
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施施施施設設設設のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者をををを募集募集募集募集しましましましますすすす    
 
 指定管理者制度により管理運営をしている町所有の施設が，平成２４年３月３１日をもって指
定期間満了となりますので，これらの施設の指定管理者を公募します。 
▼施 設 名  ○大子北デイサービスセンター（福祉課扱い） 
       ○大子温泉保養センター森林の温泉（企画観光課扱い） 
       ○大子町観光物産館（企画観光課扱い） 
       ○大子駅前駐車場（企画観光課扱い） 
▼業務内容  ○施設の維持及び管理運営に関する業務 
       ○施設の利用に関する業務 
       ○誘客促進に関する業務 
       ○その他施設の管理運営上必要な業務 
※施設の利用料金は，全て指定管理者の収入となり，その収入で管理運営の全てを行っていた
だきます。 

▼指定期間  平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日（３年間） 
▼応募資格  町内に所在する施設管理業務が可能な法人その他の団体 
▼応募方法  １月２０日（金）までに福祉課及び企画観光課に備え付けてある申込書で応募し

てください。 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７，企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

臨時職員雇用臨時職員雇用臨時職員雇用臨時職員雇用候補者候補者候補者候補者のののの登録登録登録登録についてについてについてについて    

 
 平成２４年度以降，町の臨時職員を雇用する際に，あらかじめ登録名簿に登録していただいた
方の中から，面接などの選考を実施し採用を決定する，臨時職員雇用候補者の名簿登録制度を導
入します。 
 臨時職員として勤務を希望する方は，次の方法により登録をお願いします。 
▼登録方法  「臨時職員雇用候補者登録申請書」に必要事項を記入（写真貼付のこと。）の上，

総務課に提出してください。申請書については，総務課窓口で配布，又は大子町公
式ホームページからもダウンロードできます。 

▼対象職種  ①一般事務補助 ②保育士 ③幼稚園講師 ④保健師 ⑤調理士 ⑥清掃作業員 
▼登録要件  (1) 町内及び近隣市町村に在住の方 
       (2) 登録申請日現在において満18歳以上の方 
       (3) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を取得している方 など 
▼受付期間  受付は，随時行っています。 
▼有効期間  有効期間は，登録を希望する年度の末日までとなります。 
▼採用方法  登録されている職種及び登録内容などが合致する方に対し，面接等の選考を実施

し，合格者が臨時職員として採用決定となります。 
▼そ の 他  登録いただいた全ての方が，町の臨時職員として採用される制度ではありません。

また，職種及び登録条件などによっては，登録いただいても有効期間中に全く連絡
がない場合もありますので御了承ください。 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

平成23年 

12121212    ////    28282828    
№№№№ 8 28 28 28 2     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

シシシシンボルマークンボルマークンボルマークンボルマーク活用活用活用活用のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    
 
平成２３年９月に，袋田の滝や八溝山を含む茨城県北地域が日本ジオパークに認定されました。 
ジオパークとは，地質や地形など「大地の遺産」を保全しながら活用し，人々の生活の基盤を

なしている大地に親しみ学んで楽しんでもらう「大地の公園」です。 
茨城県北ジオパークは，地形や地質を核に，歴史ある街並みや文化遺産， 

豊かな自然環境，農林水産資源などを結び付けることで，ジオツアーや新商 
品開発などの観光ビジネスを創り出すことが期待できます。 
新商品などにシンボルマークを活用することができますので，希望される 

場合は企画観光課に問い合わせください。 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

大大大大 子 町 嘱 託 員 採 用 試子 町 嘱 託 員 採 用 試子 町 嘱 託 員 採 用 試子 町 嘱 託 員 採 用 試 験 案験 案験 案験 案 内内内内    

