
 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽をお使いの皆様へ 
 
浄化槽は，微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため，浄化槽

の機能を十分に発揮させるには，定期的な維持管理（保守点検・清掃）と定期検査（法定検査）
が必要であり，法律により実施が義務付けられています。 
 適正な維持管理と定期検査を行い，浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願い
します。 
●保守点検 
◇浄化槽内の機器，送風機やタイマーなどの点検調査を行います。 

  また，消毒剤を定期的に補充し，放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。 
◇県に登録している保守点検業者に委託してください。 

●清掃 
◇浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。 

●法定検査 
◇浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ，きれいな水が放流されているかを検査します。 
◇最初の検査は，浄化槽を使い始めてから３～８か月以内に行う必要があり，その後は毎年１
回受ける必要があります。 

◇県指定検査機関である（公社）茨城県水質保全協会（℡０２９－２９１－４００４）に申し
込んでください。 

●単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換 
◇単独処理浄化槽は，トイレからの汚水のみを処理し，台所やお風呂からの生活雑排水は，そ
のまま放流されてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換するこ
とで，汚れの量をおよそ１／８に減らせます。 

◇身近な水環境の保全のため，合併処理浄化槽への転換をお願いします。 
 
問合せ  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

茨城県生活環境部環境対策課  ℡０２９－３０１－２９６６ 

 

「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。 
●７月中旬以降の日程 

期 日 場 所 地区名 
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  まちづくり課総合政策係 ℡７２－１１３１ 
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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 
     総務課災害対策室 ℡７２－１１１４ 

選挙事務臨時職員（アルバイト）を募集します 
 
今年度に執行予定の「茨城県議会議員一般選挙」（平成２７年１月７日任期満了）及び「大子町

長選挙」（平成２７年１月１１日任期満了）の選挙事務を補助する臨時職員を募集します。 
●募集職種  ▽投票立会人  選挙の投票が公正に行われているかを立ち会う。 
       ▽受付事務  投票の受付などの事務を補助する。 
●応募資格  町内在住の１８歳以上の方（高校生を除く。）。ただし，投票立会人は，大子町選

挙人名簿に登録されている方に限ります。 
●応募方法  所定の申請書に希望職種など必要事項を記入，押印の上，大子町選挙管理委員会

（役場総務課）に御本人が持参してください。（仕事内容等の説明のため） 
       申請書は総務課にあります。また，町ホームページからダウンロードできます。 
●受付時間  8:30～17:15（土・日曜日，祝日を除く。） 
●応募期限  ８月２９日（金） 
●従事する日時・場所・賃金等 

 
期日前投票の投票立会人 

（各日２人） 
期日前投票の受付事務 

（各日２人） 
投票日当日の受付事務 

（２０人程度） 

従事日 
県議選 

投票日前日まで
の８日間 

県議選 
投票日前日ま
での８日間 

投票日 
町長選 

投票日前日まで
の４日間 

町長選 
投票日前日ま
での４日間 

従事時間 8:30～20:00 8:30～20:00 6:30～18:00（予定） 

報酬･賃金等 ９，５００円／日 

【平日】 
約９，３００円／日＋交通費 
【土・日曜日，祝日】 
約１１，２００円／日＋交通費 

１２，９６０円 

従事場所 
期日前投票所 
（役場敷地内） 

期日前投票所 
(役場敷地内) 

指定投票所 
（町内35か所） 

※ 期日前投票での勤務日数は，応募人数で異なります。 
●その 他  収集した個人情報は，大子町選挙管理委員会のみで使用し，目的以外には使用し

ません。 
 
問合せ  大子町選挙管理委員会（役場総務課内） ℡７２－１１１４  

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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親と子の料理教室のお知らせ 
 
夏休みの思い出に，親子で楽しく料理を作

ってみませんか。 
●日 時  ８月２日（土）9:30～13:00 
●場 所  保健センター 
●対象者  小学生と親 
●定 員  ２０組（先着順） 
●内 容  食育講話と調理実習 
●費 用  無料 
●持ち物  エプロン，三角巾，筆記用具 
●申込み  ７月２８日（月）までに健康増

