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新年のごあいさつ
大子町長 綿 引 久 男

　新年明けましておめでとうございます。
　町民の皆様におかれましては、清々しい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、皆様には日ごろから町政に対し深いご理解とご支援、ご協力を賜り心から厚く
御礼申し上げます。
　さて、大子町には過疎化、高齢化、少子化などの大きな課題がある中、昨年の町長就
任にあたりましては、これらの課題を解決し「大子町を元気で住み良い日本一の福祉の
まちとする」ことを町民の皆様とお約束をし、その実現に向け各種施策に取り組んでま
いりました。
　少子高齢化対策としましては、「保育所保育料及び幼稚園授業料の無料化」や、「新生
児すくすく祝金事業」の支給額を大幅に増やし子育て世代の負担を軽減するとともに、
頃藤地区での「子育て支援住宅」の整備を進め、高齢者福祉の充実としましては、一人
暮らし高齢者の安否の確認、孤独感の解消を目的とした「大子町あんしん訪問事業」を
スタートさせるなど、「日本一の子育て支援のまち」「日本一の福祉のまち」をめざして様々
な施策に取り組んでまいりました。
　地場産業の育成につきましては、大子町の主要な地場産業であります農業・林業・畜
産業の振興のため、特産品販売室を設置し、お茶・リンゴ・常陸大黒・奥久慈シャモ等
の特産品の販売促進を図ってまいりました。
　また、皆様からの要望の多かったイノシシ被害対策につきましては、専門の嘱託員を
配置するとともに、箱わなでの捕獲を強化し成果を上げております。
　本年におきましては、これまでの事業の拡張・充実はもちろん、「定住促進教育ローン
支援事業」の実施や、木質バイオマス発電所や野菜加工工場などの企業誘致の推進、町
内企業の支援等により雇用の場をつくり若者の定住促進を図ってまいります。
　また、グラウンドゴルフ場の整備などによる高齢者の健康づくりや、子育て施策のよ
り一層の充実、さらには、町外からの移住促進や観光客誘致による地域活性化等に力を
注ぎ、「活力ある大子町」をめざして各種の施策を講じてまいりたいと考えております。
　皆様のより一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
　最後になりましたが、皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、新年のごあいさつとい
たします。
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■問合せ　水戸北年金事務所　☎029-231-2381　町民課　国保年金担当　☎76-8125

■問合せ　大子町選挙管理委員会（総務課内）　☎72-1114

新成人の皆さんへ「二十歳になったら国民年金」
　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで
作られた制度です。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気や
ケガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。

国民年金のポイント
○将来の大きな支えになります
　・国民年金は２０歳から６０歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
　・国が責任をもって運営するため、安定していて、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
○老後のためだけのものではありません
　・国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、

病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、
その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
○学生納付特例制度
　・学生の方でご本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方
です。

○若年者納付猶予制度
　・学生でない３０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料

の納付が猶予される制度です。

※詳しい内容や申請方法については、町民課国保年金担当または水戸北年金事務所にお問い合わせください。

選挙管理委員会からのお知らせ
◎大子町議会議員一般選挙について
　平成２８年３月３０日の任期満了に伴う大子町議会議員一般選挙を行います。
　【告示日】　平成２８年３月１５日（火）　　　【投票日】　平成２８年３月２０日（日）
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ぼくのわたしのぼくのわたしの
六年生になったら……………………………………………
　ぼくは、もうすぐ最高学年の六年生になります。六年生になったらがんばりたいとおもっていることが三つあ
ります。
　まず、勉強です。簡単なミスをよくしてしまうので、先生の話をよく聞いて落ちついて問題に取り組みたいです。
　次に、運動です。ぼくは、運動が好きなので何でも積極的にやりたいです。特に、今、サッカー少年団に入っ
ているので、たくさん練習してもっとうまくなって、試合でかつやくしたいです。
　最後に、みんなにやさしくすることです。ぼくがどうしたらいいか迷っていた時に、やさしく声をかけてくれ
た上級生がいました。とてもうれしかったので、ぼくもそうしてあげたいです。
　この三つが達成できるように、小学校最後の年をがんばりたいと思います。

