ５, ０００円（温泉代，ゴン
ドラ代，傷害保険を含む。） 

●持 参 品  昼食，水，雨具，着替え，タ
オル，サングラスなど 

●申 込 み  生涯学習課（リフレッシュセ
ンター内）に参加費を添えて申
し込んでください（電話での申
し込み不可）。 

 
※天候，交通事情その他の理由で行き先が変
更又は中止になることがありますので御
了承ください。また健康，体力に自信のな
い方，団体行動に向かない方の参加は御遠
慮ください。恒例になっている温泉に入っ
てくる予定です。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

「「「「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）  【出展団体：パッチワークキルト愛好会】 
・期 間  ７月１５日（金）～２１日（木）10:00～17:00（最終日は16:00） 
・タイトル  「私たちのキルト」 

●まいまい広場（休憩スペース実証実験） 
・期 間  ７月１６日（土）～１８日（月）10:00～17:00 
・内 容  どなたでも利用できる休憩スペースです（お茶やお菓子の無料サービス有り）。 

ワークショップ「パッチワークでマイコースターを作ろう」も実施します。 
・時 間  10:00～15:00 
・参加費（材料費）  １００円 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

 

７７７７月月月月はははは社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動強調月間運動強調月間運動強調月間運動強調月間ですですですです    
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～ 

 
「社会を明るくする運動」は，全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ

いて理解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。大子町でも強調月間に合わせての街頭キャンペーンや，県主催の小中学
校の作文コンテストの作品を募集します。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮ら
せる明るい社会づくりに努めましょう。 
 
問合せ  社会を明るくする運動大子地区推進委員会（福祉課 ℡７２－１１１７） 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をををを実施実施実施実施しますしますしますします    
 
イノシシ等による農作物被害を防止する

ため，銃器等による駆除を実施しますので，
山林に立ち入る場合は十分に気をつけてく
ださい。 
●実施区域  大子町一円（保護区・休猟区

を含む。） 
●従 事 者  大子町有害鳥獣駆除隊 
●捕獲方法  わな及び銃器による捕獲 
●実施期間  ７月中旬まで 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

補聴器巡回相談補聴器巡回相談補聴器巡回相談補聴器巡回相談のののの御案内御案内御案内御案内    
 
●日 時  ８月５日（金）10:00～11:00 
●場 所  役場第一分室会議室 
●内 容  障害者（児）の補聴器購入，修

理等について 
●今後の日程 
 第３回 １１月１１日（金） 
 第４回 平成２４年２月３日（金） 
 
※身体障害者手帳，印鑑を持参してください。  
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

大子大子大子大子ふれあいふれあいふれあいふれあい牧場牧場牧場牧場のののの放牧事業放牧事業放牧事業放牧事業のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
飼養管理の省力化，健康な牛の育成を目的

とした放牧預託事業を行います。 
●開設期間  １０月末日まで 

※草地の状態や退牧調整などで延長する
場合があります。 

●対 象  乳用育成牛，繁殖和牛 
●料 金 

期 間 １日当たりの料金 
～10/31 １頭 ３６０円 

（町外の場合は４２０円） 
11/1～退牧 １頭 ５２０円 

（町外の場合は５７０円） 
●条 件 
(1) 家畜共済に加入していること。 
(2) 家畜伝染病又は伝染性疾病の疑いが
ないこと。 

※放牧中の事故やけがに備えて互助会に
加入しましょう。 

●申込み 
  町内の各畜産関係機関に申込書があり
ますので，必要事項を記入し，登録書を添
えて農林課に申し込んでください。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

７７７７月月月月はははは「「「「青少年青少年青少年青少年をををを非行非行非行非行からからからから守守守守るるるる強調月間強調月間強調月間強調月間」」」」ですですですです    

 

大子町・大子町青少年育生町民会議・大子町青少年相談員連絡協議会では，「あいさつ・声かけ」

運動，「親が変われば子どもも変わる」運動，「地域親」運動や学校訪問などを通して町全体での

青少年の健全育成を呼びかけています。親が，大人が，そして地域で青少年を非行から守ってい

きましょう。 

 

問合せ 

大子町青少年育成町民会議 大子町青少年相談員連絡協議会 生涯学習課℡７２－１１４８ 
 

 

観光地魅力観光地魅力観光地魅力観光地魅力づくりづくりづくりづくりセミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催    
 
震災の原発事故による風評被害を払拭し，

観光客を呼び戻すため，専門家からの提言を
いただき，これからの誘客活動の参考に資す
るため講演会を開催します。 
●日 時  ８月２日（火）15:30～17:00 
●場 所  文化福祉会館まいん 
●テーマ 
  地域資源を活かした観光客へのおもてなし 
●講 師  沓掛 博光 氏 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

空空空空きききき家家家家をををを探探探探していますしていますしていますしています！！！！    
 
町では，定住促進対策事業として空き家の

有効活用を推進しています。 
リフォームや家の中の片付け等は，借りる方
が行います。そのままの状態で貸していただ
ければ結構です。 
 貸しても良いという家をお持ちの方は，企
画観光課又は田舎暮らしアドバイザーに連
絡してください。 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

田舎暮らしアドバイザー（河合） 
℡７２－６０４０ 

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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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。 
●７月のおはなし会は，２３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 
 「新版 原発のどこが危険か」桜井淳，「１
ドル５０円時代を生き抜く日本経済」浜矩
子，「ユニクロ帝国の光と影」横田増生，「い
ねむり先生」伊集院静，「ＮＨＫ連続テレビ
小説 おひさま上」岡田惠和，「忍者サノス
ケじいさんわくわく旅日記」なすだみのる  
ほか 
 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

就農相談会参加者募就農相談会参加者募就農相談会参加者募就農相談会参加者募集集集集    
 
園芸作物の生産振興を図るため，定年退職

者を中心とした世代やＵターン者を対象に，
農業に関する相談会や具体的な就農プログ
ラムの設計を行います。 
●日時  ８月２日（火）9:00～15:00 
●場所  ＪＡみどり大子支店(2階会議室) 
 
問合せ 
農林課 ℡７２－１１２８ 
ＪＡ茨城みどり大子営農センター 

     ℡７２－１１９１ 
 

 

 

『まいん』催し物のお知らせ    

「「「「ルールールールー・・・・タバキンタバキンタバキンタバキン国際国際国際国際トリオトリオトリオトリオ」」」」ジャズコンサージャズコンサージャズコンサージャズコンサートトトト    
 
「ルー・タバキン国際トリオ」は，テナーサ
ックスのルー・タバキンを中心にボリス・コ
ズロフ（ベース），マーク・テイラー（ドラ
ムス）によるジャズトリオです。 
●期 日 

９月１９日（月） 
●時 間 

開場 15:30 
開演 16:00 

●入場料（全席自由） 
一般（大人） 
 ２，０００円 
高校生以下 
 １，０００円 

●チケット取扱い 
  大子町観光協会（℡７２－０２８５） 
  道の駅奥久慈だいご（℡７２－６１１７） 
  中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

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7月5日 

－次回の発行は，8月5日（金）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