 
平成２４年度の大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

▼職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

事 務 員 ２人 
生瀬コミュニティセンター 
上小川コミュニティセンター 

各センター（旧分館）の管理業務，
団体事務等 

(仮称)観光案内等事務員 １人 企画観光課 観光の問合せ対応事務等 

登 記 事 務 員 １人 財政課 町有財産の登記事務等 

(仮称)農業再生対策等事務員 １人 農業再生協議会事務局 農業再生協議会の事務等 

栄 養 士 １人 福祉課 保育所給食の栄養管理，衛生管理 

保 育 士 ３人 町立保育所 保育所での保育業務 

調 理 員 ３人 学校給食センター 給食の調理業務 

栄 養 士 １人 学校給食センター 学校給食の栄養管理，衛生管理 

(仮称)社会教育推進員 １人 生涯学習課 生涯スポーツ振興事務等 

技 術 作 業 員 ２人 水道課 水道施設の管理，運転業務 

▼雇用の期間  平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（１年間） 
▼試験の方法  口述（面接）試験 
▼試験日時  ２月９日（木） 13:00 
▼試験会場  大子町役場 第一会議室（３階） 
▼申込用紙の請求  申込用紙は，役場総務課に請求してください。 
        郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用試験申込用紙請求」と朱書き

し，宛先明記の１２０円切手を貼った返信用封筒（角形２号（横２４．０㎝×縦
３３．２㎝））を必ず同封してください。 

▼申込み先  大子町役場 総務課（〒３１９－３５２６ 大子町大字大子８６６番地） 
▼受付期間  １月６日（金）～３１日（火）8:30～17:30 ※土・日曜日及び祝日を除く。 

郵便の場合は，１月３１日（火）午後５時３０分までに申込み先に着信したも
のに限り受け付けます。 

▼提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込書を使用） 
(2) 郵便による申込みの場合は，宛先明記の８０円切手を貼った返信用封筒（長
形３号（横１２．０cm×縦２３．５cm））を同封してください。 

▼そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。 
 
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。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成23年12月28日 



 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年分年分年分年分のののの町県民税町県民税町県民税町県民税のののの申告申告申告申告についてについてについてについて    
 
 例年，２月１６日から３月１５日までは，所得税及び町県民税の申告期間となっています。 
町県民税の申告は，町の重要な財源である町民税の課税の根拠となることをはじめとして，国

民健康保険税や町営住宅家賃等の算定の基礎資料となるものですので，申告が必要とされる方は
必ず行ってください。また，申告がないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合があり
ます。 
 今年度今年度今年度今年度のののの申告会場申告会場申告会場申告会場はははは，，，，「「「「文化福祉会館文化福祉会館文化福祉会館文化福祉会館まいんまいんまいんまいん」」」」及及及及びびびび「「「「中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館」」」」のののの２２２２会場会場会場会場ととととななななりりりりますますますます。。。。    

期 日 会 場 期 日 会 場 期 日 会 場 

2月16日(木) 2222月月月月26262626日日日日((((日日日日))))    3月 7日(水) 
2月17日(金) 

文化福祉会館まいん 
2月27日(月) 3月 8日(木) 

2月18日(土) 休 み 2月28日(火) 3月 9日(金) 
2222月月月月19191919日日日日((((日日日日))))    2月29日(水) 3333月月月月10101010日日日日((((土土土土))))    
2月20日(月) 3月 1日(木) 3333月月月月11111111日日日日((((日日日日))))    
2月21日(火) 3月 2日(金) 

文化福祉会館まいん 

3月12日(月) 
2月22日(水) 3月 3日(土) 休 み 3月13日(火) 
2月23日(木) 3333月月月月    4444日日日日((((日日日日))))    3月14日(水) 
2月24日(金) 

文化福祉会館まいん 

3月 5日(月) 3月15日(木) 

中央公民館 

2月25日(土) 休 み 3月 6日(火) 

中央公民館 

申告受付日数 ２６日間 
☆２会場とする主な理由 

○個人情報保護の観点から，個人情報が満載された電子機器の移動を最小限に限定する必要が
あります。 

○申告される方が都合の良い日を選択できるため，会場の混雑緩和が図れます。 
○電子機器の移動を最小限に限定することにより，機器の設置及び撤去の時間が省力化できる
ため，昨年度に比べ１日の申告受付時間を２時間程度延長することが可能となります。 

