
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町臨時職員大子町臨時職員大子町臨時職員大子町臨時職員をををを募集募集募集募集しましましましますすすす    
 
緊急雇用創出事業による大子町臨時職員を募集します。 

■応募資格  ・町内在住の１８歳以上（高校在学者は除く。）の方で，現在失業中の方 
・普通自動車免許を有する方 
・パソコン（ワード・エクセル）操作のできる方 

■募集人員  １人 
■雇用期間  １０月３日～平成２４年３月３０日 
■勤務時間  月曜日から金曜日までの8:30～17:15（土・日曜日，祝日は除く。） 
■勤務場所  役場税務課 
■職務内容  固定資産台帳整備業務 
■賃  金  日給制（年齢に応じて５，８００円～６，２００円を支給，別途通勤手当支給） 
■申込期間  ８月２２日（月）～９月９日（金） 
■申 込 み  市販の履歴書と失業者であることを証明できるもの（写し可）を税務課に持参し

てください。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 
 

原発事故原発事故原発事故原発事故をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた稲稲稲稲・・・・麦麦麦麦わらわらわらわら等等等等のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて    
 
福島県内の複数の農家において，原発事故（３月１１日）以降に収集された高濃度の放射性セ

シウムを含む稲わらが肉用牛に給与されていたことが明らかになりました。 
安全な畜産物の生産のために，稲・麦わら等の管理を徹底していただくようお願いします。 

■原発事故以降に屋外に放置され，高濃度の放射性物質を含んでいる可能性がある稲・麦わら等
を流通させないようにしてください。 

■既に，畜産農家等に販売，無償譲渡等してしまった場合は，速やかに関係機関に連絡してくだ
さい。 

 
問合せ  茨城県県北農林事務所 農業振興課 ℡０２９４－８０－３３０３ 

農林課 ℡７２－１１２８ 
 

風水害風水害風水害風水害，，，，土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害にににに注意注意注意注意！！！！！！！！    
 
８月から９月にかけての台風シーズンには，毎年各地で多大な被害が発生しています。台風に

よる大雨や強風は大変危険です。また，土砂災害や水害に対しても十分に気を付けなくてはなり
ません。日頃からの注意と準備に心がけましょう。 
 
・停電に備え懐中電灯等の準備 
・テレビやラジオ等で台風情報のチェック 
・貴重品，食料品，飲み物，衣類等の非常持出品の準備 
・避難場所，避難経路の確認 
 
台風が去った後も，周囲は土砂崩れ等の危険が残っているので，十分に気を付けましょう。 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 
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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 ℡０２９５－７２－１１３８ 

E-mail kikan02@town.daigo.lg.jp 
 

選挙事務臨時職員等選挙事務臨時職員等選挙事務臨時職員等選挙事務臨時職員等（（（（アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト））））登録者登録者登録者登録者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    
 
今年度に予定している選挙（大子町議会議員一般選挙）の投票に係る臨時職員等を募集します。 

■募集職種  ①投票立会人  選挙の投票が公正に行われているかを立ち会う。 
       ②受付事務  投票の受付などの事務を補助する。 
■応募資格  町内在住の１８歳以上の方（高校生は除く。）。ただし，投票立会人は，大子町選

挙人名簿に登録されている方に限ります。 
■応募方法  所定の申請書に希望職種など必要事項を記入，押印の上，大子町選挙管理委員会

（役場総務課）に御本人が持参してください。 
       申請書は総務課にあります。 
■受付時間  8:30～17:30（土・日曜日，祝日を除く。） 
■応募期限  ９月５日（月） 
■登録の有効期限  平成２３年度に予定されている選挙が全て終了するまでとなります。 

 期日前投票の立会人 期日前投票の受付事務 投票日当日の受付事務 

勤 務 日 数 投票日前４日間勤務できる方 投票日前４日間勤務できる方 １日 

勤 務 時 間 8:30～20:00 8:30～20:00 6:30～18:00 ※ 

報酬･賃金等 ９，５００円／日 約９，５００円／日 １３，６００円／日 

勤 務 場 所 
期日前投票所 
（役場敷地内） 

期日前投票所 
(役場敷地内) 

指定投票所 
（町内35か所） 

※ 投票時間を繰り上げた場合の時刻です。 
■選考基準  応募者多数の場合は，書類選考とさせていただきます。 
■そ の 他 
 ・選挙期日については，まだ決定していないため掲載していません。 
 ・年間を通した募集ですので，現在３月ごろ予定されている「大子町議会議員一般選挙」以外

