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大子来人 ～ダイゴライト～ って？大子来人 ～ダイゴライト～ って？大子来人 ～ダイゴライト～ って？
　　　　　　　昨年実施し、多くのお客様に好評を頂いた「袋田の滝ライトアップ」から
１年、今年は大子町にある「忘れられた魅力ある風景」をキャンバスに、プロのアーティ
スト達が壮大なアートを描きました。「新たな魅力の創造」というコンセプトはそのまま
に、「古いけど新しい」大子の原風景にスポットライトを当てています。　

　1971年東京生まれ。東京音楽大学付属高校コントラバス科卒業後1990年に
渡米。ボストンのバークリー音楽学院に進学し、シンセサイザーを専攻する。
　在学中にダンス・ミュージックに出会い、ニューヨークでDJ活動をスター
ト。現地のレーベルより作品を多数リリースした後、本格的に日本へ拠点を移
動し、松田聖子、浜崎あゆみ、MEG、曽我部恵一など多くのリミックスを手
掛け、更に90年代後期のアーケードゲーム市場において爆発的ヒットを記録
したBeatmaniaシリーズ、更にCM音楽、TVドラマ、映画、ファッション
ショーなど、あらゆるフィールドへ楽曲を提供してきた。

■撮　影
　コカコーラゼロ、レクサス、紳士服のアオキ、朝日新聞、FANCL　他
　ナショナルクライアント多数
■Ｐ　Ｖ
　安室奈美恵、EXILE、KAT-TUN、浜崎あゆみ　他アーティスト多数
■主要取引先
　電通クリエイティブX、博報堂プロダクツ、葵プロモーション、
　東急エージェンシー、東映、東北新社、エイベックス

■音楽フェスティバル
　SUMMER SONIC / TAICOCLUB / SOUND SELECTION / 
　COUNTDOWN JAPAN /
　SYNCHRONICITY / KAIKOO POPWAVE FESTIVAL / 
　KODOMO MUSIC & ART FESTIVAL / NAGISA MUSIC FESTIVAL /
　Hostess Club Weekender / Greenroom Festival / 
　夏びらきMUSIC FESTIVAL / GOOUT CAMP　他
■アートイベント、公共空間
　渋谷芸術祭・保土ヶ谷公園  クリスマス  イルミネーション、キャンドルナイト・
　辻堂海浜公園  クリスマス  イルミネーション・日比谷パティオ  クリスマス
　イルミネーション
■単独公演への参加
　The Slip, The Barr Brothers, Club d‘Elf w/Medeski、Orange 
　pekoe, coma*、iora、Number0 他

■問合せ　観光商工課観光係　☎72ー1138

HIROSI WATANABE

大島エレク総業

HIKARI ASOBI CLUB
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プロのアーティスト達……………………………………………………………

どこでみられるの？………………………………………………………………

　　　　　　　昨年実施し、多くのお客様に好評を頂いた「袋田の滝ライトアップ」から
１年、今年は大子町にある「忘れられた魅力ある風景」をキャンバスに、プロのアーティ

大子来人
ダイゴライト

袋田の滝BGMを担当

イルミネーションを担当

イルミネーションを担当
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町が進めている事務事業の
現状についてのお知らせ
町が進めている事務事業の
現状についてのお知らせ
町が進めている事務事業の
現状についてのお知らせ

■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131

　町では、中心市街地の利便性向上や観光客を呼び込むための景観整備など、まち
なかの活性化を図るための検討をしております。
　今年度、住民の皆様からのアンケート実施のほか各団体から推薦いただいた４２
人の方々からご意見をいただく研究会を５回開催してきました。
　現在、皆様からいただいたアンケートやご意見を基に、施設整備の内容を検討し
ている段階であります。従って、施設整備費等の予算は未定でありますが、整備計
画案ができましたら、町民の皆様に説明させていただき、ご意見を賜りたいと考え
ております。
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■問合せ　観光商工課観光係　☎72ー1138

