
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新環境センター建設工事開始に伴う注意とお願い！新環境センター建設工事開始に伴う注意とお願い！新環境センター建設工事開始に伴う注意とお願い！新環境センター建設工事開始に伴う注意とお願い！    
 
町では，環境センターの建て替え事業を進めているところですが，８月下旬から新施設建設に

伴う工事が始まりました。 
構内通路が狭く車同士のすれ違いを制限している箇所があるため，前の方の荷下ろしが終了す

るまでお待ちいただくなど，ごみ持込みの方には御不便をおかけします。 
ごみ持込みの際は，係員の指示に従い構内徐行の上，安全確保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 
 

平成２５年度就学児の健康診断を実施し平成２５年度就学児の健康診断を実施し平成２５年度就学児の健康診断を実施し平成２５年度就学児の健康診断を実施しますますますます    
 
 就学時における健康診断を次のとおり行いますので，該当するお子さんは受診してください。 
 なお，該当者には，はがきで通知しますが，通知漏れの場合は学校教育課に連絡してください。 
▼該当するお子さん  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 
▼日時及び場所 

期 日 学 校 名 時間 場 所 
10月10日（木） だいご小学校 

14:00 中央公民館 
10月17日（木） 

依上小学校，袋田小学校，黒沢小学校 
さはら小学校，上小川小学校，生瀬小学校 

 
※都合により指定された日に受診できないときは，別の日に受診することもできますので，事前
に学校教育課に連絡してください。 

 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

 

１０月１日に１０月１日に１０月１日に１０月１日に平成２５年住宅・土地統計調査を行います平成２５年住宅・土地統計調査を行います平成２５年住宅・土地統計調査を行います平成２５年住宅・土地統計調査を行います    
 
 １０月１日に，全国で住宅・土地統計調査を行います。この調査は住宅・土地に関する最も基
本的な調査で，国や都道府県，市区町村が住生活基本計画やまちづくり施策などを立案するため
の大切な資料となります。対象となった世帯には，知事が任命した調査員が調査票を持ってお伺
いしますので，調査票への記入をお願いします。 
 なお，調査内容は統計を作成するためのみに使用するもので，その他の目的には一切使用しま
せん。 
 
問合せ  企画観光課 ℡７２－１１３１ 

 

御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度御存じですか？屋外広告物制度    
 
「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板，立看板，は

り紙，はり札，広告板などをいいます。これらの屋外広告物を表示するときは，原則として町長
の許可が必要です。 
屋外広告物は，必要な許可を受けて表示しましょう。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

平成25年 

９９９９    ////    ５５５５    
№№№№ 101 01 01 0 2222    

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

風しん風しん風しん風しん予防接種費用の助成の御案内予防接種費用の助成の御案内予防接種費用の助成の御案内予防接種費用の助成の御案内    
 
大子町では，妊娠を予定し，又は希望する女性，妊娠している女性の夫妊娠している女性の夫妊娠している女性の夫妊娠している女性の夫等等等等に対し，風しん予防

接種に係る費用の一部を助成します。 
■助成対象者  町内に住所を有する風しんにかかったことがない，又は風しんの予防接種を受

けたことがない方で，次のいずれかに該当する方 
        ▽妊娠を予定し，又は希望する女性 
        ▽妊娠している女性の夫又はこれに準ずる方 
        ▽妊娠している女性の夫以外の世帯を一にする同居者 
■助成金の額  予防接種費用の７割に相当する額（１００円未満の端数が生じたときは，その額を切り捨てる。） 
■助成回数  助成対象者１人につき風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種いずれか１回 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

いばらき出会いサポートセンター会員募いばらき出会いサポートセンター会員募いばらき出会いサポートセンター会員募いばらき出会いサポートセンター会員募集集集集    
 
 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。開設以来，平成２５年
４月現在で会員数 3,000 人以上，成婚数は
1,000組以上と着実に実績をあげています。 
 町では，「いばらき出会いサポートセンタ
ー」に町民の方が入会された場合に，入会金
（１０，５００円）を助成しますので，積極
的に御活用ください。 
 
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 
≪助成金の申請≫ 

  町企画観光課 ℡７２－１１３１ 
 

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） 
▼申請期間  １０月１日（火）～３１日（木） 
▼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 

 