だいご小学校

綿
わたひき

引　颯
そうた

汰さん

今年の抱負……………………………………………………
　新年をむかえ、私は今年の抱負を二つ考えました。一つ目は勉強面です。私は、国語や社会は得意だけど、算数や理
科は不得意です。今年はこの二つが得意科目に変わるよう、算数は自学をもっとやり、理科は復習に力を入れてがんばり
たいです。
　二つ目は生活面です。昨年は、清そう中におしゃべりをしていて注意されることがありました。その反省を生かし、今
年は、だまって働くことを心がけたいです。さらに、周りを見て終わっていない所を進んで手伝えるようにしていきたいです。
　そして、私は今年、六年生になります。六年生は学校の最高学年で、学校のリーダーといえる学年です。下級生は、い
いことも悪いことも上級生の真似をします。私はいろいろな面で、下級生のよいお手本となれる最上級生を目指していき
たいです。

だいご小学校

益
ましこ

子　　雅
みやび

さん

依上小の最高学年として……………………………………
　ぼくは依上小の最高学年になるにあたり、六年生になってからの目標を勉強、運動、生活の三つに分けて立てました。
　一つ目は、勉強です。六年生になると、勉強もむずかしくなり、きちんと自主学習しないとついていけないからです。
学力診断のためのテストもがんばりたいです。
　二つ目は、運動です。ぼくは、特に、運動が好きです。マラソン大会では、ブロック一位をとったことがないので、
悔いの残らないように、全力で走りたいです。また、カゼをひかずに元気に生活したいです。
　三つ目は、生活です。最高学年として、下級生のお手本となるように行動します。責任をもって行動することが一
番の目標です。
　来年は、小学校生活最後の年なので、きちんと六年生らしく学校生活を送っていきたいと思います。

依上小学校

手
てづか

塚　蒼
そら

空さん

最高学年になる決意…………………………………………
　最高学年になるとは、下級生を引っ張っていくことだと思います。
ぼく達のさはら小は夢道場という活動をしています。全校生で野菜
を育て、販売したり、地域の人たちと交流したりする体験学習です。
今年の六年生は、優しさと責任を持って活動していました。ぼくも
その優しさとさはら小の伝統を受けつぎたいです。そのために、み
んなをまとめる力と行動力を身に付けます。そして、みんなから信
頼される最高学年になりたいです。

さはら小学校

小
こまつ

松伸
しんたろう

太郎さん
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今年の抱負今年の抱負 初めての干支を迎えた
申年生まれの
小学５年生

最高学年を迎えるにあたって………………………………
　私は、最高学年の六年生になってがんばりたい事が、三つあります。
　一つ目は、算数の勉強です。私は家で算数の自主学習をあまりやらなかったので、授業のときに分からず苦労
した事がありました。なので、六年生になったらむずかしい問題からにげず、進んで自主学習をしたいと思います。
　二つ目は、他の学年との交流です。最後の小学校生活なので、たくさん遊んだり話をしたりしたいと思います。
そして他の学年の行動のお手本になれるようにしたいと思います。
　三つ目は、運動です。小学校最後の陸上競技大会でよい結果を出せるように、準備運動をしっかりやり、けが
のないようにしたいです。そして、毎日のリレーを精一杯走りたいです。
　私は、この三つをしっかり実行し、最後の小学校生活を、楽しくすごしたいです。

上小川小学校

大
おおもり

森　彩
さいか

可さん

最高学年にむけて……………………………………………
　私は、来年最高学年になった時、下級生のお手本になれる六年生
になりたいです。今私達は六年生をお手本として、行事の準備や司
会を縦割り班や代表委員会で行っています。この活動を通して、六
年生が一年生をひっぱっていくすがたを見て私もそんな六年生にな
りたいと思いました。今の五年生全員が協力して、いままでの六年
生がよくしてくれた、袋田小学校をもっともっとよい学校にしてい
きたいです。

袋田小学校

益
ましこ

子　幸
ゆきな

奈さん

私の目標………………………………………………………
　私は、六年生になったら三つがんばりたい事があります。
　一つ目は、バスケットです。最高学年になるので、今までよりも、
もっと練習をして、チームみんなでがんばりたいです。
　二つ目は、ピアノです。たくさんむずかしい曲をひけるようにな
りたいです。
　三つ目は、勉強です。六年生になるともっとむずかしくなるので、
自主学習などをたくさんやって、テストでは良い点を取りたいです。