進課に申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

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 新晃設備 
  代表取締役 吉 村 芳 親 
   常陸太田市金井町３６０１ 
    ℡０２９４－７２－５２６６ 
●株式会社 エイジレスサービス 
  代表取締役 大 湯 京 子 
   水戸市東野町１３６－３ 
    ℡０２９－２９１－３１１７ 
 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

お詫びと訂正 
 
 ６月５日発行第１１１号のお知らせ版に
おいて，５ページの「給水装置工事事業者の
指定のお知らせ」の記事に誤りがありました
ので，お詫びして訂正します。 
●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 

《正》℡７２－０２９２ 
《誤》℡７２－５５８０ 

 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

大子おやき学校休館日のお知らせ 
 
 大子おやき学校が，次のとおり休館になり
ます。 
●休館日  ７月１３日（日） 
 
問合せ  大子おやき学校 ℡７８－０５００ 

 

いばらき出会いサポートセンター会員募集 
 
 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２６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，どう
ぞ積極的に御活用ください。 
 
問合せ 
≪入会方法やふれあいパーティーなどのお問い合せ≫ 

  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≫ 

  まちづくり課地域振興係 ℡７２－１１３１ 
 

熱中症を予防して元気な夏を！ 
 
夏に向けて，熱中症になる人が増えてきて

います。熱中症を知って，しっかり予防し，
楽しい夏を過ごしましょう！ 
●熱中症予防のポイント 
◇室温２８℃を超えないように，部屋の温
度をこまめにチェック！エアコンや扇
風機を上手に使いましょう！ 

◇のどが渇かなくてもこまめに水分補
給！ 

●こんな時はためらわずに救急車を呼びま
しょう。 

 ◇自分で水が飲めなかったり，脱力感や倦
怠感が強く動けない場合 

 ◇意識がない（おかしい），全身のケイレ
ンがあるなどの症状を発見された方 

 
問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１  
     消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

補聴器巡回相談の御案内 
 
●日 時  ８月１日（金）10:00～11:00 
●場 所  役場第二会議室 
●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  福祉課社会福祉係 ℡７２－１１１７ 

 

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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水道メーターの交換に御協力ください 
 
町と契約した業者（証明書を携帯）が，次の区域において無料で水道メーターを交換するため

宅地内に立ち入りますので，御協力をお願いします。 
なお，事前に水道メーターボックス内の清掃等をお願いします。 

≪前期≫  ●期 間  ８月４日（月）～２５日（月） 
      ●区 域  後冥賀地区，川山地区の一部，上野宮地区（蛇穴を除く。），上郷地区の一部  
≪後期≫  ●期 間  １０月３日（金）～２４日（金） 
      ●区 域  北田気地区の一部，久野瀬地区，南田気地区，袋田地区，下津原地区の一部 
 
問合せ  水道課業務係 ℡７２－２２２１ 
 

排水設備主任技術者講習会及び資格認定試験の御案内 
 
●講習会期日  ９月１９日（金）  ●試験期日  １０月２２日（水） 
●講習会及び試験会場  水戸プラザホテル（水戸会場） 
●受講・受験申込期限  ８月１５日（金） 
●申 込 先  建設課 ※水戸会場のほか，つくば会場でも受講・受験することができます。 
 
問合せ  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 
 

 

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 北田気1077-2 ３ＤＫ 木造平屋 １戸 Ｓ５７年 
磯 部 浅川２５５７ ２ＤＫ 木造平屋 １戸 Ｈ１３年 

北田気第二 北田気１６６ ３ＤＫ ＰＣ造３階建 １戸 Ｓ６３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） 家賃（磯 部） 家賃（北田気第二） 
０円～１０４，０００円 １３，１００円 １５，５００円 １８，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １５，２００円 １７，８００円 ２１，３００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 １７，２００円 ２０，４００円 ２４，４００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 １７，２００円 ２３，０００円 ２７，５００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)  磯 部 ２，０００円  北田気第二 ２，５００円 
●敷 金  家賃の３か月分 
●受付期間  ７月７日（月）～２２日（火） 
●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  ８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  建設課施設管理係 ℡７２－２６１１ 

