
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度大子町防災訓練を実施します 
 
１１月２９日（日）に，台風の接近に伴う大雨を想定した大子町防災訓練を実施します。 

 
●放送訓練・避難訓練 
◇ 訓練当日は，午前７時３０分から午前１０時００分にかけて，町から配布しているＦＭラ
ジオを緊急起動し，「気象情報」や「避難準備情報」，「避難勧告」などの様々な訓練情報を「Ｆ
Ｍだいご」から放送します。 

   これらの放送に合わせ，一部の地区の自主防災会では，緊急連絡網を用いた情報伝達訓練
や避難訓練などが実施されますので，お住まいの地区の自主防災会でこれらの訓練が実施さ
れる場合は，積極的な御参加をお願いします。 

 
【訓練放送の内容】 
  7：30～8：00  大雨洪水注意報 
  8：00～8：30  大雨洪水警報 
  8：30～8：45  土砂災害警戒情報 
  8：45～9：10  避難準備情報 ☜避難訓練への参加準備 
  9：10～9：30  避難勧告 ☜放送や自主防災会の呼びかけに応じ避難訓練を実施 
  9：30～10：00 避難勧告解除 ☜避難訓練終了 
 
＜避難訓練の実施方法＞ 
 水害や土砂災害が発生した場合の避難は，最寄りの避難場所に移動する「水平避難」が基本
となります。放送や各地区の自主防災会の呼びかけに合わせて，最寄りの避難場所まで移動し
たり，避難場所が開設されない場合でも，ハザードマップなどで，避難場所や避難経路の確認
を行う機会としてください。 
また，夜間や急激な降雨で避難経路上の危険箇所が分かりにくい場合などには，倒壊や流失

の危険がない建物などの高い所に避難し救助を待つ「垂直避難」が必要となる場合があります。 
 各地区の自主防災会が実施する避難訓練に参加できない場合は，自宅や事業所の高い場所へ
の移動方法や，避難可能な近隣の高い建物の場所などを確認する機会としてください。 
 
●その他の訓練 
◇ 訓練当日は，水害以外の災害への訓練として，文化福祉会館「まいん」において，午前８
時３０分から正午まで，どなたでも御参加いただける，地震体験コーナー，初期消火体験コ
ーナー，非常用食料の試食コーナー等を用意し，皆さんの御参加をお待ちしています。 

●防災講演会 
 ◇ 訓練当日の午前１０時３０分から正午まで，文化福祉会館「まいん」において，自主防災

会の役員の方などを対象とした防災講演会を開催します。 
 
※茨城県地域に気象に関する警報が発表された場合や茨城県北部で震度４以上の地震が発生した
場合は，訓練の一部又は全部を中止することがありますので御了承ください。 

※車で文化福祉会館「まいん」に来場される際は，役場職員駐車場又は役場職員駐車場隣接の町
有地を利用してください。 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 
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大子町職員（調理士兼用務手）採用選考試験案内 
 
 平成２７年度大子町職員採用選考試験を次により実施します。 
●試験区分，採用予定人員及び受験資格 

試験区分 採用予定人員 受 験 資 格 

調理士兼用務手 １人 
昭和５０年４月２日以降に生まれた方で，調理師免許を
有している方 

●試験方法  口述試験，適性検査及び資格調査 
●試験日時  １２月１５日（火）13：15  
●試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
●申込書の請求  受験申込用紙は，総務課秘書職員担当に請求してください。 

郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用選考試験申込用紙請求」と朱書
きし，宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒（長形３号（横 12.0cm×縦
23.5cm））を必ず同封してください。なお，大子町公式ホームページからもダウ
ンロードできます。 

●申込み先  大子町役場 総務課（〒319－3526 大子町大字大子８６６番地） 
●受付期間  １１月５日（木）～１２月２日（水）8：30～17：15（土・日曜日及び祝日を

