
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」減免措置の御案内「再生可能エネルギー発電促進賦課金」減免措置の御案内「再生可能エネルギー発電促進賦課金」減免措置の御案内「再生可能エネルギー発電促進賦課金」減免措置の御案内    

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が施行されたことによ

り，平成２４年７月１日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されました。 

この制度により買取りに要した費用は，「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として，平成 

２４年８月分から電気料金の一部としてお客様に負担していただくことになりますが，東日本大

震災で著しい被害を受けた方につきましては，一定の期間，賦課金の支払いが免除される減免措

置がありますので，利用してください。 

■減免措置の対象となる方 

・東日本大震災により被災し，建物等被害によるり災証明書又は被災証明書の交付を受けた方 

・福島第一原子力発電所事故により，警戒区域等から東京電力供給エリアに避難された方 

■減免期間  平成２４年８月分から平成２５年４月分までの電気料金について適用 

■必要な書類 

・再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置申込書 

※東京電力茨城支店ホームページ（http://www.tepco.co.jp/ibaraki/），東京電力窓口等で

入手することができます。 

・建物等に関する被害概況が記載されたり災証明書又は被災証明書の写し 

※福島第一原子力発電所事故により避難された方は，り災証明書又は被災証明書の写しの代

わりに，避難前の住所が記載されている書類（住民票，パスポート，免許証，公共料金の

請求書等）の写しでも可能です。 

※建物被害の記載がない高速道路無料化のために発行された証明書等は対象外です。 

■申 込 み  東京電力株式会社茨城支店再エネ賦課金減免手続センター 

〒３１０－００２１ 水戸市南町２－６－２ 

 

問合せ  茨城カスタマーセンター ℡０１２０－９９５－３３２ 

 

駅前駐車場を御利用ください駅前駐車場を御利用ください駅前駐車場を御利用ください駅前駐車場を御利用ください    

 

常陸大子駅前ロータリーは，道路法上の道

路です。走行レーン及び所定の公共交通スペ

ースに駐停車することは，公共交通の妨げに

なります。 

送迎の際は，３０分間無料の駅前駐車場を

御利用ください。 

 

問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 
 

キノコを採取する方へキノコを採取する方へキノコを採取する方へキノコを採取する方へ    

 

県内で採取されたキノコ類から，基準値を

上回る放射性物質が検出されていますので，

流通等させる前には，放射能測定を行うよう

にお願いします。 

測定は，事前に電話予約をしてください。

また，測定には約１㎏のキノコが必要です。 

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 
 

平成24年 

８８８８    ////    ６６６６    
№№№№ 8 98 98 98 9     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら献 血 の お 知 ら せせせせ    

 

皆さんの温かい御協力をお願いします。 

■日時及び場所 

期日 時 間 場 所 

8月22日(水) 
10:00～ 

16:00 
㈱カインズホーム大子店 

9月7日(金) 

10:00～ 

11:00 
大子町消防本部 

12:30～ 

16:00 
㈲ストアー河内屋池田店  

■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 

 

「燃えないごみ」の収集日のお知ら「燃えないごみ」の収集日のお知ら「燃えないごみ」の収集日のお知ら「燃えないごみ」の収集日のお知らせせせせ    

 

上小川全域（新畑，川下を除く。）の「燃

えないごみ（缶の日）」は，８月２９日（水）

の収集となります。 

御理解と御協力をお願いします。 

 

問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２  
 

パパ・ママ教室のお知らせパパ・ママ教室のお知らせパパ・ママ教室のお知らせパパ・ママ教室のお知らせ    

 

 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 ５日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ９月１９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４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 
 

『平成２５年大子町成人のつどい』実行委員を募集します『平成２５年大子町成人のつどい』実行委員を募集します『平成２５年大子町成人のつどい』実行委員を募集します『平成２５年大子町成人のつどい』実行委員を募集します    

 

