
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区行政懇談会を開催しま地区行政懇談会を開催しま地区行政懇談会を開催しま地区行政懇談会を開催しますすすす    
～ふるさとに誇りを持ち，お互いが支え合い，助け合いがある町づくり～ 

 
大子町では，「町民発想の町づくり」を基本姿勢に町政を推進しているところですが，皆さんの

生の声をお聴きし，さらに町政に反映させるため，地区行政懇談会を開催します。ぜひ御参加を
いただいて御意見をお聞かせください。なお，詳しくは地区別の行政連絡班内回覧でお知らせし
ます。 
◆日  時  ６月下旬から９月下旬までの日曜日 14:00～（２時間程度） 
◆場  所  町内１１か所（各地区コミュニティセンター，集会所等）で順次開催します。 
◆出席予定者  町長，副町長，教育長，各課長及び担当職員等 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 
 

矢田（Ⅳ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅳ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅳ地区）の一部について地籍調査を行います矢田（Ⅳ地区）の一部について地籍調査を行います    
 
 地籍調査は，皆さんの所有地の正しい位
置，地番，地目，地積等を明らかにし，その
成果として地籍図，地籍簿等を作るための調
査です。 
平成２５年度は，矢田地区の調査を行いま

すので，御協力をお願いします。 
地区名 字   名 
矢 田 

（Ⅳ地区） 
花掛，仲堰，岩花，稲荷森，
小屋向，仲町，扇田，根柄，
堂下道下，仲山，広瀬道下，
広瀬前，内ノ草，通端，岩
下，堂ノ上，岩崎前，深町 

 
問合せ  農林課 ℡７６－８１１０ 

  

今のうちに災害に備え今のうちに災害に備え今のうちに災害に備え今のうちに災害に備えましょう！ましょう！ましょう！ましょう！    
 
 昨年は，発達した積乱雲による突風や豪雨による災害が発生しました。いざという時に，すぐ
行動がとれるよう，災害に備えておきましょう。 
◆平常時にできること 
○非常時持出品(非常食，飲料水，救急セット，貴重品，衣類，懐中電灯，乾電池など)の確認 
 ・持出品が使えるか確認しましょう。ライトは正常につきますか。 
 ・非常食が古くなっていないか確認しましょう。 
○家族との話合い 
・緊急時の連絡方法や避難先を確認しておきましょう。 

○家具やガラス類の安全対策 
・立てつけの悪い戸などは今のうちに直しましょう。 

 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９，総務課 ℡７２－１１１４ 

 

有害鳥獣捕獲を実施します有害鳥獣捕獲を実施します有害鳥獣捕獲を実施します有害鳥獣捕獲を実施します    

 

イノシシ等による農作物被害を防止する

ため，銃器等による捕獲を実施しますので，

山林に立ち入る場合は十分に気を付けてく

ださい。 

◆実施区域  大子町一円（保護区，休猟区を含む。） 

◆従事者  大子町有害鳥獣捕獲隊 

◆捕獲方法  わな及び銃器による捕獲 

◆実施期間  ７月２１日（日）まで 

※銃器による捕獲は６月１６日（日）まで  

 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

平成25年 

６６６６    ////    ５５５５    
№№№№ 9999 9999     

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

不妊治療費の一部助成を始めました不妊治療費の一部助成を始めました不妊治療費の一部助成を始めました不妊治療費の一部助成を始めました    
 
◆対象となる治療  体外受精及び顕微授精 
 ※平成２５年度内に治療が終了し，茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けた方が対象となります。 
◆助成金の額  １回の治療につき１００，０００円を限度とする。 

（助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額） 
◆助成の回数  夫婦１組につき通算して５年間で１０回以内 
        （初めて県補助金の交付決定を受けた年度は年３回，翌年度以降は年２回まで） 
◆対 象 者  次の全てに該当する方が対象になります。 
        ①法律上の婚姻をしている夫婦で，夫又は妻のいずれかが町内に住所を有し，

治療が終了した日時点で，町内に住所を有している期間が１年以上ある方 
        ②茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けている方 
        ③町税その他税外諸収入を滞納していない方 
◆申 請 先  健康増進課 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

