
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１０月からマイナンバーが通知されます 

 
やむを得ない理由により，住民票の住所地でマイナンバーの通知カードを受け取ることができ

ない方は，居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市町村に持参し，又は郵送してください。 
▼申請が必要な方 
(1) 東日本大震災による被災者 
(2) ＤＶ・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者 
(3) 一人暮らしで長期間医療機関又は施設に入院・入所している方 

▼提出期限  ９月２５日（金） 
※申請書は，町民課窓口にあります。また，大子町ホームページや総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/）などでダウンロードすることもできます。 

※申請には運転免許証などの本人確認書類や，公共料金の領収書などの 
居所に居住していることを証する書類等が必要となります。 

 

問合せ  マイナンバーコールセンター 
 ℡０５７０－２０－０１７８＜全国共通ナビダイヤル＞ 

9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く。） 
町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

 

９月１０日から９月１６日までは自殺予防週間です 
 
県内の平成２６年の自殺者数は，５７０人という深刻な状況であり，身近な問題となっていま

す。 
つらいこと，苦しいことは一人で抱えず，相談窓口をぜひ御利用ください。あなたには相談で

きる人がいます。 
▼主な相談窓口 
 ○茨城いのちの電話（水戸）   ℡029-350-1000（毎日13:00～20:00） 
 ○   〃    （つくば）  ℡029-855-1000（毎日24時間） 
 ○   〃    （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） ℡0120-738-556（毎月10日 8：00～翌日8：00） 
 ○いばらきこころのホットライン ℡029-244-0556（平日9:00～12:00／13:00～16:00） 
 ○常陸大宮保健所 健康指導課  ℡0295-55-8424（平日8:30～17:00） 
 ○大子町役場 健康増進課    ℡72-6611（平日8:30～17:15） 
 ○ﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝきらり     ℡72-5933（月～土曜日10：30～17：30） 
 
※秘密は守られます。お気軽に御利用ください。 
※掲載した以外にも相談窓口があります。詳しく知りたい方は，健康増進課にお問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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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 

マイナンバーキャラクター 
マイナちゃん 



 

 

有害鳥獣対策用電気柵の安全な運用に努めましょう 

 
鳥獣被害防止用の電気柵の設置に当たっては，感電防止のための適切な措置を講じることが必

要です。電気柵を設置する際には，次の事項を遵守し，適正な管理をするようお願いします。 
御不明な点は，農林課農林担当にお問い合わせください。 

▼危険表示をしましょう。周囲の人が見やすいように適当な位置や間隔で，危険表示をする必要
があります。 

▼電源の種類にかかわらず，安全のため，電気柵には電気柵用パルス発生装置（電気牧柵器）を
接続しましょう。家庭用電源をそのまま「柵線」に通電することは，法律で禁じられています。 

▼家庭用コンセントなどにより３０ボルト以上の電源から電気を供給する場合は，漏電遮断機を
設置しましょう。 

▼電気用品安全法の適用を受けた電気柵を使用しましょう。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

『平成２８年大子町成人のつどい』実行委員を募集します 

 
町では『平成２８年大子町成人のつどい』の企画・運営を行う実行委員を募集しています。 
一生の思い出に残る成人式を一緒に作ってみませんか。 

▼対象 者  平成２３年３月に大子町立の中学校を卒業した方及び大子町在住の平成７年４月
２日から平成８年４月１日までに生まれた方 

▼募集人数  １５人程度 
▼内  容  式典の司会進行，準備等 
▼申込期限  １０月２日（金） 
▼申込 み  〒319－3551 大子町大字池田2669 大子町立中央公民館内 
        『平成２８年大子町成人のつどい』実行委員会事務局 
          ℡７２－１１４８ FAX７２－２０１６ 
 
問合せ  『平成２８年大子町成人のつどい』実行委員会事務局(生涯学習担当内) ℡７２－１１４８ 

 

平成２８年度就学時健康診断を実施します 

 
 就学時における健康診断を次のとおり行いますので，該当するお子様は受診してください。 
 なお，該当者には，はがきで通知しますが，はがきが届かない場合は教育委員会事務局学校教
育担当に連絡してください。 
▼該当するお子様  平成２１年４月２日から平成２２年４月１日までに生まれたお子様 
▼日時及び場所 

期 日 学 区 名 受付時間 場 所 

10月1日（木） 
依上小学校区，袋田小学校区，黒沢小学校区
上小川小学校区，生瀬小学校区 

14：00～ 
中央公民館 

10月8日（木） だいご小学校区，さはら小学校区 12：30～ 
 
※都合により指定された日に受診できないときは，別の日に受診することもできますので，事前
に教育委員会事務局学校教育担当に連絡してください。 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成 27年 9月 7日 



 

 