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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「認定農業者」を募集しています 

～意欲ある農家の皆様，「認定農業者」の認定を受けませんか～ 
  
 町では現在，「認定農業者」を募集しています。一定の要件を満たして認定を受ければ，様々な
優遇措置が受けられます。この制度を活用して，農業経営の規模拡大を目指してみませんか。 
《優遇措置の一例》 

制度資金（農業近代化資金，
スーパーＬ資金など） 

 償還期間が長く低金利な融資が，一定額までは無担保・無
保証人で受けられます。 

経営所得安定対策 
 畑作物の直接支払交付金など一部の交付金については，平
成２７年度から認定農業者であることが交付の要件になり
ます。 

 
問合せ  農林課農務係 ℡７２－１１２８ 
     大子町再生協議会 ℡７９－１２１０ 
     常陸大宮地域農業改良普及センター ℡０２９５－５３－０１１６ 
 

遊休農地等に花木果樹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個人又は団体に対して１０万円を限度として助成金を交

付します。 
●助成額 
・苗，肥料，資材代等 実費       ・草等の刈払い ３万円／１０アール 
・灌木等の刈払い ５万円／１０アール  ・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へ，所有者から承諾を受け，地域住民が主体となって苗の植栽を行い，
継続的に営農を続けること。 

●要件 
(1) 遊休農地等に花木果樹苗を植栽する個人又は団体であること。 
(2) 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 
  所定の申請書がありますので，農林課で申請の手続をしてください。 
 
問合せ  農林課農務係 ℡７２－１１２８ 
 

「人間ドック」助成（国保）の募集定員を追加しました 
 
 健康増進や病気の早期発見，重症化の予防を目的として，今年度から「人間ドック」費用につ
いて助成を行っていますが，好評により募集定員を１００人から１５０人に変更しました。 
 申込期限は１１月末までですので，費用の助成を希望している方はお早めに町民課国保年金室
へ申請してください。 
●助成対象者  ４月１日現在で４０歳から７４歳の大子町国民健康保険被保険者 
        ※前年度までの国保税に未納がないことが条件となります。 
●申請の際にお持ちいただくもの 
 (1) 国民健康保険被保険者証 
 (2) 印鑑 
 (3) 特定健康診査受診券（すでに受診券が送付されている方） 
※後期高齢者医療保険被保険者を対象とした人間ドック費用の助成（定員１００人）や脳ドック
費用の助成（国保・後期）も行っていますので，希望される方はお早めに申請してください。
ただし，人間ドックと脳ドックの重複申請はできません。 

 
問合せ  町民課国保年金室 ℡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 26年 7月 7日 

 



 

平成２７年度茨城県立農業大学校学生募集 
 
専修学校であり大学への編入学の受験資格が得られます。 

●募集人員等 
学科名 募集人員 受 験 資 格 修業年限 

農学 科 ４０人 

高校を卒業した者又は卒業見込みの者 

２年 

畜産学科 １０人 ２年 

園芸学科 ３０人 ２年 

研究 科 １０人 農業大学校卒又は短大卒以上若しくは卒業見込みの者 ２年 
●願書受付・入学試験 

試験区分 願書受付期間 試 験 日 選抜方法 

推薦入試(各学科) 9月30日(火)～10月15日(水) 10月24日(金) 
小論文，口述試
験(個別面接) 

一般入試 
(各学科) 

前期 11月12日(水)～12月3日(水) 12月12日(金) 
筆記試験，口述
試験(個別面接) 

後期 
平成27年2月6日(金）～ 

平成27年2月25日(水) 
平成 27 年 3 月 6 日(金) 

研究科(一般入試) 11月12日(水)～12月3日(水) 12月12日(金) 
筆記試験，口述
試験(個別面接) 

 
問合せ  〒３１１－３１１６ 東茨城郡茨城町長岡４０７０－１８６ 
      茨城県立農業大学校 入試事務局 ℡０２９－２９２－００１０ 

URL http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/  
農林課農務係 ℡７２－１１２８ 

 