ごみ集積所周りにごみが散乱していませんかごみ集積所周りにごみが散乱していませんかごみ集積所周りにごみが散乱していませんかごみ集積所周りにごみが散乱していませんか    
 
ごみ集積所（集積小屋）の壁及び屋根との間，散乱防止に使用しているネット等の隙間から猫

やカラスが入り込んで，ごみを引き出し散乱させていることはありませんか。小動物が通れるよ
うな穴，隙間がある場合には，穴をふさぐなどによりごみが散乱しないように御協力をお願いし
ます。 
 
問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
 

お 詫 び と 訂お 詫 び と 訂お 詫 び と 訂お 詫 び と 訂 正正正正    
 
５月２０日発行第６５８号の広報だいごにおいて，１２ページの「観光ＳＬバスの運行が始ま

りました！」の記事に誤りがありましたので，お詫びして訂正します。 
≪誤≫ 

⇒ 

≪正≫ 
常陸大子駅発 袋田滝本発 常陸大子駅発 袋田滝本発 
１０：４０ １０：５３ １０：４５１０：４５１０：４５１０：４５    １０：５８１０：５８１０：５８１０：５８    
１２：２０ １２：３３ １２：４０１２：４０１２：４０１２：４０    １２：５３１２：５３１２：５３１２：５３    

 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３８ 

 

平成２５年度公民館講座受講生追加募集平成２５年度公民館講座受講生追加募集平成２５年度公民館講座受講生追加募集平成２５年度公民館講座受講生追加募集    
 
次の講座について，まだ空きがありますので，受講生を追加で募集します。 

◆募集講座（パソコン講座） ※各講座４回完結 
講 座 名 期   日 時 間 

ワード２０１０初級 ７月４日，１１日，１８日，２５日 9:00～12:00 
エクセル２０１０初級 ７月４日，１１日，１８日，２５日 13:30～16:30 
ワード２０１０基礎 ７月７日，１４日，２１日，２８日 9:00～12:00 
 ８月１日，８日，２２日，２９日 9:00～12:00 
エクセル２０１０基礎 ７月７日，１４日，２１日，２８日 13:30～16:30 
 ８月１日，８日，２２日，２９日 13:30～16:30 
パワーポイント２０１０初級 ８月４日，１１日，１８日，２５日 9:00～12:00 
ホームページ・ビルダー１６初級 ８月４日，１１日，１８日，２５日 13:30～16:30 

◆申込期限  ６月２８日（金） 
 
問合せ  生涯学習課 ℡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25年6月5日 



 

 

大子オープンテニス大会を開催しま大子オープンテニス大会を開催しま大子オープンテニス大会を開催しま大子オープンテニス大会を開催しますすすす    
 
◆日 時  ７月１４日（日）8:30 
※雨天の場合は，中止します。 

◆場 所  大子広域公園テニスコート 
◆種 目  ミックスダブルス 

一般 Ａクラス １６組 
一般 Ｂクラス １６組 

◆参加料  ３，０００円／１組 
（ボール代，スポーツ保険含む。） 

◆申込み  ７月５日（金）までに生涯学習
課（中央公民館内）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 金沢 

℡０９０－４３６３－１１４８ 
     生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

 

防災講演会のお知らせ防災講演会のお知らせ防災講演会のお知らせ防災講演会のお知らせ    
 
 災害に強い安全で安心に暮らせる町づく
りを進めるため，本町の地域協働や当事者が
参画する地域防災の取り組みを目指す契機
とするために講演会を開催します。 
ぜひ御参加ください。 

◆日 時  ７月４日（木）13:30～15:20 
（13:00開場） 

◆場 所  文化福祉会館まいん 文化ホール 
◆講 演 

講 師  市民防災研究所 
細 川 顕 司 先生 

演 題  「自主防災組織の結成と課題」 
◆参加費  無料 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

 

甲種防火管理新規講習会のお知らせ甲種防火管理新規講習会のお知らせ甲種防火管理新規講習会のお知らせ甲種防火管理新規講習会のお知らせ    
 
◆日 時  ７月２５日（木），２６日（金）の２日間 

１日目 8:50～17:00（受付は8:30～），２日目 9:00～12:00（受付は8:30～） 
◆会 場  常陸大宮市消防本部３階多目的室（常陸大宮市姥賀町６２１） ℡０２９５－５４－０１１９ 
◆申 込 み  申込書に必要事項を記載し，教材費４，０００円を添えて消防本部に申し込んで