の選挙（急遽選挙すべき事態が発生した場合の選挙）についても対象となります。 
・応募人数により勤務日数が変わります。 
・収集した個人情報は，大子町選挙管理委員会のみで使用し，目的以外には使用しません。 

 
問合せ  大子町選挙管理委員会（役場総務課内） ℡７２－１１１４  

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8月5日 



 

 

遺児手当遺児手当遺児手当遺児手当のののの申請申請申請申請はおはおはおはお済済済済ですかですかですかですか    

 
 町では，父母の一方又は両方が欠けている
児童（満５歳から義務教育終了まで）に対し
て遺児手当を支給していますので，該当する
方は申請してください。 
■受給資格  町内に住所を有する保護者 

（児童を養育する者） 
■支給額（毎年３月に支給） 

児童１人につき年額１０，０００円 
■申 請 先  福祉課 
■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。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

弁護士無料法律相弁護士無料法律相弁護士無料法律相弁護士無料法律相談談談談    
 
 普段聞けないこと，困っていることなどを
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，前日までに御連絡くださ
い。 
■日 時  ９月７日（水）10:00～16:00 
■場 所  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，家賃など未

回収）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） 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

 

町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募町 営 住 宅 入 居 者 募 集集集集    
 
■募集住宅 

住 宅 名 所 在 地 戸数 間取り 構  造 建築年 
北田気第二 北田気１６６ １戸 ３ＤＫ ＲＣ３階建・水洗ﾄｲﾚ S６３年 
磯   部 浅川２５５７ １戸 ３ＤＫ 木造２階建・水洗ﾄｲﾚ H１３年 
磯   部 浅川２５５７ １戸 ２ＤＫ 木造平屋建・水洗ﾄｲﾚ H１４年 

■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（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
 ・暴力団員でない方 
■月額家賃 
  入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となります。 

所 得 月 額 北田気第二 磯部（２階） 磯部（平屋） 
０円～１０４，０００円 １７，４００円 ２３，７００円 １７，４００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２０，１００円 ２７，４００円 ２０，１００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２３，０００円 ３１，３００円 ２３，０００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ２５，９００円 ３５，３００円 ２５，９００円 
※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が（１人１０％，２人１５％，３人～２０％）減
額されます。 

■共 益 費  ２，５００円（北田気第二） ２，０００円（磯部） 
■敷 金  家賃の３か月分 
■受付期間  ８月８日（月）～２６日（金） 
■受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
■入居者の選考 
  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅入居者選考委員会で選考により入居予定者を決
定します。 

■入居時期  ９月中旬予定（連帯保証人等記載の誓約書を提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

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8月5日 



 

 

ふるさとふるさとふるさとふるさとネットワークネットワークネットワークネットワーク「「「「葦葦葦葦のののの会会会会」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））会員募会員募会員募会員募集集集集    

 
ふるさと女性大学「葦の会」修了生などを

対象とした，学習会などを行う新たな団体の
会員を募集しています。 
■対  象 
  ふるさと女性大学「葦の会」受講生やふ
るさとづくりに関心がある方 

■主な活動 
  ふるさとづくりに関する学習会 
■会  費  ２，０００円（年額） 
■応募期限  ８月３１日（水） 
 （期限後も随時申込みを受付けます。） 
■申 込 み  FAX 又は郵送で農林課に申し

込んでください。 
 
※入会申込書は，次の茨城県ホームページか
らダウンロードするか，又は役場農林課に
取りに来てください。 

 
問合せ 
農林課 ℡７２－１１２８ 
茨城県農村環境課 
URL http://www.pref.ibaraki.jp/ 

bukyoku/nourin/nokan/kankyoka/ 
  ℡ ０２９－３０１－４２６４ 
  Fax０２９－３０１－４２６９ 

 

水道水道水道水道メーターメーターメーターメーターのののの交換交換交換交換にににに御協力御協力御協力御協力くださくださくださくださいいいい    

 

町と契約した業者（証明書を携帯）が，次

の区域において無料で水道メーターを交換

するため宅地内に立ち入りますので，御協力

をお願いします。 

なお，事前に水道メーターボックス内の清

掃等をお願いします。 

≪前期≫ 

■期 間 

９月５日（月）～２６日（月） 

■区 域 

頃藤地区（川下・新畑・滝倉・長福） 

西金地区，北富田地区，盛金地区 

中郷地区，北吉沢地区， 

上野宮地区（蛇穴） 

≪後期≫ 

■期 間 

１１月４日（金）～２５日（金） 

■区 域 

左貫地区，槇野地地区，田野沢地区 

芦野倉地区（笹山） 

初原地区（広畑・阿坪） 

 

