
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民発想地域づくり助成事業を募集します 
 
◆町民発想地域づくり助成事業 
  地域の特性をいかし，自分達の考え及び力で，自分達の地域を維持・活性化しようとする自
主的な地域づくりの取組を支援する事業です。 

◆補助対象団体等 
  構成員が５人以上で，その過半数が町内に在住し，又は在勤している団体，グループ等です。 
◆補助対象事業 
  地域の団体等が自主的に取り組むもののうち，地域の課題を解決し，地域の活力を生み出そ
うとするための事業に補助をします。 
≪取組事例≫ 

  ▽地区の耕作放棄地を利用して，地域の人の憩いの場又は交流の場をつくる。 
  ▽地区にある文化財等の保護活動を通じて，地域や来訪者との交流を図る。 
◆補助対象経費 
  事業に必要な経費を対象としますが，団体の通常の運営にかかる経費は対象外とします。ま
た，対象経費であっても，内容により対象外となる場合があります。 
≪対象経費例≫ 

  ▽講師等への謝礼    ▽燃料，資材等の購入費    ▽会場使用料 
▽車両・機械等の賃借料 ▽チラシ・ポスター等の印刷費 ▽保険料 

◆補助金の額等 
  (1) 補助金の額は，１団体１事業につき５０万円を上限とします。 
  (2) 補助金の交付は，年度中において１回限りとし，同一事業を継続する場合は，３年を限

度とします。 
◆申請期限  ６月３０日（火）必着 
◆申請方法 
  補助金等交付申請書に必要事項を記入し，事業計画書，事業収支予算書等を添えて，まちづ
くり課に提出してください。申請は，１団体１事業とします。 

  ※申請書は，町ホームページからもダウンロードできます。 
◆各年度の採択事業 
  申込みのあった事業に対し，大子町町民発想地域づくり助成事業審査委員会を開催し，書類
審査及び申請団体からのプレゼンテーションを実施します。委員会の結果に基づいて町長が採
択する事業を決定します。 

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
 

深夜のカラオケ等の規制が強化されます 

 
 茨城県生活環境の保全等に関する条例において，深夜における音響機器の使用の制限について
規制を強化する改正が行われ，平成２７年７月１日から施行となります。 
 これにより，飲食店等で使用されるカラオケや楽器等の音が店舗等から外部に漏れ，その周辺
の静穏が害されている場合には，その飲食店等に対し，改善勧告，改善命令等が行えるようにな
りました。詳しくは茨城県環境対策課のホームページを御覧ください。 

 
問合せ  環境課 ℡７２－３０４２ 
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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 



 

 

町営住宅・子育て支援（特定町営）住宅入居者募集 

 

◆募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 種別 

北 田 気 北田気1077-2 １戸 ３ＤＫ 木造平屋 Ｓ５７年 町営 

え の き 台 矢田 225 １戸 ２ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ１９年 特定町営 

◆入居資格 

※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，連帯保証人が２人必要です。 

 《町営住宅》 

 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障がい者については，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（高齢者及び障がい者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 

 《子育て支援（特定町営）》 

 ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 

・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 

 ・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 

 ・暴力団員でない方 

◆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。 

 《町営住宅》 

所得月額 家賃（北田気） 

０円～１０４，０００円 １３，９００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 １６，０００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 １８，３００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 １９，２００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。 

 《子育て支援（特定町営）》 

入居する１８歳未満の児童数 減 額 家賃（えのき台） 

０人の場合（本来家賃） ０円 ６３，７００円 

１人の場合 １０，０００円 ５３，７００円 

２人の場合 １５，０００円 ４８，７００円 

３人以上の場合 ２０，０００円 ４３，７００円 

◆敷 金  家賃の３か月分 

◆受付期間  ６月５日（金）～１９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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子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨を差し控えています 
 
子宮頸がんの予防接種については，予防接種後にワクチンとの因果関係が否定できない持続的

な痛みが生じる報告がされ，平成２５年６月から積極的な勧奨を差し控えています。 
ただし，定期接種を中止するものではありませんので，希望する場合には，有効性とリスクを

十分に理解したうえで接種するようにしてください。 
◆対 象 者  小学６年生～高校１年生の女子（標準的な対象者は中学１年生） 
◆接種費用  無 料 
◆医療機関  町内の医療機関及び茨城県医師会に属する医療機関 
◆申 込 み  予防接種を受ける前に健康増進課に申し込んでください。予診票を発行します。 

