
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者向けマイナンバーセミナーの開催について 
 
今年１０月から施行されるマイナンバー制度については，行政だけでなく，町内全ての事業者

の皆様においても，運用開始に向けた準備が必要となります。そこで，町では，マイナンバー制
度を御理解いただくため，次のとおりセミナーを開催します。 
■日 時  ８月１７日（月）14：30～16：00 
■場 所  文化福祉会館まいん 観光交流ホール 
■内 容  『マイナンバー制度について』 

講師：総務省ＩＣＴ地域マネージャー 武 城 文 明 氏 
■参加費  無 料 
※一般の方も自由に参加できます。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

町民無料バスみどり号運休のお知らせ 
 
 次の日については，お盆期間のため「運休」
となりますので，御注意ください。 
 
■８月１４日（金） 
 ▽黒沢西部コース（前冥賀～蛇穴～下野宮

～矢田） 
 ▽上小川コース（上小川～袋田） 
 
※上記以外は，通常どおりの運行となりま
す。 

 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

茨城交通㈱大子営業所 ℡７２－０４２８ 

 

ポイ捨て（不法投棄）をなくしましょう 
 
 ８月に入り観光客や帰省する方が増える
時期になりました。 
 人が増えるとポイ捨て（不法投棄）も増え
てきます。 
 また，ポイ捨て（不法投棄）があると新た
なポイ捨て（不法投棄）を呼んでしまいます。
ポイ捨て（不法投棄）をなくし，「自然豊か
で環境にやさしい大子町」を作りましょう。 
 
問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

 

学校教育担当の事務室が移転します 

 
 平成２７年８月から，教育委員会事務局学
校教育担当の事務室が変わりました。 
■移転先  大子町立中央公民館２階 
※学校教育担当の主な業務・・・幼稚園の入
園申込み，小学校・中学校に関する相談 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 

℡７９－０１７０ 

 

夏季消防訓練のためサイレンが鳴ります 

 
夏季消防訓練が９月６日（日）に大子町大

沢地内の大沢集会所及びその周辺で行われ
ます。 
当日，午前７時に頃藤，大沢，栃原，袋田，

生瀬，西金地区でサイレンが鳴りますので，
火災と間違わないようにお願いします。 
 なお，頃藤，大沢，栃原地区は，午前９時
にもサイレンが鳴ります。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９  
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デング熱（蚊が媒介する感染症）に気をつけましょう 
 
平成２６年８月，我が国では約７０年ぶりとなるデング熱の国内感染が報告されました。 
デング熱は，ウイルスに感染した患者を蚊が吸血し，蚊の体内でウイルスを増殖させ，その蚊

が他の者を吸血することで感染します。 
デング熱を防ぐためには，日頃から次のことに注意してください。 

▽蚊が発生しやすくなる不要な水溜りはなくしましょう。 
▽雨水枡などはこまめに点検，清掃し，水の流れをよくしましょう。 
▽網戸の破れを修理したり，扉や窓の開閉時間を短くし，屋内への蚊の侵入を防ぎましょう。 
▽森林の中や草むら等に入る際は，長袖シャツやズボンを着用し，肌の露出を減らしましょう。 
▽虫除けスプレーや蚊取り線香などを用法・用量を守って，上手に使用しましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

敬老祝品をお届けします  

 
７５歳以上（昭和１６年３月３１日以前生まれ）の方へ敬老祝品（商品券）をお届けします。 

■７５歳から８７歳までの方及び８９歳から９９歳までの方には，９月１日（火）から２１日（月）
までの間に各区長がお届けします。 

■８８歳の方及び１０１歳以上の方には，９月８日(火)又は１１日(金)に職員がお届けします。 
■１００歳になられた方には，９月１６日（水）に町長がお届けします。 
 
問合せ 福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会受講者募集 
 
「シルバーリハビリ体操指導士」は，ボランティアとしてシルバーリハビリ体操を地域に広め

る活動をしています。現在，４７名の指導士が町内の各地域で活躍しています。 
■受講資格  ６０歳以上で常勤の職についていない，地域でのボランティア活動に意欲のある方 

