
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画基礎調査のため現地調査を実施します都市計画基礎調査のため現地調査を実施します都市計画基礎調査のため現地調査を実施します都市計画基礎調査のため現地調査を実施します    
 
町では，都市計画法に基づく都市計画基礎調査を行っています。これに伴い，委託業者による

現地調査を実施します。 
原則は，道路内（公道上）等での作業となりますが，場合により民地内への立ち入りをさせて

いただくことがありますので，御協力をお願いします。 
◆作業期間  １０月中旬～平成２５年２月２８日（予定） 
◆作業区域  大子町全域 
◆委託業者名  朝日航洋株式会社 
※作業員は，町から交付された身分証明書を携帯しています。不審な場合は，御確認ください。 
○作業につきましては，１～２人程度での作業となります。 
○今回の調査は，現地の概況のみを確認するものです。 
○これにより何らかの売込み又は代金を請求することは，一切ございません。万が一，そのよ
うなことがありましたら，建設課にお知らせください。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

水郡線に１４年ぶりにＳＬが運行します水郡線に１４年ぶりにＳＬが運行します水郡線に１４年ぶりにＳＬが運行します水郡線に１４年ぶりにＳＬが運行します    
 
水郡線沿線活性化と知名度向上を目指して，『ＳＬ奥久慈清流ライン号』が水戸駅と常陸大子駅

間を走行します。 
沿線にお住まいの方には，排煙，汽笛，多くの見物客による道路の混雑などで，御迷惑をおか

けする場合もありますが，御理解と御協力をお願いします。 
◆運 転 日  １１月３０日（金），１２月１日（土），２日（日） 
◆運転時刻 

往路 
常陸大子駅 水戸駅 

 復路 
水戸駅 常陸大子駅 

9:00発 10:33着 12:00発 14:17着 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

野生キノコ野生キノコ野生キノコ野生キノコを販売される皆様へを販売される皆様へを販売される皆様へを販売される皆様へ    
 
野生キノコの発生時期を迎えていますが，

福島第一原子力発電所事故による野生キノ
コへの放射性物質の影響が心配されていま
す。 
 採取した野生キノコを販売及び出荷をす
る前には，必ず放射性物質の自主検査を実施
し，国が定める食品中の放射性物質の基準値
を超える野生キノコが流通することのない
ようにお願いします。 

食品基準値 １００Ｂｑ／ｋｇ 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

原木・ほだ木の当面の指標値につい原木・ほだ木の当面の指標値につい原木・ほだ木の当面の指標値につい原木・ほだ木の当面の指標値についてててて    

 

原木・ほだ木を使用し，キノコを生産する

とき，又は原木・ほだ木を流通させるときは，

測定を行い，指標値を上回るものが使用及び

流通をすることがないようにお願いします。 

材料名 指 標 値 

原木・ほだ木 ５０Ｂｑ／ｋｇ（乾重量） 

菌床培地 ２００Ｂｑ／ｋｇ（乾重量） 

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

平成24年 

10101010    ////    ５５５５    
№№№№ 9 19 19 19 1     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

腹部超音波検診の追加募集のお知ら腹部超音波検診の追加募集のお知ら腹部超音波検診の追加募集のお知ら腹部超音波検診の追加募集のお知らせせせせ    
 
◆日 時  １１月１０日(土)受付時間 7:00～10:00 
◆募集人員  ５０人 
◆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  １０月３１日（水）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 

 

町民ゴルフ大会参加者募集町民ゴルフ大会参加者募集町民ゴルフ大会参加者募集町民ゴルフ大会参加者募集    
 
◆期 日  １１月１８日（日）8:00 スタート 
◆場 所  鷹彦スリーカントリー 
◆募集人員  １２０人 
◆プレー代  ８，５００円（食事，税込） 
◆参加費  ２，０００円（当日徴収） 
◆申込み  １０月３１日（水）までに鏡山