　観光ＳＬバスは、平成２５年度から運行を開始し、次のように多くの方に利用を
いただいています。
　平成２５年度の乗車人数は、観光ＳＬバスの運行を始める以前の観光シャトルバ
スと比較して３．４倍の８，６２２人と増えています。
　観光ＳＬバスはどなたでも乗車（無料）できますので、ぜひご利用ください。

◎観光ＳＬバスの乗車利用状況表 ………………………………………

平成24年度 観光シャトルバス 2,534人 1.03人

平成25年度 観光SLバス 8,622人 3.54人

平成26年度 観光SLバス 3,793人
（10月末現在） 2.77人

年　度 バスの種類 乗車人数 1運行の平均乗車人数

中心市街地活性化について中心市街地活性化について

観光ＳＬバスの乗車利用状況について観光ＳＬバスの乗車利用状況について
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■問合せ　総務課災害対策室　☎72ー1114

　　　　　　　　　　コミュニティＦＭ放送「ＦＭだいご」は、平時には「町の情
　　　　　　　　　報発信拠点としての役割」と、災害時には「緊急情報等の提
　　　　　　　　　供」を行うことを趣旨として整備を進め、本年３月に全局が開
　　　　　　　　　局したところですが、周辺の地形や建物の構造等の状況により
電波が弱まり、ラジオ本体のみでは受信困難な世帯等がある事から、このような世
帯等に対しては、良好に受信できるよう屋外アンテナを給付することとしました。
　　
　　　　　　　　　　電波の弱いと思われる地域や調査申込みのあった世帯等
　　　　　　　　　４５３件について屋外アンテナ給付要否判定調査を実施し、
　　　　　　　　　３２５件について屋外アンテナ給付の決定をし、このうち
　　　　　　　　　３２１件については業者発注をしております。

◎屋外アンテナ給付に係る費用は次のとおりです。

　　　　　　　　　　現在、全世帯を対象に「ＦＭだいご」の受信環境訪問調査を
　　　　　　　　　実施しており、受信困難な世帯については、屋外アンテナ等を
　　　　　　　　　給付し「ＦＭだいご」が良好に受信できるように整備してまい
　　　　　　　　　ります。

最低額42,120円～
　　　　　　　最高額124,200円 325件 19,854,360円

（1基当たり平均61,090円）

１基当たりの設置基準額 給付決定件数 10月31日までの費用総額

コミュニティＦＭ放送「ＦＭだいご」の
受信環境改善対策について

コミュニティＦＭ放送「ＦＭだいご」の
受信環境改善対策について

１
対策の概要対策の概要

3
今後の対応今後の対応

2
現在までの
対応状況
現在までの
対応状況



　９月２０日に那珂市中央公民館で開催された「平
成２６年度少年の主張茨城県大会」において、南中
学校３年鈴木麻優子さん（頃藤）が優秀賞を受賞し
ました。これに伴い、１０月２３日に受賞報告に役
場を訪れました。発表のタイトルは「輝け！７６の
瞳」で、受賞報告に同席した大子町青少年育成町民
会議会長藤田雅之さんは「非常に堂々とした発表で、
伝えたい思いがしっかりと聞き手に伝わってきた」
と大会での感想を述べました。

　１０月２４日に、広域公園グラウンドゴ
ルフコースを会場に「第５回高齢者健康づ
くりグラウンドゴルフ大会」が開催され、
９３人が参加しました。
　主な入賞者は次のとおりです。

男性の部　
　優　勝　笹山　　正さん（４０打）
　準優勝　綿引　一彦さん（４３打）
　第３位　石井　勝夫さん（４４打）

女性の部
　優　勝　小室　紀子さん（３９打）
　準優勝　菊池　みゑさん（４３打）
　第３位　髙信　米子さん（４３打）

ニュースだいごニュースだいご

　１０月２５日に、袋田の滝で累計入場者数が
２５，２５２，５２５人に達したことを記念してセレモ
ニーが開催されました。観瀑トンネルは昭和５４年
１２月に開通し、翌昭和５５年６月の料金徴収開始
まで無料開放されました。この２５，２５２，５２５人は
料金徴収がスタートした昭和５５年６月からの累計です。
　『ニコニコ、ニコニコ』と笑顔で袋田の滝を楽しん
でいただきたいとの思いと、お越しいただいた皆様
への感謝を込めて、今回の記念セレモニーを企画し
ました。
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平成２６年度少年の主張
茨城県大会受賞報告