補助事業分の『大子町プレミアム付き商品券』が購入できます 
 
茨城県では，子育て世帯の経済的負担の軽減や高齢者の外出を促進し，消費の活性化を図るこ

とを目的として「いばらきキッズカード」又は「いばらきシニアカード」の提示による割引販売
を実施した市町村に対し，この割引販売に要した額を補助する子育て家庭応援・シニア応援「プ
レミアム商品券」購入補助事業を実施しています。 
町では，この補助事業分の『大子町プレミアム付き商品券』を販売しており，まだ在庫があり

ます。 
１０月３１日（土）までを販売期限としますが，数に限りがありますので「いばらきキッズカ

ード」又は「いばらきシニアカード」を持っている方で，割引購入していない方は，お早めに購
入してください。 
また，販売期限までに予定数の商品券が完売できなかったときは，一般の方に販売します。 

▼販売金額  １０，０００円（１１，０００円分）⇒ ８，０００円 
 ※カード１枚につき１セット限りです。 
 ※いばらきキッズカードといばらきシニアカードを併せての割引はできません。 
 ※一般の方に販売するときは，１０，０００円（１１，０００円分）になります。 
▼販売場所  大子町商工会（大子町池田２７３２－３）℡７２－０１９１ 
        ※購入の際は，住所，氏名，電話番号を記入していただきます。 
▼利用期限  平成２８年１月３１日（利用期限を過ぎると無効となります。） 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

９月は高齢者の悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン月間です！ 
 
悪質商法や詐欺の手口は巧妙化し，一人暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者の被害は，後を絶た

ず，大きな社会問題となっています。 
 悪質業者は，相手の心理状態を操り，正常な判断を妨げる仕掛けに工夫を凝らしています。そ
のため，誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があり，被害者の不注意によるものではありません。 
 被害を防ぐには，高齢者はもとより高齢者に接する機会の多い方々も，悪質商法に関する知識
を身に付け，高齢者の日常生活の変化に気付いた場合は，本人と一緒に消費生活センターへ相談
しましょう。 
 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

 

学生の皆さんへ！就職面接会を開催します 
 
大学院，大学，短大，専修学校等（高校は除く。）の平成２８年３月卒業予定者及び既卒未就職

者を対象に『大好きいばらき就職面接会』を開催します。 
県内企業約１５０社の企業説明や面接を受けることができますので，ぜひ御参加ください。事

前申込み不要，参加費無料です。履歴書を複数枚お持ちください。また，面接会の回り方を指導
するプレセミナーにも，ぜひ御参加ください。 
▼開催期日及び場所 
≪水戸会場≫ ９月２４日（木） ホテルレイクビュー水戸 
≪土浦会場≫ ９月２９日（火） ホテルマロウド筑波 
 ○プレセミナー 11:00～11:50 
 ○面接会  13:00～16:00 
※参加予定企業等の最新情報は，大好き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/shokorodo/rosei/rodo/h27daisuki/index.html 
 
問合せ  茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６４５ 

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 9月 7日 



 

 

平成２８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 専攻コース 

農学 科 ４０人 高校等を卒業した者若しくは
平成２８年３月に卒業又は修
了見込みの者 ２年 

普通作，露地野菜，果樹 

畜産学科 １０人  

園芸学科 ３０人 施設野菜，花き 

研究 科 １０人 
農業大学校卒又は短大等卒以
上若しくは卒業見込みの者 

作物，園芸，畜産 

▼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 9月30日(水)～10月15日(木) 10月 27日(火) 小論文，口述試験 

一般 

前期 11月16日(月)～12月8日(火) 12月 16日(水) 
筆記試験，口述試
験 後期 

平成 27年2月5日(金）～ 
平成27年2月 24日(水) 

平成 27 年 3 月 4 日(金) 

研究科一般 11月16日(月)～12月8日(火) 12月 16日(水) 
筆記試験，口述試
験 

 
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 

農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます 

 

町では，地元で活躍が期待される看護師，保健師等を養成するため，茨城キリスト教大学看護

学部の設立にあたり補助金を支出し，地域特定推薦枠（１人）を得ています。 

地域特定推薦入学試験を受験しようとする方は，健康増進課に申請してください。 

▼出願資格（次の全てを満たす方） 

○高等学校又は中等教育学校を平成２８年３月に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学を第

一志望とし，合格した場合は必ず入学する方 

○大子町に居住する方又は保護者が大子町に住所を有する方（平成２６年１０月２８日以前か

ら引き続き居住している場合に限る。） 

○全体の評定平均値が３．８以上の方 

○看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の保健，医療，福祉の向上に貢献しようとする方 

▼受付期間  １０月１日（木）～１４日（水）8:30～17:15 ※土・日曜日，祝日を除く。 

▼出願期間  １０月１９日（月）～２９日（木）必着 

※学生募集要項（願書）を大学から取り寄せて，内容を確認してください。 

茨城キリスト教大学入試広報部（日立市大みか町６－１１－１） 

℡０２９４－５４－３２１２ 

 

