
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計調査を装う「かたり調査」に御注意ください！ 
 
国・県が実施している統計調査について， 電話で統計調査をかたり，年齢や家族構成などの個

人情報を聞き出そうとする事例（かたり調査）が，県内でも発生しています。 
かたり調査は統計調査の実施を妨げるだけでなく，詐欺やその他の犯罪に繋がるおそれがあり

ますので，御注意ください。 
 
※調査員がいきなり電話で個人情報を問い合わせることはありません。不審な電話や訪問があっ
た際には，まちづくり課まで御連絡ください。 
 

問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

不法投棄（ポイ捨て）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。 
また，空き缶，空き瓶，ペットの糞等のポイ捨て行為も軽微な廃棄物の少量な不法投棄に当た

ります。 
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 ℡７２－３０４２ 

 

「生活自立相談窓口」のお知らせ 
 
 「仕事が見つからない」，「病気で働けない」，「家族が働かないので悩んでいる」など，経済的
な理由により生活に困っている方を対象に相談窓口を開設しています。一人で抱え込まずに，お
気軽に御相談ください。専門の相談員が一緒に考え，解決へのお手伝いをします。 
 御家族やまわりの方からの相談でも結構です。 
 相談内容は，一切漏らしません。 
●日 時   ７月２２日（水）10：00～15：00（要予約） 
       ８月２６日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
       ９月３０日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      １０月２８日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      １１月２５日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
●場 所  文化福祉会館「まいん」 
●相談員  県北県民センター相談支援員 
●相談料  無 料 
●申込み  相談は，予約制ですので，相談日の前日までに，県北県民センター地域福祉室又は

福祉課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  県北県民センター地域福祉室 ℡０２９４－８０－３３２０ 
     福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 
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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 



 

 

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「大子町議会議員一般選挙」（平成２８年３月３０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  ▽一般事務  選挙の準備から整理までの一般事務を補助する。 

▽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  ９月７日（月） 
●従事する日時・場所・賃金等 

一般事務 
（２人） 

従事日時 

選挙準備から整理までの５０日間程度 
午前８時３０分から午後５時１５分まで 
※昼休み除き７時間４５分勤務 
※投票日当日は時間外勤務あり 

従事場所 大子町役場 第１分室会議室 

報  酬 
６，２００円/日+交通費 
※ 時間外手当あり。 

期日前投票の 
投票立会人 
（各日２人） 

従事日時 
投票日前日までの４日間 
午前８時３０分から午後８時まで 

従事場所 大子町役場内 期日前投票所 
報  酬 ９，５００円/日 

期日前投票の 
受 付 事 務 
（各日２人） 

従事日時 
投票日前日までの４日間 
午前８時３０分から午後８時まで 

従事場所 大子町役場内 期日前投票所 
賃  金 

（参考額） 
平 日    約 ９，２００円/日+交通費 
土・日，祝日 約１１，６００円/日+交通費 

投票日当日の 
受 付 事 務 
（２０人程

度） 

従事日時 
投票開始時刻３０分前から投票終了時刻まで 
（午前６時３０分から午後６時までの予定） 

従事場所 選挙管理委員会が指定する投票所 
賃  金 １２，９６０円 

※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 
 

男女共同参画社会に関するアンケート調査への御協力のお願い 
 
町では，男女共同参画社会の実現を目指し，大子町男女共同参画計画の策定に着手しています。 
新たな計画を策定するに当たり，男女共同参画社会などに関する町民の皆様の意識や実態を把

握し，適切に反映した計画とするため，アンケート調査を実施しています。 
アンケートについては，町内にお住まいの２０歳以上の男女５００人を無作為に選ばせていた

だき，６月中旬に郵送で御協力をお願いしましたので，対象となった方は御協力をお願いします。 
 
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。 ２ 
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定期予防接種を受けましょう 

 
定期予防接種対象者で，まだ接種が済んでいないお子さんの保護者は，母子手帳予防接種記録

を確認の上，町内の医療機関で接種してください。なお，接種年齢を過ぎた場合は，接種費用は
自己負担となりますので，御注意ください。 
また，予診票が届いていない方又は予診票を紛失してしまった方は，健康増進課に御連絡くだ