○閉庁日対応を，３月１０日の土曜日及び期間中の全ての日曜日の計５日間に拡充することに
より，平日申告に来られない方への対応が充実できます。 

○個人情報保護のため支出していた夜間警備員（各地区コミュニティセンターに配置）費用が
不要となり，歳出の削減が図れます。 

 
※申告期間中は，役場税務課での申告受付はできません。 
※申告開始時間は午前８時３０分からとし，午後４時３０分までに受付を済ませれば申告は可能
です。 

※交通手段にお困りの方については，中心市街地まで町民無料バスを利用することも可能です。 
※申告が必要な方 

平成２４年１月１日現在，大子町に住所を有する方で 
  ・平成２３年中に事業所得(営業，農業)不動産所得，配当所得，一時所得，雑所得のある方 
  ・平成２３年中に土地や建物を売却した譲渡所得のある方 
  ・給与所得者で勤務先から給与支払報告書が役場に提出されていない方 
  ・給与所得者で２か所以上から支払を受けている方，給与以外に所得のある方 
  ・給与所得者で年の中途で退職した方，年末調整を受けていない方 
  ・雑損控除（東日本大震災や台風等による被害を受けた方），医療費控除，寄附金控除等の所

得控除を受けようとする方 
  ・平成２３年中に収入のなかった方で，誰の扶養親族にもなっていない方 
※申告が不要な方 
  ・給与や年金所得のみの方で支払者から支払報告書が役場へ提出される方（雑損控除や医療

費控除等を受けようとする場合を除く。） 
  ・所得税の確定申告書を税務署に提出する方 
  ・農業に従事している方で，農産物等の販売が無く自家消費のみの方 
 
上記の申告が必要な方又は不要な方の区分は一般的なものです。 
申告が必要か，又は否かについては，所得，扶養情況等，個人によって異なりますので，申告

に関する事は，税務課に問い合わせください。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 

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12月28日 



 

 

重度障重度障重度障重度障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある方方方方へのへのへのへの住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助成事業助成事業助成事業助成事業のののの御案内御案内御案内御案内    
 
重度の障がいのある方の日常生活を容易にするために住宅のリフォームを行う方に，工事に要

する費用の一部を助成します。 
▼対 象 者  ①身体障害者手帳１・２級の下肢，体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性

の脳病変による運動機能障がい（移動機能障がいに限る。）のある方 
②療育手帳の総合判定○Ａの知的障がいのある方 

▼対象工事  ①住宅内外における移動を容易にするための設備の工事 
②階段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所などの使用を容易にするための工事 

▼助成要件  ①介護保険又は日常生活用具給付事業の住宅改修制度を併用すること（助成対象
経費上限２００，０００円（うち利用者が１割負担））。 

②前年の所得金額が，特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。 
▼助成金額  限度額２６２，５００円 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

おおおお 詫詫詫詫 び とび とび とび と 訂訂訂訂 正正正正    
 
１２月５日発行第８０号のお知らせ版において，次の記事に誤りがありましたので，お詫びし

て訂正します。 
掲 載 記 事 ≪誤≫ ≪正≫ 

発行番号 №８０ №８１ 
中央公民館ミニ企画展 
「奥久慈の自然紹介」のお知らせ 

記載なし 場所 中央公民館講堂 

平成２４年消防出初め式 
１０時３０分から 

１１時３０分まで 

⇒ 

１０時２５分から 
１１時００分まで 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

 

大子町社会福祉協議会嘱託職員大子町社会福祉協議会嘱託職員大子町社会福祉協議会嘱託職員大子町社会福祉協議会嘱託職員のののの募集募集募集募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
▼職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人数 業務の内容 応募資格 勤 務 時 間 