生瀬小学校

菊
きくち

池　奏
そら

良さん

今年の目標……………………………………………………
　ぼくの今年の目標は、テストで百点をいっぱいとることです。ぼ
くは、国語が苦手なので、特にがんばりたいです。
　ぼくは、野球をやっています。チームのみんなと協力して、一勝
でも多く勝てるように練習をしていきたいです。
　今年は、小学校最後の年なので一つ一つの行事を大切にやりたい
です。そして、他の学年をリードして、最高の一年にしたいです。
　黒沢小は、人数が少ないですが、力を合わせてがんばります。

黒沢小学校

佐
さとう

藤　滉
こうへい

平さん
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ニュースだいごニュースだいご

お米コンテスト受賞報告お米コンテスト受賞報告

　１２月４日に、大子産米販売促進協議会がお米コンテスト
での受賞報告に訪れました。
　大子町は山間部に位置し、他の産地と比べると寒暖差が
非常に大きく、日本名水百選に選ばれている豊かな湧水が
あることから、食味（お米の美味しさを数値化したもので、
数値が高いほどおいしいお米であるとされている。）の高
いお米が生産されます。
　受賞結果は次のとおりです。

災害に備えて災害に備えて

　１１月２９日に、文化福祉会館「まいん」及び各地区で平成２７年度
大子町防災訓練が実施されました。役場本庁舎においては午前７時３０
分にラジオを緊急起動し放送された、FM だいごによる気象注意報発信
訓練をスタートに、災害対策本部設置訓練や、避難勧告の発令・解除及
び各行政連絡区長への情報伝達訓練などが実施されました。文化福祉会
館「まいん」会場では炊き出し訓練、地震体験車による揺れの体験、煙

体験コーナーの設置などの参加型訓練や、「近年の風水害の避難対策について～「垂直避難」「水平避難」の意義～」
と題し、㈱東京建設コンサルタント環境防災部町田岳氏を講師に招いた防災講演会が実施されました。
　また、中郷・矢田地区においては、避難所開設訓練やバスによる避難者移送訓練、安否確認訓練などが上記
訓練と同時進行で実施されました。
　災害はいつ起こるかわかりません。定期的に、ご自宅の非常持ち出し品の確認や、緊急時の家族の集合場所
や連絡手段などを確認する日を設けると、いざというときに備えることができます。

体育指導員表彰報告体育指導員表彰報告

　１１月１２日から１３日にかけて、愛媛県松山市で行われた第５６回全
国スポーツ推進委員研究協議会愛媛大会において、小室健二さん（西金）
が３０年勤続スポーツ推進委員として表彰され、１１月２５日に町長へ受
賞の報告に訪れました。
　小室さんは、昭和５８年４月１日から継続して大子町スポーツ推進委員
として活躍されています。今回の受賞は勤続年数だけでなく、多くの新規
スポーツ事業に積極的に取組んだ功績が評価されての表彰となりました。

コンテスト名 会場 開催日 受賞内容 受賞者

第 12 回お米日本一コンテスト
in 静岡

静岡県
沼津市

11 月 27
～ 28 日

最高金賞 栗田　哲也さん
内田　実さん

金賞 都筑　一萬太郎さん
第 17 回米・食味分析鑑定コンク
ール国際大会

石川県
小松市

11 月 22
～ 23 日 特別優秀賞 栗田　哲也さん

第 7 回大阪府民の“いっちゃん
うまい”米コンテスト

大阪府
吹田市 現在出品中
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公平委員辞令交付

大子町秋季軟式野球大会（町長杯）

公平委員辞令交付

大子町秋季軟式野球大会（町長杯）

　９月に行われた第３回定例会で、議会の同意を得た
公平委員会委員の金成節子さん（北田気）への辞令交
付式が、１２月１日に町長室で行われました。
　公平委員は、法律に基づき職員からの勤務条件に対
する措置要求や不利益処分の不服申し立てを受け付
け、審査を行います。任期は平成２７年１２月１日か
ら４年間です。

　１１月１３日に、大子広域公園で、「平成２７年度大子町秋季軟式野球大会（町長杯）」の決勝戦がナイター
で行われました。バッファローと大子町役場による熱戦が繰り広げられた結果、５対１でバッファローが勝利
しました。当日、試合を観戦した中原健次副町長は、表彰式において「草野球とは思えない程、非常にレベル
の高い大会で驚いた。年々、チーム数が減ってきている中で、運営も難しいとは思うが、大子町の野球の発展
に期待している」とコメントしました。
　なお、町体育協会軟式野球部では、現在、４チームが登録をしていますが、新たに参加を希望するチームに
ついては事務局までお問い合わせください。

