
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 末 年 始 の 休 み に つ い年 末 年 始 の 休 み に つ い年 末 年 始 の 休 み に つ い年 末 年 始 の 休 み に つ い てててて    
 
【役場及び関係施設】  問合せ：総務課 ℡７２－１１１４，町民課 ℡７２－１１１２ 
■期 間  １２月２９日（土）～平成２５年１月３日（木） 

       ただし，死亡届，婚姻届，出生届等については，日直者が対応します。 
※届出の内容に不備があるときは，その日が受理日にならないことがあります。 

 
次の業務も休みになりますので，御注意ください。 
▽中央公民館及び各コミュニティセンター  ▽図書館プチ・ソフィア 
▽文化福祉会館まいん  ▽衛生センター（し尿処理） 

 
【斎場】  問合せ：町民課 ℡７２－１１１２，斎場 ℡７２－４０００ 
■期 間  平成２５年１月１日（火）～１月３日（木） 

 
【環境センター（ごみ収集）】  問合せ：環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
■期 間  １２月２９日（土）～平成２５年１月３日（木） 

       ただし，１２月３０日（日）は，ごみの持ち込みを受け付けます。 
▽受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00 ※受付時間内の持ち込みに御協力ください。 

 

国道４６１号（上岡橋）通行止めのお知らせ国道４６１号（上岡橋）通行止めのお知らせ国道４６１号（上岡橋）通行止めのお知らせ国道４６１号（上岡橋）通行止めのお知らせ    

 
国道４６１号大子町上岡（上岡橋）の全面通行止め（終日大型車・普通車（歩行者は除く。））

について，次のとおり工事を再開します。 
■日  時  １２月３日（月）～平成２５年３月１５日（金） 
■規制区間  上岡三又路～上岡橋～アップルライン交差点 
 
問合せ  常陸大宮土木事務所大子工務所 道路管理課 ℡７２－１７１５ 

 

住民基本台帳ネットワークサービス利用停止のお知らせ住民基本台帳ネットワークサービス利用停止のお知らせ住民基本台帳ネットワークサービス利用停止のお知らせ住民基本台帳ネットワークサービス利用停止のお知らせ    

 
基幹業務システム移行作業のため，一時的に住民基本台帳ネットワークサービスを次のとおり

停止しますので，御理解と御協力をお願いします。 
■停止する期間  平成２５年１月４日（金）～８日（火） 
■停止するサービス内容 
▽住民基本台帳カードの交付申請・発行 

   住民基本台帳カードの申請を受け付けることは可能ですが，申請内容の送信が平成２５年
１月９日以降となりますので，カードが交付できるまでにお時間がかかります。 

▽住民票写しの広域交付申請 
   住民基本台帳ネットワークを利用した住民票の交付サービスが御利用できなくなります。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

 

平成24年 

12121212    ////    ５５５５    
№№№№ 9 39 39 39 3     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

矢田矢田矢田矢田ⅡⅡⅡⅡ地区及び内大野地区及び内大野地区及び内大野地区及び内大野ⅣⅣⅣⅣ地区地籍調地区地籍調地区地籍調地区地籍調査に伴う成果の閲覧を実施します査に伴う成果の閲覧を実施します査に伴う成果の閲覧を実施します査に伴う成果の閲覧を実施します    

 

平成２３年度に地籍調査を実施した大字矢田の一部及び大字内大野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  １２月５日（水）～２４日（月） 9:00～16:30（土・日曜日，祝日を除く。） 

ただし，１２月９日（日），２３日（日），２４日（月）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 ℡７６－８１１０ 

 

電気が原因と思われる火災が発生しています電気が原因と思われる火災が発生しています電気が原因と思われる火災が発生しています電気が原因と思われる火災が発生しています    

 
電気火災を防ぐために！ 

■プラグを差し込んだとき，差し込みが緩いコンセントやテーブルタップは交換する。 
■差し込みプラグを抜くときは，コード部分を持って引っ張らない。 
■定期的に差し込みプラグを抜いて掃除する。 
■コードの上に家具などを置かない。 
■使用していない電気製品は，コンセントから抜いておきましょう。 
■ビニールコードを柱などにステップル止めはしない。 
■たこ足配線やコードを束ねたりねじれたままで使用しない。 
■電気製品等は日常的に点検し，異常があれば使用を中止し，専門業者等に点検，修理を依頼す
る。 