○ 接種方法     医療機関に予約の上，予診票・母子健康手帳をお持ちの方は手帳                                             
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

お祭りなどで露店等を出店するときは，消火器を準備しましょう 
～多くの人が集まる場所では，火気の取扱いに一層の注意を払いましょう～ 

 
 祭礼，縁日，花火大会等多数の方の集合する催しにおいて露店等を出店する場合は，「露店等の
開設の届出」と「消火器の準備」を行うことが義務付けられています。 
◆開設の届出  露店等を出店する場合は，あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があり

ます(対象火気器具を用いる場合に限ります。)。 
 

※対象火気器具とは，液体燃料・気体燃料・固体燃料を用いる器具，又は電気を熱源とする器
具のことです。例えばガスこんろ等の調理器具，発電機等が当てはまります。 

 
◆消火器の準備  対象火気器具を用いる場合は，業務用消火器を準備することが必要です（粉

末ＡＢＣ消火器１０型の準備をお願いします。）。 
 
※住宅用消火器及びエアゾール式簡易消火具でないものを準備してください。 
 

問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９   
 

県北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 

 ※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１０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，健康増進課の窓口にあります。 
 
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 

日 程 内 容 場 所 

①
講
義
研
修 

＜日立会場（５日間）＞ 
7/28(火)～30(木)，8/4(火)～5(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 

＜常陸大宮会場（５日間）＞ 
8/27(木)～28(金)，9/1(火)～3(木) 茨城北西看護専門学校 

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か月以内） 
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 

 

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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税務職員募集のお知らせ  
 
 税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤務する税務職員（国家公務員）を次のとお
り募集します。 
◆受験資格  平成２７年４月１日において高校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算

して３年を経過していない者及び平成２８年３月までに高校又は中等教育学校卒業
見込みの者（人事院がこれに準ずると認める者を含む。） 

◆試験の程度  高等学校卒業程度 
◆申 込 み  インターネットで次のアドレスにアクセスし，申し込んでください。 

URL http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 
インターネットによる申込みができない場合は，郵送又は持参により申し込むこ

とができます。詳細については，太田税務署総務課にお問い合わせください。 
◆申込期間 
(1) インターネットによる申込み ６月２２日（月）～７月１日（水） 
(2) 郵送又は持参による申込み  ６月２２日（月）～６月２４日（水） 

◆試 験 日  第１次試験  ９月６日（日） 
第２次試験  １０月１４日（水）から１０月２３日（金）までのいずれか第１次

試験合格通知書で指定する日 
 
問合せ  太田税務署総務課 ℡０２９４－７２－２１７１ 

 

狩猟免許試験予備講習会を大子町で実施します 
 
 茨城県猟友会は，狩猟免許試験の予備講習会（※わな猟のみ）を次のとおり実施します。 
◆日 時  ６月２１日（日） 8：30～16：00 
◆場 所  中央公民館 講堂 
◆受講料  ８，０００円（※免許取得後に全額を補助します。） 
◆申込み  ６月１８日（木）までに農林課に申し込んでください。 
 
※狩猟免許試験を受けるには，別途申込みが必要です。所定の申込用紙がありますので，６月 
１８日（木）までに農林課又は県北県民センターに申し込んでください。試験は，年５回実施
されます（１回目は，６月２７日（日），場所は，茨城県狩猟者研修センターです。）。 

 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

わな猟免許を取得した方に補助金を交付します 

 
 わな猟免許を新しく取得した方に，次の対象経費全額を補助します。 
◆対象経費 
(1) 狩猟免許試験予備講習会受講料 ８，０００円 

 (2) 狩猟免許試験申請手数料 ５，２００円 
(3) 医師の診断書料 所要額 

◆申 込 み  わな猟免許の取得後，諸経費の領収書と印鑑を持参し，農林課 
に申し込んでください。 

◆注意事項  わな猟免許を取得しただけではイノシシの捕獲はできません。 
農林課で有害鳥獣捕獲の許可を受ける必要があります。 

 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

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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『社会人基礎力養成講座』受講生募集 
 

ジョブカフェいばらきでは，「脱フリーター・脱無職」を目指している１５歳から４０歳前半ま
での方を対象とした就職支援セミナー『社会人基礎力養成講座（厚生労働省委託「若年者地域連
携事業」）』を開催します。 
 セミナー修了後，希望者には「求職活動証明書」を発行します。 
◆日 時  ６月２２日（月），２３日（火） 9:30～16:30 
◆場 所  ジョブカフェいばらき（水戸市三の丸 1-7-41） 
◆対象者  １５歳から概ね４０代前半まで社会人になることに不安を感じている，社会に必要