　租税教室は、次代を担う児童・生徒の皆さんに、税
金はなぜ必要なのか、また、税金が社会のためにどの
ように使われているかを、ビデオ等を使って学んでい
ただき、税金に対する正しい知識を得ていただくため
に、太田税務署からの依頼により役場税務課職員を講
師として派遣し、毎年実施しているものです。
　参加した生徒は、税金の役割や、社会や身近な生活
に与えている影響について興味深そうに講義に聞き
入っていました。

税金ってなんだろう？
～租税教室～
税金ってなんだろう？
～租税教室～

優勝　バッファロー 準優勝　大子町役場

問合せ　大子町体育協会軟式野球部事務局　☎ 72-1131
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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.19
【隊員氏名】
佐藤　卓磨（さとう　たくま）
　９月１日から地域おこし協力隊として活動させていただいています、佐藤卓磨
です。 
　大子町に来る前は東京で社会教育事業や子ども向けイベントの企画・運営など
を行っていました。
　担当はクライミングウォールやみぞにて、子どもたちへの指導や活動のお手伝
いをさせていただくこと。また、一般の方も気軽にクライミングを行えるような
地域のスポーツとして定着させていけるよう活動していくことです。
　また、トレッキング大会にも参加させていただきました。景色も大変きれいで、
天気にも恵まれとても気持ちのよい一日でした。
　まだまだ、社会人経験も浅い未熟者ですが、がんばって活動していきますので
よろしくお願いします。

■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

　袋田小学校では、地域や老人会の方の協力をいただきながら、米づくりを行っています。５月には５
年生が老人会の方のご指導のもと、種もみをまいて苗を育てます。そして、保護者と共に全校児童で田
植えや稲刈りをします。稲刈りでは、鎌を使って一株一株刈り取り、束にしておだがけをします。天日で
２週間位よく乾燥させ、１０月に入るといよいよ収穫、脱穀です。３年生は千歯こきなどの昔の道具を使っ
て脱穀の体験をし、５年生は機械での脱穀を体験しました。脱穀後のわらの束は、老人会の方々により「わ
らぼっち」として田んぼに積み上げられ、木造校舎と共に郷愁漂う景観をつくっています。
　１１月には、日頃からお世話になっている方々を招待して「収穫祭」を開催しました。収穫の喜びと感
謝の気持ちを込め、収穫した米でもちをつき、会食をしました。「音楽発表」や「詩のチャンピオン大会」
も実施し、多くの方と楽しい時間を共有できました。

輝く大子の子どもたち　第９回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

大子町立袋田小学校
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■問合せ　税務課　町税担当　　　☎72-1116（寄附金控除について）　
　　　　　財政課　契約管財担当　☎72-1119（ふるさと大子応援寄附金について）

　ふるさと納税ワンストップ特例
制度とは何ですか？ 制度の内容に
ついて教えてください。

　ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、
ふるさと納税としての寄附を行った給与所得
者について、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。ワンストップ
特例の適用を受ける場合は、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます（ふるさと
納税をした翌年の 6 月以降に納める個人住民税額に適用されます。）。
　ワンストップ特例を利用するにあたっては、ふるさと納税をする際に寄附先の団体に
その旨を申請してください。なお、５団体を超える自治体へふるさと納税をした方、ま
たは、確定申告を行う方はワンストップ特例を使えないため、確定申告書への記載が必
要です。
　大子町のふるさと納税である「ふるさと大子応援寄附金」も、今年度からお礼の品が
新しく豪華になっています。町外にお住まいの親戚や友人にぜひおすすめください。

Q

A
第３７回
ふるさと納税ワンストップ
特例制度について

春風亭昇太・林家たい平　二人会
平成２８年２月１９日（金）
午後５時３０分開場　　午後６時開演
大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール
大子町大字大子７２２－１
☎０２９５－７２－２００５

チケット入場料（全席指定）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
前売券　　一般２，５００円　高校生以下１，５００円
当日券　　一般３，０００円　高校生以下２，０００円

プレイガイド
※チケットの販売は、お一人様４枚までとさせていただきます。
先行発売開始　１月１７日（日）午前１０時～午後４時　大子町立中央公民館
１月１８日（月）からのチケット取扱い
大子町観光協会（「まいん」内）  ☎７２－０２８５
大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内） ☎７２－６１１７
大子町立中央公民館    ☎７２－１１４８