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。 ４ 

広報だいご お知らせ版 平成 27年 9月 7日 



 

 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ 

～１０年の後納制度は，平成２７年９月３０日で終了します！～ 

 

過去１０年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができ

る「１０年の後納制度」は，平成２７年９月３０日をもって終了します。 

後納制度を利用するには，申込みが必要です。後納保険料の納付が可能な期間についての審査

を行い，その結果をお知らせします。審査には時間がかかることがありますので，余裕をもって

早めに申し込みください。 

詳しくは，国民年金保険料専用ダイヤル（０５７０－０１１－０５０）又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 ℡０２９－２３１－２３８１ 

 

認知症の家族を介護している皆様へ 

 

公益社団法人「認知症の人と家族の会」は，３５年前に結成され，全国に約１１，０００人の

会員が在籍し，「会員同士が共に励まし合い助け合って，人として実りある人生を送ると共に，認

知症になっても安心して暮らせる社会の実現を希求する」ため，様々な活動をしております。 

茨城県支部の主な活動は，「介護家族の交流会」，「電話相談」，「会報の発行」です。 

▼介護者のつどい 

○つくば…第１金曜日 つくば市役所（13：00～15：00） 

 ○水 戸…第２金曜日 水戸合同庁舎（13：00～15：00） 

▼電話相談（月曜日～金曜日 ℡０２９－８７９－００１８（12：00～16：00）） 

▼オレンジカフェ（認知症カフェ） 

○みと   奇数月の第２金曜日（10：30～12：00） 

○うしく  毎月第２火曜日（13：00～15：00） 

            

問合せ  「公益社団法人認知症の人と家族の会」茨城県支部 ℡０２９－８７９－０８０８ 

 

ひとり親家庭の父・母のための就業支援講習「パソコン Excel 初級講座」の御案内  

 

▼内 容  エクセルの基本操作，表の作成等を学びます。 

▼日 時  １０月１７日（土），２４日（土） 9：30～16：30 

▼対象者  ひとり親家庭の父・母で，パソコン初心者の方（簡単な文字入力が可能で，２日間

とも出席できる方） 

▼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   １５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  １０月８日（木）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 

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 9月 7日 



 

 

「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 

エクセル2010
初級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。 
エクセルを初めて使う方向け！ 

12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！ 

11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！ 

9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） 

デジカメ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ます。 
ワードの基本を習得した方向け！ 

11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 

 

家畜伝染病予防に御協力を 

 
海外では，特定家畜伝染病（口蹄疫・高病

原性鳥インフルエンザ）が継続的に発生して
います。 
 特に日本の近隣諸国での発生が多い理由
として，中国を始め近隣諸国の急速な経済発
展に伴う肉食化の進展による家畜飼養頭数
及び飼養密度の急激な増加が挙げられます。 
 つきましては，県家畜保健衛生所からの指
導により，飼養管理基準を遵守し，畜舎の管
理区域内に関係者以外が出入りすることの
ないよう御協力をお願いします。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

「環境衛生週間」のお知らせ 
 
９月２４日（清掃の日）から１０月１日（浄

化槽の日）までの期間が「環境衛生週間」に
なっています。 
生活環境の保全と公衆衛生の向上を確保

する上で必要な，ごみの排出抑制やリユー
ス，リサイクル等の推進，不法投棄の防止，
浄化槽の適正な管理の推進及び単独処理浄
化槽から合併処理浄化槽への移行等，ごみの
減量化について，もう一度自分たちでできる
ことを「もったいない精神」で考えてみる機
会にしてください。 
 

＜統一標語＞ 
ごみ減量 みんなで進める リサイクル  

― ゴミゼロ型社会を目指して ― 
 
問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

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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「ママのための食生活講座」に参加しませんか 
 
 楽しくおやつをつくりながら食生活につ
いて学びましょう。 
▼期 日  １０月１６日（金） 
▼時間及び内容 

時 間 内 容 
9：30～9：40 受付 

9：40～10：10 
講話「子どものココロと
カラダをつくる食習慣」 

10：10～11：40 

調理実習「芋★いもほっ
こりおやつ」 
・さつま芋のレンジ蒸し
パン 
・みたらし芋もち 

▼場 所  保健センター 
▼対象者  小学生以下の子どもを持つ母

親 
▼定 員  ２０組 
▼参加費  無 料 
▼持ち物  エプロン，三角巾，おんぶひも

（乳児の母のみ） 
▼申込み  １０月９日（金）までに健康増

進課に申し込んでください。 
 
※当日は保育をしますので，お子様連れでも
結構です。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

子育て支援員研修の開催について 
 
地域において保育や子育て支援の仕事に

関心を持ち，子育て支援分野に従事すること
を希望する方に対し，必要な知識や技能等を
習得するための子育て支援員研修を開催し
ます。 
この研修は，基本研修と専門研修から構成