事務局職員 １人 
社会福祉協議会
の一般事務等 

月～金曜日8:30～17:30 

会館管理職員 １人 
文化福祉会館ま
いんの管理等 

・町内在住の18歳以上
で高等学校以上を卒
業した方 

・パソコン操作ができ
る方 

・普通自動車第 1 種免
許を有する方 

月～日曜日8:30～17:30 
※週40時間の変則勤務 

保 育 士 １人 子育て支援業務 
・保育士の免許を有す
る方 

月～土曜日9:00～18:00 
※週40時間の変則勤務 

※保育士の短時間勤務の希望がある場合は，相談に応じます。 
▼雇用期間  平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 
※平成２５年４月１日以降も更新する場合があります。 

▼試験方法  作文及び口述試験 
▼申 込 み  履歴書（市販のもので家族構成欄のあるもの）に必要事項を記入（写真貼付のこ

と。）の上，大子町社会福祉協議会事務局に持参又は郵送してください。 
▼申込み先  大子町社会福祉協議会事務局（〒３１９－３５２６ 大子町大字大子７２２－１） 
▼申込期間  １月１０日（火）～２５日（水）8:30～17:30 ※土・日曜日を除く。 
▼そ の 他  試験日，場所等は，後日通知します。 
 
問合せ  社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

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12月28日 



 

 

不不不不 動 産 公 売 案動 産 公 売 案動 産 公 売 案動 産 公 売 案 内内内内    
 
町では，一般の方も参加できる入札により

不動産を公売します。 
▼日 時  ２月１日（水）入札開始13:20 
（受付開始12:50，説明開始13:00） 

▼場 所  役場第一会議室（３階） 
▼公売対象不動産 
○売却区分番号  ２３－６ 
○見積価額    １９１，０００円 
○公売保証金    １９，０００円 
○財産の表示（登記簿による表示） 
・所 在  大子町大字池田字田向 
・地 番  ７４１番３ 
・地 目  田 
・地 積  ２４７㎡ 

▼その他 
 (1) 農地につき「買受適格証明書」の提出

が必要です。 
 (2) 中止になる場合があります。 
 
問合せ  税務課 ℡７２－１１１６ 

 

児児児児 童 巡 回 相童 巡 回 相童 巡 回 相童 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。 
予約制ですので，前日までに福祉課に申し

込んでください。 
▼日 時  ２月３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，
児童心理士ほか 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

弁弁弁弁護士無料法律相護士無料法律相護士無料法律相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。 
 予約制ですので，前日までに申し込んでく
ださい。 
▼日 時  １月２５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） 
▼申込み  総務課 8:30～17:30 
※土・日曜日，祝日，12/29～1/3を除く。 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

「「「「地域情報化地域情報化地域情報化地域情報化アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー」」」」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らららせせせせ    
 
町ではインターネット利活用推進の一環

として，総務省に「地域情報化アドバイザー」
の派遣を要請し，地域活性化や地域産業の振
興を目的としてインターネットを活かした
事例や現状等について講演を行います。 
▼日 時  １月２０日（金）15:00開演 

（14:30開場） 
▼場 所  文化福祉会館まいん 文化ホール 
▼講 師  地域情報化アドバイザー 

伊 藤 淳 子 氏 
▼テーマ  「つながる，広がる，町の未来づくり」 
      ～大子町ではじめるインターネットの利活用～ 
▼参加費  無料 
 
問合せ 企画観光課 ℡７２－１１３１ 

第第第第２０２０２０２０回回回回    

サタデーサタデーサタデーサタデー耐寒耐寒耐寒耐寒ナイトハイキングナイトハイキングナイトハイキングナイトハイキング開催開催開催開催    
 
 真冬の「大寒」の夜に歩いてみませんか。
健康のため，ダイエットのため，友達とわい
わい話しながら・・・。どんな理由でも参加
はＯＫ！寒歩証交付時に「お楽しみ賞品」が
当たる抽選があります。皆様の参加をお待ち
しています。 
▼期 日  １月２１日（土） 
※悪天候の場合は中止になります。 