主　催　大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会

春風亭昇太 林家たい平

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148
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町内各小中学校の取組み
（12 月２日に実施された特別授業）

依上小学校・さはら小学校合同見学学習

生瀬中学校における大子清流高校の中高連携事業

　依上小学校及び佐原小学校の６年生が参加し、合同見学学習が実施されました。各地区の地層
を観察することで、大子町が昔は海底だったこと、また、温暖な時代があったことなどを学び、
生徒たちは大変興味深く地層の断面に触れたり、遠くからスケッチをするなどして観察を行って
いました。
　自然を学び大子町の歴史を知るだけでなく、生徒たちの交流もこの見学学習の目的であるとの
ことです。今回参加した生徒たちは平成２８年４月から大子西中学校に入学し、同窓で学ぶこと
になります。「入学前に学ぶ時間を共有することで、中学校に入ってからも小学校の垣根を越え
て仲良く学んでほしい、という両小学校の思いも込められている」と金沢教諭（依上小学校）は
語りました。

　生瀬中学校において、大子清流高校総合学科の教諭３人と生徒４人を講師として迎え、同校の
３年生を対象とした福祉体験授業が実施されました。
　今年で３年目の開催になるというこの中高連携事業ですが、この日は車いすについて学習を行
いました。車いすの基本構造や操作方法を学び、また、実際に車いすを使って移動を体験する等
の内容で授業は進められました。
　生徒たちからは「小さな段差でもこんなに大変なんだ」とか「介助するのも大変だけれど、そ
れ以上に車いすで動くのは大変だ」といったような意見や、授業の最後には「高校生と交流がで
きて勉強になった」「専門的な勉強をしている高校生はすごい」といった感想が聞かれました。
　障がいのある方への理解を深めるだけでなく、地元高校との交流を通して、高校での教育課程
の理解とともに、見通しをもって自らの進路を考える機会とするため、今回の授業を設けたとの
ことです。
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■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎72-6611

糖尿病にならないための生活習慣
保健コーナー

　糖尿病を予防する食生活の基本は、２つのポイントを守ること。つまり、「食べ過ぎないこと」、「必要な栄養素を
バランスよくとること」です。自分の適性エネルギーを知って、上手に血糖をコントロールしましょう。

　糖尿病の最大の原因は、消費エネルギー以上に食べてしまうことにあります。まず、自分の生活エネルギー量に見
合った食事の量を覚えましょう。あなたの適正体重と日常生活の活動量から、1 日の適正エネルギーを計算すること
ができます。

　肥満を防ぎ、血糖値を安定させるには、朝・昼・夕の３食をなるべく均等にして、エネルギー量が偏らないように
することが大切です。１日の摂取エネルギーの合計が適正範囲におさまっていても、「朝食抜きで夕食にドカ食いを
する」といった食事は、肥満を招き、血糖値を上げることになります。なお間食をした場合は、間食を含めて摂取エ
ネルギーが適正範囲におさまるように、食事の量を調整しましょう。

適正体重　　　　　　Kg　＝ 身長　　　　　　m × 身長　　　　　　m ×　２２

適正エネルギー　　　　　　　Kcal＝適正体重　　　　　　Kg×身体活動量　　　　　　Kcal

食生活を見直そう

１日の適正エネルギーを知っておこう

３食をなるべく均等に食べよう

下の表を記入
適正体重の
計算例

適正エネルギー
の計算例

身体活動量の
めやす

身長１６５ｃｍの方の場合
適正体重→１．６５×１．６５×２２＝５９．９kg　約６０kg

適正体重６０kg（身長１６５ｃｍ）でデスクワークの多い会社員（軽労働）の場合
適正エネルギー→６０×（２５～３０）＝約１,５００～１,８００Kcal

軽労働	 デスクワーク中心の人、主婦など ２５～３０Kcal
普通の労働 立ち仕事や外回りの多い人 ３０～３５Kcal
重労働	 力仕事の多い人 ３５Kcal 以上

朝食　　　　 　Kcal＋昼食　　　 　　Kcal＋夕食　　　　 　Kcal（＋間食　　　　　Kcal）＝
あなたの１日の
適正エネルギー

Kcal

今の自分の身体の状態や、理想とされる適正体重・適正エネルギー量を知ることは
とても大切なことです。毎日の生活習慣を見直し、健康寿命の延伸に努めましょう。 上で計算した値を記入