さい。 

定期予防接種 標準的な年齢・回数 接種年齢 

ヒブ 
生後2か月～7か月に至るまで 
初回免疫3回 追加免疫 1回 

生後 2 か月～5 歳に至る
まで 

小児用肺炎球菌 
生後2か月～7か月に至るまで 

初回免疫3回 追加免疫 1回 

生後 2 か月～5 歳に至る

まで 

四種混合 
1期初回 1～3回 生後 3か月～1歳 生後 3か月～7歳 6か月

未満 1期追加 3回目接種後1年～1年半の間 

三種混合 
1期初回 1～3回 生後 1か月～1歳 生後 3か月～7歳 6か月

未満 1期追加 3回目接種後1年～1年半の間 

ポリオ 
1期初回 1～3回 生後 3か月～1歳 生後 3か月～7歳 6か月

未満 1期追加 3回目接種後1年～1年半の間 

ＢＣＧ 生後5か月～8か月に至るまで 1回 1歳未満 

麻しん・風しん混合 
1歳～2歳未満 1回 

 
小学校就学前の1年間にある幼児 1回 

日本脳炎 

1期初回 2回 3歳～4歳 
1期追加 初回2回目接種後 6月以上 

生後 6か月～7歳 6か月
未満 

2期 9歳以上 1回 
※1  

9歳以上 13歳未満 

二種混合 11歳から12歳に達するまで 1回 11歳以上13歳未満 

ヒトパピローマウィ
ルス感染症（子宮頸が
ん予防） 

中学1年生の間 3回 
※2 

小6～高 1相当の女子 

水痘 
初回接種 生後12月～生後 15月 
追加接種 初回接種終了後 6 月から 12

月に至るまで 1回 

生後12月～生後36月に

至るまで 

※開始年齢によっては，接種回数が異なります。 
※未満とは，誕生日の前日までとなります。 
※日本脳炎については,特例対象者（平成 7年4月 2日から平成19年4月 1日までの間に生まれ
た20歳未満の者）は,接種年齢を超えても定期接種として取り扱える場合があります。 

※1：第 1期を 3回受けた人は，最後の接種からおおむね 5年～10年毎に 1回接種することで脳
炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されています。 

※2：現在，積極的にはお勧めしておりませんが，接種を希望される場合は，有効性とリスクを理
解した上で受けてください。 

 
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。 ３ 

広報だいご お知らせ版 平成 27年 7月 6日 



 

 

ヘルスアップ教室のお知らせ 
 
 肥満や動脈硬化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。 
●日程及び内容 

 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

８月１９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：肥満がもたらす危険について 
講話：肥満予防の食事について 
調理実習・試食 

１４：００～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ） 

第
２
回 

９月１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 
講話：食事の基本 
実技：肥満予防の運動 
調理実習・試食 

●対 象 者  健康づくりに興味がある方 
●定 員  ２５人（先着順）  
●場 所  保健センター 
●参加 費  無 料 
●申込 み  ８月１２日（水）までに健康増進課に 

電話で申し込んでください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

茨城県不妊専門相談センター「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？」

「同じ悩みを感じている人と話す機会がないなぁ…」など，日頃言えない不妊の思いについて同
じ悩みを感じている人と話をしてみませんか。参加する方の個人情報は厳守します。皆さんの御
参加をお待ちしています。 

日 時 おしゃべりテーマ 募集対象（定員） 会 場 

７月２６日（日） 
14：20～16：20 

不妊治療ってどんなこ
とをするの？ 
※スタッフから治療に
関する説明があります。 

不妊治療をこれから考え
ている方で，検査や治療
について知識を深めたい
女性（１５人） 

茨城県メディカル
センター３階（水
戸市笠原町489） 

９月２７日（日） 
14：20～16：20 

治療中の悩みを語ろう 現在治療中の方で，治療
のステップアップ等の悩
みをお持ちの女性（１０
人） 

茨城県三の丸庁舎
（旧県庁）１階相
談室１０１（水戸
市三の丸1-5-38） 

１１月２２日（日） 
14：20～16：20 

治療をやめた，やめよう
か迷っているなど，揺れ
る気持ちを語ろう 

治療完了に関連した悩み
をお持ちの女性（１０人） 

※軽く身体を動かします。動きやすい服装でお越しください。 
●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  ℡０２９－２４１－１１３０  

