
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度保育所入所年度保育所入所年度保育所入所年度保育所入所のののの御案内御案内御案内御案内    
 
平成２４年４月から保育所に入所を希望される方は，次により申し込んでください。 

●募集保育所 
 ◇公立  頃藤保育所，小生瀬保育所，池田保育所，西保育所 
 ◇私立  だいご保育園 
●入所基準 
  町内に居住する保護者が，次のいずれかの事情で保育に困っている家庭の児童が対象です。
ただし，家庭内に保育のできる方がいる場合は，入所の対象になりません。 

  ①昼間，常に労働している場合（家庭外労働，自営業，農林業など） 
  ②妊娠中又は出産後間がない場合（入所期間は，原則，出産予定日前２か月から後２か月ま

でです。） 
  ③病気若しくはけが又は精神若しくは身体に障がいを有している場合 
  ④長期にわたり家庭内の親族を看護している場合 
  ⑤火災，風水害，震災などの災害の復旧に当たっている場合 
  ⑥その他児童を保育できない特別な事情がある場合 
●受付期間及び場所 
  受付期間  １１月２１日（月）～１２月２日（金） ※土・日曜日，祝日を除く。 
        8:30～17:30 
  場 所  福祉課（児童の簡単な面接を行いますので同伴してください。） 
 
※入所申込書及び入所案内は，福祉課及び各保育所にあります。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

税 務 課税 務 課税 務 課税 務 課 か ら の おか ら の おか ら の おか ら の お 願願願願 いいいい    

 
●家屋を取り壊したら 
  家屋に対する固定資産税は，毎年１月１日現在で所有している家屋に対して課税されますの
で，家屋を取り壊した場合は，滅失届を提出してください。 

なお，職員が取り壊しを確認したものや家屋滅失登記が済んでいる場合は，滅失届の提出は
不要です。 

●家屋を新築又は増改築したら 
家屋を新築又は増改築をした場合は，工事終了後，速やかに完了報告書を税務課に提出して

ください。提出後，職員が家屋調査に伺います。 
●未登記の家屋を取得したら 

売買や相続などで，未登記の家屋を取得した場合は，契約書等の写しを添付の上，所有者変
更届を提出してください。 

 
※提出する書類は，税務課にあります。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 
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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 



 

 

内大野内大野内大野内大野ⅢⅢⅢⅢ地区及地区及地区及地区及びびびび矢田矢田矢田矢田ⅠⅠⅠⅠ地区地籍調査地区地籍調査地区地籍調査地区地籍調査にににに伴伴伴伴うううう成果成果成果成果のののの閲覧閲覧閲覧閲覧をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 
平成２２年度に地籍調査を実施した大字内大野の一部と大字矢田の一部の地区について，新し

い地図（地籍図）と簿冊（地籍簿）を作成しましたので，次のとおり閲覧を実施します。 
●閲覧期間  １１月２２日（火）～１２月１１日（日） 9:00～16:30 

（土・日曜日，祝日は除く。） 
 ※１２月４日（日），１０日（土），１１日（日）は閲覧を実施します。 

●閲覧場所  役場第一分室 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

「「「「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：醍醐水墨会】 
 ・期 間  １１月２１日（月）～２７日（日）10:00～17:00 

（２１日は13:00～，２７日は～15:00） 
 ・タイトル  「第２３回醍醐水墨画展」 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