袋田の滝入場者２５，２５２，５２５人
達成記念セレモニー
袋田の滝入場者２５，２５２，５２５人
達成記念セレモニー
袋田の滝入場者２５，２５２，５２５人
達成記念セレモニー

第５回健康づくり
グラウンドゴルフ大会



　１０月１９日に大子町総合防災訓練が実施されました。当日は、自宅で行うシェイクア
ウト訓練への参加者及び会場での参加者計６，６６０人の参加により実施されました。
　会場では、自主防災組織による活動訓練や、防災ヘリによる救助訓練、ＪＲ緊急停止列
車乗客救出訓練等地震による大規模災害が発生したことを想定した訓練が行われ、緊急告
知ＦＭラジオを活用し災害が発生したことを告知する動作確認も併せて実施されました。

　災害はいつ起こるかわかりません。定期的に、ご自宅の非常持ち出し品の確認や、緊急
時の家族の集合場所や連絡手段などを確認する日を設けると、いざというときに備えるこ
とができます。
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　宝くじ助成金により、泉町（大子町役場敷地内）栄町（大子町文化福祉
会館敷地内）に防災倉庫が設置されました。防災倉庫には、同じく宝くじ
助成金による、非常用発電機、はしご、折り畳みリヤカー、ワンタッチテ
ント、災害用工具等が設置されています。

泉町（大子町役場敷地内）に設置された防災倉庫 栄町（大子町文化福祉会館敷地内）に設置された防災倉庫

避難所開設・炊き出し訓練 炊き出し訓練 緊急停止列車乗客救出

防災ヘリ救助 初期消火訓練 応急救護訓練

泉町（大子町役場敷地内）に設置された防災倉庫泉町（大子町役場敷地内）に設置された防災倉庫泉町（大子町役場敷地内）に設置された防災倉庫 栄町（大子町文化福祉会館敷地内）に設置された防災倉庫栄町（大子町文化福祉会館敷地内）に設置された防災倉庫栄町（大子町文化福祉会館敷地内）に設置された防災倉庫

宝くじ助成金により防災倉庫が設置されました宝くじ助成金により防災倉庫が設置されました宝くじ助成金により防災倉庫が設置されました
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■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131

隊員紹介⑥ ………………………… 
氏　　名氏　　名

自己紹介自己紹介

地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

　吉原　和伸（よしはら　かずのぶ）男性
 
　地域おこし協力隊員として大子町に住み
半年が過ぎました。当初は不安でいっぱいでしたが、私の住む上野宮の方々をはじめ、町
民の皆様が温かく迎え入れて下さったおかげで今日まで活動することができました。
　私は現在、平日は上野宮において人手不足で荒れてしまったワサビ田の清掃と整地活動
を行い、週末は駅近くのカフェの一席をお借りし、特技の手相を活かしながら町外からお
見えになるお客様に大子町の魅力をPRしております。
　今後半年の目標は、上野宮のベテランワサビ職人の方々の指示の下、整地したワサビ田
に苗を植え、かつての美しい姿に戻したいと考えております。手相占いも引き続きよろし
くお願いいたします。

地域おこし協力隊facebookページ　
https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

Public Information DAIGO December 2014

■問合せ　学校教育課学校教育係　☎79ー0170

　大子中学校、だいご小学校、袋田小学校及び黒沢小学校の４校は、
小・中学校９年間で、「夢を抱き、課題に向き合い、努力する児童生
徒」、「郷土を愛する優しさあふれる児童生徒」、「たくましい体と心豊
かな児童生徒」の育成を目指し、小・中連携教育を推進しています。

　各小学校へ中学生が訪問して交流学習を実施しています。
　夏休みには「学習サポーター」として各教室に中学生が入り、担
任の先生と一緒にノートの丸つけや個別指導を行いました。