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成 27年 7月 6日 



 

 

７月は社会を明るくする運動強調月間です 
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～ 

 
「社会を明るくする運動」は，全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ

いて理解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。大子町でも強調月間に合わせての街頭キャンペーンや，県主催の小中学
生の作文コンテストの作品を募集します。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮ら
せる明るい社会づくりに努めましょう。 
≪行動目標≫ 
①犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう 
②犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう 
③これらの点について，地域社会の理解がもっと広まるよう協力しよう 

≪重点目標≫ 
①犯罪や非行をした人の立ち直りを助けることの大切さについて町民の理解を広める 
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支える環境を整える 

 
問合せ  社会を明るくする運動大子地区推進委員会（福祉課社会福祉担当） ℡７２－１１１７  

 

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１日（土）9:30～13:00 
●場 所  保健センター 
●対象者  小学生と親 
●定 員  １５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２７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 ℡７２－６６１１ 

 

食中毒に御用心！ 
 
食中毒の原因には細菌やウイルスがあり

ますが，梅雨時から９月頃までは高温多湿な
状態が続き，細菌がもたらす食中毒が多く発
生します。 
 細菌による食中毒の代表格は，近年，発生
件数や重症例が多いことで知られる「カンピ
ロバクター」や「腸管出血性大腸菌 
（Ｏ１５７など）」によるものです。 
 食中毒を招く細菌が増殖しても，食べ物の
見た目や味は変わらず，匂いもしません。そ
のため，食事の準備をするときには，細菌を
「つけない」「増やさない」，加熱等で「や
っつける」を心がけ，食中毒を防ぎましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

献血のお知らせ 
 
●日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 
7月29日
（水） 

10：00～
11：30 

大子町消防本部  

8月11日
（火） 

10：00～
15：30 

大子町役場 

8月20日
（木） 

10：00～ 
11：30 

植木工業所 

13：30～ 
16：00 

エコスＴＡＩ 
ＲＡＹＡ大子店 

●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(運転免許証等) 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

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 ℡７２－６６１１ 

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 27年 7月 6日 



 

「子育てほっとメール」の配信が始まりました 
 
「子育てほっとメール」は，妊娠・出産・子育て中の不安を軽減するための情報をメールで配

信する茨城県が実施する事業です。登録した方にはＮＰＯ法人きずなメール・プロジェクトから
大子町専用のメールが配信されます。登録・配信は無料です。ぜひ，御登録ください。 
●対  象  町内在住の妊婦と家族及び３歳未満の乳幼児の保護者と家族 

※月齢に合わせた情報が届きますので，お子さんの月齢ごとに御登録ください。 
※妊婦，保護者以外の家族も登録できます。 

●配信内容  赤ちゃん・お子さんの一般的な成長・発達の様子，妊娠中の生活のアドバイス，
子育てアドバイス，大子町の子育てサービス情報等  
※妊娠期及び生後３か月未満までは毎日，１歳未満までは週２回程度，２歳未満
までは週１回程度，３歳未満までは月２回程度配信されます。 

●登録方法  下のＱＲコードを読み取って空メールを送信してください。 
一両日中に確認メールが届きます。 

                         ＜妊娠期＞       ＜育児期＞ 
※ＱＲコードが読み取れないときは，以下の 
アドレスに送信してください 
妊娠期 daigo@reg.kizunamail.com 
育児期 daigo_kosodate@reg.kizunamail.com 
 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

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） 
◇試験日等 

試験日 試験地 受験願書の受付期間 
１０月３日（土） ひたちなか市 

（茨城工業高等専門学校） 
書面申請7月 21日～8月 5日 
電子申請7月 18日～8月 2日 

１０月２５日（日） 日立市（茨城大学工学部） 書面申請9月 1日～9月16日 
電子申請8月 29日～9月 13日 １１月１日（日） 水戸市（茨城大学） 

 ◇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 

茨城県市町村会館 (水 戸) 9月3日(木)，9月4日(金) 105人 
ワークプラザ勝田 (ひたちなか) 9月8日(火)，9月9日(水) 56人 
日立市消防本部  (日 立) 10月 1日(木)，10月2日(金) 120人 
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5日(土)，9月6日(日) 60人 