 
かけがえのない家族，大切な家を守るため「住宅用火災警報器」の点検をしましょう！ 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

農家の皆さんへ農家の皆さんへ農家の皆さんへ農家の皆さんへ    

農業委員会委員選挙人名簿への登載は毎年申請が必要です！農業委員会委員選挙人名簿への登載は毎年申請が必要です！農業委員会委員選挙人名簿への登載は毎年申請が必要です！農業委員会委員選挙人名簿への登載は毎年申請が必要です！    
 
 農業委員会委員選挙人名簿は，毎年１月１日現在で登載要件を備えている人からの申請によっ
て作られ，その有効期間は１年です。名簿に登載されるためには，毎年申請する必要があります。 
「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は，平成２４年の選挙人名簿に登載されている人（世

帯）を対象に行政連絡班長を通して配布します。 
 １月１０日（木）農業委員会事務局（農林課内）又は各コミュニティセンター必着となってい
ますので，その前に行政連絡班長に届けてください。 
 なお，有資格者と思われる方で申請書が配布されていない場合は，農業委員会事務局に連絡し
てください。 
≪登載要件≫ 
・平成２５年１月１日現在において，大子町に住所を有する者 
・平成２５年３月３１日現在において，満２０歳以上の者（平成５年４月１日以前の出生者） 
・１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む者及び同居の親族又は配偶者で年間６０日以
上農業に従事する者 

 
※今回の申請書により平成２５年３月３１日に名簿が確定され，平成２５年４月１日から平成 

２６年３月３１日までの間に行われる選挙などに使用されます。 
 
問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 

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12月5日 



 

 

子育て世帯住宅建設助成金の対象要件の変更のお知らせ子育て世帯住宅建設助成金の対象要件の変更のお知らせ子育て世帯住宅建設助成金の対象要件の変更のお知らせ子育て世帯住宅建設助成金の対象要件の変更のお知らせ    

 
 子育て世帯住宅建設助成金の対象要件にリフォーム工事が加わりました。 
■助成金額  ２００，０００円以上の住宅のリフォーム工事に要する経費（消費税を除く。）に

１５／１００を乗じて得た額とし，５００，０００円を限度とする。 
 
※新築及び増築工事については，現行どおりです。 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

「地域こころの支援調査」に御協力くださ「地域こころの支援調査」に御協力くださ「地域こころの支援調査」に御協力くださ「地域こころの支援調査」に御協力くださいいいい    
 
平成２４年度の県自殺予防事業として，こ

ころの健康度及びこころに悩みを抱いた時
の「助けてほしい」，「助けてあげたい」意識
の程度について，アンケート調査を実施しま
す。 
調査票が届いた方は，御協力をお願いしま

す。 
■実施時期  平成２５年１月ごろ 
■調査責任者 
平成２４年度茨城県自殺対策事業 
「茨城県ゲートキーパー養成・サポートネットワーク体制整備事業」調査班 
（筑波大学医学医療系） 

■対 象 者  無作為に選ばれた町民 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

水道管の水道管の水道管の水道管の破裂を防ぐためにも防寒対策を破裂を防ぐためにも防寒対策を破裂を防ぐためにも防寒対策を破裂を防ぐためにも防寒対策を    
 
夜間の冷え込みで気温が下がると凍結による水道管の破裂が多くなりますので，特に，風当た

りの強い所や日陰，北向きにある水道管，メーター器には防寒対策をしてください。メーター器
は，発泡スチロールを小さく砕き，ビニール袋に詰めたものをメーターボックスの中に入れて保
温してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メーター器が凍結等により破裂すると，修繕費として次の料金がかかります。 
１３ｍｍメーター器   ３，６９０円（消費税込み） 
２０ｍｍメーター器   ５，２２０円（消費税込み） 
２５ｍｍメーター器   ７，０３０円（消費税込み） 