除く。）郵便の場合は，１２月２日（水）17：15 までに総務課に着信したものに
限り受け付けます。 

●提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込用紙を使用） 
(2) 調理師免許の写しを必ず添付してください。  

●試験結果  試験結果については，１２月下旬頃に発表します。 
 
※受験申込者には，後日，受験票を送付します。詳しくは，総務課秘書職員担当に問い合わせて
ください。 

 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

１１月は「あいさつ・声かけ運動強調月間」です 
 
大子町，大子町青少年育成町民会議及び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
り，より良いあいさつのある町にしていきましょう。 
 
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 

 

平成２６年度地籍調査地区（矢田の一部）の成果の閲覧を実施します 
 
平成２６年度に地籍調査を実施した大字矢田の一部の地区について，新しい地図（地籍図案）

と簿冊（地籍簿案）を作成しましたので，次のとおり閲覧を実施します。 
●閲覧期間  平成２７年１１月１９日（木）から平成２７年１２月８日（火）まで 
       9：00～16：30（土・日曜日及び祝日を除く。ただし，１１月２８日（土）・１２

月６日（日）は，閲覧を実施します。） 
●閲覧場所  大子町役場農林課 
 
問合せ  農林課地籍担当 ℡７６－８１１０ 

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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土砂災害ハザードマップの配布について 
 
町では，平成２６年度に茨城県から新たに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

があった地域の土砂災害ハザードマップを更新しました。 
新たな，土砂災害ハザードマップについては，広報だいごお知らせ版１１月号の発行に合わせ，

行政連絡班を通して各戸に配布しますので，土砂災害の発生に備え，土砂災害警戒区域や避難所
等の位置の御確認をお願いします。 
●今回配布対象となる地域 
大子，浅川，槙野地，町付，上郷，上野宮，中郷，北吉沢，高田，下野宮，川山，冥賀，矢田，

大生瀬，高柴，内大野，外大野，袋田，下津原，久野瀬，南田気，池田 
●土砂災害警戒地域，土砂災害特別警戒区域の詳細図について 
 土砂災害ハザードマップに記載されている土砂災害警戒地域及び土砂災害特別警戒区域の詳
細図については，大子町役場建設課，茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課で閲
覧することができます。 
また，茨城県土木部河川課ホームページにも掲載されています。 

（URL:http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dosha/keikai-shitei/keikai-shitei.html）  
 
問合せ  《土砂災害ハザードマップに関すること》総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

《土砂災害警戒地域及び土砂災害特別警戒区域の詳細図に関すること》 建設課 ℡７２－２６１１ 
     茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 

 

１１９番通報の受信場所が変わります 
 
茨城県内２０消防本部３３市町の災害通報の受信，出動指令等を共同で行う「いばらき消防指

令センター」の整備を平成２８年６月１日の運用開始に向けて準備を進めています。 
現在は，各消防本部で受信している１１９番通報を，水戸市内原町の「いばらき消防指令セン

ター」で集約し，通信指令業務を行います。 
大子町の１１９番通報は，平成２７年１２月１５日から「いばらき消防指令センター」で受信

します。 
＜１１９番通報の方法・１１９番通報のポイント＞ 
１１９番通報の方法は，これまでと変わりません。「１１９」とダイヤルしてください。ただし，

いばらき消防指令センターでは，ほぼ茨城県内全域からの１１９番通報を受け付けますので，通
報時には市町村名から伝えてください。 
指令員が必要なことを順に尋ねます。出動に必要な情報が確認でき次第，通話中でも消防車や

救急車を出動させることができますので，落ち着いて正確にお答えください。 
※いばらき消防指令センターホームページ http://www.ibaraki-sirei.jp/ 