糖尿病予防教室のおしらせ
日程・内容

第
１
回

平成 2 ８年
１月１４日（木）

　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「糖尿病について」
講話「食生活チェック・食事についてⅠ」
調理実習・試食

第
２
回

１月２６日（火）

　９：００～　９：３０
　９：３０～１１：００
１１：００～１２：５０
１２：５０～１３：３０

受付　血圧・体脂肪測定　
講話「食事についてⅡ」
調理実習・試食
個別指導

１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズに参加※希望者のみ

第
３
回

２月　９日（火）
　９：００～　９：３０
　９：３０～１１：００
１１：００～１２：５０
１２：５０～１３：３０

受付　血圧・体脂肪測定
講話「食事についてⅢ」
調理実習・試食
個別指導

第
４
回

２月２９日（月）
　９：００～　９：３０
　９：３０～１０：３０
１０：３０～１１：３０

受付　血圧・体脂肪測定
講話「復習と注意点」
実技「楽しい運動」

　お誘い合わせの上、奮ってご参加ください！皆さんのご参加をお待ちしています！
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2016

January1 睦 月

※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

12月28日㈪～  1月 3日㈰ 慈泉堂病院
4日㈪～  　  10日㈰ 久保田病院

11日㈪～  　  17日㈰ 慈泉堂病院
18日㈪～  　  24日㈰ 保内郷メディカルクリニック
25日㈪～  　  31日㈰ 久保田病院

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

1月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆町県民税　　　　　　　　第４期
◆国民健康保険税　　　　　第７期
◆介護保険料　　　　　　　第７期
◆後期高齢者医療保険料　　第７期
納期限は平成28年2月1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
1 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　1月17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12月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,661人　（－37）
　　男　　　9,126人　（－18）
　　女　　　9,535人　（－19）
★世帯数　　7,577戸　（－3）

January 睦 月

2016

1
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈮ 元日
2日㈯
3日㈰
4日㈪ 官公庁仕事始め
5日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
6日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
7日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
8日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般
9日㈯

10日㈰ 成人のつどい
11日㈪ 成人の日

消防出初め式
12日㈫ 新春の集い

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

13日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般
14日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
15日㈮
16日㈯
17日㈰
18日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般
19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）
20日㈬ 広報だいご２月号発行

心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
21日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
22日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般
23日㈯
24日㈰
25日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般

こころの相談 13：00～16：00 一　般
26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
27日㈬ 生活自立相談窓口 10：00～15：00 要予約
28日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
29日㈮
30日㈯
31日㈰
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今月のイベント 1月

ＰＩＣＫ ＵＰ

１１日開催

消防出初め式
　今や新春行事の一つになっている出初め式
ですが、起源は遠く江戸時代に遡ります。明
暦３年（1657 年）の江戸の大火を契機として、
万治２年（1659 年）１月４日に、稲葉伊予
守正則が定火消総勢４隊を率いて上野東照宮
前で顔見世の儀式「出初」を行い、気勢を上
げたことが由来とされています。
　大子町の各地区で活躍する、消防団員の皆
さんが一斉に集い、行進や放水を行います。普段はなかなか見ることのできない消防機材や放水を間
近で見ることができます。
　大変寒い中での開催となりますので、参観される際は防寒対策をしっかりと行いご来場ください。

予定時刻　午前９時　式典開始（文化福祉会館「まいん」）、午前１１時　放水開始（松沼橋周辺）

※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

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

９日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

10 日 凧作り 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

10 日 大子町成人のつどい 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

11 日 消防出初め式 消防本部 ☎ 72-0119

16 日 青少年育成町民会議ナイトハイキング 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

16 日 西金どんと焼き、鳥追い祭り 西金源起会

17 日 自然素材のおもちゃづくり体験 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
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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。

＊＊＊＊＊＊＊＊ 輝き～大
ダ イ

子
ゴ

来
ラ イ

人
ト

～ ＊＊＊＊＊＊＊＊
　現在久慈川流域及び袋田の滝周辺で実施されているライトアップの様子です。
　久慈川流域でのライトアップは、川沿いの桜の木と対岸の壁面にイルミネーションが施さ
れています。壁面に施されたイルミネーションが川の水面に反射することで見られる夜の久
慈川は、大変美しく輝いていました。また、袋田の滝は、今年から単色でのライトアップと
なりましたが、暗がりの中で光を当てられ、浮かび上がる滝はその雄大な存在感を示してい
ました。このライトアップ事業は平成２８年２月１５日まで開催されます。

輝 き
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