
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年版茨城県民手帳年版茨城県民手帳年版茨城県民手帳年版茨城県民手帳，，，，    

農業日誌農業日誌農業日誌農業日誌のののの申申申申しししし込込込込みをみをみをみを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます    
 
▼県民手帳 
・デスク判(14.9cm×21.0cm) ９００円 
・標準判(8.2cm×13.9cm)   ４００円 
・ポケット判(7.0cm×12.0cm) ３００円 

▼農業日誌    １，４００円 
▼ファミリー日誌 １，４００円 
▼新農家暦      ４００円 
▼申 込 み 
  ９月３０日（金）までに企画観光課に電
話で申し込んでください。 

▼受領方法 
  県民手帳は１０月下旬，農業日誌は 
１２月上旬に納品される予定ですので，企
画観光課で代金と引き換えの上，お受け取
りください。 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

『『『『平成平成平成平成２４２４２４２４年大子町成人年大子町成人年大子町成人年大子町成人のつどいのつどいのつどいのつどい』』』』    

実行委員実行委員実行委員実行委員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    
 
町では『平成２４年大子町成人のつどい』

を平成２４年１月８日（日）11:00 から行い
ます。晴れの門出の成人式，一生の思い出に
残る成人式の実行委員を募集します。 
▼対象者 
  平成１９年３月に大子町立の中学校を
卒業された方及び大子町在住の平成３年
４月２日から平成４年４月１日までに生
まれた新成人の方 

▼募集人数  ５人程度 
▼内 容  式典の司会進行,準備,受付等 
▼申込期限  ９月２２日（木） 
▼申込み 
  〒319－3551 大子町大字池田2669 
  大子町立中央公民館内 
  『平成２４年大子町成人のつどい』実行委員会事務局 
   ℡ ７２－１１４８ 
   FAX７２－２０１６ 
 
問合せ 
  『平成２４年大子町成人のつどい』実行委員会事務局(生涯学習課内)  

℡７２－１１４８ 
 

秋秋秋秋のののの全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ル
ールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
慣付けることにより，交通事故防止の徹底を
図ることを目的に実施します。 
【スローガン】 

日ぐれ時 キラリと光る 反射材 
▼期 間  ９月２１日（水）～３０日（金） 
▼運動の基本 
  子どもと高齢者の交通事故防止 
▼運動の重点 
 ・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中

の交通事故防止 
 ・全ての座席のシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底 
 ・飲酒運転の根絶 
 
問合せ  大子町交通安全推進連絡協議会(総務課内) ℡７２－１１１４ 

 

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  ９月下旬まで 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

『『『『平成平成平成平成２３２３２３２３年度家庭年度家庭年度家庭年度家庭のののの日絵画日絵画日絵画日絵画ポスターポスターポスターポスター展展展展』』』』開開開開催催催催    
 
毎月第３日曜日は「家庭の日」です。 
大子町青少年育成町民会議では『家庭の日

絵画ポスター展』を開催します。 
▼期 間  ９月１５日（木）～２１日（水） 
▼時 間  8:30～20:30 
（１５日は17:00～，２１日は～15:00） 

▼場 所  中央公民館 講堂 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議（生涯学習課内） ℡７２－１１４８ 

 

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 



 

 

応急手当普及員養成講習会及応急手当普及員養成講習会及応急手当普及員養成講習会及応急手当普及員養成講習会及びびびび再講習会受講者募集再講習会受講者募集再講習会受講者募集再講習会受講者募集    
 
社団法人水戸地区救急普及協会では，平成２３年度応急手当普及員養成講習会及び再講習会の

受講者を募集します。 
 応急手当普及員再講習会 応急手当普及員養成講習会 

日  時 
１１月２日（水） 

（開講） 9:30～12:30 
（受付） 9:00～ 

１１月３日（木）～ ５日（土） 
（開講） 9:00～18:00 
（受付） 8:30～ 

場  所 茨城県職業人材育成センター（水戸市水府町８６４－４） 
受 講 料 ４，０００円(教本，教材等を含む。) １０，０００円(教本，教材等を含む。) 
募集人員 ７人程度 ７人程度 

▼申込み  ９月２０日（火）までに消防本部に申し込んでください。 
※定員になり次第締め切らさせていただきます。 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