ゴルフセンター又は生涯学習課
（リフレッシュセンター内）に申
し込んでください。 

 
問合せ  大子町体育協会ゴルフ連盟事務局 円谷 

℡０９０－１８８３－８６２２ 
 

 

平成２５年度大子幼稚園入園の御案平成２５年度大子幼稚園入園の御案平成２５年度大子幼稚園入園の御案平成２５年度大子幼稚園入園の御案内内内内    
 
◆募集人数及び入園資格 
 ○１年保育  ４１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 

 ○２年保育  ７０人 
平成２０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 
※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（木）～１６日（金） 
（土・日曜日を除く。） 
8:30～17:15 

◆授業料等  授業料 月額２，０００円 
給食費 月額１，８５０円 

※第３子以降のお子さんは無料です。 
◆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。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

 

奥久慈大子まつりを開催します奥久慈大子まつりを開催します奥久慈大子まつりを開催します奥久慈大子まつりを開催します    
 
◆日 時  １０月２１日（日）9:00～15:30 
◆場 所  大子会場：文化福祉会館まいん，袋田会場：袋田第一駐車場 
◆主な催し物  ≪大子会場≫ 【ステージ】○イリュージョンマジックショー「山上兄弟」 など 

【ステージ以外】○物産展（３６団体） など 
≪袋田会場≫ ○ミニＳＬの運行 など 

 
問合せ  奥久慈大子まつり実行委員会事務局（企画観光課内） ℡７２－１１３８ 

 

「ママのための食生活講座」に参加しません「ママのための食生活講座」に参加しません「ママのための食生活講座」に参加しません「ママのための食生活講座」に参加しませんかかかか    
 
◆日 時  １０月１７日（水）9:30～11:40 
◆場 所  保健センター 
◆定 員  ２０組 
◆内 容  講話，調理実習 
◆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１２日（金）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 

フレンチレストランでアップルパイ作フレンチレストランでアップルパイ作フレンチレストランでアップルパイ作フレンチレストランでアップルパイ作りりりり    

＆りんご狩りパーティー参加者募集＆りんご狩りパーティー参加者募集＆りんご狩りパーティー参加者募集＆りんご狩りパーティー参加者募集    
 

◆日 時  １０月２８日（日）10:00～15:00 

◆場 所  奥久慈レストラン リュタン 

（大子町小生瀬２９７６－７） 

◆募集人員  ４０歳以下の独身の男女各１５人 

（申込多数の場合は抽選） 

◆内 容  りんご狩り，アップルパイ作り，立食パーティー 

◆参加費  男４，０００円 

      女１，０００円 

※町内在住者は男女とも無料です。 

◆申込み  １０月１２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 

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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コナラ・クヌギ林の情報を募集していまコナラ・クヌギ林の情報を募集していまコナラ・クヌギ林の情報を募集していまコナラ・クヌギ林の情報を募集していますすすす    
 
現在，福島原発事故による放射能被害の影

響により，県内のシイタケ原木が不足してい
ます。 
県では，県内のコナラ・クヌギ林の情報を

収集し，原木シイタケ生産者へ情報を提供し
ていく予定です。次の条件に該当する森林所
有者の情報をお待ちしています。 
◆条  件 
①コナラ・クヌギで構成され，伐採を希望
されている森林 

②幹の太さが２０ｃｍ以下の森林 
（林齢４０年生以下程度） 

◆注意事項 
①情報をいただいた方のコナラ・クヌギ林
の放射性セシウム濃度を測定します。 

②放射性セシウム濃度が５０Ｂｑ／ｋｇ
以下の森林について，生産者へ情報提供
させていただきます。 

③原木の伐採を行う場合には，森林所有者
と買受希望者（生産者）との相対契約と
なります。 

 
問合せ  大子林業指導所 ℡７２－１５６５ 

農林課 ℡７２－１１２８ 
 

 

幼稚園体験保育の幼稚園体験保育の幼稚園体験保育の幼稚園体験保育の御案内御案内御案内御案内    
 
◆体験日  １０月２５日（木）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２０年４

月２日から平成２２年４月１日
までに生まれたお子さん） 

◆申込み  １０月９日（火）から１９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 

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 
下野宮第二 下野宮６１９３ １戸 ３ＤＫ 木造２階建 Ｈ９年 