町では『平成２５年大子町成人のつどい』を平成２５年１月１３日（日）午前１１時から行い

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  ①平成２０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４年４

月２日から平成５年４月１日までに生まれた新成人の方 

②平成２６年の成人者（平成２１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５年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方 

■募集人数  １５人程度 

■内 容  式典の司会進行,準備,受付等 

■申込期限  ９月２５日（火） 

■申込み  大子町立中央公民館内『平成２５年大子町成人のつどい』実行委員会事務局 

       〒３１９－３５５１ 大子町大字池田２６６９ 

        ℡７２－１１４８ FAX７２－２０１６ 

 

問合せ  『平成２５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 

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24年8月6日 



 

 

「８月１５日」に正午から１分間の黙とう「８月１５日」に正午から１分間の黙とう「８月１５日」に正午から１分間の黙とう「８月１５日」に正午から１分間の黙とうをををを    

 
 ８月１５日（水）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，町民の皆さんも正午から１
分間の黙とうに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 

 

 

法 務 局 公 開 講法 務 局 公 開 講法 務 局 公 開 講法 務 局 公 開 講 座座座座    
 
■日 時  ８月２４日（金）13:00～15:00 
■場 所  中央公民館第一研修室 
■対象者  中学生（保護者同伴可） 
■テーマ  「社会生活と法務局の関わり」 
※講義と実演を通して，社会生活の中での
法務局の利用方法を学ぶ。自由研究の参
考となる程度のもの。 

■定 員  １５人（要予約） 
※定員になり次第締め切ります。 

■料 金  無料 
 
問合せ  水戸地方法務局常陸太田支局 

℡０２９４－７３－０２２１ 
 

８月は電気使用安全月間で８月は電気使用安全月間で８月は電気使用安全月間で８月は電気使用安全月間ですすすす    
 
夏は感電事故が最も多くなる時期です。電化製品を濡れた手で触るなど誤った使用方法は，思

わぬ事故につながります。また，ほこりの付いたコンセント，タコ足配線などは火災の原因にな
るおそれがありますので，配線の整理やほこり落としをして，電気事故を防止しましょう。 
夏場のピーク時は，計画停電も予想されますので，前もって停電に備えましょう。 

【重点活動テーマ】 
・電気はムダなく安全に使いましょう。 
・自家用設備の電気事故は，日頃の巡視点検で防ぎましょう。 
・突然やってくる自然災害に備え，日頃からの安全に努めましょう。 

【停電前に準備しておきたいもの】 
・水の確保（いろいろな場面で使用します。お風呂にためておくのもよいでしょう。） 
・食料の準備（調理のいらないもの又はあらかじめ調理したものを備えましょう。） 
・懐中電灯の準備（予備電池も用意しておきましょう。） 
・情報源の確保（充電式のラジオ，携帯電話の充電など） 

 
※停電復旧時は，コンセント火災の危険性がありますので，停電復旧前にコンセントを抜き，あ
らかじめブレーカーを落としておきましょう。 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

 

バドミントン教室を開催しますバドミントン教室を開催しますバドミントン教室を開催しますバドミントン教室を開催します    
 
■期 日  ９月２日（日），５日（水）， 

９日（日），１２日（水） 
■時 間  19:30～21:30 
■場 所  リフレッシュセンター 
■内 容  バトミントンの基本，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（金）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 

硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します硬式テニス教室を開催します    
 
■日 時  ９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  ８月３０日（木）までに電話又

はＦＡＸで生涯学習課（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 
生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

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24年8月6日 



 

 
 

「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ「こころの相談」のお知らせ    

 

ストレスの多い時代において，こころの調

子を崩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，気軽に相談してくだ

さい。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

の相談でも結構です。 

■日 時  ８月２７日（月）13:00～16:00 

■場 所  保健センター 

■担当者  吉 田 麻里香 氏 

      （精神保健福祉士） 

■料 金  無 料 

■申込み  ８月２７日（月）午前中までに

電話で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 
 

 