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結果発表結果発表結果発表結果発表    
 
４０９点の応募作品の中から，厳正なる審査の結果，最優秀賞１点，優秀賞３点，佳作２７点

が決定しました。 
皆様の御協力ありがとうございました。 

●最優秀賞  塩﨑まさよさん（大阪府大阪市） 
●優 秀 賞  前田まさかつさん（東京都目黒区） 

高木茂則さん（長崎県長崎市） 
飯島要一さん （東京都荒川区） 

●佳 作  保田 穣さん（常総市） 
下重孝幸さん（栃木県大田原市） 
深川重一さん（大阪府和泉市） 
入本昌次さん（神奈川県横浜市） 
伊東加奈子さん（山形県米沢市） 
佐藤尚美さん（北海道札幌市）   小林寛示さん（山梨県中央市） 
草野敬一さん（長崎県長崎市）   柳屋善吉さん（北海道札幌市） 
坂口茂樹さん（長野県長野市）   蕨野雅之さん（神奈川県横浜市） 
小方美紗子さん（神奈川県横浜市） 髙林佳奈さん（大子町） 
原 澄江さん（東京都大田区）   池田克也さん（埼玉県狭山市） 
北村玲子さん（埼玉県鴻巣市）   小柳萌衣さん（水戸市） 
増田繭美さん（宮城県仙台市）   沼田薫子さん（東京都府中市） 
見代舞華さん（常陸大宮市）    荒井詳子さん（東京都練馬区） 
幾度弥生さん（つくばみらい市）  高柳順子さん（静岡県三島市） 
照沼智子さん（水戸市）      菊池裕子さん（埼玉県朝霞市） 
鈴木晴久さん（土浦市）      大和田希実さん（那珂市） 

 
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。 ２ 
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≪最優秀作品≫ 



 

 

第第第第２５２５２５２５回大子広域公園回大子広域公園回大子広域公園回大子広域公園ハーフリレーマラソンハーフリレーマラソンハーフリレーマラソンハーフリレーマラソン大会参加大会参加大会参加大会参加チームチームチームチーム募集募集募集募集    

 
●日 時  １２月１８日（日） 9:00受付 
●走 路  大子広域公園特設周回ハーフマラソンコース（約１．５㎞×１４区間） 
●部 門  ◇一般の部 ◇女子の部 ◇中学生の部 ◇小学生の部 
●参加人員  １チーム５人以上１４人以内 
●参加費  １チーム ２，０００円（当日徴収） ※小・中・高校生のチームは無料です。 
●申込み  １１月１８日（金）までに申込用紙に必要事項を記入の上，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  体協陸上競技部長 小室 ℡７４－０６３６ 
     体協陸上競技部事務局 飯村 ℡７２－１１３５又は℡０９０－７４０６－４６９９ 

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    

 

皆さんの温かい御協力をお願いします。 

●日 時  １１月２９日（火） 

10:00～15:30 

●場 所  大子町役場 

●対象者  １６歳～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 
 

ごみごみごみごみ持込持込持込持込みみみみ受付時間受付時間受付時間受付時間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
環境センターでは，場内の危険防止と収集

車両との混雑を避けるため，次のとおりごみ
持込み受付時間を設けています。 
受付時間内の，ごみの持込みに御協力をお

願いします。 
●受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00 

（土・日曜日，祝日を除く。） 
※ごみを持込む場合も『ごみの分別』に御協
力ください。 

 
問合せ  環境課(環境センター) ℡ ７２－３０４２ 

 

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」」」」キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター愛称募集愛称募集愛称募集愛称募集    

 

日本を代表する名瀑「袋田の滝」と自然豊かな奥久慈をイメージした，皆さんに愛されるキャ

ラクターが正式に決定しました。 

このキャラクターの親しみやすく覚えやすい愛称を募集します。 

●応募期限  １１月３０日（水） 

●応募資格  どなたでも応募できます。 

※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。 

●応募方法  所定の応募用紙又はＡ４サイズの用紙に，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。 

応募用紙は，大子町ホームページからダウンロードできます。 

①キャラクターの愛称，②愛称の説明，③郵便番号・住所 

④氏名，⑤性別，⑥年齢，⑦職業又は学校名・学年 

⑧連絡先（電話番号，メールアドレス） 

●各  賞  最優秀賞  １点  賞金５万円 

       優 秀 賞  ３点  大子町特産品１万円分 

 

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。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成23年11月7日 



 

 

１１１１１１１１月月月月はははは「「「「子子子子どもどもどもども・・・・若者育成支援強調月間若者育成支援強調月間若者育成支援強調月間若者育成支援強調月間」」」」ですですですです    
～育てよう健やかに支えようみんなで～ 

 
大子町青少年育成民会議と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，「第３日曜日は『家庭の日』」運動，「地域親」運動，学校訪問
など人と人の絆を高める運動をとおして，町全体で「子ども・若者＝青少年」を育み「青少年健
全育成」を推進しています。親や大人が，家庭や学校や地域で青少年を非行から守りましょう。 
支援の輪を広げるために，まずは『あいさつ』等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，大子町青少年相談員連絡協議会 

生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

観光業観光業観光業観光業のののの風評被害風評被害風評被害風評被害におけるにおけるにおけるにおける賠償基準賠償基準賠償基準賠償基準のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