（６０歳以上の方が優先されますが，５０歳以上の方でも申し込み可） 
■日 程  １０月１５日（木），１９日（月），２１日（水），２３日（金），２６日（月）， 

３０日（金） 
※全６日間で体操の指導に必要な知識を楽しく学びます。 

■場 所  保健センター（１０月１５日は茨城県立健康プラザ（送迎有り）） 
■申込み  ９月１８日（金）までに地域包括支援センターに申し込んでください。 
 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 
 

個人事業税の納税について 
 
平成２７年度個人事業税の第１期分の納税通知書は，８月中旬に発送されます。 
納付期限は８月３１日（月）までとなりますので，期限内に納付するよう，お願いします。 
なお，既に預金口座からの振込み手続をしている方は，８月３１日（月）に口座引き落としに

なりますので，残高の確認をお願いします。 
詳しくお知りになりたい方，また，新たに口座振替制度の申込みを希望する方は，常陸太田県

税事務所まで，お問い合わせください。 
 

問合せ  常陸太田県税事務所課税第一課個人事業税担当 ℡０２９４－８０－３３１１ 

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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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 
北田気 北田気1077-2 １戸 ３ＤＫ 木造平屋 Ｓ５７年 

■入居資格 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，身体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 
※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。 

■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 月額家賃 
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 。 
■敷 金  家賃の３か月分 
■受付期間  ８月５日（水）～２１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  ９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 

 

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  ９月４日（金）～２５日（金） 
■区 域  上金沢地区，下金沢地区，相川

地区，浅川地区（検針月が偶数の
地域），冥賀地区（前冥賀） 

＜後期＞ 
■期 間  １１月２日（月）～２３日（月） 
■区 域  初原地区，芦野倉地区，塙地区，

山田地区 
 
問合せ  水道課業務担当 ℡７２－２２２１  

 

８月は「道路ふれあい月間」です 
 
国は，道路の正しい利用と道路愛護の普及

を目的として，毎年８月１日から３１日まで
の１か月間を「道路ふれあい月間」，８月 
１０日を「道の日」と定めています。 
道路は，私たちの毎日の生活を支える上

で，欠かすことのできない大切なものです
が，あまりにも身近な存在であるためその重
要性が見過ごされがちです。「道の日」を契
機に，道路の役割をもう一度見直してみませ
んか。 
 
問合せ 
≪国道・県道≫ 

   大子工務所道路管理課 ℡７２－１７１５ 
≪町道・林道・農道≫ 

   建設課 ℡７２－２６１１ 
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台風に備えましょう 
 
台風が多くなる季節になりました。台風の

接近により，強風や大雨，河川の増水，土砂
災害の発生などが予想されます。台風の接近
する恐れがある場合は，テレビやラジオなど
で情報を収集しましょう。河川の近くや低い
土地にお住まいの方，避難に時間がかかる方
は，早めの避難を心掛けるなど，状況に合わ
せた対応をしましょう。 
▽停電を予想して，懐中電灯及びラジオを用
意しましょう。 

▽最低でも３日分の水及び非常食を用意し
ましょう。 

▽緊急時の家族との連絡方法を決めておき
ましょう。 

▽台風が接近している時は，出来る限り外出
しないようにしましょう。 

▽危険を感じたら，すぐさま避難できるよう
にしましょう。（非常持ち出し袋の用意） 

▽傾斜地で，異音や地面の亀裂などの異常が
あった場合は近づかず，付近にお住まいの
方はすぐに避難しましょう。 

▽雨が止んだ後でも，しばらくは水位が上昇
するので，河川や水路には近づかないよう
にしましょう。 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