甲 種 茨城県市町村会館 (水 戸) 9月10日(木)，9月 11日(金) 105人 
 
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。 ６ 
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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，奮って応募
してください。優秀な取組については，賞状及び記念品を贈呈します。 
●応募締切日  ９月３０日（水）※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 
●応募方法及び部門 
□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。なお，応募用紙

は，環境課にあります。 
①育てた「緑のカーテン」のカラー写真２枚（２Lサイズ，遠景（全体が入るもの）と近景各
１枚，メールの場合は，１ＭＢ以下） 

②応募者の連絡先，植物の種類，栽培時の工夫や生育状況・効果などについて記入したもの 
（１００字程度） 

 
問合せ  環境保全茨城県民会議事務局 ℡ ０２９－３０１－６１１８ 
     環境課 ℡７２－３０４２ 
 

自衛官採用試験のお知らせ 
 
次のとおり自衛官採用試験を実施します。 
種 目 応募資格 受付期間 試験日 待遇 

自衛官候補生
（男・女） 

18歳以上 
27歳未満の
者 

8月1日（土） 
～ 

9月8日（火） 

9月 
詳細は別途連絡 

所要の教育を経て3か
月後に2等陸・海・空士
に任用（任期制自衛官） 

一般曹候補生
（男・女） 

1次：9月18日(金)・19日
(土)（いずれか１日） 
2次：10月8日(木)～14日
(水)までの間の指定する１
日 

入隊後約2年9か月経過
以降選考により 3 等
陸・海・空曹 

航空学生 
（男・女） 

高卒（見込
含）21 歳未
満の者 

1次：9月23日(水) 
2次：10月 17日(土)～ 
22日(木) 
3次：11月 14日(土)～ 
12月 17日(木) 

入隊後約 6年で 3等海･
空尉 

 
問合せ・申込み  自衛隊茨城地方協力本部日立出張所 ℡０２９４－２１－１５２４ 
 

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 
     教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

 

 

「後期高齢者医療被保険者証」を更新します  
 
７５歳以上の方及び一定の障がいがある 

６５歳以上の方が現在使用している｢後期高
齢者医療被保険者証｣は，平成２７年７月 
３１日で有効期限が切れます。 
８月以降からの被保険者証は，被保険者の

方全員に７月下旬頃送付する予定です。 
被保険者証が届きましたら，必ず内容の確

認をお願いします。 
 ７月３１日までに，新しい保険証が届かな
い場合は，お手数でも町民課国保年金担当に
お問い合わせください。 
 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

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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司法書士による無料法律相談会 
 
相続，借金，不動産のトラブルなどを，く

らしの法律家，司法書士に相談してみません
か。お気軽に御相談ください。 
●日 時  ８月４日（火） 

10：10～10：50 
10：50～11：30 

●場 所  役場２階 観光商工課相談室 
●申込み  予約制ですので，大子町消費生

活センターに電話で申し込んで
ください。（先着２人） 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

 

調停相談会の御案内 
 
●日 時  ７月２６日(日)10：00～15：00 
●場 所  ひたちなか市役所市議会棟 

ひたちなか市東石川 2-10-1 
℡０２９－２７３－０１１１ 

●内 容   
・土地・建物に絡む紛争 
・金銭消費貸借等の紛争，多重債務に関 
すること 

・夫婦関係，離婚，子どもの養育など，親
族間の紛争 

・相続，遺産分割に関する紛争 
・民事・家事の調停手続などに関する相談 

●相談員  民事調停委員，家事調停委員 
 
問合せ  水戸調停協会 ℡０７０－１５７０－５９３１ 

 

児童巡回相談 
 
 児童（１８歳未満），保護者及び一般の方
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。 
●期 日  ８月７日（金） 