土木工事等に伴う遺跡の照会につい土木工事等に伴う遺跡の照会につい土木工事等に伴う遺跡の照会につい土木工事等に伴う遺跡の照会についてててて    
 
大子町には，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，土木工事など行う場合は，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 

 

文化財巡視のお知らせ文化財巡視のお知らせ文化財巡視のお知らせ文化財巡視のお知らせ    

 
 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２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。巡視活動に御理解をお願いしま
す。 
■対 象 
  文武館のケヤキ（大子）／番定地遺跡（上
金沢）／戸ノ内遺跡（塙）／後場遺跡（左
貫）／中ノ内平遺跡（上郷）／鉾杉（下野
宮）／仲山古墳群（矢田）／小磯遺跡（矢
田）／外大野のシダレサクラ（外大野）／
袋田瀧（袋田） 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「プチ・ソフィア」の御案内図書館「プチ・ソフィア」の御案内    

 

■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，２５日（土）午前 

１１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 

  「ビブリア古書堂の事件手帖３」三上延，

「暗転」堂場瞬一，「最果てアーケード」

小川洋子，「るるぶ 東京横浜 東京スカ

イツリー13」ＪＴＢ，「お葬式・お墓・相

続のお金と手続き」日本実業出版社，「吉

本隆明」吉本隆明，「おはなしのくすり箱」

コルネリア・ニッチュ  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 

浄化槽をお使いの皆様へ浄化槽をお使いの皆様へ浄化槽をお使いの皆様へ浄化槽をお使いの皆様へ    
 
浄化槽は，微生物などの働きを利用して水

をきれいにする装置です。 
浄化槽の機能を十分に発揮させるため，適

正な維持管理（保守点検，清掃）に加え，定
期検査（法定検査）の実施が法律により義務
付けられています。 
浄化槽を正しく使用するよう，皆様の御協

力をお願いします。 
 
問合せ 
茨城県県北県民センター(環境・保全課) 
℡０２９５－８０－３３５５ 

社団法人茨城県水質保全協会（検査部） 
℡０２９－２９１－４００４ 

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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成24年8月6日 



 

 

「いばらき営農塾」の受講生募集「いばらき営農塾」の受講生募集「いばらき営農塾」の受講生募集「いばらき営農塾」の受講生募集    
 
 茨城県立農業大学校では，就農して間もない方，就農を予定している方などを対象に，農業技
術の研修を行う「いばらき営農塾」を開講します。 
■研修コース（定員：各４０人） 
≪定年帰農者等支援研修（野菜入門コース）≫  受講料：１３，８００円 

  ▽対 象 者  農作物を販売し収入を得ようとするおおむね６５歳までの方 
▽期 間  ９月７日（金）～１２月１日（土） 
▽申込期限  ８月１０日（金） 

≪営農支援研修（Ｂコース）≫  受講料：１５，０００円 
▽対 象 者  野菜を中心とした本格的な農業経営を目指すおおむね４５歳までの方 
▽期 間  １２月７日（金）～平成２５年３月９日（土） 
▽申込期限  １１月９日（金） 

■場  所  茨城県立農業大学校（茨城町長岡４０７０－１８６） 
■研修内容  野菜を中心とした農業基礎知識の講義と実習 
 
問合せ  茨城県立農業大学校（URL http://www.ibanodai.ac.jp） ℡０２９－２９２－００１０  

農林課 ℡７２－１１２８ 
 

第２回ふるさと歴史講座開催のお知らせ第２回ふるさと歴史講座開催のお知らせ第２回ふるさと歴史講座開催のお知らせ第２回ふるさと歴史講座開催のお知らせ    
 
 白河結城氏と依上保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  ９月２９日（土）9:00～16:20 
■講座名  「白河結城氏と依上保（現地巡り）」 
■見学場所  八槻都都古別神社，白河市歴史民俗資料館，小峰城，南湖公園，白河の関跡 
■案内人  藤井達也先生（茨城大学大学院），大子町歴史資料調査研究員 
■定 員  ２４人(定員を超えた場合は抽選です。) 
■参加費  ３００円（傷害保険料ほか） 
■申込み  ９月３日（月）～１４日（金）に，中央公民館窓口で申し込んでください（土・日