野生きのこ類を販売される皆様へ 
 
野生きのこ類の発生時期を迎えています

が，放射性物質の影響が心配されるところで
す。 
 ちちたけなどの野生きのこ類は，県が実施
する放射性物質検査（モニタリング検査）に
より，安全性が確認された地域以外で発生し
たものは販売できません。 
つきましては，県が実施する放射性物質検

査とは別に，農林課にて検査を実施し，基準
値を超える野生きのこ類が流通することが
ないようにお願いします。 
なお，不明な点がありましたら，農林課ま

でお問い合わせください。 
食品基準値 １００Ｂｑ／ｋｇ 

 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８  

 

 

パパ・ママ教室のお知らせ 
 
新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれど，

もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催
します。 
 教室は，２回参加して終了となり，参加費
は無料です。ママだけの参加やお子様と一緒
の参加も歓迎します。 
■開催日時 
１回目 ９月 ２日（水）18:00～19:45 

 ２回目 ９月１６日（水）18:00～19:30 
■場  所  保健センター 
■内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産までの経過 
・妊娠中の食生活 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 
・ビデオ「赤ちゃん このすばら
しき命」 

※体操をするので，動きやすい服
装でお越しください。 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレ
ーション） 

・育児についての話 
・ビデオ「お父さんへのメッセー
ジ」 

■申 込 み  ９月１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 

 

食の自立支援事業（配食サービス）のお知らせ 
 
一人暮らし等の高齢者で調理が困難な方

に，安否確認と合わせて，栄養バランスのと
れた昼食及び夕食（弁当）をお届けします。 
■対象となる方 
▽おおむね６５歳以上の一人暮らしの高
齢者の方 

▽おおむね６５歳以上の高齢者のみの世
帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢
者の方 

■利用回数  一人当たり週６食を限度（調
査の結果により食数を決定し
ます。） 

■利用者負担額  1食当たり３５０円 
※利用に当たっては，訪問調査及び審査があ
りますので，詳しくは地域包括支援センタ
ーまでお問い合わせください。 

 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

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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平成２７年度大子町在宅介護慰労金の支給について 
 
平成２７年６月３０日（基準日）において要介護３以上に認定され６か月を経過した方を自宅

で介護している家族へ「大子町在宅介護慰労金１２０，０００円」を支給します。 
 次の支給要件に該当すると思われる方には，通知をしておりますが通知がない方で該当と思わ
れる方は，福祉課まで問い合わせください。 
■支給の要件 
平成２７年６月３０日（基準日）において，次の(1)～(5)の要件をすべて満たしている場合に

支給されます。 
(1) 要介護３・４・５に認定され６か月を経過した方を自宅で介護している同一世帯の方であ
ること。 

(2) 要介護認定を受けた方が，特別養護老人ホームや介護老人保健施設，グループホーム等の
施設に入所していないこと。 

(3) 要介護認定を受けた方が，病院等に入院していないこと。 
(4) 要介護認定を受けた方で，短期入所生活介護（ショートステイ）の利用が平成２６年７月
１日から平成２７年６月３０日までの間に９０日を超えていないこと。 

(5) 町税と介護保険料を完納していること。 
 
問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１１７ 

 

「幸齢者スクール」開催のお知らせ 

 
 栃木県大田原市と国際医療福祉大学の共

催で市民公開講座「幸齢者スクール」を開催
します。なお，午前の部は申込み不要です。 
■日 時  ９月１７日（木） 

9：00～15：00（開場8：30） 
■場 所  国際医療福祉大学大田原キャ

ンパスＦ棟１０１教室 
■内 容  《午前の部》医療福祉講演会 
      《午後の部》医療福祉体験学習 
■参加費  無 料 
■申込み  ８月２６日（水）までに官製は

