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わらぼっちのある風景

　わらぼっちは、一本の支柱にわらを組み上げて作
られます。組み上げる段階でロープや留め具等は一
切使用せず、わらをらせん状に積み上げていくこと
により、絶妙なバランスで形を保っています。農作
業の機械化に伴い、近年ではほとんど姿を見ること
がなくなってしまったこのわらぼっちですが、多く
の方のご協力により、現在、町内に７６個のわらぼっ
ちが完成しています。町外の方だけでなく、町内の
方にも「わらぼっちのある風景」を楽しんでいただ
きたいと思います。

～ぼっちでアート～

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131
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ニュースだいごニュースだいご

芸術の秋

おいしいお米を子どもたちに

芸術の秋

おいしいお米を子どもたちに

　１０月３日に、今年で５回目になる東京理科大
学科学実験教室「リダイゴ」が大子研修センター

（旧大子二高）で行われました。参加した児童は、
科学の楽しさに夢中になって、途中で飽きること
なく、最後まで各会場を巡っていました。

東京理科大学科学実験教室
「リダイゴ」
東京理科大学科学実験教室

「リダイゴ」

　１０月２４日から１１月３日にかけて、第４４
回大子町芸術祭が開催されました。リフレッシュ
センター及び中央公民館では数々の力作が展示さ
れ、また、文化福祉会館「まいん」においては音楽・
芸能発表が行われ、訪れた方々を楽しませていま
した。

　１１月４日に、常陸農業協同組合から「奥久慈
の恵　うまかっぺ米」１６０kg が贈呈されました。
寄贈者あいさつでは「子どもたちの食育とお米の
消費拡大につながればうれしい」と野上昭雄代表
理事組合長が思いを述べました。贈呈されたお米
は、１１月１５日から２１日までの「茨城を食べ
ようウィーク」に合わせ、１１月１６日の学校給
食で提供されました。

ホバークラフト作りの様子

大変きれいになりました！大変きれいになりました！

　１０月１９日に、久慈川・押川沿い遊歩道の草刈
りが町内有志の方々によるボランティア活動として
実施されました。川側の斜面から川までの区間の
草刈りを実施していただき、作業後の遊歩道は大
変きれいになりました。町の景観美化にご協力い
ただき、ありがとうございました。
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地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

………………………………vol.18
【隊員氏名】
針生　優子（はりう　ゆうこ）
　早いもので２回目の大子の冬を迎えます。今年度は

「奥久慈りんごしーどる」という大きな挑戦ができまし
た。たくさんの方に支えられ実現したものです。
　奥久慈りんご生産者との県内外へのＰＲや飲食店と
のコラボにも取り組み、奥久慈りんごの魅力を発信し
ています。
　どれも一人でできることではなく、理解ある町の皆
さんのご協力があるおかげです。
　春からは心強い新たな仲間も加わりました。今後も
隊員一同どうぞよろしくお願いいたします。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

地域おこし協力隊 facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

▲▼「奥久慈りんご生産者」様との東京出店

◀ご好評いただきました
　「奥久慈りんごしーどる」

　「豊かな自然」と「温かい地域の皆様」に支えられた本校は『笑顔あふれる依上小学校』を合い言葉に、子
供たちが学習や運動に積極的に取り組んでいます。
　特に稲作体験は、子供たちと地域の皆様がふれあい、絆を深められる大切な行事です。今年も、春に植えた
苗が見事な黄金色に変わり、１０月７日に全校児童で稲刈りを行いました。高学年が刈った稲を、中学年が束ね、
低学年が運び、協力して作業を進めました。多くの老人クラブの皆様が応援に来てくださり、稲の刈り方や束
ね方を熱心にご指導くださいました。さらに脱穀の後、『わらぼっち』作りに挑戦しました。芯になる棒の立
て方から、わらの積み上げ方まで間近で見ることができ、とてもよい体験ができました。稲刈りや脱穀の後に、
一粒のお米も無駄にしないよう、一生懸命落ち穂拾いをする子供たちの姿が見られ、たくさんの餅米が穫れま
した。子供たちは、地域の皆様や自然の恵みに対する感謝の気持ちをしっかり育んでいます。
　１０月３１日（土）には、地域の皆様をご招待した『収穫祭』を開催し、餅つきを体験しました。子供たち
も地域の皆様も、笑顔あふれる１日となりました。