◆入居資格 
・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で住宅に困っている方 
 ・同居する又は同居しようとする親族がいる方（高齢者及び障害者は除く。） 
 ・暴力団員でない方 
※所得月額計算方法 （世帯の所得合計額－同居及び別居扶養人数×３８万円）÷１２か月＝所得月額 
※入居の際は，保証人が２人必要となります。 

◆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 月額家賃 
０円～１０４，０００円 ２５，６００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２９，５００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ３３，７００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ３８，１００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。 

◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  １０月５日（金）～２６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，町営住宅等入居者選考委員会の選考により入

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を提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

消防団消防団消防団消防団秋季点検のためサイレンが鳴ります秋季点検のためサイレンが鳴ります秋季点検のためサイレンが鳴ります秋季点検のためサイレンが鳴ります    
 
 大子町消防団では，１０月２８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 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 
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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。 
◆１０月のおはなし会は，２７日（土）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 
  「清須会議」三谷幸喜，「光圀伝」冲方
丁，「虚像の道化師 ガリレオ７」東野圭
吾，「確証」今野敏，「１００歳の流儀」新
藤兼人，「老いを愉しむ習慣術」保坂隆，「学
研キッズネットの自由研究 小学生」学研
キッズネット編集部，「ひらがなどうぶつ」
岩合光昭  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 

 

ＳＬの写真を募集しますＳＬの写真を募集しますＳＬの写真を募集しますＳＬの写真を募集します    
 
町では，ＳＬの運行に合わせて，「水郡線

ＳＬ運行写真展」の開催を予定しています。
これに伴い，展示する写真を募集します。 
御協力いただける方は，住所，氏名及び電

話番号を記入の上，企画観光課に持参又は郵
送をお願いします。 
◆募集写真  過去に水郡線で運行したＳＬ

の写真（Ａ４サイズ以上でパネル
又は額入り） 

◆募集期間  １０月９日（火）～３１日（水） 
◆返却予定  １２月中旬～下旬 
◆その他  貸していただいた写真が，全て

展示できるとは限りませんので，
御了承ください。 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

 

平成２５年版平成２５年版平成２５年版平成２５年版    

農業日誌の申し込みを受け付けます農業日誌の申し込みを受け付けます農業日誌の申し込みを受け付けます農業日誌の申し込みを受け付けます    
 
◆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 
  １１月２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 
  農業日誌は，１２月上旬に納品される予
定ですので，代金と引き換えの上，企画観
光課でお受け取りください。 

 
※県民手帳については，町窓口での申込受付
及び販売が中止になりましたので，県民手
帳の購入を希望する方は，県統計協会（℡
０２９－３０１－２６３７），県内各書店
又はセブンイレブンで購入してください。 

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

ＳＬ運行記念ＳＬ運行記念ＳＬ運行記念ＳＬ運行記念    

「水郡線沿線・高校生文化祭」の開催のお知ら「水郡線沿線・高校生文化祭」の開催のお知ら「水郡線沿線・高校生文化祭」の開催のお知ら「水郡線沿線・高校生文化祭」の開催のお知らせせせせ    
 
茨城県，水郡線沿線自治体等で構成する茨

城県水郡線利用促進会議では，１４年ぶりと
なるＳＬの運行を記念して，「水郡線沿線・
高校生文化祭」を開催します。 
ＳＬの運行を機に，沿線の高校生たちが一

堂に会し，ジャズや吹奏楽の演奏，農産物の
販売など，日ごろ取り組んでいる活動の成果
の発表を通じて，水郡線への思いを発信しま
す。 
御家族，御友人をお誘いあわせの上，たく