介護介護介護介護をををを楽楽楽楽しくするしくするしくするしくする講演会講演会講演会講演会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
▼日 時  ９月２０日（火）18:15～20:30 

（開場17:30） 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
▼内 容 

テーマ 「介護医療福祉の現場を変える接遇マナー」 
講 師 ㈱しのコーポレーション 

代表取締役 浜島しのぶ氏 
▼参加費  無 料 
▼対象者  自宅で介護をしている方 
▼申込み  ９月１５日（木）までに社会福

祉協議会に電話で申し込んでく
ださい。 

 
問合せ  社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

第第第第５０５０５０５０回連盟会長杯回連盟会長杯回連盟会長杯回連盟会長杯バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン大大大大会会会会    
 
▼期 日  １０月５日（水），１２日（水），

１９日（水） 
▼時 間  19:30～21:30 
▼場 所  リフレッシュセンター 
▼種 目  ダブルス（男子，女子，混合） 
▼参加費  １人５００円（当日徴収） 
▼申込み  １０月４日（火）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。 

 
※当日は，ラケット，体育館シューズをお持
ちください。 

 
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  平成２４年３月までの各月のうち，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等には，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。 
▼応募期間  展示希望月の前月１５日まで 
▼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  企画観光課 
 
≪９月の「まいん」アートウィークの御案内≫  【出展団体：公民館講座「能面を打つ」】 
▼期  間  ９月１３日（火）～１９日（月） 10:00～17:00（１９日は13:00まで） 
▼タイトル  「能面を打つ」 
 
問合せ  企画観光課 企画室 ℡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。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成23年9月5日 



 

 

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 
10:00～11:00 大子町消防本部 

9月22日(木) 
12:30～16:00 ストアー河内屋池田店 

9月27日(火) 10:00～15:30 大子清流高等学校 
▼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 

 

硬式硬式硬式硬式テニステニステニステニス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    
 
▼日 時  １０月２日（日）9:00～12:00 

雨天中止 
▼場 所  大子広域公園テニスコート 
▼定 員  一般の部    ３０人 

小・中学生の部 １０人 
▼参加費  ２００円（スポーツ保険含む。） 
▼申込み  ９月２８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  大子町体育協会硬式テニス部事務局 

℡０９０－２２０４－４１９６ 
 

 

大子町芸術祭有償大子町芸術祭有償大子町芸術祭有償大子町芸術祭有償ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集    
 
大子町芸術祭の会場設営等に係るボラン

ティアを募集します。 
▼内 容 

10月25日（火） フロアシート敷き 
10月26日（水） 展示パネル組立て 
10月30日（日） 音楽祭の舞台転換 
11月 4日（金） 会場撤去 

▼定 員  ４人 
▼謝 金  １日５，０００円 
▼申込み  ９月３０日（金）までに大子町

芸術祭実行委員会事務局（生涯学
習課内）に申し込んでください
（電話不可）。 

※全日程参加できる方を優先します。 
 
問合せ  大子町芸術祭実行委員会事務局（生涯学習課内） 

℡７２－１１４８ 
 

腹部超音波検診腹部超音波検診腹部超音波検診腹部超音波検診のののの追加募集追加募集追加募集追加募集のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
腹部超音波検診の次の日程にまだ空きが

あります。受診希望の方は，お申し込みくだ
さい。 
▼日 時  １０月３０日（日） 

受付時間 7:00～10:00 
▼募集人数  ６０人 
 ※定員になり次第締め切らせていただきます。 
▼対象者  今年度４０～７４歳になる方 
▼検診内容  腹部の超音波検査 
▼場 所  保健センター 
▼料 金  １，６００円 
▼申込み  ９月３０日（金）までに健康増

進課に電話で申し込んでくださ
い。（今年度すでに申込みを済ま
せた方は，あらためての申込みは
不要です。） 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

生生生生ごみごみごみごみ処理容器処理容器処理容器処理容器をををを購入購入購入購入したしたしたした方方方方にににに    

補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付しますしますしますします    
 
 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 
・肥料化し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 
 ・申請書及び申請者の印鑑（シャチハタ不可） 
 ・振込先金融機関の口座番号 
 ・領収書（宛名，機種名，金額等が記入さ

れているもの） 
※申請者，領収書の宛名及び口座名義人
は，同一の方とします。 

 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

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  １０月７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，