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    

夏休夏休夏休夏休みみみみ工作大作戦工作大作戦工作大作戦工作大作戦！！！！・・・・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，ワークショップ及

び休憩スペースの実証実験を行います。どうぞ気軽にお立ち寄りください。 
■期 間  ８月２２日（月）～２４日（水）10:00～17:00 
■内 容 
①「夏休み工作大作戦！」（ワークショップ） 
筑波大生が簡単な工作教室を開きます。 

月 日 内   容 対 象 参加費 定 員 

２２日(月) 
絵の具のカラフルなお習字
作品をつくろう！ 

小学３年生 
～中高生 

１００円 
（材料費） 

先着３０人 

２３日(火) 
まいんの模様で生き物図鑑
をつくろう！ 

小学生 無 料 先着３０人 

２４日(水) 版画でうちわをつくろう！ 
小学３年生 

～中学生 
１００円 
（材料費） 

先着３０人 

  ※作品は２８日（日）まで展示します。 
②まいまい広場（休憩スペース実証実験） 
どなたでも利用できる休憩スペースです。お茶，お菓子の無料サービスもあります。 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

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8月5日 



 

 

パパパパパパパパ・・・・ママママママママ教室教室教室教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 新米パパ・ママ，既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。 

 教室は，２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。 

■開催日時 

１回目 ９月１４日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ９月２８日（水）18:00～19:30 

■場  所  保健センター 

■内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産の経過 

・妊娠中の食生活 

・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」 

※体操をするので，動きやすい服

装でお越しください。 

２
回
目 

・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」 

■申 込 み  ９月１３日（火）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 

 

 

統計統計統計統計グラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールグラフコンクール展展展展をををを開催開催開催開催しましましましますすすす    

 

 町内の小学校及び中学校の児童，生徒から

募集した統計グラフの作品を展示します。 

■日 時  ８月２０日（土）・２１日（日） 

       8:30～19:00 

■場 所  多目的リフレッシュルーム 

（リフレッシュセンター内） 

■主 催  大子地区教育研究会 

■後 援  大子町，大子町教育委員会 

      大子町統計調査員協議会 

 

問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

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。 
■８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 
 「真夏の方程式」東野圭吾，「アンダー・
ザ・ドーム 上・下」スティーブン・キング，
「福島原発人災記」川村湊，「放射能汚染か
ら命を守る最強の知恵」阿部一理，「１０代
の子をもつ親が知っておきたいこと」水島広
子 ほか 
 
※その他青少年読書感想文の「課題図書」も
そろえてあります。 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

第第第第２２２２回回回回ふるさとふるさとふるさとふるさと歴歴歴歴史講座開催史講座開催史講座開催史講座開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 大子町の歴史について学び，郷土に対する

理解を深めることを目的として開催するも

のです。歴史に興味のある方は，この機会に

ふるって御参加ください。 

■日 時  ８月２７日（土）10:00～12:00 

■場 所  中央公民館講堂 

■講座名  「佐竹氏の秋田国替え」 

 ・内容  突然の国替えによる家臣たちの

動揺，一家離別の悲話，秋田へ移

った方々のその後など 

 ・講師  茨城県立歴史館資料調査員 

野 内 正 美 氏 

■定 員  １００人（先着順） 

■受講料  無 料 

■申込み  事前の申込みは不要です。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当をををを受受受受けているけているけているけている方方方方へへへへ    

 
児童扶養手当を受けている方は，「現況届」

を毎年８月１日から８月３１日までの間に
福祉課に提出しなければなりません。これ
は，引き続き手当を受けることができるかど
うかを決める大切な届け出です。 
この届け出をしないと，８月以降の手当が

受けられなくなりますので，御注意くださ
い。また，所得制限等により支給停止の状態
になっている方も，必ず提出してください。 
 
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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バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン教室教室教室教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
 
バドミントンは手軽に楽しめるスポーツ

です。教室に参加して体験してみませんか。 
■期 日  ９月４日（日），７日（水）， 

１１日（日），１４日（水） 
■時 間  19:30～21:30 
■場 所  リフレッシュセンター 
■内 容  バドミントンの基本，試合形式

での練習 
■参加費  無 料 
■その他  ラケット，体育館シューズを持

参してください。 
■申込み  ８月３１日（水）までに生涯学

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 

 