輝く大子の子どもたち　第８回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170

依上小学校
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　１９４８年 ( 昭和２３年 ) １２月１０日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年１２月
１０日を「人権デー」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、１２月４日から１０日まで
を、人権週間として啓発活動を行います。
　人権とは人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人に平等に保障されています。しかし、自分の人権を
主張するだけでは、他の人の人権を侵害することもあります。人権週間に当たり、お互いに相手の立場を考え、
豊かな人間関係をつくりましょう。　
　大子町人権擁護委員協議会では人権週間にちなんで、１２月２日 ( 水 ) に大子町文化福祉会館「まいん」に
おいて特設人権相談所の開設と１２月３日から次のとおり人権書道作品展示を行います。

　小学生に応募していただきました大子町人権書道コンテストの入賞作品 19 点を、大子町文化福祉会館「ま
いん」ホール棟北側展示コーナーに展示しますので、ぜひご覧ください。
　　　　展示期間　　　１２月３日（木）～１０日（木）

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎ 72-1113

①世帯内の国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯
②世帯主の年金の年額が１８万円以上
③国保税と介護保険料を合わせた額が年金額の 1/2 を超えない
これらに該当する場合は、原則として世帯主の年金から国保税が差し引かれます。

　年金から天引き（特別徴収）される税額等については、毎年７月に町から送付する納税通知書の「各期別毎
納付額及び納期限」に記載されています。また、４月から６月に新たに特別徴収が始まる方には「国民健康保
険税特別徴収のお知らせ」の送付があります。
※年金特徴から口座振替へ変更をご希望の場合は、お手数ですが町民課国保年金担当までご連絡下さいますようお願いいたします。

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76-8125

　国民健康保険は、皆さんか
ら納めていただく国保税と、
国や県からの税で運営されて
います。安心して医療を受け
られるように、国保税の納付
にご協力ください。国保税を
納めないでいると、督促を受
けたり、有効期間の短い「短
期被保険者証」が交付されま
す。さらに滞納が続くと、保
険証を返していただく場合が
あります。

「国民健康保険税の納付に
ご協力ください」

　国保税は、世帯主が納めることになっています。
　このため、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯に
国保に加入している方がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。

（地方税法の改正により，平成 21 年 10 月から特別徴収が始まりました。）
◇対象となる方

◇天引きされる税額等について

国保税は世帯主が納めます

国保税の特別徴収（年金からの天引き）について

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～

人権書道コンテスト入賞作品を展示します

12月4日から10日までは
人権週間です
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　毎年冬季に野ねずみの駆除剤を配布してきましたが、今年度からは次の理由により行わないことになりま
した。ご理解をお願いします。

（１）伝染病予防法が廃止になり、町が配布する法的根拠が無くなったため
（２）他市町村において誤飲事故が発生し、使用者は許可を受けた販売店で適切な指導を受けて購入し、適正

な使用と管理を行うことを規定する薬事法を遵守するように国から注意喚起があったため
（３）同様の効果を持つ薬剤が、町内等の民間業者で購入可能であるため
（４）継続使用による薬剤耐性動物及び病害虫等の発生の恐れがあるため
（５）薬剤の効果は、一過性のものであり、長期的な予防効果が期待できないため
　　※現在近隣市町村では駆除剤の配布は行われておりません。

野ねずみ駆除剤の無料配布を中止します野ねずみ駆除剤の無料配布を中止します

■問合せ　農林課　農林担当　☎ 72-1128

◆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。「モンタ
レー・ジャズ・フェスティバル」へ２年連続出場、「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回以上の講演を行う。

◆仲野亜紀子《大子町出身》
　ジャズヴォーカリストとして県内外でライブ活動を行っている。「ソウルフルでパンチのある歌唱法に、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with仲野亜紀子

と　　き　１２月６日（日）　開場午後２時　開演午後２時３０分
と こ ろ　大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール
チケット　前売券　一般１，５００円　高校生以下５００円
　　　　　当日券　一般２，０００円　高校生以下１，０００円
前売券販売所（プレイガイド）
　大子町観光協会（「まいん」内）	 	 ☎ 0295-72-0285
　大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内）	 ☎ 0295-72-6117
　大子町立中央公民館	 	 	 	 ☎ 0295-72-1148

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎ 72-1148

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

　職場に「滑りやすいところ」、「つまづきやすいところ」、「踏み外しやすいところ」はありませんか？転倒災害
が増えています。
　「整理・整頓・清掃・清潔」、「あせらない急ぐときほど落ち着いて」を徹底しましょう。