さんの皆様の御来場をお待ちしています。 
◆日 時  １０月２７日（土）12:00～ 
◆会 場  那珂市総合センターらぽーる 
※水郡線瓜連駅から徒歩５分 

 
問合せ  茨城県水郡線利用促進会議事務局（茨城県企画部企画課内） 

℡０２９－３０１－２５３６ 
 

平成２４年秋季全国火災予防運動のお知ら平成２４年秋季全国火災予防運動のお知ら平成２４年秋季全国火災予防運動のお知ら平成２４年秋季全国火災予防運動のお知らせせせせ    
 
 １１月９日（金）から１５日（木）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（金）午前７時１１月９日（金）午前７時１１月９日（金）午前７時１１月９日（金）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
にお願いします。 
 
『消すまでは 出ない行かない 離れない』 

（平成２４年度全国統一防火標語） 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

環境センター出入口造成工事が始まりまし環境センター出入口造成工事が始まりまし環境センター出入口造成工事が始まりまし環境センター出入口造成工事が始まりましたたたた    
 
町では，環境センターの建替計画を進めて

いるところですが，９月中旬から出入口造成
工事が始まりました。 
ごみの持込みのときは，誘導員の指示に従

い場内徐行の上，安全確保に御協力お願いし
ます。 
◆工事予定期間  ９月中旬～平成２５年３月中旬 
 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２  

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内補聴器巡回相談の御案内    
 
◆日 時  １１月２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 

 
 

シルバーリハビリ体操指導士シルバーリハビリ体操指導士シルバーリハビリ体操指導士シルバーリハビリ体操指導士    

３級養成講習会受講者募集３級養成講習会受講者募集３級養成講習会受講者募集３級養成講習会受講者募集    
 
◆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12日(月)，14日(水)， 
19日(月)，21日(水)，28日(水)， 
30日(金)，12月3日(月)，6日(木) 

※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１９日（金）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 

 

「男性の食生活講座」に参加しません「男性の食生活講座」に参加しません「男性の食生活講座」に参加しません「男性の食生活講座」に参加しませんかかかか    
 
◆日 時  第 1 回 11 月 13 日(火)9:30～13:00 
      第 2 回 11 月 27 日(火)9:30～13:00 
◆内 容  受付，血圧測定，体脂肪測定，

講話，調理実習，試食等 
◆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７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 

 

知的障害者巡回相談の御案内知的障害者巡回相談の御案内知的障害者巡回相談の御案内知的障害者巡回相談の御案内    
 
 知的障害者（１８歳以上）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  １１月５日（月）10:00～15:30 
◆場 所  保健センター 
◆内 容  ○療育手帳の申請及び再判定 
      ○知的障害者の処遇に関する相談 
       （専門的支援を要するもの） 
◆相談員  福祉相談センター相談員 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

 

救急救命士による処置の範囲が広がる実証研究が行われます！救急救命士による処置の範囲が広がる実証研究が行われます！救急救命士による処置の範囲が広がる実証研究が行われます！救急救命士による処置の範囲が広がる実証研究が行われます！    
・・・医の原点～救急医療のさらなる向上を目指し・・・ 

 
大子町消防本部では，「救急救命士の処置範囲拡大に係る実証研究」のモデル事業に厚生労働大

臣の指定を受け参加することになりました。 
この実証研究は，次の医療行為の医学的有効性，安全性及び必要性，必要となる体制等の検証

を行うため，１１月１日から平成２５年１月３１日までの間，医療機関，医師会及び水戸地区救
急医療協議会との連携のもと，医師の具体的な指示を受けて救急現場や救急車内で救急救命士が
行える処置範囲の拡大を目的として実施されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの処置を行う救急救命士は一定の研修を修了し，茨城県救急業務高度化推進協議会から

認定を受けた救急救命士（当本部では５人）に限り，新しい救急救命処置として行うことができ
ます。 
救急現場において，この処置を行う場合は，対象となる患者さん（２０歳以上）に対して十分