原爆供養塔納骨名簿原爆供養塔納骨名簿原爆供養塔納骨名簿原爆供養塔納骨名簿のののの周知周知周知周知についてについてについてについて    
 
広島市の平和記念公園内の原爆供養塔に

安置されている，遺族がわからない遺骨につ
いて「原爆供養塔納骨名簿」が作成されまし
た。名簿は福祉課にて閲覧できますので，遺
族調査に御協力ください。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

全国一斉全国一斉全国一斉全国一斉「「「「高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの    

人権人権人権人権あんしんあんしんあんしんあんしん相談相談相談相談」」」」強化強化強化強化週週週週間間間間    
 
 あなた一人で悩んでいませんか。高齢者，
障害者に対する暴行，虐待などのあらゆる人
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。 
■期 間  ９月５日（月）～１１日（日） 
■時 間  8:30～19:00（ただし，土・日

曜日は10:00～17:00） 
■電話番号  ０５７０－００３－１１０ 

（全国共通人権相談ダイヤル） 
■相談員  人権擁護委員，法務局職員 
 
問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 
      ℡０２９－２２７－９９１９ 

総務課 ℡７２－１１１３ 

 

麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）混合予防接種混合予防接種混合予防接種混合予防接種のののの未接種未接種未接種未接種のののの方方方方へのおへのおへのおへのお知知知知らせらせらせらせ    
 
今年度の接種対象者で，接種が済んでいない方は，次の医療機関で接種を受けてください。 
なお，予診票が届いていない方又は紛失してしまった方は，健康増進課に連絡してください。 

■対 象 者  ・第２期 平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの方 
       ・第４期 平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれの方 
■接種費用  無料（平成２４年３月３１日までに接種を済ませた場合） 
■医療機関  保内郷ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ，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・母子健康手帳をお持ちの方は手帳を持参して，個

別に接種を受けてください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

夏季消防訓練夏季消防訓練夏季消防訓練夏季消防訓練のためのためのためのためサイレンサイレンサイレンサイレンがががが鳴鳴鳴鳴りますりますりますります    
 
夏季消防訓練が９９９９月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））に大子町営

袋田第２駐車場及びその周辺で行われます。 
当日，午前７時に袋田，生瀬，上小川，下

小川地区でサイレンが鳴りますので，火災と
間違わないようにお願いします。 
 なお，袋田地区は，午前９時にもサイレン
が鳴ります。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

「「「「こころのこころのこころのこころの相談相談相談相談」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
ストレスの多い現代において，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

りなど一人で悩まずに，気軽に相談してみま
しょう。話を聞いてもらうだけで心が軽くな
ります。また，今後の対応を一緒に考えてい
くことができます。相談内容は，一切漏らし
ません。 
本人が来所できない場合は，家族の方だけ

の相談などでも結構です。 
■日 時  ８月３０日（火）13:00～16:00 
■場 所  保健センター 
■相談員  吉 田 麻里香 氏 
      （精神保健福祉士） 
■料 金  無 料 
■申込み  ８月３０日（火）午前中までに

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。 ６ 
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『『『『８８８８月月月月１５１５１５１５日日日日』』』』にににに正午正午正午正午からからからから１１１１分間分間分間分間のののの黙黙黙黙とうとうとうとうをををを    
 
 ８月１５日（月）は，先の大戦において亡
くなられた戦没者を追悼し，平和を祈念する
日です。 
当日は，日本武道館で全国戦没者追悼式が

行われますので，正午から１分間の黙とうに
全町民が参加されますようお願いします。 
 なお，黙とうの合図として，サイレンを鳴
らす地区がありますので，火災と間違わない
ようお願いします。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

「「「「久久久久慈川慈川慈川慈川のほとりのほとりのほとりのほとり」」」」第第第第２４２４２４２４号発号発号発号発刊刊刊刊のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
久慈川水系環境保全協議会では，「久慈川

のほとり」第２４号を発刊しました。 
「川紀行」，「水辺の話」，「流れの中で」な

ど，久慈川及びその支流に関する記述，写真
等が掲載されています。 
１部５００円で頒布していますので，御希

望の方は，環境課（環境センター）にお問い
合わせください。 
 
※１号～２３号の残部もあります。 
 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度茨城県立農業大学校学生募集年度茨城県立農業大学校学生募集年度茨城県立農業大学校学生募集年度茨城県立農業大学校学生募集    
 