　中学校の先生が小学校を訪問して体育や図工の授業を行っています。
　担任の先生以外から教わる、専門性を活かした中学校スタイルの
授業を経験しています。

　小・中学校が同一日にあいさつ運動を実施し、地域の皆さんや、
登校する児童生徒へ、爽やかなあいさつをお届けしています。

1 児童生徒の交流学習1 児童生徒の交流学習

学校教育トピックス ……………………………………………………………

大子中学校区の小・中連携教育の実践大子中学校区の小・中連携教育の実践大子中学校区の小・中連携教育の実践

2 出前授業2 出前授業

3 あいさつ運動、マナーアップキャンペーン3 あいさつ運動、マナーアップキャンペーン

茨城県人会連合会懇親会にて
ワサビ田での作業風景ワサビ田での作業風景

茨城県人会連合会懇親会にて



■問合せ　幼稚園について  学校教育課  ☎79－0170　保育所（園）について  福祉課  ☎72－1117

情報
掲示板information

●申込受付　　１２月１日（月）～１２月１２日（金）
　　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く８：３０～１７：１５
●場　　所　　◎幼稚園について　学校教育課　　◎保育所（園）について　福祉課
　　　　　　　※幼稚園では、３歳園児から募集します。
　　　　　　　※保育所の在所児については、各保育所（園）を通じて申請書を配布します。新規の方は福祉課窓口でお渡しします。
　　　　　　　※入園（所）要件等については、お問い合わせください。

■問合せ　総務課秘書職員係　☎72－1113

　１２月４日から１０日までの７日間は、人権週間です。
　人権とは人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人に平等に保障されています。しかし、
自分の人権を主張するだけでは、他の人の人権を侵害することもあります。
　人権週間に当たり、お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。
　人権週間に合わせて、小学生に応募していただきました大子町人権書道コンテストの入賞作品１９点を、大子町文化
福祉会館「まいん」に展示しますので、ぜひご覧ください。
●展示期間　１２月８日（月）～１４日（日）　　●展示場所　文化福祉会館「まいん」ホール棟北側展示コーナー

　犯罪被害はいつ誰に起こる分かりません。
　被害にあわれた方や、そのご家族が回復するためには、周囲の方々の理解と協力が必要です。
警察で受けられる支援　…………………………………………………………………………………………………………………
　○犯罪被害者等給付金
　　　故意の犯罪行為によりご家族を亡くされたご遺族、障がいや重い傷病を負った被害者の方が、加害者から十分な
　　損害賠償を受けることが出来なかった場合等に、国が給付金を支給しています。（一定の要件あり）
　○指定被害者支援要員制度
  　　殺人、性犯罪、交通死亡事故等の専門的な支援が必要とされる事案が発生した際に、捜査を担当する警察官とは
　　別に、支援を担当する警察官を指定し、被害に遭われた方やご家族の相談に応じる、事情聴取に付き添う等の支援
　　をしています。
被害に遭われた方やご家族の相談窓口　………………………………………………………………………………………………
 【警　　　　　察】性犯罪被害相談窓口『勇気の電話』　029－301－0278
　 　　　　　　　　県民安心センター総合相談　　　　　029－301－9110　または　♯9110
 　　　　　　　　　大子警察署警務係　　　　　　　　　0295－72－0110
 【関係機関・団体】茨城県・犯罪被害者相談窓口　029－301－7830 　いばらき被害者支援センター　029－232－2736
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みんなで築こう
人権の世紀
みんなで築こう
人権の世紀
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１．目　　的
　　地域特産物の加工体験を通しながら消費者及び地域住民に山間地帯特産指導所の研究成果や概要を知っていただくこと
　　や消費者ニーズ、地域住民のニーズを把握することを目的として、手作りこんにゃくの公開セミナーを開催します。
２．日　　時　平成２６年１２月１９日（金）　午後１時から４時まで
３．場　　所　茨城県農業総合センター　山間地帯特産指導所（久慈郡大子町頃藤６６９０－１）
　　　　　　　研究成果及びコンニャク芋栽培紹介：山間地帯特産指導所　所員
４．応募方法　電話（７４－０８２１）またはFAX（７２－０７６９）
５．受付期間・募集人員　１２月８日（月）～１２月１６日（火）先着順３０名様まで