 
観光業の風評被害に対する賠償基準について，原発事故以外の要因による売上減少率は，当初

の説明では２０パーセントとしていましたが，０～２０パーセント（被害者が売上減少率を選択）
に見直されました。該当する方は，福島原子力補償相談室に問い合わせください。 
 
問合せ  福島原子力補償相談室 ℡０１２０－９２６－４０４ 

企画観光課 ℡７２－１１３８ 
 

『『『『水郡線全線開通水郡線全線開通水郡線全線開通水郡線全線開通７７７７７７７７周年記念周年記念周年記念周年記念まつりまつりまつりまつり』』』』をををを開催開催開催開催    

～乗って見つける７７
な な

いろの魅力～ 
 
水郡線は，１２月４日（日）に全線開通７７周年を迎えます。 
これにあわせて，沿線地域の活性化と東日本大震災により甚大な被害を受けた茨城県及び福島

県の復興支援を目的に『水郡線全線開通７７周年記念まつり』の開催や臨時列車「リゾート奥久
慈清流号」を運行します。 
●開催期間  １１月２６日（土）～１２月１１日（日） 
●主なイベント 
≪常陸大子駅構内≫ 

①歓迎セレモニー及びミニ物産展 
・期 日  １２月１０日（土） 
・場 所  駅前広場及び水郡線営業所 

②水郡線営業所まつり 
・日 時  １２月１０日（土） 10:00～15:00 
・場 所  水郡線営業所 
・内 容  車両展示，運転台乗車撮影会，乗車体験など 

③大子町周遊バス運行 ※無料で乗車できます。 
・実施日  １２月１０日（土）・１１日（日） 
・運行区間  旧上岡小学校（ＮＨＫおひさまのロケ地）など 

≪水戸駅構内≫ 
①水郡線沿線パネル展【１１月２６日（土）～１２月１１日（日）】 
②水郡線観光ＰＲ及び茨城県・福島県の物産販売【１２月２日（金）～１２月４日（日）】 
③水郡線全線開通７７周年記念駅弁大会【１２月１０日（土）・１１日（日）】 

≪磐城石川駅構内≫ 
①歓迎セレモニー及び福島県の物産販売【１２月１１日（日）】 
②「駅からハイキング」【１２月１１日（日）】 

 
問合せ  茨城県水郡線利用促進協議会 ℡０２９－３０１－２５３６ 

水郡線活性化対策協議会 ℡０２４７－２６－９１１４ 
ＪＲ東日本水戸支社 総務部企画室 ℡０２９－２２７－０４６５ 
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11月7日 



 

 

休猟区休猟区休猟区休猟区のののの期間満了期間満了期間満了期間満了にににに伴伴伴伴うううう対応対応対応対応についてについてについてについて    
 
西金休猟区（７９０ｈａ）が１０月３１日

（月）で期間満了となりました。 
１１月１５日（火）の狩猟解禁とともに狩

猟者が集中するおそれがありますので，山林
に立ち入る場合は十分に気をつけてくださ
い。 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

「「「「うちうちうちうちエコエコエコエコ診断診断診断診断」」」」をををを募集募集募集募集しますしますしますします    
 
家庭におけるＣＯ２削減・節電のため，所

定の研修を修了した「うちエコ診断員」が，
事前アンケートをもとに家庭のＣＯ２排出
状況等について診断を行い，各家庭に応じた
省ＣＯ２・省エネ対策をアドバイスします。 
診断方法は，診断員が家庭に出向いて行う

「訪問診断」，事務局に来所していただく「窓
口診断」，勤務先事業所などで行う「集団診
断」の３通りから選択可能です。診断は無料
ですので，ぜひ御応募ください。 
●応募期限  １２月２２日（木） 
●診断期限  平成２４年１月中旬(予定) 
 
問合せ 
 クールアースいばらき(茨城県地域温暖化防止活動推進センター) 

℡０２９－２４８－７４３１ 
E-mail ibaonse@bz01.plala.or.jp 
URL http://business2.plala.or.jp/ibakobo 

 

 

「「「「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    
 
 気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこも
り等一人で悩まずに，気軽に相談してくださ
い。 
本人が来所できない場合は，家族の方だけ

