
 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティFM 放送弱電地域調査事業を実施します 
 
町では，専門業者に委託して，コミュニティＦＭ放送「ＦＭだいご」を聴くことができない世

帯（事業所）の調査を無料で実施します。 
 調査の結果，受信のために屋外アンテナ等の設置が必要と判定された世帯（事業所）に対して
は，申請により町から屋外アンテナ等を無償で給付します。 
◆調査内容  ・コミュニティＦＭ放送「ＦＭだいご」の難聴世帯（事業所）の特定 

・難聴世帯（事業所）に対する屋外アンテナ設置工法の提案等 
◆調査方法  「ＦＭだいご」の放送が全く聴き取れない場合や，雑音がひどくて何を話してい

るか聴き取れない場合は，大子町コミュニティＦＭ放送受信相談センター
（℡０２９－２５９－３０７９）に電話で調査を申し込んでください。町の委託業
者（日本アンテナ㈱）の調査員が訪問して調査を実施します。なお，一部の地域の
世帯（事業所）については，申込みがない場合でも委託事業者が調査のために連絡
をする場合があります。 

◆調査 料  無料   ◆申込期限  ７月３１日（木） 
◆調査期間  ５月１日（木）～８月３１日（日） 
 

問合せ  日本アンテナ㈱大子町コミュニティ FM放送受信相談センター ℡０２９－２５９－３０７９  
     総務課 ℡７２－１１１４ 

 

「大子町第５次総合計画」後期基本計画策定のための 

地区別懇談会開催のお知らせ 
  
現在，町では，まちづくりの指針となる第５次総合計画（平成２２～３１年度）に基づき，各

種の施策に取り組んでいます。各分野で取り組む施策については，社会経済情勢等の変化に対応
するため，前期基本計画（平成２２～２６年度）及び後期基本計画（平成２７～３１年度）に分
けて策定しています。 
今回，後期基本計画（平成２７～３１年度）を策定するにあたり，町民の意向を適切に反映し

た計画とするため，次のとおり地区別懇談会を開催します。 
◆日 程   

期 日 場 所 地区名 
６月１９日（木） 宮川コミュニティセンター 宮川地区 
６月２３日（月） 大子町文化福祉会館 まいん 大字大子地区 
６月２４日（火） 生瀬コミュニティセンター 生瀬地区 
６月２７日（金） 黒沢コミュニティセンター 黒沢地区 
６月３０日（月） 池田中集会所 大字池田地区 
７月 ４日（金） 佐原コミュニティセンター 佐原地区 
７月 ７日（月） 下小川コミュニティセンター 下小川地区 
７月 ９日（水） 依上コミュニティセンター 依上地区 
７月１０日（木） 浅川集会所 大字浅川，上岡，山田地区 
７月２２日（火） 上小川コミュニティセンター 上小川地区 
７月２３日（水） 袋田コミュニティセンター 袋田地区（大字池田地区を除く。） 

◆時 間  午後７時から 
◆町からの出席者  町長，副町長，まちづくり課長及び担当者 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
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－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １  



 

大子町嘱託員採用試験案内 
 
大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

◆職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

教育旅行支援事務員 １人 まちづくり課 教育旅行（農家民泊）に関する事務 

◆業務内容(詳細)  ・教育旅行（農家民泊）の普及啓発  ・受入家庭の募集 
        ・受入家庭と学校・体験施設とのコーディネート 
        ・受入組織の運営  など 
◆雇用の期間  平成２６年７月１日から平成２７年３月３１日まで（９か月間） 
◆試験の方法  口述（面接）試験 
◆試験日時  ６月２６日（木） 13:30 
◆試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
◆申込方法  市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入の上，大子町役場総務課に提出し

てください。（郵送での申込み不可） 
◆申込み先  大子町役場 総務課 秘書職員係 
◆受付期間  ６月５日（木）～２５日（水）8:30～17:15 ※土・日曜日を除く。 
◆そ の 他  詳しくは，総務課又はまちづくり課までお問い合せください。 
 
問合せ  《採用試験に関すること》総務課 ℡７２－１１１３ 
     《業務内容（教育旅行）に関すること》まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