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ミーティングを実施します。なお，参加される方の
個人情報は厳守します。 
 ひとりで悩まず，お気軽に御参加ください。 

日 時 会 場 内 容 

平成２６年７月２７日（日） 
14：20～16：20 茨城県 

三の丸庁舎（旧県庁） 
１階相談室１０１ 

 
 
 

（住所） 
水戸市三の丸 
１-５-３８ 

不妊に関する悩みをお持ちで，これ
から不妊治療をしようかどうか迷わ
れている方 

平成２６年９月２８日（日） 
14：20～16：20 

現在治療を始めて間もない方で，不
妊に関する悩みをお持ちの方 

平成２６年１１月３０日（日） 
14：20～16：20 

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 

平成２７年１月２５日（日） 
14：20～16：20 

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
悩みをお持ち方 

●定 員  １０人程度  ●参加費  無料 
●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 
●申込み  開催日の３日前までに，茨城県産婦人科医会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  電話 ０２９－２４１－１１３０  

健康増進課健康増進係 ℡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 26年 7月 7日 

 



 

特定健診を受けた方への結果説明会のお知らせ 
  
 今年度，特定健診を受けた方の結果で，将来動脈硬化を招くと予測される方を対象に結果説明
会を実施します。 
対象となった方には，結果説明会の通知と特定保健指導利用券をお送りします。ぜひ，御参加

ください。なお，結果説明会の後に生活習慣を改善するための特定保健指導を実施します。自分
の健診結果を知り，生活習慣を見直しましょう。 
 

問合せ  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 
 

いばらき「緑のカーテン」コンテスト参加者募集 
 
 環境保全茨城県民会議では，皆さんに「緑のカーテン」づくりに取り組んでいただく“きっか
け“として，コンテストを実施します。家族やグループでの参加も大歓迎ですので，ふるって応
募してください。（応募用紙は，環境課にあります。） 
●応募締切日  ９月３０日（火）※当日消印有効 
●応募対象者  県内に居住する個人又は県内に事業所を有する団体等 
●部門と応募方法    

(1) 生育部門（家庭の部，団体の部）※①及び②を事務局までお送りください。 
①育てた「緑のカーテン」のカラー写真２枚（２Lサイズ，遠景と近景各１枚） 
②コメント（植物の種類，栽培時の工夫や生育状況・効果などについて１００字程度） 

(2) 普及部門（一般の部，児童・生徒の部（中学生以下）） 
   ①「緑のカーテン」を幅広く普及させていくための標語を事務局までお送りください。 
 
問合せ  環境保全茨城県民会議事務局 ℡ ０２９－３０１－６１１８ 
     環境課環境係 ℡７２－３０４２ 
 

 

危険物取扱者試験及び受験準備講習会のお知らせ 
 
●危険物取扱者試験 
◇種  類  甲種・乙種（第１類～第６類）・丙種 

試験日 試験地 受験願書の受付期間 

１０月５日（日） 
ひたちなか市 
（茨城工業高等専門学校） 

書面申請7月22日～8月 6日 
電子申請7月19日～8月3日 

１０月２６日（日） 
水戸市（茨城大学） 
日立市（茨城大学工学部） 

書面申請8月26日～9月 10日 
電子申請8月23日～9月7日 

 ◇受験願書の提出先 
  □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を御覧ください。（http://www.shoubo-shiken.or.jp）  

●受験準備講習会 
種 類 講習会場 講習会日時 受講定員 

乙種第４類 
ワークプラザ勝田 (ひたちなか) 9月2日(火)，9月3日(水) 56人 
茨城県市町村会館 (水 戸) 9月11日(木)，9月12日(金) 105人 
日立市消防本部  (日 立) 9月25日(木)，9月26日(金) 120人 

乙種第４類 
(土日コース) 

ひたちなか・東海広域事務組合
消防本部大会議室(ひたちなか) 