 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 
 

住宅用火災警報器の条例適合設置率は県内最下位 
 
大子町の住宅用火災警報器条例適合設置率は，２２％と県内最下位でした（平成２７年６月１

日現在）。 
住宅用火災警報器は，寝ている時に火災に気付き「逃げ遅れ」を防ぐために寝室等（２階に寝

室がある場合は寝室及び階段上部にも設置）に設置するものです。 
平成１９年に大子町消防団が窓口となり共同購入した住宅用火災警報器の電池寿命は，おおむ

ね１０年です。設置してある住宅用火災警報器のセンサー等は，劣化しますので１０年を目安に
本体の交換をお願いします。 
なお，新しく購入した住宅用火災警報器は，寝室等への設置をお願いします。 
大子町消防団では，「住宅用火災警報器の設置推進運動」を行いますので，御協力ください。 

 
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。 ３ 
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浸水想定区域図作成に伴う測量について 

 
一級河川久慈川の浸水想定区域図作成に伴い，大子町内で１１月５日から平成２８年３月３１

日まで久慈川及びその周辺の測量を次の業者が行います。 
＜実施区域及び測量業者＞ 
●大内野橋～上小川橋  (株)玄設計 
●上小川橋～滝川合流  国土建設コンサルタント(株) 
●滝川合流～中内橋   (株)那珂測量設計事務所 
●中内橋～福島県境   茨城測量設計(株) 
 
※測量作業員が民有地へ立ち入ることがありますので，御協力をお願いします。 

※測量作業員は，身分証明書を携帯しています。 
 
問合せ  茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 

 

１２月４日から１０日までは人権週間です 

 

『みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～』 

 

 昭和２３年（１９４８年）１２月１０日，国際連合総会において世界人権宣言が採択されたの

を記念して，１２月１０日を「人権デー」とすることが定められました。 

 法務省と全国人権擁護委員会連合会では，１２月４日から１０日までを「人権週間」として人

権啓発活動を行っています。 

 

問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 

 

 あなたは，一人で悩んでいませんか。職場

における男女差別やセクハラ，夫やパートナ

ーからの暴力，ストーカーなどの女性に対す

るあらゆる人権侵害について電話相談を受

け付けます。秘密は厳守します。 

●期 間  11月16日（月）～22日（日） 

●時 間  8:30～19:00 

      （土・日曜日は，10:00～17:00） 

●電話番号  ０５７０－０７０－８１０ 

（全国共通ナビダイヤル） 

●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 

総務課秘書職員担当  ℡７２－１１１３ 

 

 

 

特設人権相談 
 
１２月４日から１０日までの人権週間に

ちなんで，特設人権相談を開設します。 
●日 時  １２月２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 
 ・相続，遺言等に関する問題 
 ・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），高齢者や障がい者
に対する人権問題 

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

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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１１月１１日から１７日までは「税を考える週間」です 

 
 税は医療，福祉，教育など生活の様々な場面で利用されています。税を考える週間では，税の
意義や役割などについて理解を深めてもらうことを目的として，国税庁が集中的に広報広聴施策
を実施しています。 
今年度は，税の役割と税務署の仕事をテーマとして，税の役割や適正・公平な課税と徴収の実

現に向けた取組みを紹介しています。また，今年度から導入される社会保障・税番号（マイナン
バー）制度についても紹介しています。 
詳しくは，国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）を御覧ください。 

 
問合せ 太田税務署 ℡０２９４－７２－２１７１ 

税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 

 

県北地域看護職員再就業支援研修受講生の募集 

 
 看護職の資格を活かしませんか。看護の仕事をしたいけど，一歩踏み出せない，そんなあなた
を応援します。 
●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）の方 
●受講料  無 料 
●日程及び内容 

 ※研修の詳細については，それぞれの状況により，コーディネーターが相談に応じますのでお
気軽に御相談ください。 

●申込み  １２月１１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 ℡０２９４－５９－３２００ 
     健康増進課 ℡７２－６６１１ 

日 程 内 容 

①実務研修（５日・１０日間） 希望する医療機関での技術研修 

②試用研修（３か月以内） 希望する医療機関で働きながらの実務的な研修 

 