大子町社会福祉協議会嘱託職員の募集のお知らせ大子町社会福祉協議会嘱託職員の募集のお知らせ大子町社会福祉協議会嘱託職員の募集のお知らせ大子町社会福祉協議会嘱託職員の募集のお知らせ    
 
▼職種区分等 

職種区分 募集人数 業務の内容 勤務時間 

事務局職員 １人 
・社会福祉協議会一般業務 
・地域福祉活動業務 

月～金曜日8:30～17:15 

▼応募資格  ・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 
▼雇用期間  平成２５年１１月１８日～平成２６年３月３１日 ※平成２６年４月１日以降も更新する場合があります。 
▼賃 金  日給制 １８歳以上２５歳未満 ６，０００円＋通勤手当等 
           ２５歳以上      ６，２００円＋通勤手当等 
▼試 験 日  １０月２３日（水） 
▼試験方法  口述（面接）試験 
▼申 込 み  履歴書（市販のもので家族構成欄のあるもの）に必要事項を記入し，写真を貼付

したうえで，大子町社会福祉協議会事務局に持参又は郵送をしてください。 
▼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  ９月１７日（火）～１０月７日（月）8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 
▼そ の 他  試験会場や時間等の詳細は，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。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成25年9月5日 



 

 

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

種を受けさせてください。 
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。 

▼接種対象者  第２期 平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの方 
▼接種費用  無 料（平成２６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持参して，個別に接種を受けてください。 
※１３歳未満の子どもの予防接種に保護者が同伴できない場合は，委任状の提出が必要です。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

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つけてく
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  １０月２７日（日）まで 
※銃器による捕獲は，９月２８日（土）～１０月２７日（日） 

 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

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１８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 
▼相談員  福祉相談センター相談員 
 
問合せ  福祉課 ℡７２－１１１７ 

 

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 
北田気第二 北田気１６６ ２戸 ３ＤＫ ＰＣ造３階建 S６２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，障害者を除く。） 
 ・暴力団でない方 
 ※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 家 賃 
０円～１０４，０００円 １７，４００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２０，１００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２３，３００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ２５，９００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(月額)  ２，５００円 
▼敷 金  家賃の３か月分 
▼受付期間  ９月５日（木）～２０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  １０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9月5日 



 

 

『平成２『平成２『平成２『平成２６６６６年大子町成人のつどい』実行委員を募集します年大子町成人のつどい』実行委員を募集します年大子町成人のつどい』実行委員を募集します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２６年大子町成人のつどい』を平成２６年１月１２日（日）午前１１時から予定

しています。 
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日までに生まれた新成人の方 

       ②平成２７年の成人者（平成２２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６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方） 

▼募集人数  若干名（１５人程度） 
▼内  容  式典の司会進行，準備，受付等 
▼申込期限  ９月２０日（金） 
▼申 込 み  〒319－3551 大子町大字池田2669 大子町立中央公民館内 
        『平成２６年大子町成人のつどい』実行委員会事務局 
          ℡７２－１１４８ FAX７２－２０１６ 
 
問合せ  『平成２６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 
 

遊休農地等に花遊休農地等に花遊休農地等に花遊休農地等に花木果樹木果樹木果樹木果樹苗を植える団体に助成金を交付します苗を植える団体に助成金を交付します苗を植える団体に助成金を交付します苗を植える団体に助成金を交付します    
 
遊休農地等に，花木果樹苗を植栽する団体に対して１０万円を限度として助成金を交付します。 

▼助 成 額  ◇苗，肥料，資材代費 実費 
       ◇草等の刈払い    ３万円／１０アール（定額） 
       ◇灌木類等の刈払い  ５万円／１０アール（定額） 
       ◇事業推進費     ５，０００円（定額） 
       ◇活動費       ５００円（1人あたり定額） 
▼事業内容  町内にある遊休農地等に，所有者から承諾を受け，地域住民が主体の団体が，苗

の植栽を行い，継続的に営農を続ける。 
▼要  件  ◇遊休農地等に花木果樹の植栽をする団体であること。 
       ◇事業実施後，営農を継続し，収穫物の販売を行うこと。 
▼申請方法  申請書に必要事項を記入し，関係書類を添えて農林課に提出してください。 
 
問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

 

茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます    
 
町では，地元で活躍が期待される看護師，保健師等を養成するため，茨城キリスト教大学看護

学部の設立にあたり補助金を支出し，地域特定推薦枠（１人）を得ています。 
地域特定推薦入学試験を受験しようとする方は，健康増進課に申請してください。 

▼出願資格（次の全てを満たす方） 
◇高等学校又は中等教育学校を平成２６年３月に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学を第
一志望とし，合格した場合は必ず入学する方 