▼集合場所及び時間 
  ＪＲ常陸大子駅前 17:10 
▼コース（約１０㎞） 
  常陸大子駅～下野宮駅～下野宮駅前～
七曲前左折～中央公民館 

▼参加資格  全行程を完歩できる方（町外の
方も参加できます。）ただし，小
学校３年生以下は保護者同伴と
します。 

▼参加費（当日徴収） 
  大 人（中学生以上） ２００円 
  子ども（小学生以下） １００円 
▼募集人数  ２５０人（先着順） 
▼申込み  １月１６日（月）までに生涯学

習課（中央公民館内）に申し込ん
でください。 

▼その他 
 ○完歩した方には寒歩証を交付します。 
 ○大子女性の会の協力による豚汁のサー

ビスなどがあります。 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議(生涯学習課内) ℡７２－１１４８ 

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12月28日 



 

 

第第第第５５５５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  １月２１日（土）10:00～12:00 
▼場 所  中央公民館講堂 
▼講座名  「先人たちのまちづくりから学ぶ」 

○内容  昭和２０年代依上村「人情村
長」塚田金重村長の新農村建設に
向けた村づくりや３０年代歌声
ひびく明るい町を目指した大子
町混声合唱団の足跡から，今につ
ながるヒントを皆さんと考えま
す。 

○講師  茨城大学人文学部教授 
齋 藤 典 生 先生 

▼定 員  １００人（先着順） 
▼参加費  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 

 

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  ２月３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 
 
※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 

 

大子町高齢者大学大子町高齢者大学大子町高齢者大学大子町高齢者大学「「「「公開講座公開講座公開講座公開講座」」」」受講生募受講生募受講生募受講生募集集集集    
 
高齢者大学生と一緒に，大子町の歴史につ

いて学んでみませんか。 
ぜひ御参加ください。 

▼日 時 
≪第１回≫ 

○１月２７日（金）10:00～12:00 
○「徳川光圀公の保内地方巡村と巡村先の食事」 

≪第２回≫ 
○２月１０日（金）10:00～12:00 
○「水郡線の開通と駅設置誘致運動」 

▼場 所  文化福祉会館まいん 
▼講 師  小 澤 圀 彦 氏 
▼参加費  無料 
▼申込み  １月２０日（金）までに電話で

社会福祉協議会に申し込んでく
ださい。 

 
問合せ  社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

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
しています。 
▼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 

 

乳乳乳乳がんがんがんがん・・・・子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診検診検診検診はおはおはおはお済済済済ですかですかですかですか    
 
無料クーポン券の有効期間は２４年１月３１日（火）までとなっています。まだ受診していな

い方は，健康管理のためにぜひ受診してください。 
※無料クーポン券の対象年齢でない方も受診できます。 
≪受診方法≫ 
▼医療機関での乳がん・子宮がん検診 

乳がん検診（常陸大宮済生会病院，三愛クリニック），子宮がん検診（岩佐医院，慈泉堂
病院，石渡産婦人科，江幡産婦人科など県内の契約している医療機関）で実施しています。
受診券を発行しますので，無料クーポン券又は自己負担金（乳がん検診：２，４００円，子
宮がん検診：２，６００円）を持って保健センターにお越しください。その後，病院に予約
をしてから受診になります。 
※常陸大宮済生会病院で受診できるのは平成２４年１月３１日までとなっています。予約が
埋まる前に早めに保健センターにお越しください。 

▼集団検診  ※乳がんのマンモ検査の受付は終了しました。 
１月１８日（水）に乳がん・子宮がん検診を保健センターで行いますので，健康増進課に

電話で申し込んでください。定員になり次第締め切ります。 
 
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。 ６ 
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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  ２月７日（火）10:00～15:00 
▼場 所  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 
 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障害者に
対する人権問題など 

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

 

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。 
▼１２月のおはなし会は，２８日（水）午後
２時から行います。 

▼休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
▼新しく入った本 
  「田辺聖子全集1～23巻と別冊1」田辺
聖子，「隠蔽捜査シリーズ1～3」今野敏，
「スティーブ・ジョブズ1･2」ウォルター・
アイザックソン，「消された秀吉の真実」
山本博文他，「図解 よくわかる神社の本」
日本博学倶楽部，「ちか 100 かいだてのい
え」いわいとしお  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 