ください。 
※申込書は消防本部にあります。また，町ホームページからもダウンロードできます。 

◆申込期間  ６月１７日（月）～２８日（金） ※土・日曜日を除く。 
◆定 員  ３０名（先着順） 
 
問合せ  消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

子 育 て 支 援 住 宅 入 居 者 募子 育 て 支 援 住 宅 入 居 者 募子 育 て 支 援 住 宅 入 居 者 募子 育 て 支 援 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 
上 小 川 頃藤３８８８－１ １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋建 Ｈ２２年 

◆入居資格  ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 
       ・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 
       ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 
       ・暴力団でない方 
 ※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 

月額家賃 入居する１８歳未満の児童数による減額 
５０，０００円 ０人の場合（本来家賃） ０円 
４０，０００円 １人の場合 １０，０００円 
３５，０００円 ２人の場合 １５，０００円 
３０，０００円 ３人以上の場合 ２０，０００円 

◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ６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  ７月中旬予定（誓約書等の必要書類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。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成25年6月5日 



 

 

生ごみ処理容器生ごみ処理容器生ごみ処理容器生ごみ処理容器を購入した方に補助金を交付しますを購入した方に補助金を交付しますを購入した方に補助金を交付しますを購入した方に補助金を交付します    

 

 ごみの減量化を促進し，生活環境の向上を

図るため，生ごみ処理容器(電気生ごみ処理

機)を購入した方に補助金を交付します。 

◆対 象 者 

 ・町内に住所を有し，居住している方 

 ・肥料化されたごみを自ら処理できる方 

◆補助基数  ９基 

◆補助金額  購入額（消費税を除く。）の

１／２以内 ※限度額２万円 

◆必要書類等 

 ・申請書及び申請者の印鑑(朱肉を使用するもの) 

 ・振込金融機関の口座番号等 

 ・領収書(宛名，機種名，金額等が記入されているもの) 

※申請者，領収書の宛名及び口座名義人

は，同一の方とします。 

 

問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 
 

 

町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ    

 

 平日の業務時間に窓口に来ることができない方のために，町民課等の町民生活に関わりの深い

窓口の業務時間を延長していますので，ぜひ御利用ください。 

◆実施日時  毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    午後７時まで午後７時まで午後７時まで午後７時まで（祝日及び年末年始を除く。） 

◆取扱業務 

実 施 課 取 扱 業 務 の 内 容  

町 民 課 ■証明書の交付（戸籍謄・抄本，除籍謄・抄本，改製原戸籍謄・抄本，記

載事項証明，住民票の写し，除かれた住民票の写し，戸籍の附票の写し，

公的年金現況証明，身分証明，軽自動車税用住所証明，印鑑証明） 

■印鑑登録 

福 祉 課 ■申請の受付（児童手当，自立支援給付福祉サービス（継続申請のうち相

談を要しないもの），日常生活用具給付事業（ストマ），地域生活支援事

業利用（新規を除く。），身体障がい者手帳及び診断書料助成，身体障が

い者等用駐車場利用証，介護保険要介護認定・要支援認定申請，高齢者

等生き生き外出助成事業，家族介護用品費助成） 

■申請用紙の交付（保育所入所，生活保護） 

税 務 課 ■税関係証明書の交付（納税証明，所得証明，非課税証明等） 

■固定資産関係証明書の交付（固定資産証明，土地評価証明，名寄証明等） 

■町税等の収納 

○他の市町村や関係機関との連絡が必要な業務は，取扱いが出来ない場合があります。 

○少人数の職員での対応となり，取扱業務も限られていますので，御不明な点は事前に担当課

にお問い合わせください。 

○直接の担当者でないと回答できない場合は，後日，担当者から連絡します。 

 