の相談でも結構です。相談内容は，一切漏ら
しません。 
●日 時  １１月２８日（月） 

13:00～16:00 
●場 所  保健センター 
●担当者  小 林   誠 氏 
      （精神保健福祉士） 
●料 金  無 料 
●申込み  １１月２８日（月）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 

 

音楽音楽音楽音楽ととととダンスダンスダンスダンスのののの夕夕夕夕べをべをべをべを開催開催開催開催    
 
音楽を楽しみたい方，ダンスを踊りたい方

など，皆さんのお越しをお待ちしています。 
●日 時  １２月１８日（日） 

18:00～20:45 
●場 所  中央公民館講堂 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

第第第第６１６１６１６１回町民回町民回町民回町民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会大会大会大会    
 
●日 時  １２月４日（日） 

8:30競技開始 
●場 所  リフレッシュセンター 
●種 目 
 団体戦 Ａクラス ダブルスの部(男子･女子･混合) 

Ｂクラス    〃 
●チーム構成  １チーム４人以上 
 ※男子・女子各２人以上 
●参加料 
  １チーム 一 般  ６，０００円 
      連盟登録者  ３，０００円 

（当日徴収，保険代込） 
●申込み  １１月３０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。 

●その他  当日は，ラケット，体育館シュ
ーズ，昼食を御持参ください。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

胃胃胃胃がんがんがんがん検診検診検診検診のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
 近年，胃がんで亡くなる方が増えていま
す。早期発見，早期治療が大切です。 
今年度，胃がん検診を受けていない方は，

この機会に受診してください。 
なお，待ち時間短縮のため，検診車３台で

実施する予定です。 
●対象者  今年度40歳～74歳になる方 
●日 時  １２月１１日（日） 

7:00～10:00 
●定 員  １８０人 
※定員になり次第締め切ります。 

●検診内容  バリウムによる胃のＸ線撮影 
●場 所  保健センター 
●料 金  １，７００円 
●申込み  １２月１日（木）までに健康増

進課に電話で申し込んでくださ
い。 

 
※既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 

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11月7日 



 

 

林業退職金共済制度林業退職金共済制度林業退職金共済制度林業退職金共済制度（（（（林退共林退共林退共林退共））））からのからのからのからのおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 
り災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し，各種手続（共済手帳の紛失，退職金の請求

等）の必要が生じた場合は，できうる限りの範囲において速やかに対応したいと考えていますの
で，最寄りの支部又は本部に相談してください。 
●林業の仕事をしていたことがありませんか？ 
 ・林退共制度に加入していたが，退職金をまだ受け取っていない方を探しています。 
 ・以前，林業の仕事をしていたが，御自身が林退共に加入していたか分からない方についても

調べます。 
 
問合せ  独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部 ℡０３－５４００－４３３４ 

農林課 ℡７２－１１２８ 

 

全国一斉全国一斉全国一斉全国一斉「「「「女性女性女性女性のののの人権人権人権人権ホットラインホットラインホットラインホットライン」」」」強化週強化週強化週強化週間間間間    

 

 あなた一人で悩んでいませんか。職場にお

ける男女差別やセクハラ，夫やパートナーか

らの暴力，ストーカーなどの女性に対するあ

らゆる人権侵害について相談を受け付けま

す。秘密は厳守します。 

●期 間  11月14日（月）～20日（日） 

●時 間  8:30～19:00 

      （土・日曜日は，10:00～17:00） 

●電 話  ０５７０－０７０－８１０ 

（全国共通ナビダイヤル） 

●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 
 

第第第第４４４４回回回回ふるさとふるさとふるさとふるさと歴史講座開催歴史講座開催歴史講座開催歴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  １１月１９日（土） 

10:00～12:00 
●場 所  中央公民館講堂 
●講座名  「江戸時代の暮らし」 
 ・内容  「古文書」による江戸時代の庶

民の暮らし，婚姻や離婚などを中
心に現代との違いを考えます。 

 ・講師  元大子町史編さん委員会委員 
石 井 喜志夫 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 

 

防火対象物点検資格者講習及防火対象物点検資格者講習及防火対象物点検資格者講習及防火対象物点検資格者講習及びびびび再講習再講習再講習再講習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    
 
●防火対象物点検資格者講習（平成２４年１月～３月期分） 

実施地 実施月日 講習会場 申請期間 

神奈川県 
平成24年 
2月7日(火)～10日(金) 

相模原市民会館 
12月12日(月) 
～平成24年1月6日(金) 