（毎偶数月の第１金曜日） 
●場 所  保健センター 
●内 容  しつけの相談，ことばの相談， 

適性の相談，養育の相談，精神や
身体についての相談，非行や性格
上の相談 その他 

●相談員  福祉相談センター児童福祉
司・児童心理士ほか 

    
問合せ 福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

地区計画（案）の縦覧について 
 
 大子町の都市計画区域内で，地区計画を定
めるために地区計画（案）の縦覧を行います。 
 また，地区計画（案）について意見がある
方は，意見書を提出することができます。 
●地区計画とは 
地域の特徴にふさわしいまちづくりを誘

導するために，住民と行政が連携して作る
「地域のルール」です。 
●期 間   
＜縦覧＞ 
７月１３日（月）～７月２７日（月） 
（土・日，祝日を除く。8：30～17：15） 
＜意見募集＞ 
７月１３日（月）～８月４日（火） 
（土・日，祝日を除く。8：30～17：15） 

●場 所  建設課（役場第一分室２階） 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

オオキンケイギクの栽培は禁止されています  
 
５月から７月頃にかけて，黄色い花を咲か

せるオオキンケイギク（大金鶏菊）は，繁殖
力が強く，荒地でも生育できるため，緑化な
どに利用されてきました。しかし，日本の生
態系に悪影響を及ぼすおそれがある植物と
して，平成１８年に特定外来生物に指定さ
れ，栽培・運搬（生きたまま）・販売・野外
に放つことなどが禁止されています。 
大子町内においては，「アレチウリ」や「オ

オハンゴンソウ」等の特定外来生物も確認さ
れています。 
これらを処理するときは，根から引き抜

き，枯死させた後，町指定ごみ袋に入れ，種
が飛び散らないように口を縛り，燃えるゴミ
として集積所に出してください。 
 
問合せ  環境課 ℡７２－３０４２ 

 

「うちエコ診断」参加家庭募集 
 
家庭の省エネ対策の知識を持ったうちエ

コ診断士が，家庭のエネルギー使用量等をふ
まえて診断を行い，各家庭に合った「省エネ
対策」を提案します。診断は無料ですので，
ぜひ御応募ください。 
●診断期間  １２月下旬まで 

（受付は１２月上旬まで） 
 
問合せ・申込み  クールアースいばらき うちエコ診断実施事務局  

（一社）茨城県環境管理協会 水戸市元吉田町 1736-20 
      ℡０２９－２４８－７４３１   

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 
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充電器の事故が多発しています！ 
 
携帯電話，ノートパソコン，タブレット端末などの小型電子機器を充電するＡＣアダプターや

充電器は，使い方が簡単で広く普及していますが，注意を向けられにくい製品であるため，発火
や発熱などの事故が多く発生しています。 

事故は２００９～１３年度までの５年間に９０９件（重傷２件，軽傷３３件，拡大被害１２０
件，製品破壊７４０件，その他１４件），うち２１７件はリコール後に発生していたと，ＮＩＴＥ
（製品評価技術基盤機構）が発表しました。 

９０９件のうち，７７８件は製品の不良が原因で，プラグがショートをおこし発熱・変形した
り，バッテリーや電池が異常に発熱・発火したりしていました。普段から使用中に異常な発熱な
どがないか注意するとともに，ホームページや広告などで，お手持ちの充電器がリコール（回収・
無償修理）の対象かどうかの確認をお願いします。 
また，誤った使い方や不注意による事故も６２件ありました。液体などの異物をプラグに付け

たままコンセントに差し込んでショートを起こしやけどを負ったり，コネクターに過度の力を加
えたため内部が変形してスパークをおこし発火したなどの事例があります。念のためコンセント
の近くには燃えやすい物を置かないなどの対策をしましょう。 

 

※ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）では１９８９年度以降のリコール情報を検索できるデータ
ベースを公開しています。 

http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/index.php 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

青少年問題を考える合同研修会のお知らせ  
 
アニメ「サザエさん」のマスオさん役や「そ

れいけ！アンパンマン」のジャムおじさん役
でお馴染みの人気声優・増岡弘氏がやってく
る！青少年問題・人権問題をテーマに講演会
を開催します。お誘い合わせの上，ぜひ御参
加ください。 
●日 時  ７月２９日（水） 