問合せ  町民課 ℡７２－１１１２，福祉課 ℡７２－１１１７，税務課 ℡７２－１１１６ 

第１回ふるさと歴史講座開催のお知ら第１回ふるさと歴史講座開催のお知ら第１回ふるさと歴史講座開催のお知ら第１回ふるさと歴史講座開催のお知らせせせせ    

 
 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  ７月２０日（土）10:00～12:00 
◆場 所  中央公民館講堂 
◆講座名  「初めて読む古文書」 
 ・内容  生瀬の乱や幕末のことを記した

古文書を読んでみましょう。文字
を通して，当時の豊かな歴史を知
ることができます。 

 ・講師  茨城県立歴史館資料調査員 
          野 内 正 美 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 

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25年6月5日 



 

 

６月は「食育月間」です６月は「食育月間」です６月は「食育月間」です６月は「食育月間」です    
～この機会に食育に取り組みましょう～ 

 
 毎年６月は食育月間，毎月１９日は食育の
日です。 
 「食育」とは，食に関する知識と食を選択
する力を習得し，健全な食生活を実践できる
人間を育てることです。 
 家族そろった楽しい食卓，栄養バランスの
とれた食生活を心がけるとともに，食の安全
に対する意識を高めましょう。 
 この機会に，それぞれができることから実
践してみましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」で６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」で６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」で６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」ですすすす    
 
歯を失う主な原因は，歯周病とむし歯で

す。 
これらは，悪化すると全身の健康に影響し

ます。 
口の働きは，食事をとる，おしゃべりをす

るなど楽しい生活を送る上で重要です。 
定期的に歯科検診を受けて，歯と口の健康

を保ちましょう。 
 
『健康は 食から 歯から 元気から』 

（平成２５年度標語） 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

幼稚園体験保育の実施幼稚園体験保育の実施幼稚園体験保育の実施幼稚園体験保育の実施    

 
幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚

園に子どもを入園させたいと希望している
親子を対象に，「親子登園日」を設け，園児
との交流，教師との遊び，保護者の相談等を
実施しますので御参加ください。 
◆体験日 
・第１回  ６月２７日（木） 

9:30～11:00 
・第２回  １０月下旬予定 

◆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 
  平成２０年４月２日から平成２３年４
月１日までに生まれたお子さん 

◆その他 
当日は，お子さんの上履きを持参してく

ださい。 
◆申込み 
  ６月１０日（月）から２０日（木）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 

 

７月１日から，茨城空港から那覇直行便が再び運行します７月１日から，茨城空港から那覇直行便が再び運行します７月１日から，茨城空港から那覇直行便が再び運行します７月１日から，茨城空港から那覇直行便が再び運行します    
 
 昨夏，大変御好評いただきました茨城空港発の那覇直行便が，今年も７月１日（月）から１日
１往復運航します。 
 今年の夏休みは，ぜひ，茨城空港から直行で行けるリゾート沖縄をお楽しみください。 
◆運行ダイヤ 

茨城 ⇒ 那覇 那覇 ⇒ 茨城 
11:10 ⇒ 14:15 14:50 ⇒ 17:25 

※上記運航ダイヤは変更される場合もございますので，事前に御確認ください。 
○スカイマーク予約センター  ℡050-3116-7370（9:00～19:30，年中無休） 

◆格安パックツアー（２泊３日） ２７，８００円～ 
＜お問合せ先＞  

 
名鉄観光 
℡０３－５７５９－８４００ 

スカイパックツアーズ 
℡０１２０－９６３－３５７ 

 
阪急交通社 
℡０３－６７４５－１３６６ 

ティークエスト 
℡０３－５２９７－５２１１ 

 
日本空輸 
℡０１２０－１５８－２５８ 

 

 
問合せ  茨城空港利用促進協議会（茨城県空港対策課） ℡０２９－３０１－２７６１ 

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。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成25年6月5日 



 

 

「女性の権「女性の権「女性の権「女性の権利１１０番」のお知らせ利１１０番」のお知らせ利１１０番」のお知らせ利１１０番」のお知らせ    
 
日本弁護士連合会及び茨城県弁護士会が

女性に対する暴力や離婚に関する諸問題，職
場における差別など，女性の権利一般に関す
る無料相談を実施します。 
お気軽に御相談ください。 

◆日 時  ６月２６日（水）13:00～16:00 
◆相談方法  電話相談 
◆電話番号  ０２９－２２８－２３５０ 
      ０２９－２２８－２３５１ 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