町 営 住 宅 入 居 者 募 集  
 
◆募集住宅 

住宅名 所在地 間取り 構 造 戸数 建築年 
北田気第二 北田気１６６ ３ＤＫ ＰＣ造３階建 １戸 Ｓ６３年 
磯 部 浅川２５５７ ２ＤＫ 木造平屋 １戸 Ｈ１３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，連帯保証人が２人必要です。 

◆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（北田気第二） 家賃（磯 部） 
０円～１０４，０００円 １８，５００円 １５，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２１，３００円 １７，８００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ２４，４００円 ２０，４００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ２７，５００円 ２３，０００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)  北田気第二 ２，５００円  磯 部 ２，０００円 
◆敷 金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ６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  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。 ２ 
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高血圧予防教室のお知らせ 
 
高血圧を予防する食事の注意と運動の実践を楽しく学び，生活習慣を改善しましょう。 

◆日 程（エクササイズへの参加は希望者のみ） 
 日   時 内   容 

第
１
回 

６月２５日（水） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：３０ 

受付 血圧・体脂肪測定 
講話：血圧のしくみについて 
講話：高血圧予防の食生活について 
調理実習・試食  

１４：００～１５：３０ 楽しいエクササイズ 

第
２
回 

７月 ８日（火） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付：血圧・体脂肪測定・味噌汁塩分測定  
講話：食事の基本 
講話と実技：高血圧予防のための運動 
調理実習・試食  

◆対象者  血圧が高めの方，健康づくりに興味のある方 
◆定 員  ３０人（先着順） 
◆場 所  保健センター   ◆参加費  無料 
◆申込み  ６月１７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 
 

地域看護職員再就業支援研修受講生の募集 
 
◆対象者  未就業中で医療施設等に再就業を考えている看護職（看護師・准看護師） 
◆受講料  無料 
◆日程，内容及び場所 

日 程 内 容 場 所 
①講義研修（５日間） 
7/29(火)～31(木)，8/5(火)～6(水) 

看護学校等での最新の看護知識などの研修  
日立メディカルセンタ
ー看護専門学校 

②実務研修（５～１０日間） 
９月から実施予定 

希望の医療機関での技術研修 地域の医療機関で実施 

③試用研修（３カ月以内） 希望の医療機関で働きながらの研修  地域の医療機関で実施 
 ※研修の組合せなど詳細については，コーディネーターが相談に応じます。 
◆申込み  ７月４日（金）までに日立メディカルセンター看護専門学校（〒317-0066日立市高

鈴町1－4－10）に申し込んでください。 
◆その他  申込用紙は健康増進課（保健センター内）にあります。 
 
問合せ  日立メディカルセンター看護専門学校 再就業支援事業担当（熊田） ℡０２９４－５９－３２００ 
    健康増進課 ℡ ７２－６６１１ 

消防設備士試験のお知らせ 
 
◆試験種類  甲種（特類，第１～５類），乙種（第１～７類） 
◆期  日  ８月３１日（日）   ◆会  場  茨城大学（水戸市） 
◆受付期間  □書面申請 ６月３０日（月）～７月１６日（水） 
       □電子申請 ６月２７日（金）～７月１３日（日）17:00 
◆申込 み 
 □郵送又は窓口（9:00～17:00 ※土・日曜日，祝日を除く。）に持参 
   （一財）消防試験研究センター茨城県支部 

〒310－0852 水戸市笠原町978番25茨城県開発公社ビル4階 ℡029－301－1150 
 □電子申請は，（一財）消防試験研究センターホームページ（http://www.shoubo-shiken.or.jp）

を御覧ください。 
 
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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｢社会教育関係団体｣会員募集のお知らせ（追加・訂正） 
 
中央公民館で活動している社会教育団体については，４月に会員募集のお知らせ（チラシ）を

全戸配布しましたが，次の団体でも募集中ですので，追加でお知らせします。 

団体名 種 目 活動日・時間 申込先（問合せ先） 

革工芸愛好会 革工芸 
毎月第2･4木曜日 
9：00～12：00 

櫻岡敬子  
℡７２－３８７９ 

大子油絵クラブ 油絵画 
毎月第2･4土曜日 
13：00～16：30 

齋藤 實  
℡７２－０８１７ 

フラワーサークル 
なのはな 

フラワーアレンジメント 
プリザーブドフラワー 

毎週火曜日*午前又は午後 
11：00～12：30 
13：30～15：00 

藤田奈緒  
℡０９０－９１５２－２７７５ 

※４月に全戸配布した会員募集のお知らせ（チラシ）の中で，「大子太極拳愛好会」の申込先電
話番号に誤りがありましたので，お詫びして訂正します。（チラシは中央公民館にあります。） 