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 試験日等 待遇 

自衛官候補生 
２次募集 

１８歳以上 
２７歳未満の者 
（男子のみ） 

～１１月２０日 

１２月１３日（日） 
会場：勝田駐屯地 
合格発表：１２月２２日 
（採用候補者名簿記載通知
書によりお知らせします。） 

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） 

※細部は，御相談ください。 

 
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 

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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年金受給者の皆様へ 

～『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう～ 

 

老齢や退職を支給事由とする年金は，雑所得として所得税及び復興所得税の課税対象とされて

います（障害年金・遺族年金は課税されません。）。 

受け取っている年金額が一定以上の方には，毎年１１月上旬までに日本年金機構から扶養親族

等申告書が送付されますので，提出期限までに必ず提出してください。 

この申告により，翌年中の年金に係る所得税の源泉徴収税額が決まります。提出を忘れると各

種控除が受けられず，所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので御注意ください。 

 

問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

ごみの野焼きは法律で禁止されています 

 

 ごみの野外焼却（野焼き）は，法律で禁止

されています（一部の例外を除く。）。 

 野焼きは，悪臭や洗濯物が汚れるなど，周

辺住民への迷惑となります。また，火事とな

る危険もありますので，野焼きは絶対にやめ

ましょう。 

 野焼き・不法投棄を見つけたら「不法投棄

１１０番」（℡０１２０－５３６－３８０）

に連絡してください。 

 

問合せ  環境課環境担当 ℡７２－３０４２ 

 

ごみの分別に御協力ください 

 

町指定ごみ袋（黄色）には燃えるごみのみ

を入れてください。 

缶類，ビン，蛍光灯，乾電池などの燃えな

いごみは絶対に入れないでください。焼却炉

内に燃えないごみが入り故障の原因となり

ます。 

 また，拠点回収している容器包装プラスチ

ック専用回収ボックスには生ごみ，おむつな

どは絶対に入れないでください。容器包装プ

ラスチック（  マークの付いたもの）のみ

を入れてください。 

 

問合せ  環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 

 

 

 

献血のお知らせ 

 

 皆様の温かい御協力をお願いします。 

●日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

12月2日

（水） 

10：00～

15：30 
大子町役場 

12月11日

（金） 

10：00～ 

12：00 
油研工業 

14：00～ 

16：00 
弘陽電機 

●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 

 

補聴器巡回相談の御案内 

 

●日 時  １１月２５日（水） 

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。 ６ 
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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。妊娠や育児の講話を聞き，パパ・マ
マ２人でのストレッチや沐浴のデモンスト
レーションなどがあります。 
 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 １２月 ２日（水）18:00～19:45 

 ２回目 １２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  １２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 

 

ウォーク・ラリー大会参加者募集 

 

 奥久慈の秋をウォーク・ラリーで見つけま

せんか。一人で，家族で，グループで御参加

ください。 

●日 時  １１月２２日（日） 

受付 9：00～ 開会式 9：30～ 

      スタート10：00 

●場 所  オートキャンプ場「グリンヴィラ」 

●参加費  ３００円（保険・飲物代）※当日徴収 

●申込み  １１月１３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。（℡７２－１１４８） 

 

問合せ  体育協会レクリエーション部 神長 

℡７２－１８６６ 

 

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。 

●休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 

●開館時間は，午前１０時から午後６時まで

です。 

●新しく入った本 

「プラージュ」誉田哲也，「癒し屋キリ

コの約束」森沢明夫，「小説 土佐堀川 女

性実業家・広岡浅子の生涯」古川智映子，

「人間の分際」曽野綾子，「老後破産」NHK

ｽﾍﾟｼｬﾙ取材班，「親が倒れた日から，いつ

かくる…その日まで。」かぶらぎみなこ，

「料理の新常識」水島弘史，「老けない人

は何を食べているのか」森由香子，「だる

まなんだ」おおなり修司，「LaQ 恐竜図鑑」

世界文化社刊 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 

第６８回町民バドミントン大会 

 
●期 日  １１月２９日（日） 
●時 間  8:30競技開始 
●場 所  リフレッシュセンター 
●種 目  ダブルスの部（男子・女子・混合） 
●申込み  １１月２５日（水）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。（℡７２－１１４８） 

