
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災瓦等被災瓦等被災瓦等被災瓦等のののの受入期間受入期間受入期間受入期間のののの延長延長延長延長についてについてについてについて    
 
町内の復旧状況等により，被災瓦等の受入れを延長します。 

◆受入期間  10月12日(水)から12月21日(水)までの各水曜日(11月23日(水)は除く。） 
※集積場が満杯になり次第，終了の予定です。 

◆受入時間  9:00～16:00（正午～13:00は除く。） 
※係員の配置の都合で時間を調整させていただく場合があります。 

◆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「災害ガラ持込申請書」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 
 

台風第台風第台風第台風第１５１５１５１５号号号号のののの被害被害被害被害にににに伴伴伴伴うううう『『『『りりりり災証明書災証明書災証明書災証明書』』』』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    
 
 町では，台風第１５号により被災し，保険金の請求等に必要になる場合がある「り災証明書」
を発行しています。 
◆申請に必要なもの  ・被害状況を確認できる写真（２～３枚程度） 

・印鑑 
・申請人の本人確認ができるもの（町外の方が申請する場合） 

◆受付時間  8:30～17:30（土・日曜日，祝日を除く。） 
◆受付場所  総務課（現地調査を行う場合があり，時間を要する場合があります。） 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 
 

井戸水等井戸水等井戸水等井戸水等のののの放射能検査放射能検査放射能検査放射能検査をををを行行行行いますいますいますいます    
 
町内には，井戸水や湧水を生活用水として利用している地区がたくさんあり，東日本大震災に

よる上水道の断水のときも，井戸水等を利用した方がたくさんいました。 
町では，このような状況を踏まえ，井戸水等が災害のときに地域の方々に利用されることなど

を考慮し，町内各地域の井戸水等について放射能検査を行います。 
≪検査対象となる井戸水等≫ 
①町内各地域（７０地点程度）の水を検査する（業務用に利用しているものを除く。）。 
②現在，主に飲料水として利用している。 
③上水道の断水時に，近所の方も利用することができる。 
④検査希望者が多数の場合は，地域のバランスを考慮し町が検査地点を選定する。 
⑤今回の水質検査は，放射能検査のみとし，検査料は無料とする。 
⑥検査結果は，検査対象となった方のみにお知らせする。 

◆申込み  検査を希望する方は，１０月末日（土・日曜日，祝日を除く 8:30～17:00）までに
環境課に電話で申し込んでください。 
なお，検査対象となった方には，水の採取方法等について後日文書にて連絡します。 

 
問合せ  環境課 ℡７２－３０４２ 
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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。 

◆１０月のおはなし会は，２２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 

  「茨木のり子全詩集」茨木のり子，「わ

たしの彼氏」青山七恵，「ミレニアム１～

３」スティーグ・ラーソン，「原発はいら

ない」小出裕章，「マネー避難」藤巻健史，

「自分の始末」曽野綾子，「つきのよるに」

いもとようこ  ほか 

 

※大子町教育ポータルサイトでも新着図書

を紹介しています。 

（URL http://www.daigo.ed.jp/） 

 

問合せ プチ・ソフィア℡７２－６１２３ 

 

おおおお 詫詫詫詫 び とび とび とび と 訂訂訂訂 正正正正    
 
９月５日発行第７８号の「特定健診等を受

けましょう」の記事の中で，受付時間に誤り
がありましたので，お詫びして訂正します。 
◆10 月 12 日(水)，13 日(木)，14 日(金)の受付時間 
   ≪誤≫      ≪正≫ 

９：００  ⇒  ９：３０ 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

秋季点検秋季点検秋季点検秋季点検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    
 
 大子町消防団では，１０月３０日（日）に
大子広域公園で「秋季点検」を実施します。
団員招集のため午前７時にサイレンを鳴ら
しますので，火災と間違わないようお願いし
ます。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度大子幼稚園入園年度大子幼稚園入園年度大子幼稚園入園年度大子幼稚園入園のののの御案御案御案御案内内内内    
 
◆募集人数及び入園資格 
 ◎１年保育  ３２人 

平成１８年４月２日から平成１９年
４月１日までに生まれたお子さん 

 ◎２年保育  ７０人 
平成１９年４月２日から平成２０年

４月１日までに生まれたお子さん 
※町内にお住まいのお子さんに限ります。 
◆申込期間 

１１月１日（火）～１１日（金） 
（土・日曜日，祝日を除く。） 
8:30～17:30 

◆申 込 み 
入園願書を学校教育課に提出してくだ

さい。入園願書は，大子幼稚園及び学校教
育課にあります。 

 
※平成２４年度から，授業料及び給食費を徴
収します。詳しくは，「幼稚園授業料・給
食費についてのお知らせ」をご覧くださ
い。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