◇大子町に居住する方又は保護者が大子町に住所を有する方（平成２４年１０月３０日以前か
ら引き続き居住している場合に限る。） 

◇全体の評定平均値が４．０以上の方 
◇看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の保健，医療，福祉の向上に貢献しようとする方 

▼受付期間  １０月１日（火）～１５日（火）8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 
▼出願期間  １０月２１日（月）～３１日（木）必着 
※学生募集要項（願書）を大学から取り寄せて，内容を確認してください。 

茨城キリスト教大学入試広報部（日立市大みか町６－１１－１） 
℡０２９４－５４－３２１２ 

 
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。 ４ 
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『平成２５年度家庭の日絵画ポスター展』開『平成２５年度家庭の日絵画ポスター展』開『平成２５年度家庭の日絵画ポスター展』開『平成２５年度家庭の日絵画ポスター展』開催催催催    

 
毎月第３日曜日は「家庭の日」です。 
大子町青少年育成町民会議では『家庭の日

絵画ポスター展』を開催します。町内小・中
学生の「家庭の日」に関する絵画・ポスター
の力作を展示，公開します。 
▼期 間  ９月１３日（金）～２４日（火） 
▼時 間  8:30～20:00 
（１３日は17:00～，２４日は～15:00） 

▼場 所  中央公民館 講堂 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議（生涯学習課内） ℡７２－１１４８ 

 

特 定 健 診 等 を 受 け ま し ょ特 定 健 診 等 を 受 け ま し ょ特 定 健 診 等 を 受 け ま し ょ特 定 健 診 等 を 受 け ま し ょ うううう    
 
今年実施する特定健診等の最終日程は次のとおりです。 
今年度まだ健診を受けてない方は，この機会にぜひ受診してください。 
健康管理のために年1回は必ず健診を受けましょう。 

▼日 程 
実 施 日 受付時間 会 場 

１０月１日（火） 
10:00～11:30 

旧下野宮小学校（体育館） 
13:00～14:30 

１０月３日（木） 
10:00～11:30 

宮川自然休養村センター 
13:00～14:30 

１０月４日（金） 
10:00～11:30 

大子温泉やみぞ（体育館） 
13:00～14:30 

１０月６日（日） 
9:30～11:00 

中央公民館（講堂） 
13:00～14:30 

１０月８日（火） 
10:00～11:30 

浅川集会所 
13:00～14:30 

１０月９日（水），１０日（木），１１日（金） 
9:30～11:00 

文化福祉会館まいん 
13:00～14:30 

１０月１２日（土） 
9:30～11:00 

保健センター 
13:00～14:30 

◇４０～７５歳未満の国民健康保険に加入の方には，特定健康診査受診券を送付しています。 
社会保険に加入の方の特定健診受診券については，保険加入先に問い合わせてください。 

◇７５歳以上又は６５歳以上で後期高齢者広域連合に加入している方には，昨年健診を受けた
方又は新たに健診を希望する方に高齢者健康診査受診券を送付しています。 

◇３９歳以下で健診を希望する方には，生活習慣病予防健診受診券を送付しています。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

図書図書図書図書館「プチ・ソフィア」の御案内館「プチ・ソフィア」の御案内館「プチ・ソフィア」の御案内館「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。 
▼９月のおはなし会は，２８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 
  「落城－戊辰戦争の勝敗を分けた白河口
の戦い－」穂積忠，「ホテルローヤル」桜
木紫乃，「爪と目」藤野可織，「高校入試」
湊かなえ，「泣き童子」宮部みゆき，「ゴー
ン・ガール 上・下」ギリアン・フリン，
「『限りなく少なく』豊かに生きる」ドミ
ニック・ローホー，「怒りのフローラ 上・
下」イザホー・Ｓ・ウィルス，「ラクダの
まつげはながいんだよ」長田弘，「はじめ
ての古事記」竹中淑子  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 

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    
 
▼日 時  ９月２０日（金）10:00～15:30 
▼場 所  大子清流高等学校 
▼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 

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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「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，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

り等ひとりで悩まずに，気軽に御相談くださ
い。 
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  ９月３０日（月）13:00～16:00 
※予約制です。 