●参加費  一般  １，０００円 
      連盟登録者 ５００円 

（当日徴収） 
●その他  当日は，ラケット，体育館シュ

ーズ，昼食を御持参ください。 
 
問合せ  体育協会バドミントン連盟事務局 

   ℡０９０－４９５８－７５５１（担当 鴨志田） 

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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『まいん』催し物のお知らせ 

スウィング・トワイライト・ジャズ・

オーケストラwith仲野亜紀子 
 

１２月６日（日） 
 

●時 間  開場 14:00 

      開演 14:30 

●入場料（全席指定席） 

前売 
一 般 １，５００円 

高校生以下   ５００円 

当日 
一 般 ２，０００円 

高校生以下 １，０００円 
●チケット取扱い 
  １１月８日（日）10:00～16:00 
   中 央 公 民 館（℡72-1148） 
  １１月９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） 
 
＜プロフィール＞ 
◇仲野亜紀子 
 大子町出身。小学生時にピアノを始め，高
校では吹奏楽でアルトサックスを担当，ヴォ
ーカルを意識してから大学で英語を専攻，特
に音声学に力を入れて発音矯正した。 
 ジャズヴォーカリストとして県内外でラ
イブ活動している。「ソウルフルでパンチあ
る歌唱法に，艶やかさが加わっている」と評
され，心揺さぶるメッセージを込めてジャ
ズ，ポピュラーを歌う。 
 
◇スウィング・トワイライト・ジャズ・オー
ケストラ（略称：ＳＴＪＯ） 
1971年結成。以来45年間「音楽で社会貢

献しよう！」を合言葉に社会人バンドとして
活動。ＳＴＪＯは，「モンタレー・ジャズ・
フェスティバル」へ 2 年連続出演，「ロシア
国際ジャズ・フェスティバル」，上海「東華
大学学園祭」の招待演奏など県内外で800回
以上の公演を行う。1976 年から毎年開催の
スペシャルコンサートでは，2012 年（第 37
回）に渡辺貞夫氏，2013年（第38回）に日
野皓正氏を迎え華やかに開催。 
 
問合せ 教育委員会事務局生涯学習担当 
    ℡７２－１１４８ 

 

 

 

第２回大子町吹矢大会を開催します 
 
●日 時  １１月１７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 
      ※当日徴収します。 
●申込み  １１月１６日（月）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。（℡７２－１１４８） 

 
問合せ  大子吹矢クラブ 

℡０９０－４６６５－４９７０（武士）
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

 

第２９回大子広域公園ハーフリレー 

マラソン大会参加チーム募集 
 
●日 時  １２月２０日（日）9:00受付 
      （9:30 開会式 10:30 スタート） 
●走 路  大子広域公園特設周回ハーフマラソンコース 
      （約１．５㎞×１４区間） 
●部 門  ◇一般の部  ◇女子の部 
      ◇中学生の部 ◇小学生の部 
●参加人数  １チーム５人以上１４人以内 
●参加費  １チーム ２，０００円（当日徴収） 
 ※小・中・高校生のチームは無料です。 
●申込み  １１月２７日（金）までに申込

用紙に必要事項を記入し，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 
 体協陸上競技部長 小室 ℡７４－０６３６ 
   事務局 飯村 ℡０９０－７４０６－４６９９ 
       谷田部 ℡０９０－４３８２－０９０７ 

平成 27年 11月 5日 

－次回の発行は，平成 27年 12月 7日（月）です。

－ 

８ 

広報だいご お知らせ版 

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  

 