「「「「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。 

◆「まいん」アートウィーク（展示企画） 【出展団体：大子清流高校美術】 

 ・期 間  １０月１１日（火）～１７日（月）10:00～17:00 

（１１日は13:00～，１７日は～15:00） 

・タイトル  「大子清流高校・美術作品展」 

◆まいまい広場（休憩スペース実証実験） 

 ・期 間  １０月１３日（木）～１５日（土）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･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。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成23年10月5日 



 

 

町民町民町民町民ハイキングハイキングハイキングハイキング募募募募集集集集    

 
◆実 施 日  １０月１６日（日） 
◆集合場所  役場集合出発 5:00 
◆コ ー ス  大清水⇒三平下⇒尾瀬沼 

（群馬県）約６時間 
◆募集人数  ４０人 
◆参 加 費  ４，５００円（傷害保険，温

泉代を含む。） 
◆持 参 品  昼食，飲物，雨具，防寒具，

着替え，タオルなど 
◆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）。 

 
※天候その他の事情で行き先の変更又は中
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。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

身障者等用駐車場利用証制度身障者等用駐車場利用証制度身障者等用駐車場利用証制度身障者等用駐車場利用証制度ががががスタートスタートスタートスタートしましましましますすすす    
 
町では，障害者等の一定の条件を満たす方

が公共施設や商業施設等の障害者等用駐車
場を円滑に利用するために，「いばらき身障
者等用駐車場利用証」を交付します。 
交付対象者など，詳しくは福祉課に問い合

わせください。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

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  １１月中旬まで 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

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 

◆入居資格 
・同居する親族がいる方（高齢者，障害者は除く。）で，住宅に困っている方 
・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 
・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 
０円～１０４，０００円 １７，４００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２０，１００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２３，０００円 
１３９，００１円～１５８，０００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） 
◆敷 金  家賃の３か月分 
◆受付期間  １０月５日（水）～２１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  １１月中旬予定（誓約書等の必要書類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10月5日 



 

 

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。 
◆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 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年秋季全国火災予防運動年秋季全国火災予防運動年秋季全国火災予防運動年秋季全国火災予防運動    
 
『消したはず 決めつけないで もう一度』 

（平成２３年度全国統一防火標語） 
 
 １１月９日（水）から１５日（火）まで，
秋季全国火災予防運動が実施されます。 
空気が乾燥しています。火災を発生させな

いためにも，火気の取扱いには十分注意しま
しょう。 
 また，１１月９日（水）7:00に火災予防運
動のためサイレンを鳴らしますので，火災と
間違わないようにお願いします。 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

１０１０１０１０月月月月はははは飼飼飼飼いいいい主主主主マナーマナーマナーマナー向上推進月間向上推進月間向上推進月間向上推進月間ですですですです    
 
今年度は「あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう」がテーマです。 
ペットとの楽しい生活を送るために，飼い主のあなたが近所の方や動物の苦手な方に配慮して

飼うことが必要です。 
◆犬の糞を放置するのはやめましょう。 
◆犬の放し飼いはやめましょう。 
◆「鑑札」「注射済票」の装着は犬の飼い主の義務です！ 
 
※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済ませてください。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

 

インフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチン接種費助成接種費助成接種費助成接種費助成のののの御案内御案内御案内御案内    
 
インフルエンザのワクチン接種を受けた者に対して，費用の一部を助成します。 

◆期 間  １０月1日（土）～平成２４年１月３１日（火） 
（１２月中旬ごろまでに接種するのが望ましい。） 

◆対象者  町内に住所を有する方 
◆助成額及び自己負担額（町内の医療機関で接種した場合） 

対象年齢 区分 助成回数 公費助成額 自己負担額 
生活保護及び町民税非課税世
帯に属する方 

１回限り 3,600円 無 

養護老人ホーム，特別養護老
人ホーム及び介護老人保健施
設に入所している方 

１回限り 3,600円 無 
６５歳以上の方 

上記以外の世帯に属する方 １回限り 2,600円 1,000円 
６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓若し
くは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に重度の障害を有する方 

１回限り 2,600円 1,000円 

妊婦の方 １回限り 2,600円 1,000円 
3,600円 

（１回目） 
無 

生活保護世帯に属する方 ２回を限度 2,550円又
は3,600円 
（２回目） 

無 
中学３年生まで
のお子さん 

上記以外の世帯に属する方 １回限り 2,600円 1,000円 
 
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10月5日 



 

 

「「「「めざそうめざそうめざそうめざそう    住住住住みよいみよいみよいみよい    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり」」」」