《訂正後》『大子太極拳愛好会』代表 吉成和子 ℡７２-０８５０ 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 
 

不法投棄は禁止されています 
 
一部の心無い方による，道路や山林への生活ごみやテレビ，冷蔵庫，洗濯機，タイヤなどの不

法投棄が見受けられます。不法投棄は法律により禁止されています。 
自然豊かな大子町を汚さないように町民の皆さんで不法投棄を 

防止しましょう。 
 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 
 

町 民 ト レ ッ キ ン グ 募 集  
 
◆実施 日  ７月２７日（日）小雨決行  ◆集合場所  役場集合出発 6:00 
◆コー ス  一切経山（福島県） 

浄土平登山口～姥ケ原・鎌沼～酸ケ平～一切経山～五色沼～高湯（縦走約６時間） 
◆募集人員  ２３人（中学生以上対象，定員になり次第締切） 
◆参加 費  ４，５００円（傷害保険，温泉代を含む。） 
◆申込 み  生涯学習課（中央公民館内）に参加費を添えて申し込んでください。（電話での申

込み不可） 
◆申込期間  ６月２０日（金）～７月１０日（木） 
 
問合せ  大子町体育協会山岳部 大子山岳会 ℡７２－０１７８（柴田） 
 

給水装置工事主任技術者試験を実施します 
 
 公益財団法人給水工事技術振興財団では，平成２６年度給水装置工事主任技術者試験を次のと
おり実施します。 
◆期 日  １０月２６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  ７月４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 
 

問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

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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給水装置工事事業者の指定のお知らせ 
 
次の事業者を，大子町水道事業指定給水装

置工事事業者に指定しましたので，お知らせ
します。 
◆株式会社 大森燃料 
  代表取締役  大 森 章 江 
   大子町大字池田２６２０ 
    ℡７２－５５８０ 
 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

硬式テニス教室を開催します 
 
◆期 日  ７月３日（木），１０日（木） 

１７日（木），２４日（木） 
※雨天の場合は，７月４日（金），１１日
（金），１８日（金），２５日（金） 

◆場 所  大子広域公園テニスコート 
◆時 間  18:30～21:00 
◆対 象  一般の部及び小・中学生の部 
◆参加費  ３００円を当日徴収します。

（スポーツ保険含む。） 
◆申込み  ６月２７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 
  部長(松田) ℡０９０－７８１３－７９２１  
  事務局(金沢) ℡０９０－４３６３－１１４８ 
  生涯学習課 ℡７２－１１４９ 

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２５日（水）9:30～10:30 
・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ます。 

 ・本園職員が，保護者の相談を受けます。 
◆対象児童 
  平成２１年４月２日から平成２４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９日（月）から２０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 

 

農用地利用権設定について 
 
 経営規模拡大のため，農用地の集積の方法
として「利用権設定」の方法がありますが，
「利用権設定」については，農業経営基盤強
化促進法により，農業生産法人及び認定農業
者でなければ「利用権設定」を受けることが
できませんのでお知らせします。 
 なお，認定農業者以外の方は，農地法第３
条での借地権設定ができます。 
 
問合せ 大子町農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 

 

第１回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 
 
 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します。 
◆日 時  ７月２０日（日）10:00～12:00 
◆場 所  中央公民館講堂 
◆講座名  「水郡線建設と根本正」 
 ・内容  今年は，昭和９年に水戸郡山間

（142.3㎞）が開通して，80周年
の記念の年にあたります。「国の
為，鉄をもとかす真心に，なそな
らざらん，くろがねの道」と詠ん
だ根本の情熱と当時の大子町の
人々との心の交流を辿ります。 

 ・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 

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（鳥獣保護区を含む。） 
◆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  ５月２４日（土）～７月２７日（日） 
※銃器による捕獲は６月２９日（日）まで  
 

問合せ  農林課 ℡７２－１１２８ 

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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エコ・カレッジ受講生募集 
 