専修学校であり大学への編入学の受験資格が得られます。 

■募集人員等 
学科名 募集人員 受 験 資 格 修業年限 専攻コース 

農 学 科 ４０人 ２年 普通作・露地野菜・果樹 

畜産学科 １０人 ２年  

園芸学科 ３０人 

高校等を卒業した者又は平成２４
年３月に卒業若しくは修了見込み
の者 ２年 施設野菜・花き 

研 究 科 １０人 
農業大学校卒又は短大等卒以上若
しくは卒業見込みの者 

２年 作物・園芸・畜産 

■願書受付・入学試験 
試験区分 願書受付期間 試 験 日 選抜方法 

推薦入試(各学科) 10月3日(月)～18日(火) 10月28日(金) 
小論文，口述試
験(個別面接) 

前期 
12月12日(月)～ 

平成24年1月11日(水) 
平成24年2月1日(水) 

一般入試 
(各学科) 

後期 
平成24年2月6日(月）～ 

平成24年2月27日(月) 
平成24年3月6日(火) 

筆記試験，口述
試験(個別面接) 

研究科(一般入試) 10月3日(月)～18日(火) 10月28日(金) 
筆記試験，口述
試験(個別面接) 

 
問合せ  〒３１１－３１１６ 東茨城郡茨城町長岡４０７０－１８６ 
      茨城県立農業大学校 入試事務局 

℡０２９－２９２－００１０ 
URL http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/  

農林課 ℡７２－１１２８ 
 

９９９９月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））はははは『『『『救急救急救急救急のののの日日日日』』』』ですですですです    

９９９９月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））からからからから９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））まではまではまではまでは「「「「救急医療期間救急医療期間救急医療期間救急医療期間」」」」ですですですです    
 
救急業務への理解と認識を深めましょう。 
救急車は，真に緊急性のあるときに利用するものです。 
また，救急車は皆さんの医療資源であり適正に利用していただくことが大切です。 
【救急出場件数・搬送人員】      各年１月～１２月 
 出場件数 搬送人員 

平成２１年 ８２２件 ８１０人 
平成２２年 ８１９件 ７９２人 

 
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。 ７ 
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『まいん』催し物のお知らせ    

夏休夏休夏休夏休みみみみ子子子子どもどもどもども映画映画映画映画会会会会    

 
８月２０日（土） 
入場無料【全席自由席】 

■時 間 
１回目（9:00～） 
 トイストーリー３ 
２回目（11:00～） 
 となりのトトロ 
３回目（12:45～） 
 トイストーリー３ 

 
問合せ 生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

第第第第２２２２回回回回    

The Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with Kaguwoooo    
 
東京理科大学の神楽坂吹奏楽団による第

２回目のコンサートを開催します。 

 ８月２７日（土）入場無料 
■時 間  開場 14:00 開演 14:30 
■第１部 アルメニアンダンス パート１ 
 第２部 シング・シング・シング ほか 
 
問合せ 
 生涯学習課 

℡７２－１１４８ 
 神楽坂吹奏楽団 
  E-mail kaguwo@live.jp 
    URL http://www.ed.kagu.tus.ac.jp/~kwo/ 
 

森昌子森昌子森昌子森昌子ふるさとふるさとふるさとふるさとコンサートコンサートコンサートコンサート    

 
 １０月１６日（日） 
■時 間 
  開場 15:30 

開演 16:00 
■入場料（全席指定） 

４，０００円 
■チケット発売日 

９月４日（日） 
場所「まいん」9:00～ 

※チケット完売の際は御了承ください 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

 

地地地地デジデジデジデジ臨時相談臨時相談臨時相談臨時相談についてについてについてについて    
 
７月２４日をもってアナログ放送は終了

しましたが，現在デジタル放送が映らない，
テレビ映りが悪いなどお困りの方は，デジサ
ポ茨城までお問い合わせください。 
≪地デジ臨時相談コーナー≫ 
■期 日  ８月１２日（金），１９日（金），

２６日（金） 
■時 間  10:00～16:00 
■場 所  役場１階ロビー 
 
問合せ  デジサポ茨城（総務省 テレビ受信者支援センター）  

℡０２９－３０７－０１０１ 
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 

平成23年8月5日 

－次回の発行は，9月5日（月）です。－ ８ 
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