開場13：00 開会13：30 
●場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホ

ール 
●演 題  「青少年健全育成で今必要なも

の 大人になったら子どもにな
ろう」 

●講 師  増 岡  弘 氏（声優・俳優） 
●入場料  無 料 
●申込み  申込みは不 

要です。ただ 
し満席になり 
次第入場を制 
限します。 

 
 
 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

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２７年５月末現在で会員数

３，３００人以上，成婚数は１，４００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」に町民の方が入会した場合に，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≫ 
だいご婚活支援ネットワーク事務局 
℡０９０－７２０９－４１５２ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ９ 
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「パソコン講座」受講生追加募集のお知らせ 

 
 中央公民館では，「パソコン講座」の受講生を次のとおり追加募集します。 
皆さんの受講をお待ちしています。 

講座名 開催日時 内 容 募集人員 

パソコン入門 
（Windows 7） 

9月2日～10月7日の水曜日
9：00～12：00（全6回） 

マウスやキーボードの練習をした後，
簡単な文書の作成，インターネットの
閲覧方法とメールの送信や受信操作
について学習します。 
パソコンをはじめて使う方向け！ 

9人 

ワード2010 
初級 

① 

9月2日～9月23日の水曜日
13：30～16：30（全4回） 
② 
9月20日～10月11日の日曜
日9：00～12：00（全4回） 

文字入力，文書の作成・編集，印刷，

表の作成，イラストや写真の挿入な
ど，ワードの基本的な機能と操作方法
を，お知らせや案内状を作成しながら
学びます。 
ワードをはじめて使う方向け！ 

① 
9人 
 

② 
14人 

エクセル2010
初級 

① 
9月20日～10月11日の日曜
日13：30～16：30（全4回） 
② 
10月18日～11月8日の日曜
日9：00～12：00（全4回） 

データ入力や編集方法から始めて，表
の作成・編集，数式計算の方法やグラ
フの作成，表データの並べ替えや抽出
など，エクセルの基本的な機能と操作
方法を学習します。 
エクセルをはじめて使う方向け！ 

① 
15人 

 
② 
13人 

ワード2010 
活用 

10月14日～11月18日の水
曜日9：00～12：00（全6回） 

イラストや写真を使った誕生日カー
ドやチラシ･地図など，日常生活に身
近な作品を作りながら，ワードの幅広
い操作方法を学びます。 
ワードの基本を習得した方向け！ 

13人 

エクセル2010 
活用 

10月18日～11月22日の日
曜日13：30～16：30（全6回） 

 

当番表，家計簿，健康管理表などの生
活に身近な作品を作りながら，エクセ
ルの基本操作を学び，グラフやイラス
トの挿入などワンランク上の機能に
も触れます。 
エクセルの基本を習得した方向け！ 

12人 

デジタル 
カメラ 

10月14日～11月18日の水
曜日13：30～16：30（全6回） 

デジタルカメラの機能や撮影の準
備・撮影のコツなど，デジカメのより
良い使い方を学びながら，写真を使っ
てワードでチラシや年賀状を作成し
て行きます。 
ワードの基本を習得した方向け！ 

13人 

●対象者  町内に在住又は通勤・通学している高校生以上の方 
●受講料  ２，０００円及びテキスト代１，０８０円～２，１６０円 
●申込み  中央公民館にある申込書に必要事項を記入し，教育委員会事務局生涯学習担当に提

出して下さい（先着順・電話不可）。※8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 
 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 10 
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大子町文化福祉会館自主運営委員会による公演・イベントのお知らせ 
 
 大子町文化福祉会館自主事業運営委員会では，次のとおり公演・イベントを開催します。 

期 日 イベント・公演名 開演時間 先行販売 前売販売 
一般(円) 高校生以下(円) 

前売 当日 前売 当日 
7月 19日(日) 映画「じんじん」 14：30  6月 22日～ 1,000 1,200 500 800 
8 月 29 日(土) 菊池盛昌の世界 14：30   無 料 