 県では，県民の方を対象に，環境学習や環
境保全活動推進を図るための実践活動リー
ダーを養成する「エコ・カレッジ体験コース」
と通信講座により環境保全に関する基礎知
識を習得する「エコ・カレッジ導入コース」
を開校します。詳しいことは，茨城県生活環
境部環境政策課にお問い合せください。 
◆参加費  無料 
◆応募方法  ６月１３日（金）必着 
 □体験コース 定員：４０名（水戸校） 
        場所：県庁三の丸庁舎 
 □導入コース 定員：１００名 
 
問合せ 茨城県生活環境部環境政策課 ℡０２９－３０１－２９４０  

 

教科書展示会のお知らせ 
 来年度の小学校，中学校及び高等学校の授
業に使用する教科書の展示会が，次のとおり
開催されます。  
 なお，小学校の教科書は，来年度から内容
が一部変わります。 
◆日 時  ６月１３日（金）～２６日（木） 
       9：00～17：00 
◆場 所  ・常陸大宮市役所２階２０３会

議室（6月13日～18日） 
      ・常陸大宮市役所３階行政委員

会室（6月19日～26日） 
 
問合せ  学校教育課 ℡７９－０１７０ 

矢田（Ⅴ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２６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 

（Ⅴ地区） 
柳沢，田ノ沢，御免沢 

 
問合せ  農林課 ℡７６－８１１０ 

 

製菓衛生師試験が実施されます 
 
◆期 日  ８月２７日（水） 
◆会 場  水戸合同庁舎 
◆願書及び受験案内の配布 
  ５月１２日（月）から県内各保健所にて 
◆受検願書の受付 
  ６月２６日（木）及び２７日（金） 
  9：00～12：00，13：00～17：00 
  県内各保健所にて 
 
問合せ  常陸大宮保健所 ℡０２９５－５２－１１５９  

 

調理師試験が実施されます 
 
◆期 日  ８月２３日（土） 
◆会 場  水戸葵陵高校，茨城県立医療大

学 
◆願書及び受験案内の配布 
  ５月１２日（月）から県内各保健所にて 
◆受検願書の受付 
  ６月２６日（木）及び２７日（金） 
  9：00～12：00，13：00～17：00 
  県内各保健所にて 
 
問合せ  常陸大宮保健所 ℡０２９５－５２－１１５９ 

茨城県調理師会常陸大宮支部 
℡７２－０２５０（牧島）※6 月 30 日まで 

 

調理師試験準備講習会が実施されます 
 
◆期 日  ８月４日（月）及び６日（水） 
◆会 場  茨城県立健康プラザ 
      （水戸市笠原町９９３－２） 
◆受講料  ３６，３００円 
 
問合せ  茨城県調理師会常陸大宮支部 

℡７２－０２５０（牧島）※6 月 30 日まで 

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，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 
「カレイドスコープの箱庭」海堂尊，「女

のいない男たち」村上春樹，「豆の上で眠る」
湊かなえ，「ケモノの城」誉田哲也，「冬天の
昴」あさのあつこ，「乗合船 慶次郎縁側日
記」北原亞以子，「ネット依存症」樋口進，「ス
マホ中毒症」志村史夫，「アナと雪の女王」
角川アニメ絵本，「よみきかせ いきもの 
しゃしんえほん全２０巻」岩崎書店刊   
ほか 
 
※インターネットでプチ・ソフィアの蔵書が
検索できます。 
URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 

 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３  

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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平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査 
～全国全ての事業所及び企業が対象です～ 

 
 平成２６年７月１日（火）に，平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査が行われ
ます。 
全国全ての事業所及び企業が対象になりますので，もれなく調査票に記入してください。御記

入いただいた調査票は，厳重に保管し，集計が完了した後は溶解処分するなど，情報の保護には
万全を期していますので，安心して御協力をお願いします。 

総務省統計局 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
 

６月は「食育月間」です 
 
 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。歯と口の働きは，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。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

生ごみ処理容器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 
◆その 他 必要書類等，詳しいことは環境

課までお問い合せください。 
 
問合せ  環境課(環境センター) ℡７２－３０４２ 

 

 