※町営水道の修理や工事は，指定業者以外はできません。必ず大子町指定水道事業所に依頼して
ください。 

 
問合せ  平日（8:30～17:15）  水道課 ℡７２－２２２１ ℡７２－２２５０ 

夜間・休日       大子浄水場 ℡７２－０３２１ 

平成２５年消防出初め式を行います平成２５年消防出初め式を行います平成２５年消防出初め式を行います平成２５年消防出初め式を行います    

 
 大子町消防団では，平成２５年１月１４日
（月）文化福祉会館「まいん」において，平
成２５年消防出初め式を行います。 
 当日，午前７時にサイレンが鳴りますの
で，火災と間違わないでください。 
 また，午前１０時から１１時まで駅前通り
が，車両パレード及び消防団員等の行進のた
め，通行止めになります。 
 その後，押川河川敷で消防車両の一斉放水
を行いますので御協力をお願いします。 
なお，茨城県防災航空隊も参加予定です。 

 
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 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月5日 

バルブユニオン 
 万一破裂した場合は，こ
のバルブを表示された方
向に回して閉めてくださ
い。 

バルブを途中で止めると
バルブ自体から水が出ま
す。最後まで回してくださ
い。 

発砲スチロールをビニー
ル袋に詰め，検針がしやす
いように２～３袋にし，毎
年交換してください。 

メーター器 



 

 

医療費の還付金詐欺に御注意ください！！医療費の還付金詐欺に御注意ください！！医療費の還付金詐欺に御注意ください！！医療費の還付金詐欺に御注意ください！！    

 
茨城県内において，医療費の還付を名目とした還付金詐欺が相次いでいます。 
不審な電話があった場合は，町民課国保年金室に連絡してください。 

【還付金詐欺の被害に遭わないために】 
■医療費等の還付や高額療養費の支給について，役場から通知がないのに電話だけで連絡する
ことや，銀行のＡＴＭでの操作を求めることは絶対にありません。 

■医療費の還付金等の電話があった場合は，町民課国保年金室に電話連絡して事実かどうか確
認してください。 

 
※ＡＴＭの操作を求める電話や手紙は「詐欺」と考え，相手が伝えた電話番号には連絡せずに，
すぐに大子警察署か茨城県警察振り込め詐欺対策室に通報又は相談をしてください。 
（茨城県警察振り込め詐欺対策室 ℡０２９－３０１－００７４） 

 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

 

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 

磯 部 浅川２５５７ １戸 ３ＤＫ 木造２階建・水洗トイレ H１４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人必要になります。 

■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 ２３，７００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２７，４００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 ３１，３００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 ３５，３００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  ２，０００円 

■敷  金  家賃の３か月分 

■受付期間  １２月５日（水）～２０日（木） 

■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  平成２５年１月中旬予定（連帯保証人等記載の誓約書を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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月5日 



 

 

特定健康診査等を受けた方特定健康診査等を受けた方特定健康診査等を受けた方特定健康診査等を受けた方へへへへ    
 
 健康診査の結果に異常が見られても放置している人がいます。健康診査の結果が届いた後は，
病院で受診するなど健康管理に努めてください。 

健診結果 対   応 

異常認めず 
 今回は異常ありませんでしたが，身体は年々変化していきます。
健康に気を配っていきましょう。 

要 指 導 
 生活習慣の改善が必要です。食べ過ぎ，偏食等の食生活や運動不
足を見直し，指摘された値が改善するよう努めてください。 
 生活習慣を改善しないと，今後要医療となるおそれがあります。 

要 医 療 
 病院でよく診てもらいましょう。治療中の人は治療を継続してく
ださい。生活習慣の見直しも必要です。 

 
≪健康相談のお知らせ≫ 

 保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣改善の相談に応じます。健康診査の結
果を持参の上，気軽に御相談ください。 
 なお，相談に来た方には健診結果についてのパンフレットを差し上げます。 
■日 時  毎週火曜日 13:30～15:00 
■場 所  保健センター 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