平成２６年度
山間地帯特産指導所公開
セミナーのご案内

平成２６年度
山間地帯特産指導所公開
セミナーのご案内

講師：農産加工指導センター
　　　水府分室　技術指導員

～考えよう相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～～考えよう相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～～考えよう相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

～こんにゃく作りを通してコンニャクについて知ってみよう！～～こんにゃく作りを通してコンニャクについて知ってみよう！～～こんにゃく作りを通してコンニャクについて知ってみよう！～

人権書道コンテスト入賞作品を展示します

生芋からのこんにゃく作り

人権書道コンテスト入賞作品を展示します

生芋からのこんにゃく作り

犯罪被害者週間犯罪被害者週間

大子幼稚園及び大子町内の保育所（園）の平成２７年度
の入園・入所申し込みを受け付けます
大子幼稚園及び大子町内の保育所（園）の平成２７年度
の入園・入所申し込みを受け付けます
大子幼稚園及び大子町内の保育所（園）の平成２７年度
の入園・入所申し込みを受け付けます

人権書道コンテスト入賞作品を展示します

犯罪被害者週間

生芋からのこんにゃく作り

11月25日～
12月1日



■問合せ　健康増進課健康増進係　☎72ー6611

保健コーナー保健コーナー
ノロウイルスの季節です!　感染に注意しましょう!ノロウイルスの季節です!　感染に注意しましょう!ノロウイルスの季節です!　感染に注意しましょう!
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　ノロウイルスは、人だけに感染して下痢やおう吐等を引き起こし、人の小腸で増殖するウイルスです。
　感染経路は、食品を介して感染する場合（食中毒）と、感染者の吐物や下痢便に含まれるノロウイルス
によって人から人へと感染する場合があります。
　感染力が強いため、一般家庭においては家族内での感染を起こしやすく、乳幼児や高齢者の集団施設に
おいては集団感染を起こしやすくなります。

　ノロウイルスに感染すると、１～２日で下痢・おう吐・吐き気・腹痛・軽度の発熱などの症状がみられ
ます。通常は、これらの症状が１～２日続いた後治りますが、症状が消えても数日、長い場合で１か月近
くウイルスが便とともに排泄されます。ノロウイルスは何度でも感染します。
　子どもや高齢者など抵抗力が弱い人は、下痢やおう吐がきっかけとなって重症や死亡に至るケースも起
こり得ますので、早めに医療機関を受診することが重要です。

１．手洗い
　　感染予防の基本は手洗いです。
　　調理を行う前、食事の前、トイレに行った後、オムツ交換や汚物
　処理等を行った後（手袋をして直接触れないようにしていても）に
　は必ず手を洗いましょう。
　　石鹸を十分泡立て、手指を３０秒以上洗ってください。その後流
　水で十分にすすぎます。
２．適切な消毒方法
　　ノロウイルスの消毒には、次亜塩素酸ナトリウム（市販の塩素系
　漂白剤）が有効です。図のペットボトルを利用した消毒液の作り方を参考にしてください。なお、消毒
　用アルコールはノロウイルスには効きません。
　◎０．１％次亜塩素酸ナトリウム液は、患者の吐物、下痢便等の汚物を処理する時に用います。
　◎０．０２％次亜塩素酸ナトリウム液は、食器や衣類等の消毒（目安は１０分程度）に用います。衣類
　　は色落ちしますので、注意してください。衣類は８５℃以上で１分以上の熱湯消毒も有効です。
　◎手すり、ドアノブ、水道の蛇口等直接手で触れる機会がある場所は、０．０２％次亜塩素酸ナトリウ
　　ム液に浸した布、雑巾等でよく拭きます。金属の部分は腐食しますので、拭いた後10分程度経過した
　　ら水拭きをします。
３．患者の吐物及び下痢便等の適切な処理
　　吐物及び下痢便の中には大量のウイルスが存在し、感染源となりますので、その処理には十分に注意
　する必要があります。排泄の介助や吐物、下痢便等の処理の際には、必ず使い捨て手袋及びマスクを着
　用しましょう。
　　吐物や下痢便等で汚染された床や便座は、使い捨て布やペーパータオルで汚物を静かに拭き取
　ります。その後、拭き取った場所を０．１％次亜塩素酸ナトリウム液を十分にしみ込ませた布
　やペーパータオルでおおい、そのまま10分程度消毒します。金属の部分は腐食しますので、
　０．１％次亜塩素酸ナトリウム液でよく拭き取り、１０分程度経過したら水拭きをします。
　　処理に使用したペーパータオル、使い捨て手袋等は、ビニール袋に入れて（この際、ビニール袋に
　０．１％次亜塩素酸ナトリウム液をしみ込む程度入れておく）捨てましょう。
　　ノロウイルスは乾燥すると容易に空気中を舞い、これが口に入って感染することがあるので速やかに
　処理します。処理時とその後しばらくは、大きく窓を開けるなどして換気をしてください。
４．食品を扱ううえでの注意
　　ノロウイルスは、二枚貝などを生あるいは十分に加熱しないで食べたことなどから食中毒を起こすこ
　とがよくあります。カキやアサリなどの二枚貝は加熱調理（食品の中心部で８５℃以上で１分以上）を
　徹底しましょう。
　　調理器具の衛生や食品の管理（消費期限など）にも気を配りましょう。