曜日を除く。）。 
■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 

 

台 風 に 注 意 し ま し ょ台 風 に 注 意 し ま し ょ台 風 に 注 意 し ま し ょ台 風 に 注 意 し ま し ょ うううう    
 
 台風が多くなる季節です。台風が接近すると強風，大雨又は急な水位の上昇，それに伴う土砂
災害が予想されます。特に強風には注意が必要になりますので，台風が接近する前に戸や窓を保
護し，屋根を補強し，又は飛ばされやすい物は屋内に移動しましょう。台風が接近した場合は，
テレビやラジオなどで情報を収集し，早めに避難をするなど状況にあった対応をしましょう。 
【台風への備え及び注意事項】 
・停電に備えて，懐中電灯及びラジオを用意しましょう。 
・最低３日分の水及び非常食を用意しましょう。 
・早めに帰宅して，家族と連絡をとりましょう。 
・出来る限り外出は控えましょう。 
・傾斜地では，まわりの気配に注意しましょう。 
・危険を感じたら，すぐに逃げられるようにしましょう。（非常持ち出し袋の用意） 
・川や田んぼに近づかないようにしましょう。 

 
※増水した川や田んぼを見に行って事故にあう事件が発生しています。台風が去ったあともしば
らくは水位の上昇や土砂災害などの危険が残っているので，十分気をつけましょう。 

 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４，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。 ５ 
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麻しん風し麻しん風し麻しん風し麻しん風しん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせん（ＭＲ）混合予防接種の未接種の方へのお知らせ    

 

今年度の接種対象者で，接種が済んでいないお子さんの保護者は，次の医療機関で接種を受け

させてください。 

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１８年４月２日～平成１９年４月１日生まれの方 

・第４期 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの方 

■接種費用  無料（平成２５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，予診票及び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 

 

９月９日（日）は「救急の日」です９月９日（日）は「救急の日」です９月９日（日）は「救急の日」です９月９日（日）は「救急の日」です    

９月９日（日）から９月１５日（土）までは「救急医療９月９日（日）から９月１５日（土）までは「救急医療９月９日（日）から９月１５日（土）までは「救急医療９月９日（日）から９月１５日（土）までは「救急医療週週週週間」です間」です間」です間」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２２年 ８１９件 ７９２人 
平成２３年 ８４３件 ８１８人 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

 

人工肛門・人口膀胱保有者のための人工肛門・人口膀胱保有者のための人工肛門・人口膀胱保有者のための人工肛門・人口膀胱保有者のための    

オストミー講習会オストミー講習会オストミー講習会オストミー講習会    
 

■日 時  ９月９日（日）10:00～14:30 

■場 所  おおみやコミュニティセンター 

      （常陸大宮市北町400-2） 

      ℡０２９５－５３－５８８５ 

■内 容 

・講演及び相談 

「ストーマケアについて」 

講師 常陸大宮済生会病院 皮膚排泄ケア認定看護師 渡邊純枝先生 

・ストーマ用装具展示，説明 

■参加費  １，０００円（昼食代ほか） 

■申込み  公益社団法人日本オストミー協会茨城県支部 

 

問合せ  公益社団法人日本オストミー協会茨城県支部 

      ℡０２９４－４２－３２５８ 

     福祉課 ℡７２－１１１７ 

身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知ら身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知ら身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知ら身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知らせせせせ    
 