 

大子町農業入門講座大子町農業入門講座大子町農業入門講座大子町農業入門講座の受講生の受講生の受講生の受講生募集募集募集募集    
 
大子町在住で，農業に従事して間もない方

又は農業を始めようとする方のための農業
基礎講座を開催します。 
◆実施期間  ７月～平成２６年２月（７回） 
◆講座内容  農業の基礎，農産加工実習等 
◆開講式  ７月１２日（金）10:00 

山間地帯特産指導所 
◆募集期限  ７月５日（金）までに農林課，

茨城みどり大子支店又は同大子
営農センターに申し込んでくだ
さい。以降は，随時受け付けます。 

 
問合せ 
農林課 ℡７２－１１２８ 
常陸大宮地域農業改良普及センター 
℡０２９５－５３－０１１６ 

 

「すこやか妊娠ほっとライン（専用の電話相談窓口）」の御案内「すこやか妊娠ほっとライン（専用の電話相談窓口）」の御案内「すこやか妊娠ほっとライン（専用の電話相談窓口）」の御案内「すこやか妊娠ほっとライン（専用の電話相談窓口）」の御案内    

 
 予期せぬ妊娠や産みたいけど育てられるか心配など，妊娠に関する様々な悩みに応じます。不
安をひとりで抱え込まず，お気軽に御相談ください。 
 保健師・助産師等専門スタッフがお話を伺います。 
◆相談窓口  公益社団法人茨城県看護協会 
◆開設日時  月曜日～金曜日 10:00～18:00 ※土・日曜日，祝日，年末年始（12/28～1/5）を除く。 
◆電話番号  ０２９－２２１－１

い

１
い

２
にん

４
しん

 
 
問合せ  茨城県保健福祉部子ども家庭課 ℡０２９－３０１－３２５７ 

健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

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。 
◆６月のおはなし会は，２２日（土）午前１
１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 
  「八重の桜(2)」山本むつみ，「杉下右京
の密室」碇卯人，「百年桜」藤原緋沙子，「色
彩を持たない多崎つくると，彼の巡礼の
年」村上春樹，「モンスター食品が世界を
食いつくす！」船瀬俊介，「職業は武装解
除」瀬谷ルミ子，「巨大津波 その時ひと
はどう動いたか」NHK スペシャル取材班，
「うみやまてつどうさいしゅうでんしゃ
のふしぎなおきゃくさん」間瀬なおたか，
「明日になったら 一年四組のまどから」
あさのあつこ  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「子どもの人権１１０番」強化週全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間間間間    
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は，いじ

めや児童虐待など子どもをめぐる様々な人
権問題に積極的に取り組むことを目的とし
て，全国一斉「子どもの人権１１０番」強化
週間を実施し，悩みを持ったお子様や保護者
の方からの相談に応じます。 
秘密は守られますので，安心して御相談く

ださい。 
◆日 時  ６月２４日（月）～３０日（日） 
       8:30～19:00 
 ※ただし，土・日曜日は10:00～17:00 
◆電話番号  ０１２０－００７－１１０ 

（全国共通フリーダイヤル） 
◆相談員  法務局職員，人権擁護委員 
 
問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 

℡０２９－２２７－９９１９ 
     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。 ６ 
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給水装置工事主任技術者試験及び準備講習会を実施します給水装置工事主任技術者試験及び準備講習会を実施します給水装置工事主任技術者試験及び準備講習会を実施します給水装置工事主任技術者試験及び準備講習会を実施します    
 
◆給水装置工事主任技術者試験 
○期 日  １０月２７日（日） 
○対象者  給水工事に関して３年以上の実務経験を有する方 
○申込み  ６月２８日（金）までに㈶給水工事技術振興財団に申し込んでください。 