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 

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9月5日 



 

 

シルバーリハビリシルバーリハビリシルバーリハビリシルバーリハビリ体操指導士体操指導士体操指導士体操指導士３３３３級養成講習会受講者募集級養成講習会受講者募集級養成講習会受講者募集級養成講習会受講者募集    
 
「シルバーリハビリ体操指導士」は，ボランティアとしてシルバーリハビリ体操を地域に広め

る活動をしています。現在，３３人の指導士が町内各地で活躍しています。 
▼受講資格  ６０歳以上で常勤の職についていない，地域活動に意欲のある方 

（６０歳以上の方が優先されますが，５０歳以上の方でも申し込み可） 
▼日 程  １１月１５日（火），１７日（木），２１日（月），２５日（金），２８日（月）， 

３０日（水），１２月５日（月），９日（金） 
※全８日間で体操の理解に必要な知識や体操を楽しく学びます。 

▼場 所  保健センター（２日間は茨城県健康プラザで行います。※送迎有り） 
▼定 員  ２０人 
▼申込み  １０月２０日（木）までに地域包括支援センター（健康増進課内）に申し込んでく

ださい。 
 
問合せ  地域包括支援センター（健康増進課内） ℡７２－１１７５ 

 

 

楽楽楽楽 し いし いし いし い ア ク ア ビ ク スア ク ア ビ ク スア ク ア ビ ク スア ク ア ビ ク ス 参 加 者 募参 加 者 募参 加 者 募参 加 者 募 集集集集    
～～～～運動運動運動運動でででで元気長寿元気長寿元気長寿元気長寿・・・・食事改善食事改善食事改善食事改善ででででメタボメタボメタボメタボ予防予防予防予防～～～～    

 
 水中運動を通し，生活習慣を見直すことで，メタボリックシンドローム予防と健康増進に役立
てていただく教室です。 
▼対 象 者  太り気味の方，血圧が高めの方，メタボ予備群と言われている方，健康づくりに

興味のある方（主治医に運動を禁止されてない方は参加可能です。） 
▼日程及び内容   

月  日 時 間 配 分 ・ 内 容 

10月6日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

10月20日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

11月10日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

11月24日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

12月8日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

12月22日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

1月12日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

1月26日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

2月9日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

2月23日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

3月8日（木） 
13:45～14:15 
受付・健康チェック 

14:15～14:30 ストレッチ 
14:40～15:30 
アクアビクス 

3月22日（木） 
13:40～14:00 
受付・健康チェック 

14:00～14:15 講話 
14:15～14:30 ストレッチ 

14:40～15:30 
アクアビクス 

▼場 所  フォレスパ大子（会議室・温水プール） ※送迎は有りません。 
▼参 加 費  フォレスパ 会員1回１００円，非会員1回３００円 ※随時徴収します。 
▼募集人数  ４０人（毎回先着順） 
▼申 込 み  フォレスパ大子（℡７２－６１００）に申し込んでください。※随時受付けます。 
 
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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成23年9月5日 



 

 

いばらきいばらきいばらきいばらき出会出会出会出会いいいいサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター会員募会員募会員募会員募集集集集     
 
 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５年で会
員数３，０００人以上，成婚数は６００組以
上と着実に実績を上げています。 
 町民の方が会員になられた場合は，入会金
(１０，０００円)を町が助成します。 
 
問合せ（入会方法など） 
 いばらき出会いサポートセンター 
  ℡０２９－２２４－８８８８ 
  URL http://www.ibccnet.com 
問合せ（助成金の申請） 
  町企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

土木工事等土木工事等土木工事等土木工事等にににに伴伴伴伴うううう遺跡遺跡遺跡遺跡のののの照会照会照会照会についについについについてててて    
 
 町には，先人の残した住居の跡や古墳など
の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が１５６か所存
在します。遺跡は，一度破壊されてしまうと
元に戻らない貴重な財産です。 
 住宅の建築，土木工事などを行なう場合
は，予定地が遺跡の範囲に該当するかどう
か，必ず事前に照会するようにお願いしま
す。 
 なお，遺跡に該当する場合は，文化財保護
法に基づく手続が必要になります。 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

 