がきに住所，氏名（ふりがな），

年齢，性別及び電話番号を記入の
上，郵送で申し込んでください。
ＦＡＸでの申込みも可能です。 

■申込先  〒３２４－８６４１ 
      大田原市本町１丁目３番１号 

大田原市庁舎東別館 
      高齢者幸福課地域支援係 

ＦＡＸ 0287－23－4521 
 
問合せ  大田原市高齢者幸福課 

℡０２８７－２３－８９１７ 

地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

 

「８月１５日」に正午から１分間の黙とうを  

 
８月１５日（土）は，先の大戦において亡

くなられた方々を追悼し平和を祈念する「戦
没者を追悼し平和を祈念する日」です。当日
は，日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼
式が開催され，正午から１分間の黙とうが行
われます。町民の皆様も黙とうに参加される
ようお願いします。 
なお，黙とうの合図として役場のサイレン

を鳴らしますので，火災と間違わないようお
願いします。 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

補聴器巡回相談の御案内 
 
 平成２７年度第２回目の補聴器の巡回相
談を，次のとおり実施します。 
■日 時  ８月２５日（火）10:00～11:00 
■場 所  役場第二会議室 
■内 容  障がい者（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  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

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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「年金情報流出」を口実にした犯罪に御注意ください！ 
 
日本年金機構への不正アクセス事案では，皆様の年金情報が流出し，御迷惑，御心配をおかけ

して申し訳ございませんでした。 
政府は，皆様の年金を守ることを最優先に取り組んでおりますが，日本年金機構を名乗って口

座番号を聞き出そうとする者や，「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現
れています。 
■日本年金機構や年金事務所から 
・この件で皆様に電話やメールで連絡をすることはありません。 
・お金やキャッシュカードを要求することはありません。 
・ＡＴＭの操作をお願いすることは一切ありません。 
なお，流出が確認された方への新しい基礎年金番号は，郵送でお知らせします。 
自分の情報が流出しているのでは？など，御心配の方は，次の日本年金機構専用電話窓口又は

水戸北年金事務所に相談してください。 
 

日本年金機構専用電話窓口 ℡０１２０－８１８２１１（通話料はかかりません。） 
※受付時間 8：30～21：00（平日及び土日） 

 
＜よくある質問と回答＞ 

質 問 回 答 

今回の不正アクセスによ

り，年金そのものがなくな

ったり，減ったりすること

はないのですか。 

・今回の不正アクセスにより，皆様の年金そのものがなくなった

り，減ったりすることは，ありません。 

・皆様への年金支払いの基となる年金記録を管理するシステムか

らの情報の流出や年金記録の改ざんは，確認されていません。 

・なお，流出した基礎年金番号は，新しい番号に変更します。番

号が変わっても，皆様の他の年金記録は変わりません。 

流出した情報を使い，他人

がなりすますことで，私の

年金が横取りされることは

ないのですか。 

・横取りにより，皆様に年金が支払われなくなることは，ありま

せん。年金は，御本人に確実に支払います。 

・年金は，御本人名義の口座に振り込みます。流出した情報を使

い，他人が年金の振込先を変更することはできません（振込先

を変更するためには，金融機関の証明印や御本人の預金通帳の

写しなどにより，日本年金機構が御本人の口座であることを確

認します。）。 

・御不審な点や御不明な点があれば，日本年金機構専用電話窓口

や水戸北年金事務所にお問い合わせください。 

年金の支払いに滞りは出ま

せんか。 

・年金の支払いが滞ることは，ありません。 

・万が一，支給日の１５日を過ぎても支払いがない場合には，水

戸北年金事務所にお問い合わせください。 
 
問合せ  水戸北年金事務所 ℡０２９－２３１－２２８３ 
 

町内の医療機関でも特定健診などの健康診査が受診できます 
 
「国保の特定健康診査」と「後期高齢者の高齢者健康診査」については，集団健診のほかに，

町内医療機関（保内郷メディカルクリニック，久保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院，吉成医院）
でも受けることができます。希望する方は，医療機関窓口へ御連絡をお願いします。なお，受診
できる期間は，１２月末までです。 
※受診券が届く前に上記医療機関で受診したい方は，個別に受診券を送付しますので町民課へ御
連絡をお願いします。 