されており，専門研修の受講は基本研修の修
了が条件となります。 
▼対 象  子育て支援分野に従事すること

を希望する方  
▼日 程  １０月下旬～平成２８年３月

頃 
 
問合せ・申込み   

茨城県子育て人材支援センター（茨城県社会福祉協議会内）  
℡０２９－３０１－０２９４ 

 

 

御存じですか？屋外広告物制度 
 
「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間

継続して屋外で公衆に表示される看板，立看
板，はり紙，はり札，広告板などをいいます。
これらの屋外広告物を表示するときは，原則
として町長の許可を受けることが必要です。 
まちの良好な景観のために，屋外広告物

は，必要な許可を受けて表示しましょう。 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

特設人権相談所開設 
 
▼日 時  １０月７日（水） 

10:00～15:00 
▼場 所  文化福祉会館まいん 

小会議室（２階） 
▼内 容 
 ・土地の境界,売買,相続等に関する問題 
 ・地代や家賃の紛争 
 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
 ・成年後見制度について 
 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障がい者
に対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題，近隣トラブル等 
▼相談員  人権擁護委員 
 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

障害者就職面接会の御案内 
 
障がい者の雇用促進を図るため，障がい者

を雇用しようとする事業主等と就職を希望
する障がい者が一堂に会し，公共職業安定所
の指導のもと相対方式により障害者就職面
接会（前期）を開催します。 
▼日立会場 
 ○９月１７日（木）13:00～15:30 
 ○国民宿舎「鵜の岬」 
▼水戸会場 
 ○９月３０日（水）13:00～15:30 
 ○ホテルレイクビュー水戸 
 
問合せ  ハローワーク常陸大宮 

℡０２９５－５２－３１８５ 

 

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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農地パトロール月間のお知らせ 
 
全国統一の運動として，８月から１１月に

かけて「農地パトロール月間」が展開されま
す。 
これは，農地の「利用状況調査」や「耕作

放棄地全体調査」などにより農地が有効かつ
適正に活用されているかを調査するもので
す。 
大子町では，１０月から１１月までの期間

を調査月間として実施します。 
調査では，農家台帳等のデータの活用のほ

か，各地区の農業委員と農業委員会事務局に
よる現地確認等を実施しますので，御理解と
御協力をお願いします。 
特に，特定の作物等を栽培しない（休耕・

自己保全管理）農地，水田等の畦畔などは，
農地を所有している方で草刈りを適宜実施
するなど保全に努め，近隣の方の迷惑となら
ないよう適正な管理をお願いします。 
 
問合せ  農業委員会事務局 ℡７２－１４５７ 

 

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，９月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 

「砂の街路図」佐々木譲，「流」東山彰
良，「日本の12か月を食べる，遊ぶ，暮ら
す。」望月聖子，「誤解だらけの“イヌの気
持ち”」藤田和生，「オオカミがいないと，
なぜウサギが滅びるのか」山田健，「奥七
郡から出発 常陸佐竹氏の軌跡」冨山章
一，「伝え方が９割」佐々木圭一，「発達障
害の子どもが伸びるほめ方・しかり方･言
葉かけ」塩川宏郷，「卵，牛乳，白砂糖，
小麦粉なし。でも『ちゃんとおいしい』し
あわせお菓子」岡村淑子，「ハリー・ポッ
ター魔法生物大図鑑」ジョディ・レベンソ
ン 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 

 

 

「全国一斉！法務局休日相談所」 

開設及び講演のお知らせ 
 
登記，供託，戸籍・国籍，人権擁護など法

務局の取り扱う業務全般について，法務局職
員，司法書士，土地家屋調査士，公証人及び
人権擁護委員が無料で相談に応じます。 
秘密は，固く守ります。 
なお，当日は公証人による講演が行われま

す。いずれも事前に電話予約が必要です。 
▼日 時  １０月４日（日） 

10：00～16：00（受付 15：00
まで） 

▼場 所  水戸地方法務局（水戸会場） 
       水戸市三ノ丸1-1-42 

優駿教育会館６階 
▼講 演  「相続と遺言について」 
      10：00～11：00 
      講師：水戸合同公証役場公証人   
         河 村 潤 治 氏 
 
問合せ・申込み 
 水戸地方法務局総務課 ℡０２９－２２７－９９１１ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  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  

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 

お店のＰＲやイベントの告知などに 

幅広く御活用ください。  

広報だいご：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円 

お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円 

ＨＰ：縦40ピクセル×横150ピクセル月額  5,000円 

問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４  

平成 27年 9月7日 

－次回の発行は，平成 27年 10月 5日（月）です。

－ 

８ 