第第第第３３３３回回回回ふるさとふるさとふるさとふるさと歴史講座歴史講座歴史講座歴史講座（（（（現地巡現地巡現地巡現地巡りりりり））））開開開開催催催催    
 
 徳川光圀公・斉昭公の地方巡村ゆかりの地
を探訪し，当該地方と大子町の関係に触れる
ことにより，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  １０月１５日（土） 

8:30～17:20 
▼講座名  「義公・烈公ゆかりの地を訪ねて」 
▼見学場所  御岩神社・三本杉（県指定天然

記念物），助川海防城跡，日立市
郷土博物館 

▼案内人  大子町歴史資料調査研究員，助
川海防城跡保全会 

▼定 員  ２４人（先着順） 
▼参加費  ３００円（傷害保険料ほか） 
▼申込み  ９月２０日（火）～１０月７日

（金）に，中央公民館に電話又は
来館によりお申し込みください
（土・日曜日，祝日を除く。）。 

▼その他  公用バスを使用（中央公民館出発） 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

 

身体障害者巡回相談身体障害者巡回相談身体障害者巡回相談身体障害者巡回相談のののの御案内御案内御案内御案内    
 
身体障害者巡回相談を行います。予約制に

なっていますので，１週間前までに予約をお
願いします。 
▼日 時  １０月５日（水）13:00 
▼場 所  保健センター 
▼内 容 

・身体障害者の方が使用する義肢，装具，
車いす等の給付判定，再交付，修理判定
及び適合判定 

・身体障害者の方の医学的判定 
・身体障害者の方の福祉全般の相談 

▼相談員  医師，理学療法士ほか 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

法務総合相談所開設法務総合相談所開設法務総合相談所開設法務総合相談所開設のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 登記，供託，戸籍・国籍，人権擁護など法
務局の取り扱う業務全般について，法務局職
員及び人権擁護委員が相談に応じます。 
 秘密は固く守ります。 
▼日 時  １０月２日（日）10:00～16:00 
      （受付15:00まで） 
▼場 所  おおみやコミュニティセンター 
      （常陸大宮市北町４００番地２） 
▼内 容 

境界争い，相続・贈与・売買などの登記
手続，抵当権の抹消手続，地代家賃の供託
手続，戸籍の届出方法，成年後見制度，サ
ラ金の取立て問題，夫婦・親子など家庭内
の問題，近隣とのトラブル，セクハラ，子
どものいじめ，ＤＶ問題など 

▼料 金  無 料 
 
問合せ  水戸地方法務局常陸太田支局 

℡０２９４－７３－０２２１ 
     総務課 ℡７２－１１１３ 

家畜堆肥家畜堆肥家畜堆肥家畜堆肥のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理についてについてについてについて    
 
畜産の良好な環境促進に努め，家畜排せつ

物法を遵守し，管理を徹底するようお願いし
ます。 
▼雨が多い時期です。堆肥等が流出しないよ
う保管状況を点検しましょう。 

▼堆肥を散布する場合は圃場の外や川等に
流出しないよう十分注意しましょう。 

▼堆肥の散布後は，流出，悪臭の防止，景観
配慮のため，速やかに耕起しましょう。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

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9月5日 



 

 

全国一斉司法書士法律相談全国一斉司法書士法律相談全国一斉司法書士法律相談全国一斉司法書士法律相談    
 
 １０月１日の「法の日」にちなんで，全国
一斉司法書士法律相談を実施します。 
秘密は厳守します。 

▼日 時  １０月１日（土）10:00～15:00 
▼場 所  おおみやコミュニティセンター 
      （常陸大宮市北町４００番地２） 
▼内 容  借金，土地・建物，相続，裁判，

会社等に関する相談及びこれに
関連する登記相談など 

▼料 金  無 料 
 
問合せ  茨城司法書士会 

℡０２９－２２５－０１１１ 
総務課 ℡７２－１１１３ 

 

文化財巡視文化財巡視文化財巡視文化財巡視のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 県の文化財保護指導委員と町教育委員会
では，大子町の貴重な文化財を保護するた
め，文化財の巡視を年３回行っています。巡
視時期は８月から２月までの間で，今年度は
指定文化財及び周知の遺跡を１０件巡視す
る予定です。巡視活動に御理解のほどお願い
します。 
▼対 象 
  文武館のケヤキ（大子）／横町遺跡（上
岡）／相川館跡（相川）／中ノ内遺跡（上
郷）／宮本遺跡（上野宮）／鉾杉（下野宮）
／外大野のシダレサクラ（外大野）／袋田
瀧（袋田）／馬場北遺跡（池田）／柳原遺
跡（頃藤） 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