公益財団法人給水工事技術振興財団 
〒１０３－００１５東京都中央区日本橋箱崎町４－７日本橋安藤ビル 
℡０３－５６９５－２５１１ FAX０３－５６９５－２５０１ 

◆給水装置工事主任技術者試験準備講習会 
○日 時  １０月上旬（茨城県管工事業協同組合連合会℡０２９－２４０－５６１７で計画） 

 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 
 

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    
 
◆講習の日時，会場等 

期日 会場名 種別 時間 定員 申請書の受付 

7月18日 
（木） 

茨城県民文化センター 
一般 9:30～12:30 460 

○郵送申込期間 
6月4日(火)～18日(火) 

○現地受付日 
6月20日(木) 10:00～15:30 
茨城県市町村会館 ２階 

給油 13:00～16:00 460 

7月23日 
（火） 

ひたちなか市文化会館 一般 9:30～12:30 399 

7月25日 
（木） 

日立市十王総合
健康福祉センター 

一般 9:30～12:30 502 ○郵送申込期間 
6月14日(金)～28日(金) 

○現地受付日 
7月2日(火) 10:00～15:30 
日立市消防本部 給油 13:00～16:00 60 

◆申請書郵送先  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 

 
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 
 

ごみ集ごみ集ごみ集ごみ集積所の設置に補助金を交付します積所の設置に補助金を交付します積所の設置に補助金を交付します積所の設置に補助金を交付します    
 
 町では，ごみ集積所の設置及び収集作業の効率向上のため，地域の利用者が共同で設置しよう
とするごみ集積所に対し，補助金を交付します。 
◆補助条件  ・設置場所の土地所有者の承諾を得ること。 
        ・ごみ収集車が作業のために停車中でも通行の支障にならないこと。 
◆補助金額  設置費用（消費税を除く。）の２分の１以内 ※限度額５万円 
◆申 込 み  環境センター 
◆必要書類等  ・申請書及び申請者の印鑑（朱肉を使用するもの） 
        ・土地使用承諾書及び利用者名簿 
        ・ごみ集積所設置費用の見積書 
        ・平面図及び立面図 
        ・振込先金融機関の口座番号等 
※申請書は環境センターにあります。 

 
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。 ７ 
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ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり専門相談のお知らせ専門相談のお知らせ専門相談のお知らせ専門相談のお知らせ    

 
ひきこもり状態にある方と家族からの相

談に応じます。予約制ですので，事前に申し
込んでください。秘密は厳守します。 
◆日 時  毎月第３金曜日 9:30～11:30 
※８月及び平成２６年３月については第２金曜日 

◆場 所  常陸大宮保健所 
（常陸大宮市姥賀町2978-1） 

◆内 容  臨床心理士による個別相談 
◆申込み  常陸大宮保健所 

℡０２９５－５２－１１５７ 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

茨城県身体障害者スポーツ大会参加者募茨城県身体障害者スポーツ大会参加者募茨城県身体障害者スポーツ大会参加者募茨城県身体障害者スポーツ大会参加者募集集集集    

 

スポーツを通じて体力の維持増強及び残

存能力の向上を図るとともに，障害者に対す

る理解と認識を深め，交流を図ることを目的

として毎年開催しています。 

◆期 日  ９月１５日（日） 

※申込みについては，６月末ごろまで。 

◆競 技  陸上競技（競争，跳躍，投てき等） 

◆資 格  身体障害者手帳の交付を受け

た１２歳以上の方 

※内部障害のみの方は，ぼうこう・直腸機

能障害に限る。 

 

問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 
 

 

 

第１７回大子女性のつどい開催のお知ら第１７回大子女性のつどい開催のお知ら第１７回大子女性のつどい開催のお知ら第１７回大子女性のつどい開催のお知らせせせせ    

 
 大子女性のつどい実行委員会では，女性の
つどいを開催します。 
皆さんお誘い合わせの上，御参加くださ

い。 
◆日 時  ６月３０日（日）13:00～15:00 
◆場 所  中央公民館 
◆講 演 
 ・演題 「中国のいま－日中の真の友好を築くには－」 
 ・講師 中国海洋大学国際教育学院 日本語教師 

石河 旭 先生 
◆参加費  ３００円（資料代） 
 
問合せ  大子女性のつどい実行委員会 

℡７２－２３６５（益子絹枝） 

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25年6月5日 

－次回の発行は，平成25年7月5日（金）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