 

全国一斉全国一斉全国一斉全国一斉！！！！法務局休日相談所法務局休日相談所法務局休日相談所法務局休日相談所    

（（（（水戸地方法務局水戸地方法務局水戸地方法務局水戸地方法務局））））開設開設開設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，司法書士，土地家屋調査士，公証人及び
人権擁護委員が相談に応じます。 
▼日 時  ２月１２日（日）10:00～16:00 

（受付15:00まで） 
▼場 所  水戸地方法務局常陸太田支局 
      （常陸太田市山下町１２２１番地１） 
▼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，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 

℡０２９－２２７－９９１１ 
総務課 ℡７２－１１１３ 

 

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。 
 大子町民の方が会員になられた場合は，入
会金（１０，５００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 

パープルパープルパープルパープル・・・・ホットラインホットラインホットラインホットラインのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 
ＮＰＯ法人全国女性シェルターネットでは，災害や性暴力など，思わぬ困難や被害に直面した

とき，いつでも，どこからでも無料でかけられる「パープル・ホットライン」を設置しています。 
パープル・ホットライン ０１２０－９４１－８２６（通話料無料） 

▼主な相談内容 
○被災された女性の御相談 
○ＤＶ，セクハラなど女性に対する暴力被害の御相談 
○子どもの虐待に関すること 
○セクシャル・マイノリティの方の御相談 
○シングルマザーの御相談（火曜日10:00～21:00，木曜日10:00～17:00） 
○法律的な御相談（火・木曜日10:00～17:00） 
○外国籍女性の御相談（月～土曜日13:00～19:00） 

対応可能言語：中国語，タイ語，英語，タガログ語，スペイン語，韓国語 
 
問合せ  茨城県知事公室女性青少年課 ℡０２９－３０１－２１７８ 

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。 ７ 
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『まいん』催し物のお知らせ 

第第第第５５５５回湯回湯回湯回湯のののの里名画座里名画座里名画座里名画座    

「「「「フラガールフラガールフラガールフラガール」」」」上映会上映会上映会上映会    

 
１月２２日（日） 
【特別出演：大子町フラダンスグループ】 
▼時 間 
 １回目 10:30～ 
 ２回目 14:00～ 
▼入場料 
 前売（一般のみ） 
   １，０００円 
 当日 

一般   １，３００円 
  小中生    ８００円 
≪チケット取扱い≫ 
〔大子〕山田文具店，街かど美術館，味らんど 
〔池田〕煉瓦亭  〔下野宮〕小西屋 
〔依上〕かなぐつ屋〔小生瀬〕マルコーストア 
〔左貫〕藤屋商店 〔上小川〕魚勝 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度小学校入学児童年度小学校入学児童年度小学校入学児童年度小学校入学児童にににに    

入学祝品入学祝品入学祝品入学祝品をををを贈呈贈呈贈呈贈呈しますしますしますします    
 
 （社）茨城県母子寡婦福祉連合会では，ひ
とり親家庭（母子又は父子家庭）の平成２４
年度に小学校に入学されるお子さんに入学
祝品（学用品類）を贈ります。希望される保
護者の方は，１月３１日（火）までにお子さ
んの住所，氏名，性別，保護者名等を福祉課
に申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県母子寡婦福祉連合会 
     ℡０２９－２２１－７５０５ 

     福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

平成平成平成平成２４２４２４２４年経済年経済年経済年経済センサスセンサスセンサスセンサス----活動調査活動調査活動調査活動調査    
 
 平成２４年２月１日（水），平成２４年経
済センサス－活動調査が行なわれます。 
全国の事業所及び企業が調査の対象にな

りますので，もれなく調査票に記入してくだ
さい。御記入いただいた調査票は，厳重に保
管し，集計が完了した後は溶解処分するな
ど，情報の保護には万全を期していますの
で，安心して御協力をお願いします。 

総務省統計局 
 
問合せ  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 

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12月28日 

－次回の発行は，平成24年2月6日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