９９９９月月月月はははは動物愛護月間動物愛護月間動物愛護月間動物愛護月間ですですですです    
 
▼動物を飼うときは，習性をよく理解し，終
生責任を持って飼いましょう。 

▼人と動物との調和のとれた豊かな環境づ
くりに心がけましょう。 

▼動物をいたわり，命を大切にしましょう。 
▼「不幸な生命」を産まない，産ませないた
めに，不妊・去勢手術を受けましょう。 

▼飼い主は，鑑札，迷子札をつけるなど所有
者明示をし，逸走防止に努めましょう。 

▼動物をみだりに虐待し，又は遺棄した者は
罰金（５０万円以下）に処せられます。 

 
※今年度の狂犬病予防接種が済んでいない
犬は，早めに動物病院で予防接種を受けて
ください。 

 
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。 
▼９月のおはなし会は，２４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 
  「寂しい写楽」宇江佐真理，「空也上人
がいた」山田太一，「マネー避難」藤巻健
史，「元気が出る子育ての本 １・２・３」
汐見稔幸，「江戸三百藩」山本明，「１０
分で読める名作１～６年生」岡信子 ほか 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

 

 

茨城茨城茨城茨城キリストキリストキリストキリスト教大学看護学部教大学看護学部教大学看護学部教大学看護学部のののの町推薦町推薦町推薦町推薦をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます    
 
町では，地元で活躍が期待される看護師，保健師等を養成するため，茨城キリスト教大学看護

学部の設置に補助金を出し，地域特定推薦枠（１人）を得ています。 
地域特定推薦入学試験を受験しようとする方は，健康増進課に申請してください。 

▼出願資格（次の要件を全て満たす方） 
・高等学校又は中等教育学校を平成２４年３月に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学を第
一志望とし，合格した場合は必ず入学する方 

・大子町に居住する方又は保護者が大子町に住所を有する方（平成２２年１１月３日以前から
引き続き居住している場合に限る。） 

・全体の評定平均値が４．０以上の方 
・看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の保健，医療，福祉の向上に貢献しようとする方 

▼受付期間  １０月１１日（火）～２５日（火） ※土・日曜日は除く。 
▼出願期間  １０月２４日（月）～１１月４日（金）必着 
※学生募集要項（願書）を大学から取り寄せて，内容を確認してください。 

茨城キリスト教大学入試広報部（日立市大みか町６－１１－１） 
℡０２９４－５４－３２１２ 

 
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 

広報だいご お知らせ版 平成23年9月5日 



 

 

消防設備士講習会消防設備士講習会消防設備士講習会消防設備士講習会のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    
 
▼受講対象者 

甲種又は乙種の消防設備士免状所持者で，免状の交付を受けた日から２年以内の方及び講習
を受けた日から５年以内の方。なお，免状の交付を受けてから講習を受けずに２年を経過して
いる方及び講習を受けてから５年以上を経過している方は，免状返納命令の対象となりますの
で，必ず受講してください。 

▼講習日時及び場所 
講 習 区 分 実 施 期 日 講 習 会 場 

１０月 ６日（木） 消 火 設 備 
（第１類，第２類，第３類） １１月１０日（木） 

１０月１３日（木） 警 報 設 備 
（第４類，第７類） １１月１７日（木） 

１０月２０日（木） 避難設備，消火器 
（第５類，第６類） １１月２５日（金） 

茨城県建設技術研修センター 
（水戸市青柳町４１９３） 

▼受 講 料  １区分につき ７，０００円 
▼受付期間  ９月５日（月）～１６日（金） 
▼申 込 み  （社）茨城県消防設備協会（水戸市五軒町１－４－１９） 
 
問合せ  （社）茨城県消防設備協会 ℡０２９－２２６－９６１１ 

消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

体体体体力力力力測定測定測定測定のののの協力者協力者協力者協力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    
 