秋秋秋秋 のののの 特 設 行 政 相特 設 行 政 相特 設 行 政 相特 設 行 政 相 談談談談    
 
毎日の暮らしの中で，困っていることや望

んでいることはありませんか。国の仕事やサ
ービス，各種制度の手続きなどお気軽に御相
談ください。相談は無料・秘密厳守です。 
◆日 時  １０月２０日（木） 

10:00～15:00 
◆場 所  大子町文化福祉会館まいん 

観光交流ホール東側（１階） 
◆相談員  行政相談委員 
 
問合せ  総務省茨城行政評価事務所行政相談課  

℡０２９－２２１－３３４７ 
総務課 ℡７２－１１１３ 

 

「「「「あいさつあいさつあいさつあいさつ」」」」にはにはにはには「「「「あいあいあいあい」」」」があるがあるがあるがある    

笑顔笑顔笑顔笑顔でみんなででみんなででみんなででみんなで「「「「あいさつあいさつあいさつあいさつ」」」」をしましょをしましょをしましょをしましょうううう    
 
おはようございます。 
こんにちは。 
さようなら。 
こんばんは。 
ありがとうございます。 

などできることから始めましょう。 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議（生涯学習課内） ℡７２－１１４８ 

 

 

骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症検診追加募集症検診追加募集症検診追加募集症検診追加募集    
 
◆期 日  １１月１３日（日） 
子宮がん・乳がん検診と同日に実施します。 
◆受付時間  9:30～11:00 

12:15～14:00 
◆場 所  保健センター 
◆対象者  今年度中に20，25，30，35，40，

45，50，55，60，65，70歳になる
女性の方 

◆募集人数  午前５０人，午後４０人 
 ※定員になり次第締め切ります。 
◆料 金  ７００円 
◆検査方法  「かかとの骨」に超音波を当て，

骨量を推定する方法です。 
◆申込み  １０月３１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 

 

骨力骨力骨力骨力アップアップアップアップ教室教室教室教室（（（（骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症予防症予防症予防症予防））））のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
 骨粗しょう症を予防するための食生活の
注意や運動について，楽しく学び，生活習慣
を改善しましょう。 
◆日 時  11月17日(木)9:30～13:00 

12月1日(木)9:30～12:00 
◆場 所  保健センター 
◆定 員  ３０人（先着順） 
◆参加費  無 料 
◆用意するもの  エプロン，三角巾，筆記用具 
◆申込み  １１月９日（水）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 

 

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  １０月２６日（水） 

9:30～11:00 
（受付時間9:15～9:30） 

◆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  ３歳児，４歳児 
（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） 

◆申 込 み 
  １０月１１日（火）から２１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 

奥久慈大子奥久慈大子奥久慈大子奥久慈大子まつりをまつりをまつりをまつり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２３日（日） 
       9:00～15:30 
◆場 所  大子町文化福祉会館「まいん」駐車場 
◆主な催し物 
 ≪ステージ≫ 
  ・オープニングセレモニー／鏡開き 
  ・大子中学校吹奏楽部演奏 
  ・「海賊戦隊ゴーカイジャーショー」 

※サイン会は別会場にて５分間） 
  ・シャボン玉ファンタジーショー 
  ・笑いと歌のエンターティナーショー 
  ・お楽しみ抽選会 ほか 
 ≪ステージ以外≫ 
  ・各団体による物産展等 
  ・フワフワトランポリン 

・三大地鶏フェア ほか 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

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10月5日 



 

  
 

「「「「国民年金保険料控除証明書国民年金保険料控除証明書国民年金保険料控除証明書国民年金保険料控除証明書」」」」がががが発行発行発行発行されますされますされますされます    
～年末調整・確定申告まで大切に保管を～ 

 
国民年金保険料は，所得税及び住民税の申告において，全額が社会保険料控除の対象となりま

す（その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が該当します。）。 
社会保険料控除を受けるためには，支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられていま

すので，平成２３年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付した方に対し，日
本年金機構から本年１０月下旬から１１月上旬までに送付される「国民年金保険料控除証明書」
が必要になります。 
年末調整や確定申告のときは，必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。 
なお，１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方に

は，来年の１月下旬に送付されます。 
家族の国民年金保険料を納付した場合でも，納付した本人の社会保険料控除の申告に加えるこ

とができますので，家族宛に送られた控除証明書を添付して申告してください。 
 
※「国民年金保険料控除証明書」についての照会は，控除証明書のはがきに表示されている年金
事務所に問い合わせください。 

 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 
 

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  １１月１１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４回 平成２４年２月３日（金） 
 