 
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。 ６ 
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身体障がい者のための結婚相談・各種相談（無料）の御案内 
 
（一社）茨城県身体障害者福祉協議会では，茨城県からの委託・補助を受け身体に障がいのあ

る方々がよき配偶者に恵まれ幸せな結婚ができるように，「結婚相談」を行っています。 
 「結婚相談」は，結婚を希望する身体障がい者の方に，面談の上会員登録をしていたただきま
す。会員登録者には交流会（集いの場）の開催を御案内します。 
 「各種相談」は，身体障がい者の就労を始め生活全般に係る相談について，各種支援制度や機
関を御案内しています。 
■相談日  月曜日～金曜日（祝祭日，年末年始は除く。）10：00～15：00 ※結婚相談は要予約 
 
問合せ・申込み  （一社）茨城県身体障害者福祉協議会 ℡０２９－２４３－７０１０ 
 

全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週間 
 
あなたは一人で悩んでいませんか。高齢者・障がい者に対する暴行・虐待などのあらゆる人権

侵害について，電話相談を受け付けています。秘密は厳守します。 
■期 間  ９月７日（月）～１３日（日）の７日間 
■時 間  8：30～19：00（ただし，土・日曜日は 10：00～17：00） 
■電話番号  ０５７０－００３－１１０（全国共通人権相談ダイヤル） 
■相談員  人権擁護委員・法務局職員 
 
問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 ℡０２９－２２７－９９１９ 
 

エアゾール式簡易消火具をお持ちの方へ 

 

ヤマトプロテック㈱製のエアゾール式簡

易消火具の一部において，製造工程上の不具

合により容器内面が腐食し，大きな音をたて

て破裂するという事故が発生しています。当

該製品事故は，気温の上昇とともに増加する

傾向があります。これらの商品は，缶底に品

質保証期間が表示されており，対象商品の品

質保証期間は，２００５年１月から２００５

年１０月までです。御自宅にあるエアゾール

式簡易消火具が，対象商品に該当するか御確

認ください。同社のホームページに，対象商

品の詳細や廃棄処分の仕方が掲載されてい

ます。御自身での廃棄処分が難しい場合は，

同社に連絡し，回収を申し出てください。 

  

ヤマトプロテック㈱ お客様相談窓口 

℡０１２０－８０１－０８４ 

ホームページ http://www.yamatoprotec.co.jp/ 

 

問合せ 消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

 

家族や地域の大切さに関する作品コンクール 
 
内閣府では，子育て家族やそれを支える地

域の大切さに関する作品を募集しています。
あなたの温かい気持ちを作品にして応募し
てください。 
■応募内容 
＜写真の部＞ 
▽応募資格  小学生以上の方 
▽テーマ 
(1) 子育て家族の力（子育て家族の絆，子
供と深める家族の絆） 

(2) 子育てを応援する地域の力（地域ぐる
みで子育て支援） 

＜手紙・メールの部＞ 
▽応募区分  小学生の部，中・高校生の部

及び一般の部 
▽テーマ   
(1) 子育てを家族みんなで支え合うこと
の大切さ，感謝などの思いを伝える内容
のもの 

(2) 子育てを社会も応援していくことの
大切さを訴える内容のもの 

■応募期限  ９月７日（月） 
■表  彰  応募テーマ，区分ごとに最優

秀賞１点，優秀賞５点以内 
■そ の 他  応募方法など詳しくは，内閣

府「家族の日」「家族週間」ホ
ームページを御覧ください。 

 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

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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第４４回大子町芸術祭作品・出演者募集中！ 
 