大子町心身障害者福祉手当の御案内大子町心身障害者福祉手当の御案内大子町心身障害者福祉手当の御案内大子町心身障害者福祉手当の御案内    
 
 心身に障害のある２０歳以上の方を家庭で看護している方に対して，障害者の保護と福祉の向
上のため福祉手当を支給しています。 
■障害の程度  ①身体障害者手帳の障害等級が１級の方 
        ②療育手帳の障害程度が○Ａ又はＡの方 
        ③障害基礎年金１級の方 
 ≪次の方は該当になりません。≫ 
   特別障害者手当等の受給者，福祉施設の入所者，申請時において入院されている方 
■手 当 額  月額 ３，０００円 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

町営墓地利用者を募集しま町営墓地利用者を募集しま町営墓地利用者を募集しま町営墓地利用者を募集しますすすす    
 
■募集墓地 

墓地名称 所在地 区画 利用面積 使用料 管理料(年額) 

奉行平霊園 大子1470番地5 
Ａ 96号 6㎡ 300,000円 1,500円 
Ａ189号 6㎡ 300,000円 1,500円 
Ｂ113号 9㎡ 400,000円 2,000円 

北田気霊園 北田気978番地1 Ｂ112号 9㎡ 400,000円 2,000円 
石原墓地 町付2344番地 14号 40.17㎡ 10,000円 － 
矢田墓地 矢田58番地2 7号 26.28㎡ 10,000円 － 

■募集要件  次のいずれにも該当する方 
       ▽町内に住所を有する方。ただし，町外居住者にあっては，墓地に困っている方

で町長が特に必要と認める方（町外居住者の使用料は，５割増しです。） 
       ▽町税等を滞納していない方 
■申込期限  平成２５年２月１５日（金） 
■そ の 他  複数の申込みがある場合は，抽選となります。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２ 

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24年12月5日 



 

 

森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について森林の土地の所有権移転等の事前届出制度について    
 
 茨城県水源地域保全条例が施行されたことに伴い，平成２５年１月３１日以降に知事が指定す
る水源地域内の民有林の土地所有者等が，権利の移転等の契約を締結するときは，面積の大小に
かかわらず，事前にその旨を知事に届け出る必要があります。 
■届 出 人  譲渡人等（契約に係る土地所有者等） 
■届出期限  契約締結予定日の３０日前 
■届出方法  事前届出書に必要事項を記入の上，届出に係る土地の所在地を管轄する県農林事

務所林業振興課又は県農林水産部林政課に提出してください。 
■無届出，虚偽届出の場合の措置 
  届出者が届出をしないとき，又は虚偽の届出をしたときは，是正勧告をします。 

さらに，正当な理由がなく，報告をしないとき，又は勧告に従わなかったときは，届出者の
氏名，住所等を公表します。 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

 

１２１２１２１２月１月１月１月１００００日から日から日から日から１６１６１６１６日までは日までは日までは日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発「北朝鮮人権侵害問題啓発「北朝鮮人権侵害問題啓発「北朝鮮人権侵害問題啓発週間週間週間週間」」」」ですですですです    
 
 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに，国際社会と連携しつつ
北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し，その抑止を図ることを目的として，「拉致問題そ
の他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され，国及び地方公共団体の
責務等が定められるとともに，毎年１２月１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週
間」とすることとされました。 
私たち一人一人が，北朝鮮の人権侵害に関心を持ち，この問題の解決を目指しましょう。 

 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

乳がん・子宮がん検診はお済ですか乳がん・子宮がん検診はお済ですか乳がん・子宮がん検診はお済ですか乳がん・子宮がん検診はお済ですか    
 
今年度の集団検診は終了しましたが，平成２５年２月２８日（木）まで医療機関で受診できま

す。まだお済でない方は，御自分の健康のためにぜひ受診してください。 
受診の前に無料クーポン券又は自己負担金を持って，健康増進課に受診券を取りに来てくださ

い。 
乳がん検診 
【無料クーポン券の対象の方】 

  ▽今年度（４月２日～平成２５年４月１日）に４１，４６，５１，５６，６１歳になる方 
  ▽無料でマンモグラフィ検査が受けられます。無料クーポン券の対象でない方は，自己負担