主な予防策・対応主な予防策・対応

主な症状は？主な症状は？

ノロウイルスとは？ノロウイルスとは？
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カレンダー

※事業によっては、12：00～13：00が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

問合せ対象者場所日付 行　事　名

中 央 公 民 館
リフレッシュセンター
保 健 セ ン タ ー
役 場 庁 議 室
役 場 第 １ 会 議 室
役 場 第 ２ 会 議 室
役 場 第 １ 分 室 会 議 室
総 務 課
ま ち づ く り 課
観 光 商 工 課
町 民 課
福 祉 課
健 康 増 進 課
地域包括支援センター
生 涯 学 習 課
消 防 本 部
社 会 福 祉 協 議 会
文 化 福 祉 会 館
水 道 課
環 境 セ ン タ ー
衛 生 セ ン タ ー

72-1148
72-1149
72-6611

72-1114
72-1131
72-1138
72-1112
72-1117
72-6611
72-1175
72-1148
72-0119
72-2005
72-2005
72-2221
72-3042
72-3076

○公
○リ
○保
○庁

○分
○総
○ま
○観
○民
○福
○健
○地
○涯
○消
○協
○文
○水
○環
○衛

連　絡　先連　絡　先

毎週水曜日　午後７時まで
　＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
　＊税務課 ☎72-1116
　取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
　詳しくは各担当課に事前にお問い合わせください。

延長窓口のお知らせ

★人　口
　　男
　　女
★世帯数
　　　　　　　　　　　　　　　  （前月比）

（－34）
（－18）
（－16）
（－8）

19,124人
9,335人
9,789人
7,644戸

町の人口と世帯
（平成26年11月1日現在）

一会
二会

12月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◎ 救急協力当番病院 ◎

12月1日㈪～

8日㈪～

15日㈪～

22日㈪～

29日㈪～1月

7日㈰

14日㈰

21日㈰

28日㈰

4日㈰

久保田病院

慈泉堂病院

保内郷メディカルクリニック

慈泉堂病院

久保田病院

慈泉堂病院
久保田病院
保内郷メディカル
クリニック

☎72-1550
☎72-0023

☎72-0179

病　院月　日

二会

一　般
一　般
一　般
一　般
一　般

一　般
一　般

一　般
一　般
要予約

一　般
一　般
一　般
一　般

一　般
一　般
一　般
一　般

要予約

一　般

 13：30～15：00
10：00～15：30

 13：30～15：00
11：00～17：00

 13：00～15：00

10：00～11：30
13：30～16：00

 
 

13：30～15：00
11：00～17：00
10：00～14：00

 
10：00～11：00

 10：00～12：00
14：00～16：00
10：00～14：30

 
 