「大子町芸術祭」は，昭和４７年から途絶えることなく開催されてきた町民総参加の芸術文化

の祭典です。この芸術祭では作品展示のほか，音楽・芸能発表を通して，町民の皆様へ日頃の文
化活動の成果発表の場と鑑賞の機会を幅広く提供しています。現在募集期間中です。当日飛び込
みでの参加は受け付けられませんので，申込み忘れのないよう，奮って御応募ください。 
■申込期間  ８月３日（月）～９月２日（水）（土・日曜日を除く。） 

音楽祭及び芸能祭については，８月２６日（水）まで 
■受付時間  8：30～17：15 
■申込方法  中央公民館に備付けの申込書により実行委員会事務局（中央公民館内）にお申し

込みください（電話不可）。音楽祭及び芸能祭は，団体調書（仕込み図，必要備品）
を添付してください。学校，社会福祉施設等は，団体でお申し込みください。 

※募集要項チラシは中央公民館・各コミュニティセンターに置いてあります。 
 
問合せ  大子町芸術祭実行委員会事務局（中央公民館内） ℡７２－１１４８ 

 

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  8月24日(月)，8月31日(月) 
      9月7日(月)，9月14日(月) 
      9月21日（月） 
■時 間  19：30～21：00 
■場 所  リフレッシュセンター 
■参加費  無 料 
■申込み  不要（当日参加可能） 
■その他  初心者用ラケットの用意があ

ります。 
 
問合せ 大子町体育協会 卓球連盟 

会長 菊池泉 ℡０９０―３０８２―２０５５ 

 

大子町善意銀行寄付状況のお知らせ 
 
 町民の皆様からお寄せいただいた温かい
善意を御紹介します。 
 お寄せいただいた善意は，御寄贈の趣旨に
沿って大子町の福祉のために有効に活用さ
せていただきます。ありがとうございまし
た。 
■寄付金額 ９３０，８９１円（１２件） 
■その他物品寄付４件 
※平成２７年４月１日～６月３０日分 
 
問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡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。 
■幼児向けのおはなし会は，８月２２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 
  「若冲」澤田瞳子，「ナイルパーチの女
子会」柚木麻子，「マインド」今野敏，「リ
バース」湊かなえ，「あん」ドリアン助川，
「絵図で読み解く天災の日本史」磯田道
史，「ぼくらのリノベーションまちづくり」
嶋田洋平，「家族という病」下重暁子，「庭
をつくろう！」ゲルダ・ミュ－ラ－，「お
どります」高畠純作 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 

 

お詫びと訂正 

 
７月２１日発行第６８４号の広報だいご

において，６ページの「子育て支援センター
劇団公演」の記事に次のとおり誤りがありま
したので，お詫びして訂正します。 
 《正》人形劇団プーク 
 《誤》劇団飛行船 
 
問合せ 総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

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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文化財巡視のお知らせ 
 
 県の教育委員会と町の教育委員会では，大子町の貴重な文化財を保護するため，年２回の巡視
を行っています。今年度の巡視時期は，８月から来年２月までの間で，国・県指定文化財及び遺
跡を１０件巡視します。巡視活動に御理解をお願いします。 
■対 象 
  袋田の滝及び生瀬滝（袋田）／鉾杉（下野宮）／文武館のケヤキ（大子）／外大野のシダレ
サクラ（外大野）／岩ノ目遺跡（初原）／初神遺跡（塙）／小屋原遺跡（北田気）／タラメキ
遺跡（頃藤）／芦野倉城跡（芦野倉）／池田古舘跡（池田） 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