8/28～30 菊池盛昌 回顧展 
正午 
14：00 

  無 料 

9月 27日(日) カルマンタ コンサート 14：30 8月 9日～ 8月 10日～ 2,000 2,500 1,000 1,500 

2月 19日(金) 
春風亭昇太林家 
たい平・二人会 

14：30 1月 17日～ 1月 18日～ 2,500 3,000 1,500 2,000 

3月 20日(日) 井坂斗絲幸社中 
14：30 
18：30 

1月 31日～ 2月 1日～ 1,500 2,000 1,000 1,500 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

あなたも「まいん」の文化公演事業等を企画運営しませんか 
 
大子町文化福祉会館自主事業運営委員を募集します。どなたでも興味のある方は応募できます。 

●募集人員  １５人（任期は，９月１日から２年間） 
●業務内容  主に大子町文化福祉会館で開催される公演等の企画運営 
●謝金 等  活動日単位で費用弁償と謝金を支給します。 
●応募資格  年齢，性別，国籍，住所等は問いません。ただし，会議や公演等に出席できる方

とします。 
●申込 み  ７月３１日（金）までに写真付履歴書を教育委員会事務局生涯学習担当（中央公

民館内）に提出してください（郵送可）。 
●選  考  面接による選考を行い，後日文書により選考結果を通知します。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

戦没者等の御遺族の皆様へ 
 
戦後７０周年に当たり，今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを

いたし，国として改めて弔慰の意を表するため，戦没者等の御遺族に特別弔慰金（記名国債）を
支給するものです。 
第十回特別弔慰金については，御遺族に一層の弔慰の意を表するため，償還額を年５万円に増

額するとともに，５年ごとに国債を交付することとしています。 
●支給対象者 
(1) 平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した
方 

(2) 戦没者等の子 
(3) 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時，生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ
り，順番が入れ替わります。 

(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族（甥，姪等） 
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

●支給内容  額面２５万円（５年償還の記名国債） 
●受付期間  平成２７年７月１日から平成３０年４月２日まで 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 
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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。 
●幼児向けのおはなし会は，７月２５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 
 「ラプラスの魔女」東野圭吾，「トット
ひとり」黒柳徹子，「春雷」葉室麟，「忘れ
られた巨人」カズオ・イシグロ，「トマ・
ピケティの新・資本論」トマ・ピケティ， 
「前島平と七人組 常陸太田英傑列伝」先
﨑千尋，「茨城の法則」ﾘﾝﾀﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ，
「まんがでわかる D･ｶｰﾈｷﾞｰの「人を動か
す」「道は開ける」宝島社，「学校へ行けな
い僕と 9 人の先生」棚園正一，「森の本や
さん」肥田美代子 ほか 
 

※第６１回青少年読書感想文全国コンクー
ル及び第４３回茨城新聞小学生読書感想
文コンクールの課題図書･自由図書も入り
ました。 

 
※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 

 

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２０日（日） 
●受験資格 
 ◇警察官Ａ 
   昭和６１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 
２８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６１年４月２日から平成１０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25日（火） 
◇インターネット 8月24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 

 

 
緊急告知ラジオの起動訓練を，毎月１日

の午前１０時５５分と午後６時５５分に行
います。 
この時間，お配りした緊急告知ラジオは，

とても大きな音で起動しますが，緊急時に
お知らせをするための大切な訓練です。 

  御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 

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（福祉課） 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 

学校教育担当 79-0170 

学校給食センター 72-0649 

中央公民館（生涯学習担当） 
リフレッシュセンター（生涯学習担当） 

72-1148 
72-1149 

図書館プチ・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 

平成 27年 7月6日 

－次回の発行は，平成 27年 8月 5日（水）です。－ 12 
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バス運転士（正社員・契約社員）募集 
費用会社負担で大型二種免許が取れます！ 
・仕 事 路線バス・高速バス・観光バスの運転業務 
・資 格 普通一種免許取得３年以上の方 
・勤務地 大子・大宮・太田営業所等 
・時 間 勤務シフトによる（実働８時間） 
・休 日 月６日～９日程度（交代制） 
・待 遇 社会保険完備 
・給与 18～24万円(基本給＋通勤手当＋時間外手当等) 
※年齢・経験により変わります。 

★６０歳以上の方も多数活躍しています。 
お問い合わせ先 茨城交通株式会社労務課 

電話０１２０－９９６－１５８ 
 