金２，４００円でマンモグラフィ又はエコー検査のいずれかを受診できます。 
  ▽常陸大宮済生会病院（マンモグラフィ検査のみ），三愛クリニック（マンモグラフィ又はエ

コー検査）の２か所で実施しています。大宮済生会病院で受診される方は病院の予約を先
に取ってからお越しください。混み合う前の早目の受診をお勧めします。 
≪常陸大宮済生会病院≫ 
・予約受付時間  月曜日～金曜日 15:00～17:00 
・検 診 日  月曜日，火曜日，水曜日の15:00～17:00 
・電話番号  ０２９５－５２－５１５１ 内線１３７ 

≪三愛クリニック≫ 
・検 診 日  マンモグラフィ検査は月に２回 
・電話番号  ０２９－２５９－１７１７  

子宮頸がん検診 
【無料クーポン券の対象の方】 

  ▽今年度（４月２日～平成２５年４月１日）に２１，２６，３１，３６，４１歳になる方 
  ※無料クーポン券の対象でない方は，自己負担金２，６００円で県内の契約している医療機

関（岩佐医院，慈泉堂病院，石渡産婦人科，江幡産婦人科など）で受診できます。 
 
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 

広報だいご お知らせ版 平成24年12月5日 



 

 

林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせ    
 
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，林退共に加入していたか分からない方についても調査します。 
また，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。 
 
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 
 

「まいん」イロドリ計画「まいん」イロドリ計画「まいん」イロドリ計画「まいん」イロドリ計画    

「まいん」アートウィーク・プリザーブドフラワー作品展「まいん」アートウィーク・プリザーブドフラワー作品展「まいん」アートウィーク・プリザーブドフラワー作品展「まいん」アートウィーク・プリザーブドフラワー作品展    

 
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開きます。 
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：フラワーサロン】 
 ▽期 間  １２月１７日（月）～２４日（月）10:00～17:00 
       （１７日は11:00～，２４日は～15:00） 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

糖尿病予防糖尿病予防糖尿病予防糖尿病予防について一緒に学びましょう！について一緒に学びましょう！について一緒に学びましょう！について一緒に学びましょう！    
 
 糖尿病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，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。 
■日程及び内容 

 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

平成２５年 
１月１１日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「糖尿病について」 
講話「食生活チェック・食事についてⅠ」 
調理実習・試食 

第
２
回 

１月２３日（水） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：５０ 

１０：５０～１２：５０ 
１２：５０～１３：３０ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「食事についてⅡ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
３
回 

２月 ８日（金） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：５０ 

１０：５０～１１：２０ 
１１：２０～１３：２０ 
１３：２０～１４：００ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「食事についてⅢ」 
実技「楽しい運動Ⅰ」 
調理実習・試食 
個別指導 

第
４
回 

２月２２日（金） 
９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

受付，血圧測定，体脂肪測定 
講話「復習と注意点・グループワーク」 
実技「楽しい運動Ⅱ」 

■対象者  ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある７０歳未満の方 
■場 所  保健センター 
■講 師  管理栄養士，保健師，健康運動指導士 
■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  １２月２８日（金）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24年12月5日 



 

 

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。 

■１２月のおはなし会は，２２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 

  「みをつくし料理帖 1～7 巻」高田郁，

「水のかたち 上・下」宮本輝，「トッカ

ン the３rd」高殿円，「腰痛のベストアン

サー」主婦と生活社，「本当のことを伝え

ない日本の新聞」マーティン・ファクラー，

「百姓が地球を救う」木村秋則，「チロヌ

ップのきつね」たかはしひろゆき，「わら

しべちょうじゃ」杉山亮  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 
 

 

 

身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知らせ身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知らせ身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知らせ身体障害者相談員・知的障害者相談員のお知らせ    

 

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 

主な町施設の電話番号 

（市外局番0295） 

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12月5日 

－次回の発行は，12月28日（金）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