労働災害緊急警報発令中！労働災害緊急警報発令中！

■問合せ　水戸労働基準監督署　☎ 029-226-2237
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都市計画に関する閲覧及び公聴会開催のお知らせ都市計画に関する閲覧及び公聴会開催のお知らせ

広 告

　県及び町では、大子町都市計画道路（県・町決定）の変更案及び用途地域の変更案を作成するため、都市計画
法の規定に基づき下記により公聴会を開催しますので、意見を述べることを希望する方は、公述申出書を提出し
てください。なお、公述人がいない場合は、公聴会は開催しません。

記
●開催日時　　　１２月１８日（金）　県案件　午後１時から　町案件　午後３時から
●場　　所　　　大子町役場第一分室会議室
●公述申出方法
　意見を述べることを希望する方は、公述申出期間中に公述申出書を郵送又は持参により提出してください。（公
述申出書は建設課に用意してあります。）

【提出先】　（茨城県決定案件）
　　　　　大子町都市計画道路の変更について
　　　　　○３・４・２砂古多八石線、３・４・４駅前松沼線の廃止、３・４・１北田気高瀬線の変更
　　　　　　〒３１０－８５５５　水戸市笠原町９７８番６　茨城県知事宛（土木部都市局都市計画課扱い）
　　　　　（大子町決定案件）
　　　　　１　大子都市計画道路の変更について
　　　　　　○３・５・５後山線及び３・５・７金町池田線の廃止、３・５・６天神平上ノ内線の変更
　　　　　２　大子都市計画用途地域の変更について
　　　　　　〒３１９－３５２６　大子町大字大子８６６番地　大子町長宛（建設課扱い）
●公述申出期間及び関係図書の閲覧期間
　平成２７年１２月 3 日（木）から１２月１１日（金）まで
　土、日、祝祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで
●提出期限　平成２７年１２月１１日（金）※必着
●公述人の選考等
　公述申出者が多数の場合は、意見内容を考慮のうえ公述人を選定させていただきます。
　なお、傍聴者の公聴会での発言はできませんのでご承知願います。
●関係図書の閲覧場所及び問合せ先
　１　茨城県決定案件
　　（１）　茨城県土木部都市局都市計画課（☎０２９－３０１－４５８８）
　　（２）　大子町役場建設課（☎７２－２６１１）
　２　大子町決定案件
　　　大子町役場建設課（☎７２－２６１１）

　水戸財務事務所では、悪質な投資勧誘や多重債務に関する相談を受け付けております。まずはお電話ください。
○借金の返済に一人で悩んでいませんか？
　☎０２９－２２１－３１９０　平日午前８時３０分～午後４時３０分
○だまされないで！詐欺的な投資勧誘！！（未公開株、社債、ファンド）
　☎０２９－２２１－３１９５　平日午前８時３０分～午後５時
※それぞれ、正午から午後１時までを除く。

一人で悩まず、相談を！一人で悩まず、相談を！
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■問合せ　地域包括支援センター　☎ 72-1175

こんにちは、包括支援センターです
高齢者の権利や財産を守ります

●判断が不十分な高齢者の財産や生活を守ります

●高齢者の心身を守ります

◇成年後見制度（法定後見制度）とは？

◇認知症と高齢者虐待

◇虐待者＝悪者というわけではない

◇高齢者の虐待とは？

◇成年後見人の役割は？

　お金の管理やいろいろな契約などは、日常生活を送るうえで欠かせないものとなっています。しかし、こう
したことに自信がなくなってきたり、将来、認知症になったときのことを考え、今後の生活に不安を感じてい
る方もいると思います。そんな時は、地域の相談機関である「地域包括支援センター」へご相談ください。「成
年後見制度」の利用支援や「日常生活自立支援事業」の情報を提供しています。

　高齢化が進む中で、高齢者虐待（高齢者に対する「人としての尊厳を傷つける行為」）が社会問題となって
います。このような状況を受けて、平成 18 年に「高齢者虐待防止法」が施行されました。虐待を防ぐためには、
第三者が介入するなどして、虐待に至る悪循環を止めることが必要です。

　地域包括支援センターでは、高齢者や家族の皆さんからさまざまな相談を受けたり、関係機関と協力しなが
ら、地域の高齢者を守ります。身近な高齢者の異変に気付いた時にはご連絡ください。匿名での相談も受け付
けています。