●防火対象物点検資格者再講習（平成２４年１月～３月期分） 
実施地 実施月日 講習会場 申請期間 

東 京 都 平成24年1月13日(金) 
マツダ八重洲通ビル

９階大ホール 
11月21日(月) 

～12月2日(金) 

神奈川県 平成24年3月2日(金) 相模原市民会館 
平成24年 
1月10日(火)～20日(金) 

※受講対象者は，免状の交付を受けた日から５年以内の期間（受講期限の延長が認められた場
合については，当該期間）ごとに再講習を受講しなければなりません。 

 
問合せ  公益財団法人東京防災救急協会 ℡０３－５２９５－３０８０ 

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11月7日 



 

 

１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日まではまではまではまでは「「「「犯罪被害者週間犯罪被害者週間犯罪被害者週間犯罪被害者週間」」」」ですですですです    
～犯罪被害にあわれた方へ～ 

 
犯罪の被害を受けた後は，一種のショック状態が続き，体や心の調子を崩すことがあります。

これは異常なことではなく，大きなショックを受けた後は誰にでも起こりうることです。 
つらいときは，一人で抱え込まず，相談窓口に相談してください。 

●相談窓口 
 ◇大 子 警 察 署  警 務 係 ℡０２９５－７２－０１１０ 
 ◇警察安全総合相談センター ＃９１１０又は℡０２９－３０１－９１１０ 
 ◇（社）いばらき被害者支援センター ℡０２９－２３２－２７３６ 
●犯罪被害給付制度の御案内 

「犯罪被害給付制度」とは，故意の犯罪行為により死亡された被害者の遺族の方，障害や重
い傷病を負われた被害者の方に対して，国が給付金を支給する制度です。 

 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 
 

１２１２１２１２月月月月４４４４日日日日からからからから１０１０１０１０日日日日まではまではまではまでは人権週間人権週間人権週間人権週間ですですですです    
みんなで築こう人権の世紀 

～考えよう相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～ 
 
 １９４８年（昭和２３年）１２月１０日，国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し，
毎年１２月１０日は「人権デー（Human Rights Daｙ）」と定められました。 
 法務省と全国人権擁護委員連合会では，人権デーを最終日とする１２月４日から１０日までを
「人権週間」として各種の人権啓発活動を行っています。 
 一人一人はみな違いますが，人権は全ての人に平等に保障されています。しかし，自分の人権
を主張するだけでは，他の人の人権を侵害することもあります。 
 人権週間に当たり，人権は，自分と同じように他の人にもあることを考え，お互いに相手の立
場を考え，豊かな人間関係を作りましょう。 
 
問合せ  水戸地方法務局 人権擁護課 ℡０２９－２２７－９９１９ 

茨城県人権擁護委員連合会 
総務課 ℡７２－１１１３ 

 

 

「「「「男性男性男性男性ののの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    

 
 男同士，楽しく料理しながら食生活について学びましょう。 
●日程及び内容 

 期   日 時    間 内     容 

第
１
回 

１１月３０日（水） 
９：３０～ ９：４０ 
９：４０～１０：１０ 

１０：１０～１３：００ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「バランス食について」 
調理実習・試食 

第
２
回 

１２月 ９日（金） 
９：３０～ ９：４０ 
９：４０～１０：４０ 

１０：４０～１３：００ 

受付 
実技「簡単ストレッチ」 
調理実習・試食，グループワーク 

●場 所  保健センター 
●定 員  ２０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２２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 

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11月7日 



 

 

大子町更生保護女性大子町更生保護女性大子町更生保護女性大子町更生保護女性のののの会会会会    

「「「「愛愛愛愛のののの募金募金募金募金」」」」のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    
 

青少年の健全育成や過ちに陥った人の立

ち直りの支援を目的に実施した愛の募金に

ついて，地域の皆様の御賛同をいただき，総

額２６２，７００円の募金を集めることがで

きました。 

御協力ありがとうございました。 

 

問合せ  大子町更生保護女性の会(社会福祉協議会内) ℡７２－２００５  
 

 

 

 

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。ママだけの参加や子どもと一緒

の参加も歓迎します。 

●開催日時 

１回目 １２月 ７日（水）18:00～19:45 

 ２回目 １２月２１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  １２月６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 

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11月7日 

－次回の発行は，12月5日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