結婚活動支援事業補助金のお知らせ 
  
少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚

化に対する取組として，結婚の推進を目的とし
た出会いの機会等を提供する結婚活動支援事
業を実施する者又は団体に補助金を交付しま
す。 
◆補助対象者（次のいずれかに該当する方） 
(1) 町内の個人事業主又は法人 
(2) ５人以上で構成され，町内に事務所，代
表者の住所等の拠点があり，主として町内
で活動を行う団体 

◆補助対象事業 
  次のいずれにも該当する健全な出会いの
機会を提供し，異性とのコミュニケーション
能力の向上並びに結婚に関する知識の習得
及び意識の啓発に資する事業であって，２０
歳以上の独身の男女を対象とした事業とし
ます。 

 (1) 参加者の総数が１０人以上であること。 
 (2) 参加者の過半数が町内に居住し，又は勤

務する者であること。 
 (3) 参加者から参加料を徴収する場合は，事

業の趣旨を踏まえ，適正な水準の参加料を
設定していること。 

◆補助対象経費 
  補助対象事業に要する経費とします。 
◆補助金の額等 
(1) 補助金の額は，１事業につき１０万円を
限度とします。 

(2) 補助金の交付は，一の年度（４月１日か
ら翌年の３月３１日までをいう。）におい
て２０万円を限度とします。 

◆申請方法 
補助金等交付申請書に必要事項を記入し，

まちづくり課に提出してください。 
補助金等交付申請書は，町ホームページか

らもダウンロードできます。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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不妊専門相談センターの御案内 

 
 不妊専門相談センターでは，不妊治療専門
の産婦人科・泌尿器科医師やカウンセラー，
助産師が無料で相談を受け付けています。相
談は完全個別面接方式で行っていますので，
どんなことでもお気軽に御相談ください。 
◆受付日時  月曜日～金曜日 

9：00～15：00 
◆予約電話  ０２９－２４１－１１３０ 
◆開催場所  県内２ヶ所（県央地区・県南

地区） 
※詳しくは電話にてお問い合せください。 

 
問合せ 茨城県産婦人科医会  

不妊専門相談センター専用電話  
℡０２９－２４１－１１３０ 

    http://www.ibaog.jp（メールによる
相談も受けています。） 
健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

ごみ集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１／２以

内 ※限度額５万円 
◆申 込 み  環境課（環境センター）  
◆そ の 他   

必要書類等，詳しいことは，環境課にお
問い合せください。 
 

問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
 

花と緑の環境美化コンクール参加団体募集 
 
 花いっぱい運動で，すばらしい成果をあげ
ている地域・団体・職場を表彰し，地域の方々
の環境美化に対する関心・意欲を高め，花い
っぱい運動を推進することを目的にコンク
ールを実施します。 
◆応募方法  中央公民館にある参加申込

書に必要事項を記入し，生涯学
習課に提出してください。 

◆申込期限  ７月３日（木） 
 
問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

 

大子町農業入門講座の受講生募集 
 
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に農業
入門講座を開催します。 
◆実施期間  ７月～平成２７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１１日（金）10:00 

山間地帯特産指導所にて 
◆申込み  ６月３０日（月）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 

 

『まいん』催し物のお知らせ 

今井亮太郎コンサート 
～情熱のブラジル・ピアノ～ 

 
 大子町に“サンバ・ボサノバ”の熱い風が
吹き抜ける！ 
本場リオデジャネイロからスペシャルゲ

ストも来日！！ 
メンバーには，大子町出身の大森輝作氏

（下金沢）も！ 
◆期 日  ７月２１日（月・祝＝海の日） 
◆時 間  開場 14:30 
      開演 15:00 
◆会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
◆入場料（全席指定席） 

前売券 
一 般 2,000円 
高校生以下 1,000円 

当日券 
一 般 2,500円 
高校生以下 1,500円 

◆チケット先行発売（中央公民館のみ） 
  ６月２２日（日）9：00～16：00 
◆チケット取扱い（６月２３日から） 

大子町観光協会（℡72-0285） 
大子町振興公社（℡72-6117） 
パーマおおもり（℡72-8300） 
中央公民館  （℡72-1148） 

 

問合せ  生涯学習課 ℡７２－１１４８ 

平成 26年 6月5日 

－次回の発行は，平成 26年 7月 7日（月）です。－ ８ 
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