※身体障害者手帳及び印鑑を持参してくだ
さい。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

こころのこころのこころのこころの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  １０月３１日（月） 

14:00～15:30 
◆場 所  保健センター 
◆内 容 

テーマ  「統合失調症の理解」 
講 師  吉 田 麻里香 氏 

       （精神保健福祉士） 
◆申込み  事前に健康増進課に電話で申

し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

第第第第４４４４回回回回フォレストバーベキフォレストバーベキフォレストバーベキフォレストバーベキューパーティーューパーティーューパーティーューパーティー    

参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    
 
◆日 時  １０月３０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 
◆募集人数  独身の男女各２５人 

（申込多数の場合は抽選） 
◆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  １０月１４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 

特設無料人権法務相談所開設特設無料人権法務相談所開設特設無料人権法務相談所開設特設無料人権法務相談所開設    
 
◆日 時  １０月２５日（火） 

10:00～15:00 
◆場 所  大子町文化福祉会館まいん 

小会議室（２階） 
◆内 容 
・土地の売買，相続，遺言等に関する問題 
・土地の境界等に関する問題 
・地代や家賃の紛争 
・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
・成年後見制度について 
・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ
Ｖ，セクハラなど） 

・高齢者，障害者に対する人権問題，夫婦，
家庭内の問題，近隣トラブル等 

◆相談員   人権擁護委員，法務局職員 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

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10月5日 



 

 

年 金 受 給 者年 金 受 給 者年 金 受 給 者年 金 受 給 者 のののの 皆 様皆 様皆 様皆 様 へへへへ    
～『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう～ 

 
老齢や退職を支給事由とする年金は，雑所得として所得税の課税対象になります（障害年金・

遺族年金は課税されません。）。 
課税対象となる受給者には，毎年１１月上旬までに日本年金機構から「扶養親族等申告書」が

送付されますので，１２月１日の提出期限までに必ず提出してください。 
この申告により，翌年中に受け取る年金に課税される所得税の源泉徴収税額が決まります。提

出を忘れると各種控除が受けられず，所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので御注
意ください。 
なお，年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。 

◆平成２４年分「扶養親族等申告書」が送付される方 
◎６５歳未満で年金額が１０８万円以上の方 
◎６５歳以上で年金額が１５８万円以上の方 

 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 
 

「「「「楽楽楽楽しいしいしいしいエクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ」」」」のののの参加者参加者参加者参加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    
 
◆期 日  11月1日(火)，22日(火)，12月6日(火)，13日(火)，20日(火)，1月10日(火)， 

17日(火)，31日(火)，2月14日(火)，21日(火)，28日(火)，3月13日(火)，27日(火) 
◆時 間  13:30～15:30 
◆場 所  保健センター 
◆対象者  ７４歳以下の方で，主治医に運動を禁止されていない方 
◆参加費  無 料 
◆申込み  各日程の前日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 
 

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級養成講習会受講者級養成講習会受講者級養成講習会受講者追加追加追加追加募集募集募集募集    
 
「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名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（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 

 

 

「「「「ママママママママのためののためののためののための食生活講座食生活講座食生活講座食生活講座」」」」にににに参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか    
 
◆日  時  【第１回】10月26日(水) 9:30～13:00 【第２回】11月9日(水) 9:30～11:40 
◆場  所  保健センター 
◆定  員  ２０組（先着順） 
◆参 加 費  無 料 
◆用意するもの  エプロン，三角巾，おんぶひも（乳児の母のみ） 
◆申 込 み  １０月１８日（火）までに健康増進課に申し込んでください。 
※当日は保育をしますので，お子さん連れでも結構です。 

 
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。 ７ 

広報だいご お知らせ版 平成23年10月5日 



 

『まいん』催し物のお知らせ    

「「「「ローマローマローマローマのののの休日休日休日休日」」」」上映会上映会上映会上映会    

 

１１月１９日（土） 
◆時 間 

１回目 14:00 

２回目 18:00 

※各回先着３７０名 

◆入場料  ５００円（全席自由席） 

※前売り券は販売しません。 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

弁護士無料法律相談弁護士無料法律相談弁護士無料法律相談弁護士無料法律相談    
 
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，前日までに御連絡くださ
い。 
◆日 時  １１月９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 

 

生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度のののの御案内御案内御案内御案内    
 
病気やけがで働けなくなったり，年をとり

収入が少なくなったりなどいろいろな事情
で生活に困ることがあります。 
このようなときに，自分の能力や資産など

を活用し，あらゆる手をつくしても，なお生
活ができない場合に，その生活を援助するた
めに，国が一定の基準に従いお金や物を支給
したり，医療を受けられるようにしながら，
自分の力で生活をしていけるように手助け
をする制度です。 
詳しくは福祉課又は県北県民センター地

域福祉室に問い合わせください。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

県北県民センター地域福祉室 
℡０２９４－８０－３３２０ 

 

 

 

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10月5日 

－次回の発行は，11月7日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