　高齢や障がいによって判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして
その方を援助する人を付けてもらう制度です。
　※法定後見制度の他にも、判断能力がある段階から、あらかじめ備える「任意後見制度」もあります。
　※日常生活自立支援事業は成年後見制度と似ていますが、サポートできる範囲が異なります。
　　詳しくは地域包括支援センターにお問い合わせください。

　虐待されている高齢者の多くに、なんらかの認知症状がみられると言われています。その理由として介護、
特に認知症介護の負担が虐待と大きく関わっていると考えられています。介護負担の軽減には、認知症に対
する正しい理解が必要です。認知症の早期発見と適切な支援で、虐待を未然に防ぎましょう。

　介護は想像以上に大変です。介護をする人が心身ともに疲れてしまい、追い詰められてしまうことも虐待
の原因の一つとされています。一人で抱えこまず、介護サービスを利用することで負担を軽くしたり、リフ
レッシュする機会を持てるようにするなど、介護者を支援することも必要です。

　家族で介護している人、または介護施設で働く人などによる、主に次の５つの行為をいいます。

・財産管理：本人に代わり、財産管理を行います。財産を維持するだけではなく、必要に応じて処分するこ
とも含まれています（裁判所の承認が必要な場合もあります）。その内容は、日常の金銭管理から重要財
産の処分まで多岐にわたります。

・身上監護：本人の状況（健康面・生活面）に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います。身上監
護とは法律行為に基づくもので、介護や看護（本人の身体に触れる行為）を行うことは含まれません。

身体的虐待 殴る、蹴る、やけどを負わせる、ベッドに縛り付けるなど

介護・世話の放棄・放任 食事をさせなかったり、ごみを放置するなど劣悪な環境の中で生活させ
るなど

心理的虐待 怒鳴る、無視する、子ども扱いするなど
性的虐待 キス、性器への接触、懲罰的に裸にして放置するなど
経済的虐待 高齢者本人のお金を使わせない、預貯金を勝手に使うなど
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December12 師 走

※事業によっては、12：00 〜 13：00 が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

連　絡　先

◎ 救急協力当番病院 ◎
月　日 病　院

11月30日㈪～12月 6日㈰ 慈泉堂病院
7日㈪～  　  13日㈰ 保内郷メディカルクリニック

14日㈪～  　  20日㈰ 久保田病院
21日㈪～  　  27日㈰ 保内郷メディカルクリニック
28日㈪～  1月 3日㈰ 慈泉堂病院

慈泉堂病院 ☎ 72-1550
久保田病院 ☎ 72-0023
保内郷メディカル
クリニック ☎ 72-0179

12月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆固定資産税　　　　　　　第３期
◆国民健康保険税　　　　　第６期
◆介護保険料　　　　　　　第６期
◆後期高齢者医療保険料　　第６期
納期限は平成28年1月4日㈪です。

延長窓口のお知らせ
毎週水曜日　午後７時まで

＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
＊税務課 ☎72-1116
取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
詳しくは各担当課に事前にお問い合せください。

婚活支援ネット結婚相談会
12 月実施日のお知らせ

まちづくり課　☎72-1131
大子町では結婚相談を実施しています。事前予約不要、
どなたでもご相談いただけます。
日　時　12月20日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館「まいん」２階小会議室

町の人口と世帯
（平成27年11月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,698人　（－42）
　　男　　　9,144人　（－14）
　　女　　　9,554人　（－28）
★世帯数　　7,580戸　（－7）

December12 師 走
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
2日㈬ 献血（大子町役場） 10：00～15：30 一　般

心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
特設人権相談 10：00～15：00 一　般

3日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
胃がん検診 7：00～10：00受付 要予約

4日㈮
5日㈯
6日㈰
7日㈪ お知らせ版１２月号発行

健康教室 13：30～15：00 一　般
8日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
一日年金事務所（出張年金相談） 10：00～14：00 要予約

（予約先：水戸北年金事務所☎ 029-231-2282）
9日㈬ 生活自立相談窓口 10：00～15：00 要予約

飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般
10日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
11日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般

献血（油研工業㈱） 10：00～12：00 一　般
献血（弘陽電機㈱） 14：00～16：00 一　般

12日㈯
13日㈰ 胃がん検診 7：00～10：00受付 要予約
14日㈪
15日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
16日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
17日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
18日㈮
19日㈯
20日㈰ 婚活支援ネット結婚相談会 10：00～15：00 一　般
21日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般