13：30～15：00
13：30～15：00
11：00～17：00
13：00～15：00

13：00～16：00

10：00～15：00

○文

○保
○観
○文

○保　
○観

○保

○観

○文
○保
○観
○文

○保

○観

○健
○健
○健
○観
○協

○健
○健

○健
○観
○民

○健
○健
○健
○庁
　

○健
○健
○観
○協

○健

○公

健康教室
献血（大子町役場）
定期健康相談
消費者相談
心配ごと相談
特設人権法務相談
献血（植木工業所）
献血（カインズホーム）
SL運行
SL運行
SL運行

定期健康相談
消費者相談
一日年金事務所（出張年金相談）
（予約先：水戸北年金事務所☎029-231-2282）
飲用井戸水水質検査受付
献血（油研工業）
献血（弘陽電機）
巡回労働相談

健康教室
定期健康相談
消費者相談
心配ごと相談

こころの相談
天皇誕生日

広報だいご・広報だいごお知らせ版1月号発行
巡回労働相談
役場年末年始休業（1月4日まで）

大晦日

1日㈪
2日㈫

3日㈬
4日㈭

5日㈮
6日㈯
7日㈰
8日㈪
9日㈫

10日㈬
11日㈭

12日㈮
13日㈯
14日㈰
15日㈪
16日㈫

17日㈬
18日㈭
19日㈮
20日㈯
21日㈰
22日㈪
23日㈫
24日㈬
25日㈭
26日㈮

27日㈯
28日㈰
29日㈪
30日㈫
31日㈬

◆固定資産税　　　　　　第３期分
◆介護保険料　　　　　　第６期分
◆国民健康保険税　　　　第６期分
◆後期高齢者医療保険料　第６期分　
　納期限は1月5日㈪です。

時　間

2014

12 師　走December

2014

12 師　走December

2014

12 師　走December

カレンダーカレンダー

※運行時間等については、まちづく
　り課総合施策係（72ー1131）まで
　お問い合わせください。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 第43回大子町芸術祭  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　１０月２４日から、１１月３日まで第４３回大子町芸術祭が開催されました。期間中は、町内外からの
たくさんの来場者でにぎわいました。
　リフレッシュセンターと中央公民館では参加者が制作した魅力・迫力にあふれる作品が展示されたほか、
文化福祉会館「まいん」では音楽祭と芸能祭が行われました。

JR水郡線全線開通80周年記念事業
水郡線全線開通80周年記念講演会

◆日　時　　１２月３日（水）午後６時開会（開場午後５時３０分）
◆会　場　　大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール
◆目　的　　水郡線全線開通８０周年の今年、１２月５日（金）～７日（日）にＳＬが運行されます。
　　　　　　これらの行事と連携し、本講演会を実施します。水郡線建設の歴史と根本正、そしてそれに
　　　　　　係わる史実を掘り起こす手法で、水郡線の歴史を振り返り、近未来の当町のあるべき姿を探
　　　　　　究する機会とします。
◆演　題　　「映像から訪ねる水郡線と大子町」「水郡線の歴史を訪ねて」
◆講　師　　大子町歴史資料調査員　野内正美氏、筑波大学生（当町出身）大金祐介氏
◆対象者　　どなたでも参加できます。（参加費無料。事前予約不要。ただし先着３８０人まで。）
◆日　程　　開　会　午後６時　　閉　会　午後８時（予定）
◆主　催　　大子町、大子町教育委員会
◆後　援　　東日本旅客鉄道株式会社水戸支社、大子町観光協会、根本正顕彰会
◆問合せ　　大子町立中央公民館内　大子町教育委員会　生涯学習課文化振興係（☎７２̶１１４８）

みんなで考えましょう！　水郡線のこと。根本正のこと。大子町のこと。

※　「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課総務係　☎７２ー１１１４までご連絡ください。

Photo Daigoフォトだいごフォトだいご

Public Information DAIGO December 201412

みんなでつなぐ水郡線
水郡線全線開通80周年記念講演会

みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線
「水郡線の歴史を訪ねて」「水郡線の歴史を訪ねて」「水郡線の歴史を訪ねて」

みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線みんなでつなぐ水郡線

Photo Daigo気韻生動