▼日 時  １０月１４日（金） 

16:00～21:00 
（所要時間 約２時間）  

▼場 所  リフレッシュセンター 
▼募集人数  ７０人（２０～７９歳） 
▼測定種目  握力，上体起こし，反復横とび，

立ち幅とびなど 
▼申込み  ９月２０日（火）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 

 

男女男女男女男女のののの出会出会出会出会いをいをいをいを支援支援支援支援するするするする    

「「「「マリッジサポーターマリッジサポーターマリッジサポーターマリッジサポーター」」」」募集募集募集募集    
 
 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） 
 
問合せ  県子ども家庭課少子化対策室 

℡０２９－３０１－３２６１ 
企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

 

特 定 健 診 等特 定 健 診 等特 定 健 診 等特 定 健 診 等 をををを 受受受受 け ま し ょけ ま し ょけ ま し ょけ ま し ょ うううう    
 
今年実施する特定健診の最終日程は次のとおりです。 
今年度まだ健診を受けてない方は，この機会にぜひ受診してください。 

実 施 日 受付時間 会 場 
9:00～11:00 

１０月１２日（水），１３日（木），１４日（金） 
13:00～14:30 

文化福祉会館まいん 

9:00～11:00 
１０月１５日（土） 

13:00～14:30 
保健センター 

▼４０～７５歳未満の国民健康保険に加入の方には特定健康診査受診券を送付しています。 
▼７５歳以上又は６５歳以上で後期高齢者広域連合に加入している方は昨年健診を受けた方，新
たに健診を希望する方に高齢者健康診査受診券を送付しています。 

▼３９歳以下で健診を希望する方には生活習慣病予防健診受診券を送付しています。 
 
※健診には受診券をお持ちください。ただし，４０～７５歳未満の特定健診対象の方は保険証も
お持ちください。 

 
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 

広報だいご お知らせ版 平成23年9月5日 



 

 

茨城県北茨城県北茨城県北茨城県北ジオパークジオパークジオパークジオパーク構想構想構想構想    

「「「「インタープリターインタープリターインタープリターインタープリター」」」」養成講座受講生募養成講座受講生募養成講座受講生募養成講座受講生募集集集集    
 
▼期 日  １０月２３日（日）， 

１１月５日（土），６日（日）， 
１９日（土），２０日（日） 

▼場 所  茨城大学水戸キャンパスほか 
▼対象者  町内在住又は在職の方で，全日

程受講できる方 
▼定 員  町内で６～７人程度 

（応募者多数の場合は抽選） 
▼受講料  無料（交通費，昼食代，施設等

入場料は各自負担） 
▼申込み  ９月３０日（金）までに茨城大

学社会連携課に申し込んでくだ
さい。 

▼その他  修了生には「インタープリター
認定証」が交付され，茨城県北ジ
オパーク構想の普及・推進活動に
御参画いただきます。 

 
問合せ  茨城大学社会連携課 茨城県北ジオパーク事務局  

℡０２９－２２８－８８２５ 
企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

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 
 

 

「「「「オータムフェスティバルオータムフェスティバルオータムフェスティバルオータムフェスティバル」」」」    
 
▼日 時  １０月１６日（日）荒天中止 
       9:30～17:00 
▼場 所  国営ひたち海浜公園 
▼内 容  ○特産品の販売 
      ○地域郷土芸能などの披露 
      ○ひたちなか地区ＰＲ 
▼入園料  無料（駐車料金等は別途必要） 
 
問合せ  茨城県土木部都市局公園街路課 
      ℡０２９－３０１－４６５０ 
     茨城県企画部ひたちなか整備課 
      ℡０２９－３０１－２７７８ 

農林課 ℡７２－１１２８ 
 

行政書士無料相談行政書士無料相談行政書士無料相談行政書士無料相談会会会会    
 
１０月は「行政書士制度広報月間」です。 
普段聞けないことや困っていることなど，

直接行政書士に相談することができます。
様々な内容に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  １０月１５日（土） 

10:00～15:30 
▼場 所  中央公民館 第４会議室 
▼内 容 
・相続，土地活用，自動車購入，国籍，各
種契約などの問題について 

 ・仕事や経営に関わる上で，避けて通れな
い雇用，会社設立，飲食店や産業廃棄物
処理業，建設業許可申請等について 

▼相談員  行政書士 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

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9月5日 

－次回の発行は，10月5日（月）です。－ ８ 