バドミントン教室を開催します 
 
バドミントンは手軽に楽しめるスポーツ

です。教室に参加して体験してみませんか。 
■期 日  ９月２日（水），６日（日）， 

９日（水），１３日（日） 
■時 間  19:30～21:30 
■場 所  リフレッシュセンター 
■内 容  バドミントンの基本，試合形式

での練習 
■参加費  無 料 
■その他  ラケット及び体育館シューズ

を持参してください。 
      なお，ラケットをお持ちでない

方には，お貸しします。 
■申込み  ８月２６日（水）までに教育委

員会事務局生涯学習担当に申し
込んでください。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

 ℡７２－１１４９ 
 

体力・運動能力調査の協力者を募集します 
 
教育委員会では，文部科学省及び県教育委

員会からの依頼により住民の体力測定を行
います。 
この機会に，自分の体力年齢を測ってみま

せんか。 
■日 時  ９月２９日（火）15:00～21:00 
      （所要時間 約１時間半）  
■場 所  リフレッシュセンター 
■募集人数  ７０人（２０～７９歳の男女） 
■測定種目  健康チェック，握力，上体起こ

し，反復横とび，立ち幅とび等 
■申込み  ９月１１日（金）までに教育委

員会事務局生涯学習担当に申し
込んでください。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 
     ℡７２－１１４８ 

 

 

統計グラフコンクール展を開催します 
 
 町内の小学校及び中学校の児童生徒から
募集した統計グラフの作品を展示します。 
■期 日  ８月２２日（土）・２３日（日） 
■場 所  中央公民館ロビー 
■主 催  大子町・大子町教育委員会 
      大子町統計調査員協議会 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

第２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，この機会に奮って御
参加ください。 
■日 時  ９月１９日（土）10:00～12:00 
■場 所  リフレッシュセンター 多目

的リフレッシュルーム 
■講座名  江戸時代の道を歩く－西金か

ら大子の風土をたずねて 
 ・内容  水戸藩領北部の道とその周辺の

地理や産物，歴史について詳しく
述べられている「常陸国北郡里程
間数之記」（安政２年（1855）成
立）の西金から大子部分を読み解
きながら，土地や生活に刻まれた
歴史を紐解きます。 

 ・講師  水戸市立博物館 
          藤 井 達 也 氏 
■定 員  ８０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 

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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『まいん』催し物のお知らせ 

アンデス音楽「カルマンタ」コンサート 
 
９月２７日（日） 

 
■時 間  開場 14:00 
      開演 14:30 
■入場料（全席指定席） 

前売 
一 般 ２，０００円 
高校生以下 １，０００円 

当日 
一 般 ２，５００円 
高校生以下 １，５００円 

■チケット取扱い 
  ８月９日（日）10:00～16:00 
   中 央 公 民 館（℡72-1148） 
  ８月１０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 

 

「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 募集人員 

パソコン入門 
（Windows 7） 

9/2～10/7の水曜日 
9：00～12：00（全 6 回） 

3人 

ワード2010
初級① 

9/2～9/23 の水曜日 
13：30～16：30（全 4 回） 

6人 

ワード2010
初級② 

9/20～10/11 の日曜日 
9：00～12：00（全 4 回） 

13人 

エクセル2010
初級① 

9/20～10/11 の日曜日 
13：30～16：30（全 4回） 

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 
 

 

花火で遊ぶ際に気を付けること 
～ルールを守って楽しく遊びましょう～ 

 
▽花火に書いてある遊び方をよく読んでか
ら遊びましょう。 

▽花火を人や家に向けたり，燃えやすいもの
のある場所で遊ばないようにしましょう。 

▽必ず水の入ったバケツを用意し，大人と一
緒に遊びましょう。 

▽花火の筒先に顔や手を出さないようにし
ましょう。（点火中や途中で火が消えたと
きは特に注意） 

▽風の強いときは，花火は控えましょう。 
▽落下傘が出る花火は，落下傘が思わぬ方向
へ飛ぶことがありますので，火災やトラブ
ルを避けるためにも，広い所で遊ぶように
しましょう。 

 
※使い方を間違えたり注意を怠ると火災や
火傷などの思わぬ事故につながったり，時
間や場所によっては音や煙などが周囲の
迷惑になります。マナーを守って遊びまし
ょう。 

 
問合せ 
消防本部予防課 
℡７２－０１１９ 
 
 
 

 
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  
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広報だいご お知らせ版 

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 
 