とされている能力を身に付けながら就職活動をしたいなどの求職者で全日程参加で
きる方 

◆定 員  ２０人（先着順） ※事前予約制 
◆受講料  無 料 
◆テーマ及び内容 
 ▽１日目  考え抜く力（シンキング），チームで働く力（チームワーク） 
 ▽２日目  前に踏み出す力（アクション），チームで働く力（チームワーク） 
  ※内容を変更する場合があります。 
◆申込み  電話又はメールでＮＰＯ法人雇用人材協会に申し込んでください。 
       ＮＰＯ法人雇用人材協会（水戸市三の丸1-7-41） 
       ℡ ０２９－３００－１７３８（平日 9:00～18:00） 
       E-mail s-college@koyou-jinzai.org 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

家族介護用品購入費助成事業が変わりました 

 

在宅の高齢者又は重度の身体障がい者（児）を介護している家族に対し，紙おむつ等の介護用

品購入費を助成しています。 

 なお，平成２７年度から，助成額の上限が１００，０００円になりました。 

◆助成要件 

 ①６５歳以上の方を介護している家族 

 ②６５歳未満の方を介護している家族（ただし，要介護・要支援認定を受けている方又は身体

障害者手帳所持者で，１級，２級の下肢又は体幹機能障害者（児）に限る。） 

 ※特別養護老人ホーム，老人保健施設等に入所している方は除きます。 

◆助 成 額  年間購入費相当額（上限額１００，０００円） 

◆対象品目  紙おむつ，尿取りパット，使い捨て手袋，清しき剤，ドライシャンプー，おしり

ふきタオル，介護シーツ 

◆申 請 月  毎月（今年度は，平成２７年４月から平成２８年３月までです。） 

 ※一月ごとに申請しても，数か月分をまとめて申請してもかまいません。 

 ※申請は，購入した年度内に行ってください。 

◆申 込 み  領収証（購入者，購入品目，購入額，購入日等が分かるもの），申請者名義の預金

通帳及び印鑑を持参の上，福祉課の窓口に申し込んでください。 

なお，申請者，領収証のあて名及び口座名義人は，同一人とします。 

◆そ の 他  購入した年度を経過したものは，助成の対象となりませんので御注意ください。 

 

問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

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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ＳＴＯＰ！マタハラ 

「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です 
 
妊娠，出産，産休，育休などを理由とする，解雇，雇い止め，降格などの不利益な取扱い（い

わゆる「マタニティハラスメント」「マタハラ」）は，男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法
で禁止されています。 
茨城労働局雇用均等室では，法律に関する情報提供のほか，相談内容に応じて解決策のアドバ

イスを行います。 
御相談は無料です。電話，来室又は手紙のいずれでも御相談できます。 

◆相談先  茨城労働局雇用均等室 8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除く。） 
      〒310-8511水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6階 
      TEL０２９－２２４－６２８８ FAX０２９－２２４－６２６５ 

URL http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

元気いばらき就職面接会を開催します 

 
茨城県では，若年者や離職者等の求職者を対象とした『元気いばらき就職面接会』を開催しま

す。 
履歴書を複数枚，御用意の上，ぜひ御参加ください。 

◆日  時  ６月２６日（金） 13:30～15:30（受付13:00～） ※予約不要 
◆場  所  日立市多賀市民会館（日立市千石町 2-4-20） 
◆対 象 者  求職者：若年者（学生を除く。），離職者等で休職中の方 
◆参加企業数  約２０社 
◆実施方法  会場内に事業所ごとにブースを設置し，各事業所の採用担当者と求職者が一堂に

会し，対面方式により面接選考や企業説明を行う面接会です。 
 ※参加予定企業等の最新情報は，元気いばらき就職面接会ホームページを御確認ください。 
  URL http://www.pref.ibaraki.jp/h27mensetu/index.html 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