な説明を行い，書面による承諾を得てから医師による指示のもと行います。 
町民の皆様のかけがえのない命を守るため，医療機関及び各関係機関と連携し，救急業務の高

度化を目指してまいりますので，御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  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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１ 低血糖性の意識障害の可能性のある患者さんに対して血糖測定を行い，低血糖が確認さ
れた場合には，ブドウ糖溶液を投与します。 

２ 喘息治療用の吸入薬（吸入β刺激薬）を所持している患者さんが重症喘息発作を起こし
た場合に，その吸入薬を使用します。 

３ 血圧が低下し，心臓が停止する危険性があるショック状態の患者さんに点滴を行います。 

≪拡大される救急救命士の処置≫ 



 

 

東日本大震災により住宅に被害を受けた方へ東日本大震災により住宅に被害を受けた方へ東日本大震災により住宅に被害を受けた方へ東日本大震災により住宅に被害を受けた方へ    
～被災住宅復興支援利子補給事業の御案内～ 

 
町では，東日本大震災により被害を受けた住宅について，金融機関から融資を受けて再建等を

行った方に対し，町が利子の一部を補給する事業を行っています。 
なお，利子補給を受けるには，一定の要件を満たす必要がありますので，福祉課にお問い合わ

せください。 
◆利子補給金額及び期間 
 ○融資残高（上限６４０万円）の１％にあたる金額を年１回交付します。 
  （１，０００円未満は切り捨てます。） 

※宅地復旧工事を伴う場合は，１，０３０万円を上限とし，宅地復旧工事のみの場合は， 
３９０万円を上限とします。 

 ○補給期間は，初回の利子支払日から最長で５年間となります。 
◆申込期限  平成２６年３月３１日 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

インフルエンザワクチン接種費助成の御案内インフルエンザワクチン接種費助成の御案内インフルエンザワクチン接種費助成の御案内インフルエンザワクチン接種費助成の御案内    
 
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。 

◆助成期限  平成２５年１月３１日（木）（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する場合） 

対象年齢 区    分 助成回数 公費助成額 自己負担額 

６５歳以上の方 

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 

3,600円 無 

上記以外の世帯に属する方 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 

上記６５歳以上の方と同じ区分，助成回
数，助成額になります。 

妊婦の方 １回限り 2,600円 1,000円 

中学３年生まで
のお子さん 

生活保護世帯に属する方 ２回を限度 

3,600円 
（１回目） 

無 

2,550円又
は3,600円 
（２回目） 

無 

上記以外の世帯に属する方 １回限り 2,600円 1,000円 

 ※町民税非課税世帯に該当する方は，世帯全員の課税証明書を税務課で取得し，医療機関窓口
に提出してください。 

 ○町外の医療機関で接種する場合 
  ■６５歳以上の方は，健康増進課（保健センター内）で予防接種券の交付を受けてから接種

してください。ただし，茨城県内の医療機関及び町と契約した医療機関に限ります。 
  ■妊婦及び中学３年生までの方は，償還払いになります。接種を受けてから領収書，印鑑，

通帳等を持参し，健康増進課（保健センター内）で請求してください。 
 
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。 ６ 
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「楽しいエクササイズ」の参加者を募集します「楽しいエクササイズ」の参加者を募集します「楽しいエクササイズ」の参加者を募集します「楽しいエクササイズ」の参加者を募集します    
 
◆期 日  11月13日(火)，27日(火)，12月11日(火)，18日(火)，25日(火)，1月8日(火)， 
     15日(火)，22日(火)，2月5日(火)，12日(火)，19日(火)，3月5日(火)，19日(火) 
◆時 間  13:30～15:30 
◆場 所  保健センター 
◆対象者  町内に住所を有する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 
 

防火対象物点検資格者講習及び再講習の防火対象物点検資格者講習及び再講習の防火対象物点検資格者講習及び再講習の防火対象物点検資格者講習及び再講習のお知らせお知らせお知らせお知らせ    
 
◆防火対象物点検資格者講習 

実施地 実 施 月 日 講 習 会 場 申 請 期 間 
東 京 都 12 月 17 日(月)～20 日(木) マツダ八重洲通ビル９階大ホール 10 月 29 日(月)～11 月 7 日(水) 