9月6日(土)，9月7日(日) 60人 

甲 種 茨城県市町村会館 (水 戸) 9月9日(火)，9月10日(水) 105人 
丙 種 茨城県市町村会館 (水 戸) 9月1日(月) 30人 

 ◇問合せ・申込先  （公社）茨城県危険物安全協会連合会（水戸市笠原町 978-26 市町村会館２階）℡０２９-３０１－７８７８ 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡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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卓球教室のお知らせ 
 
 大子町体育協会卓球連盟では，下記のとお
り卓球教室を開催します。 
 初心者の方はもちろん，経験者の方も大歓
迎です。 
●期 日  7月28日(月)，8月4日(月) 
      8月11日(月)，8月18日(月) 
●時 間  19：00～20：30 
●場 所  大子町立リフレッシュセンター  
●参加費  無料 
●対象者  一般成年，学生（小・中・高校

生），初心者 
●申込み  生涯学習課に申し込んでくだ

さい。（電話での申込み可） 
●その他  シューズ，ラケットは持参して

ください。 
 
問合せ 大子町体育協会 卓球連盟 

代表 齋藤義昭 ℡０９０―８７７８―１８７０  
    生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４９  

 

 

７月は「青少年を非行から守る強調月間」です 
 
大子町・大子町青少年育成町民会議・大子

町青少年相談員連絡協議会では，「あいさ
つ・声かけ」運動，「親が変われば子どもも
変わる」運動，「地域親」運動や学校訪問な
どを通して町全体での青少年の健全育成を
呼びかけています。親が，大人が，そして地
域で青少年を非行から守っていきましょう。 
 
問合せ  大子町青少年育成町民会議 
     大子町青少年相談員連絡協議会 
     生涯学習課生涯学習係 ℡７２－１１４８ 

 

献血のお知らせ 
 
●日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

7月29日（火） 
10：00～
11：30 

大子町消防本部 

8月11日（月） 
10：00～
15：30 

大子町役場 

8月19日（火） 

10：00～ 
12：30 

カ イン ズホ ーム 大子店 

14：00～ 
16：00 

クラスターテクノロジー㈱ 

●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  健康増進課健康増進係 ℡７２－６６１１ 

 

茨城県警察官採用試験及び説明会の開催について 
 
●試験日  ９月２１日（日） 
●受験資格 
 ◇警察官Ａ 
   昭和６０年４月２日以降に生まれた

方で，学校教育法による大学（短期大学
を除く。）を卒業した人若しくは平成２
７年３月３１日までに卒業見込みの方
又は人事委員会がこれと同等と認める
方 

 ◇警察官Ｂ 
   昭和６０年４月２日から平成９年４

月１日までに生まれた方で，警察官Ａの
受験資格（学歴部分）に該当しない方 

●申込期限 
 ◇郵送又は持参 8月19日（火） 
◇インターネット 8月18日(月)17：00 

※大子警察署で開催する採用説明会を御利
用ください。（予約制） 

 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

 

大子町高齢者大学公開講座のお知らせ 
 
●日 時  ７月３１日（木）10:00～12:00 
●場 所  文化福祉会館まいん 
●講座内容  八溝山麓に散る水戸天狗党 
●講 師  飯村尋道氏 
●参加費  無料 
●申込み  ７月２５日（金）までに社会福

祉協議会に申し込んでください。 
 
問合せ  社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

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。 
●７月の「おはなし会」は，２６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 
「私に似た人」貫井徳郎，「満月の道―流

転の海第７部」宮本輝，「紫匂う」葉室麟，
「紅けむり」山本一力，「岳飛伝〈９暁角の
章〉」北方謙三，「しなやかな日本列島のつく
りかた」藻谷浩介，「愚者よ，お前がいなく
なって淋しくてたまらない」伊集院静，「ネ
ネとヨヨのもしもの魔法」白倉由美，「９９
９ひきのきょうだいのおとうと」木村研作   
ほか 
 
問合せ  プチ・ソフィア ℡７２－６１２３  

平成 26年 7月7日 

－次回の発行は，平成 26年 8月 5日（火）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 

 