農地中間管理機構を活用して農地の貸し借りをしませんか 
  

◆農地中間管理事業とは 
  農地を貸したい農家（出し手）と，農地を借りたい農家（受け手）の中間的受け皿となり農
地利用の集積・集約化を推進する組織です。 

◆農地を貸したい方は… 
営農を止めるなどの理由で農地を貸し出したい方は，農林課に連絡してください。農地の現

地確認を行い，一定の要件を満たせば機構が農地を借り受けます。 
◆農地を借りたい方は… 
  『農地等の借受希望申込書』により農林課に申し込んでください。機構が借り受けた農地と
のマッチング作業を行い，借受希望者に貸し出します。『農地等の借受希望申込書』は，農林課
の窓口にあります（機構のホームページからダウンロードすることもできます。）。 

 
問合せ  （公社）茨城県農林振興公社 担い手支援部 ℡０２９－２３９－７１３１ 
      URL  http//www.ibanourin.or.jp/nourin/  
     農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

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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キャンプ（アウトドア）リーダー養成講座の参加者を募集します 

 
 公益財団法人グリーンふるさと振興機構では，茨城県北地域の豊かな自然の活用による地域の
活性化を図るため，その担い手となる地域リーダーの育成を目的に，キャンプ（アウトドア）リ
ーダー養成講座を開催します。 
◆日 時  ７月１４日（火）～１７日（金）（３泊４日） 
◆応募資格  満１８歳以上の方（高校生は不可） 
◆定 員  ３０人（県北地域全体）※最少催行人員５人 
◆場 所  茨城県立里美野外活動センター（常陸太田市里川町863-1） 
◆参加料  ２，０００円 
◆申込み  ７月１０日（金）までに（公財）グリーンふるさと振興機構に電話又は郵送（任意

の様式に住所，氏名及び電話番号を記入）により申し込んでください。 
 
問合せ  （公財）グリーンふるさと振興機構 ℡０２９４－７２－２２６６ 

 

ひとり親家庭の父・母のための就業支援講習「パソコン講座」の御案内 

 
◆内 容  これからパソコンを始めようとしている人，始めたばかりという人を対象に，パソ

コンの基礎知識を学びます。 
◆日 時  ７月４日（土），１１日（土） 9：30～16：30 
◆対象者  パソコン初心者（文章作成などができる方は御遠慮ください。） 

◆場 所  クリエートＰＣ教室（水戸市北見町 8-12）※無料駐車場あり 
◆定 員   １０人程度（定員になり次第締め切り） ※託児付き（要予約・２歳以上） 
◆受講料  １，０００円 
◆申込み  ６月２６日（金）までに，茨城県母子家庭等就業・自立支援センター（水戸市三の

丸1-7-41 ℡０２９－２３３－２３５５）に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県母子家庭等就業・自立支援センター ℡０２９－２３３－２３５５ 

 

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３０日（日） 
◆会  場  水戸啓明高等学校（水戸市） 
◆受付期間  ▽書面申請 ６月３０日（火）～７月１５日（水） 

▽電子申請 ６月２７日（土）～７月１２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 

 
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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医療福祉費支給制度（マル福）を 

受給されている方へ 
 
医療福祉費支給制度（マル福）を受給され

ている方のうち，母子家庭の母，父子家庭の
父又は心身に障がいを持った方に交付され
ている受給者証の有効期限は６月３０日で
す。 
７月１日からの新しい受給者証は，６月下

旬に送付します。 
 
※小児のマル福を受給されている方は，誕生
月（１日生まれの方は前月）に新しい受給
者証を送付します。 

 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

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 

 

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２８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１０日（金）10:00 

山間地帯特産指導所にて 
◆申込み  ６月３０日（火）までに農林課，

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

 

第１回大子町吹矢大会を開催します 
 
◆日 時  ７月７日(火)18：30～21：00 
◆場 所  中央公民館 講堂 
◆対象者  一般の部，小・中学生の部 
◆参加費  一般の部 ６００円 
      小・中学生の部 ３００円 
◆申込み  ６月２６日（金）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（中央公
民館内）に申し込んでください。 

 
問合せ  大子吹矢クラブ 

℡０９０－４６６５－４９７０（武士）
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

 

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，教育委
員会生涯学習担当に提出して
ください。（参加申込書は，大
好きいばらき県民会議のホー
ムページからもダウンロード
できます。） 

◆申込期限  ７月３日（金） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当  

℡７２－１１４８ 
 

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，中学校の教科書は，来年度から内容
が一部変わります。 
◆日 時  ６月１９日（金）から７月２日