▼場 所  保健センター 
▼担当者  精神保健福祉士  吉 田 隆 宏 氏 
▼料 金  無 料 
▼申込み  ９月２７日（金）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 

 

特設人権相談所開設特設人権相談所開設特設人権相談所開設特設人権相談所開設    
 
▼日 時  １０月４日（金）10:00～15:00 
▼場 所  文化福祉会館まいん 小会議室（２階） 
▼内 容 
 ・土地の境界，売買,相続等に関する問題 
 ・地代や家賃の紛争 
 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
 ・成年後見制度について 
 ・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 

 ・夫婦や家庭内の問題 
 ・近隣トラブルなど 
▼相談員  人権擁護委員 
 
問合せ  総務課 ℡７２－１１１３ 

 

体力・運動能力調査の協力者を募集しま体力・運動能力調査の協力者を募集しま体力・運動能力調査の協力者を募集しま体力・運動能力調査の協力者を募集しますすすす    
 
教育委員会では，文部科学省及び県教育委

員会からの依頼により住民の体力測定を行
います。 
この機会に，自分の体力年齢を測ってみま

せんか。 
▼日 時  １０月８日（火）15:00～21:00 
      （所要時間 約１時間半）  
▼場 所  リフレッシュセンター 
▼募集人数  ７０人（２０～７９歳） 
▼測定種目  健康チェック，握力，上体起こ

し，反復横とび，立ち幅とび等 
▼申込み  ９月２０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 

 

「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    
 
 楽しく料理をしながら食生活について学
びましょう。 
▼日 時  １０月１６日（水）9:30～11:40 
▼内 容  受付，講話，調理実習 
▼場 所  保健センター 
▼定 員  ２０組 
▼参加費  無 料 
▼持ち物  エプロン，三角巾，おんぶひも（乳児の母のみ） 
▼申込み  １０月９日（水）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 

 

「秋のノーマイカーデーいばらき」を実施します「秋のノーマイカーデーいばらき」を実施します「秋のノーマイカーデーいばらき」を実施します「秋のノーマイカーデーいばらき」を実施します    
 
 県では，地球温暖化防止や公共交通の利用促進，都市部の渋滞緩和といった観点から，「エコ通
勤（マイカー通勤の自粛）」運動の推進に取り組んでいます。 
 この運動の一層の展開を図るため，平成１９年度から「ノーマイカーデーいばらき～マイカー
利用を控える日～」を実施し，多くの方々の御参加をいただいています。 
 鉄道やバス・タクシーなどの公共交通は，上手に使うことができれば，私たちの暮らしを，よ
り豊かなものにしてくれる移動手段です。 
 過度にマイカーに依存した暮らしを見直すきっかけとして，一緒に取り組んでみませんか。 
▼対象期間  ９月２日（月）～１０月３１日（木） 
▼実 施 日  対象期間中に任意に設定（１日以上） 
 
※詳しくは，茨城県公共交通活性化会議ホームペーシ（http://www.koutsu-ibaraki.jp/）を御覧ください。 
 
問合せ  茨城県企画課交通対策室 ℡０２９－３０１－２５３６ 

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。 ６ 
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茨城県不妊専門相談センター「グループ（おしゃべり会）」の御案内茨城県不妊専門相談センター「グループ（おしゃべり会）」の御案内茨城県不妊専門相談センター「グループ（おしゃべり会）」の御案内茨城県不妊専門相談センター「グループ（おしゃべり会）」の御案内    
 
 不妊治療を受ける（受けていた）なかで「仕事と治療の両立を他の人はどうしているのだろう？
家族には伝えているのかな？わかってもらえなくて辛かった」など同じ悩みを感じている人と話
をしたい，聞いてみたい人たちのグループカウンセリングを実施します。なお，参加される方の
個人情報は厳守します。 
▼日  程 

期 日 時 間 内   容 

９月２２日（日） 14:20～16:20 
「不妊に悩む女性」 

現在不妊治療中の方で，治療のステップアップ
を考えている時の悩みをお持ちの方 

１１月２４日（日） 14:20～16:20 
「治療をやめたが悩んでいる女性」 

治療をやめてはみたが気持ちにまだ迷いがあ
る等，治療終了に関連した悩みを持っている方 

平成２６年 
１月２６日（日） 

14:20～16:20 
「不育症に悩む女性」 

流産を繰り返し体験している方 
▼場  所  茨城県三の丸庁舎（旧県庁）１階相談室１０１ 
▼定  員  １０人程度 
▼プログラム  14:20～14:35 受付 
       14:35～14:50 プレマタニティビクス 
       14:50～16:20 グループカウンセリング 
▼スタッフ  茨城県不妊専門相談センターの助産師・不妊カウンセラー 
▼参 加 費  無 料 
▼参加方法  開催日の前々日（２日前）までに電話で申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県産婦人科医会 不妊相談センター専用電話０２９－２４１－１１３０（月曜日～金曜日 9:00～15:00） 
      URL http://www.ibaog.jp 
 