こころの相談 13：00～16：00 一　般
22日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
23日㈬ 天皇誕生日
24日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
25日㈮ 広報だいご・お知らせ版１月号発行

就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般
26日㈯
27日㈰
28日㈪
29日㈫ 役場年末年始休業（１月３日まで）
30日㈬
31日㈭ 大晦日

2015
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今月のイベント 12月

ＰＩＣＫ ＵＰ

ＴＯＰＩＣＳ！

１３日開催

大子町健康まつり
　大子町文化福祉会館「まいん」を会場として、大子町健康ま
つりが開催されます。
　当日は、健康を題材とした各種講演や、医師による相談コー
ナー、健康度チェックコーナーなど、沢山の催しが予定されて
おります。皆さんも是非ご参加いただき、健康への関心・知識
を高めてみてはいかがでしょうか？

　全国の市長や議員、市民団体から２，４６７件の応募があった「２０１５第１０回マニフェスト大賞」
において、大子町子ども議会が「審査委員会特別賞（箭内道彦選）」を受賞しました。
　１１月６日に東京都・六本木ヒルズで行われた授賞式へ中学生３人が参加し、大子町で学ぶ子供た
ちの輝きを広く全国へ発信しました。
　翌週１２日、町長、議長、教育長へ受賞報告を行いました。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認ください。

ＰＩＣＫ ＵＰ

ＴＯＰＩＣＳ！

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

６日 スポーツ少年団駅伝大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

６日 リース作り 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

13 日 大子町健康まつり 健康増進課 ☎ 72-6611

20 日 大子広域公園
ハーフリレーマラソン大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

20 日 森に巣箱をかけよう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
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田舎って楽しい！！

　「田舎の良さを知ってほしい！」との思いで平成２２年度か
ら行われている、リリーベール小学校教育旅行受入が、今
年も１０月２８日～３０日の２泊３日の日程で実施されました。
　今年は大子地区（２世帯）、依上地区（２世帯）、佐原地区（４
世帯）、宮川地区（１世帯）、池田地区（４世帯）の１３世帯が
受け入れにご協力くださいました。
　私たちにとっては何気ない日常が、児童たちには大変新
鮮で刺激的な様子で、歓迎セレモニーこそ緊張した面持ちで
したが、家に到着するなり「鶏だ！」「野菜が沢山あるよ！！」
などと歓声をあげていたのが印象的でした。また、受入家
族の方々ともすぐに打ち解け、お手伝いや談笑を楽しんでい
ました。
　最終日のお別れセレモニーでは、別れを惜しみお互いに涙
する感動の時となりました。

　大子町では当事業にご協力いただける家庭を募集しています。お気軽にご相談ください。
　現在、町内で５１軒のご登録をいただいております。
団体事務局　　大子町子ども田舎体験推進協議会（みらんど袋田内）　☎７９－０２９６
民泊登録担当　まちづくり課まちづくり担当　☎７２－１１３１
　　　　　　　FAX ７２－１１６７　E-mail　machi@town.daigo.lg.jp

～リリーベール小学校教育旅行受入～

歓迎セレモニー

憩いの森散策

りんご狩り 畑仕事のお手伝い

お饅頭ってこうやって作るんだ

受入家族との一枚

お別れセレモニー
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※「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課　☎７２－１１１４までご連絡ください。

＊＊＊＊＊＊ 第 24 回奥久慈大子まつり ＊＊＊＊＊＊
　１１月８日に開催された第２４回奥久慈大子まつりの様子です。
　当日は雨にもかかわらず、会場は多くの来場者でにぎわいました。YOSAKOI ミニフェス
ティバル、和楽器の競演などの催し物や、初の試みとなる「奥久慈うまいものグランプリ」
が開催されました。見事初代グランプリを勝ち取ったのは、「しゃも玉焼きそば（大子町商工
会青年部）」でした。グランプリに選ばれた「しゃも玉焼きそば」は、観光 PR のために今後
１年間に渡り大子町の観光パンフレット等に掲載されることになります。

盛 況

受賞の喜びを語る吉成弘輝さん
（大子町商工会青年部）

しゃも玉焼きそば

第１回奥久慈うまいもの
グランプリ受賞
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