（木）まで 9：00～17：00（土・
日曜日も開催します。） 

◆場 所  ・常陸大宮市役所３階３０１会
議室（6月 19日～26日） 

      ・常陸大宮市役所３階３０２会
議室（6月 27日～7月2日） 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 

 ℡７９－０１７０ 
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中小企業労働者支援制度の御案内 
 
 町では，中小企業に勤める方の福祉の向上を目的として，中央労働金庫が行う中小企業労働者
共済会融資（生活資金及び住宅資金）を利用した方に対し，利用者の方が負担する保証料を補給
する事業を行っています。補給を希望する方は，観光商工課へ申し込んでください。 
 なお，中小企業労働者共済会融資の詳細については，中央労働金庫大子出張所 
（℡７２－３１３１）にお問い合わせください。 

 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

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
しましょう！ 

◆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 ℡７２－６６１１ 
     消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

 

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，２７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 
 「昭和天皇実録 第一･二巻」宮内庁，
「田園発港行き自転車 上・下」宮本輝，
「天皇の料理番 上・下」杉森久英，「老
いの味わい」黒井千次，「禅、捨てる生き
方」有馬頼底，「議会は踊る、されど進む」
谷隆一，「将来の学力は10歳までの「読書
量」で決まる」松永暢史，「マララとイク
バル」ｳｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾈｯﾄ，「妖怪ｳｫｯﾁおはなし
えほん」小学館 ほか 

 
※インターネットで図書館プチ・ソフィアの
蔵書が検索できます。 
URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

水郡医師会からのお知らせ 
 
毎週金曜日にＢＳ－ＴＢＳで放送中の番

組「赤ひげのいるまち」において，大子町が
紹介されるとともに，水郡医師会会長でもあ
る保内郷メディカルクリニック院長の櫻山
拓雄氏が出演し，その活動が紹介されまし
た。 
 この番組は，全国の地域医療に取り組む
「わが町のかかりつけ医」を紹介する番組
で，櫻山氏が紹介された３月２０日と２７日
分を含む過去の放送分については，日本医師
会のホームページから視聴することができ
ます。ぜひ，御覧ください。 
 
日本医師会ホームページ URL  http://www.med.or.jp/ 
 
問合せ 水郡医師会事務局 ℡７２－０６２０ 

 

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。
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１８日（土）10:00～12:00 
◆場 所  中央公民館 講堂 
◆講座名  「生瀬の乱」研究のあゆみ 
 ・内容  「生瀬の乱」に関するこれまで

の研究のあゆみをたどります。 
 ・講師  大子町歴史資料調査研究員 
          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  教育委員会事務局生涯学習担当 

 ℡７２－１１４８ 
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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３０日（火）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２２年４月２日から平成２６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１５日（月）から２６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 

 

全国一斉「子どもの人権 110 番」強化週間 
 
 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。 
 
◆期 間  ６月２２日（月）～２８日（日） 
◆時 間  8：30～19：00 

（土・日曜日は 10：00～17：00） 
◆電 話  ０１２０－００７－１１０（全

国共通フリーダイヤル） 
◆実施機関  水戸地方法務局・茨城県人権擁

護委員連合会 
◆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 
 
 
 
 
 
 
 

 

硬式テニス教室を開催します 

 
◆期 日  ７月１日（水），８日（水） 

１５日（水），２２日（水） 
２９日（水） 

◆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。 
◆申込み  ６月２６日（金）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（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 (大 内 ) ℡０８０－１２００－０３３８ 
  事務局(金沢) ℡０９０－４３６３－１１４８  

  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４９ 

 

『まいん』催し物のお知らせ 

映画「じんじん」 
 
７月１９日（日） 

 
◆時 間  開 場 14:00 
      上映開始 14:30 
◆内 容  大地康雄が企画・主演を務め，

「絵本の力」と「親子の絆」を描
く心温まる作品です。 

◆入場料（全席指定席） 

前売 
一 般 １，０００円 
高校生以下   ５００円 

当日 
一 般 １，２００円 
高校生以下   ８００円 

◆チケット取扱い（お一人様４枚まで） 
  ６月２２日（月）以降 
   大子町観光協会（℡72-0285） 
   道の駅奥久慈だいご（℡72-6117） 
   中 央 公 民 館（℡72-1148） 
 
問合せ 教育委員会事務局生涯学習担当 
    ℡７２－１１４８ 

平成 27年 6月5日 

－次回の発行は，平成 27年 7月 6日（月）です。－ 10 
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