「うちエコ診断」参加家庭募集「うちエコ診断」参加家庭募集「うちエコ診断」参加家庭募集「うちエコ診断」参加家庭募集    
 
家庭における省エネの取組を支援するため，希望家庭に「うちエコ診断」を実施し，家庭の年

間エネルギー使用量や光熱費などの情報をもとに所定の研修を終了した診断員がライフスタイル
に合わせた「省エネ対策」を提案するものです。 
診断方法は，診断員が家庭に出向いて行う「訪問診断」，事務局に来所していただく「窓口診断」，

勤務先事業所などで行う「集団診断」の３通りから選択可能です。診断は無料ですので，ぜひ御
応募ください。 
▼診断期限  平成２５年１２月下旬 
 
問合せ  茨城県地域温暖化防止活動推進センター ℡０２９－２４８－７４３１ 
      URL http://www.kankyokanri.or.jp/cei/ 

 

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  １０月２４日（木）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 
公益社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  ９月２０日（金）～１０月４日（金）必着 
◇現地受付日  １０月８日（火）10:00～15:30 

▼定 員  ３９９人 
 
問合せ  公益社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 

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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「あいさつ」には「あい」がある「あいさつ」には「あい」がある「あいさつ」には「あい」がある「あいさつ」には「あい」がある    

笑顔でみんなで「あいさつ」をしましょ笑顔でみんなで「あいさつ」をしましょ笑顔でみんなで「あいさつ」をしましょ笑顔でみんなで「あいさつ」をしましょうううう    
 
おはようございます。 
こんにちは。 
さようなら。 
こんばんは。 
ありがとうございます。 

などできることから始めましょう。 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議（生涯学習課内） ℡７２－１１４８ 

 

９月１１日（水）は警察相談の日で９月１１日（水）は警察相談の日で９月１１日（水）は警察相談の日で９月１１日（水）は警察相談の日ですすすす    
 
警察では，犯罪等による被害の未然防止に

関する相談その他県民の安全と平和につい
ての相談に応じています。 
▼警察の相談ダイヤル  ＃９１１０ 
▼受付時間  8:30～17:15 
 ※土・日曜日，祝日，夜間は警察本部の代

表電話（０２９－３０１－０１１０）へ 
 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

 

根本正顕彰フェスティバルを開催根本正顕彰フェスティバルを開催根本正顕彰フェスティバルを開催根本正顕彰フェスティバルを開催    
 
▼日 時  ９月２９日（日）13:00～16:00 
▼会 場  文化福祉会館まいん 文化ホール 
▼内 容 
◇第１部  映像で見る「根本正の生涯」 
◇第２部  講演 
①青少年健全育成の精神と業績 
 講師 根本正顕彰会会長 會澤義雄 
②水郡線敷設事業の業績 
 講師 根本正顕彰会副会長 仲田義一 
③水郡線開通と大子町の人  々
 講師 元県立高校長   野内正美 

※入場料無料。どなたでも参加できます。 

問合せ  根本正顕彰会 
      会長 會澤義雄 ℡０２９－２９８－１２８０ 
      事務局長 仲田昭一 ℡０２９－２９８－７５６２ 

 

 

 

障害者就職面接会の御案内障害者就職面接会の御案内障害者就職面接会の御案内障害者就職面接会の御案内    
 
障害者就職面接会（前期）を開催します。 

▼水戸会場 
 ◇９月２５日（水）13:00～15:30 
 ◇ホテルレイクビュー水戸 
▼日立会場 
 ◇１０月４日（金）13:00～15:30 
 ◇国民宿舎「鵜の岬」 
 
問合せ  ハローワーク常陸大宮 

℡０２９５－５２－３１８５ 

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9月5日 

－次回の発行は，平成25年10月7日（月）です。８ 

広報だいご お知らせ版 