町から業務委託を受けた身体障害者相談

員及び知的障害者相談員が，手帳，生活，補
装具等についての相談をお受けします。 
障害者の人格を尊重し，その身上及び家族

に関する秘密は守られます。 
■身体障害者相談員 
 ▽渡 邉   修（上岡） 

℡７２－０５４６，FAX７２－３０６５ 
 ▽藤 田 賢 司（袋田） 

℡７２－３４３４ 
 ▽三 村 久美子（下野宮） 

℡７２－３９３１ 
■知的障害者相談員 
▽菊 池 和 保（下野宮） 
℡７２－１８３７ 

▽平 塚 徳 男（北田気） 
 ℡７２－３４９７ 

 
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。 ６ 
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楽しいアクアビクス参加者募集楽しいアクアビクス参加者募集楽しいアクアビクス参加者募集楽しいアクアビクス参加者募集    

～運動で元気長寿・食事改善でメタボ予防～ 
 
 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 

9月13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 

9月27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 

10月4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18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1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 

11月15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 

12月7日(金) 
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 

12月21日(金) 
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 

1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 

1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 

2月14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 

2月28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 

3月14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28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。 
■募集人員  ４０人（毎回先着順） 
■申 込 み  フォレスパ大子（℡７２－６１００）（随時申込み受け付けます。） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

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 

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24年8月6日 

除菌ができるパワフル脱臭除菌ができるパワフル脱臭除菌ができるパワフル脱臭除菌ができるパワフル脱臭「スーパー鮮度くん」新発売！新発売！新発売！新発売！    

単なる脱臭剤でなく、冷蔵庫内を除菌。 

イヤな臭いを解消、食品の劣化も防ぎます。 

しかも、定期的にヤクルトスタッフがお届けします。 

＊お問い合わせ・お申込みは、ヤクルトスタッフ 

または、お電話にて承ります。 

水戸ヤクルト販売水戸ヤクルト販売水戸ヤクルト販売水戸ヤクルト販売((((株株株株))))大子センター大子センター大子センター大子センター    

大子町池田1572-1  ☎0295-72-4932 



 

『まいん』催し物のお知らせ    

夏休み子ども映画会夏休み子ども映画会夏休み子ども映画会夏休み子ども映画会    

「忍たま乱太郎「忍たま乱太郎「忍たま乱太郎「忍たま乱太郎    忍術学園全員出動！の段忍術学園全員出動！の段忍術学園全員出動！の段忍術学園全員出動！の段」」」」    
上映会上映会上映会上映会    

 
８月１８日（土）入場無料【全席自由席】 

■時 間 
１回目 10:00～ 
２回目 13:00～ 

■定 員 
各回３００人 

（先着順，申込不要） 
 
※当日は，花火大会の予備費となっているた
め，花火大会が行われる場合は，１回限り
の上映となります。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

第３回第３回第３回第３回    
The Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with KaguwThe Big Child Concert with Kaguwoooo    
 
８月２４日（金） 入場無料 

■時 間  開場 14:00 開演 14:30 
■第Ⅰ部  たなばた 
 第Ⅱ部  「魔女の宅急便」セレクション 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/  
 

ダ・カーポコンサートダ・カーポコンサートダ・カーポコンサートダ・カーポコンサート    
 
９月２３日（日） 

■時 間  開場 14:30 
      開演 15:00 
■入場料（全席指定） 

一 般 2,000円 
当日券 2,500円 

※未就学児の入場は 
御遠慮ください。 

■チケット取扱い 
  8月12日（日）9:00～17:15 
   中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 

8月13日（月）以降 
大子町観光協会（℡７２－０２８５） 

   道の駅奥久慈だいご（℡７２－６１１７） 
   中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 
 
※チケットの販売は，お一人様４枚までとさ
せていただきます。 

 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

 

生活保護制度の御案内生活保護制度の御案内生活保護制度の御案内生活保護制度の御案内    
 
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 

平成24年8月6日 

－次回の発行は，9月5日（水）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