◆防火対象物点検資格者再講習 
実施地 実 施 月 日 講 習 会 場 申 請 期 間 
宮 城 県 12月14日(金) フォレスト仙台ビル 10 月 29 日(月)～11 月 9 日(金) 
神奈川県 12月7日(金) 川崎市中原消防署４階講堂 10 月 15 日(月)～11 月 2 日(金) 

※免状の交付を受けている方は，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 
 

特定疾患療養者福祉見舞金について特定疾患療養者福祉見舞金について特定疾患療養者福祉見舞金について特定疾患療養者福祉見舞金について    
 
特定疾患療養者の方に対し，福祉の増進を

図ることを目的に福祉見舞金を支給します。 
◆対象者  １０月１日現在，町内に住所を

有し，かつ，茨城県が発行する一
般特定疾患医療受給者証の交付
を受けている方 

◆支給額  年額１０，０００円（口座振込） 
◆申請期限  １０月３１日（水） 
◆申請方法 

特定疾患療養者福祉見舞金申請書に次
に掲げる書類を添付して健康増進課に提
出してください。 
(1) 一般特定疾患医療受給者証の写し 
(2) 印鑑（認印） 
(3) 振込先口座のわかるもの（通帳等） 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

１０月は飼い主マナー向上推進月間です１０月は飼い主マナー向上推進月間です１０月は飼い主マナー向上推進月間です１０月は飼い主マナー向上推進月間です    
 
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，近所の方や動物の苦手な方に配慮して飼いましょう。 

◆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まだ済んでいない犬は，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 

 

骨粗しょう症検診追加募集骨粗しょう症検診追加募集骨粗しょう症検診追加募集骨粗しょう症検診追加募集    
 
◆期 日  １１月１１日（日） 
※子宮がん・乳がん検診と同日に実施します。 

◆受付時間  午前 9:30～11:00 
      午後 12:00～14:00 
◆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４０人，午後３５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（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 

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    

スギテツスギテツスギテツスギテツ    

「クラシックを遊ぶ音楽実験室」「クラシックを遊ぶ音楽実験室」「クラシックを遊ぶ音楽実験室」「クラシックを遊ぶ音楽実験室」    

コンサート開催コンサート開催コンサート開催コンサート開催    
 

ピアノ（杉浦哲郎）とヴァイオリン（岡田

鉄平）が奏でる音楽の世界。 

誰もが知っているクラシックの名曲を，童

謡やＣＭソング，街で聴こえる環境音など何

でも融合させ，子どもから高齢者まで「聴い

て観て楽しめる」ステージをお楽しみくださ

い。 

◆期 日 

１１月１８日（日） 
◆時 間 

開場 14:00 

開演 14:30 

◆入場料（全席指定席） 

○前売  一般    2,000円 

高校生以下 1,500円 

 ○当日  一般    2,500円 

高校生以下 2,000円 

◆チケット取扱い 

１０月８日（月）9:00～16:00 

  中 央 公 民 館（℡７２－１１４８） 

１０月９日（火）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） 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

危険物取扱者保安講習会のお知らせ危険物取扱者保安講習会のお知らせ危険物取扱者保安講習会のお知らせ危険物取扱者保安講習会のお知らせ    
 
◆日 時  １１月６日（火）9:30～12:30 
◆会 場  ひたちなか市文化会館 
◆申込み（郵送又は現地受付） 
○郵送先及び現地受付先 

公益財団法人茨城県危険物安全協会連合会 
〒310-0852 水戸市笠原町９７８－２６ 茨城県市町村会館２階 

○郵送申込期間  １０月１９日（金）～２５日（木）必着 
○現地受付日  １０月２６日（金）10:00～15:30 

◆定 員  ３９９人 
 
問合せ  公益財団法人茨城県危険物安全協会連合会 
      ℡０２９－３０１－７８７８ 

消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

 

 

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24年10月5日 

－次回の発行は，11月5日（月）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


