
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定計量器（はかり）定期検査 
 
特定計量器（はかり）を取引又は証明を目的に使用している方は，計量法第１９条により２年

に一度の定期検査を受けなければなりません。受検していないものや，不合格になったものをそ
のまま取引に使用した場合は，６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金若しくは併科となりま
すので，御注意ください。 
◆調査対象 
・各種商店（露天商，行商を含む。）で商取引に使用するはかり 
・薬局，病院の調剤用のはかり（動物病院のはかりは除く。） 
・農産物，水産物の売買，出荷のために使用するはかり 
・事業所の受入，出荷の取引用はかり，内容量及び品質表示のために使用するはかり 
・運送（宅配便）会社小荷物の運賃算出に使用するはかり（取次店も含む。） 
・貴金属商，つり堀で使用するはかり 
・病院，学校，幼稚園，保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり 
・法令等により，公共機関への報告，統計などを目的として使用するはかり 

 
 
◇日 程  ６月２７日(月)～２９日(水)の３日間 10：30～15：00 
◇場 所  大子町役場 駐車場内公用バス車庫 

 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

生活自立相談窓口  
 
 「仕事が見つからない」，「病気で働けない」，「家族が働かないので悩んでいる」など，経済的
な理由により生活に困っている方を対象に相談窓口を開設しています。一人で抱え込まずに，お
気軽に御相談ください。専門の相談員が一緒に考え，解決へのお手伝いをします。 
 御家族やまわりの方からの相談でも結構です。 
 相談内容は，一切漏らしません。 
◆日 時  ６月２２日（水）10：00～15：00（要予約） 
      ７月２７日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      ８月２４日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      ９月２８日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 
◆相談員  県北県民センター相談支援員 
◆相談料  無 料 
◆申込み  相談は，予約制ですので，相談日の前日までに，県北県民センター地域福祉室又は

福祉課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  県北県民センター地域福祉室 ℡０２９４－８０－３３２０ 
     福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 
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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 

≪はかり定期検査実施予定日≫ 



 

 

大子町職員採用試験  
 
平成２８年度大子町職員採用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 

ア 

一般行政職 
（一般事務） 

４人程度 
昭和５６年４月２日から平成１１年４月１日まで
に生まれた人（学歴は問いません。） 

保育士 １人程度 
昭和５６年４月２日以降に生まれた人で，保育士
資格及び幼稚園教諭免許を有している人（※） 

イ 
社会福祉士 １人程度 

昭和５６年４月２日以降に生まれた人で，社会福
祉士の資格を有している人（※） 

保健師 ２人程度 
昭和５６年４月２日以降に生まれた人で，保健師
の免許を有している人（※） 

（※）平成２９年３月３１日までに取得見込みの人を含みます。 
◆試験の内容等 
 第１次試験の内容は試験区分によって異なりますので御注意ください。 

試験の名称 試験区分 試験日 試験会場 試験の方法 

第１次試験 
ア ９月１８日（日） 茨城大学 

教養試験（論文・作文
を含む。） 

イ ８月１１日（木） 大子町役場 作文試験，面接試験 
第２次試験 全区分 第１次試験合格者に別途通知します。 面接試験，身体検査 

◆申込用紙の請求 
 申込用紙の交付は，試験区分「ア」は平成２８年６月２０日（月）から，試験区分「イ」は６
月６日（月）から開始します。 
申込用紙は，役場総務課窓口，郵便又は電子メールで請求してください。（試験区分「イ」につい
ては，大子町ホームページからもダウンロードできます。） 
 郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし，①氏名，申込
用紙の送付先及び日中に連絡をとれる連絡先（携帯電話番号等），②受験する試験区分，③一般行
政職又は保育士の場合は，教養試験区分「Ａ大学卒」又は「Ｂ短大・高校卒等」を記入した用紙
（様式任意）を必ず同封してください。 
 電子メールで請求する場合は，上記の内容を電子メール本文へ記載してください。（請求先メー
ルアドレス soumu03@town.daigo.lg.jp 職員採用試験担当者あて） 
◆申込先 〒319－3526 大子町大字大子 866番地 大子町役場 総務課 
 ※試験区分「イ」については，電子メールによる提出書類の送信も可能です。（申込先メールア

ドレス soumu03@town.daigo.lg.jp 職員採用試験担当者あて） 
◆受付期間等 

試験区分 受付期間 注意事項 

ア ７月１日（金）から８月１日（月）まで 
土・日・祝日を除く午前８時３０分
から午後５時１５分まで。郵便又は
電子メールの場合は，８月１日（月）
午後５時１５分までに申込先に着
信したものに限ります。 

イ ６月６日（月）から８月１日（月）まで 

◆提出書類 
 申込書１部（所定の申込用紙を使用），受験区分票１部 
◆試験結果について 
 第１次試験結果については，それぞれの試験日からおよそ３週間後に発表される予定です。 
 
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。 ２ 
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個人番号カード（マイナンバーカード）の受取を 

 
個人番号カードの交付準備ができた方には，町民課から『個人番号カード（マイナンバーカー

ド）交付のご案内』により通知していますが，通知があった方で交付を受けていない方は，町民
課の窓口に受取にお越しください。 
なお，受取は予約制となっていますので，事前に町民課へ電話により予約をしてください。 
また，交付時に持参していただくものがありますので，『個人番号カード（マイナンバーカード）

交付のご案内』の通知文をよく御確認の上，受取にお越しください。 
◆交付時間 
▽平日及び日曜日・・・午前９時～午後４時３０分（ただし，正午から午後１時を除く。） 
▽水曜日・・・午前９時～午後６時３０分（ただし，正午から午後１時を除く。） 

 
※日曜日は，６月１２日，２６日，７月２４日のみです。 
 
問合せ 町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

 

医療福祉費支給制度（マル福）を 

受給されている方へ 
 
医療福祉費支給制度（マル福）を受給され

ている方のうち，母子家庭の母子，父子家庭

の父子又は心身に障がいのある方に交付さ
れている受給者証の有効期限は６月 
３０日です。 
７月１日からの新しい受給者証は，６月下

旬に送付します。 
 
※小児のマル福を受給されている方は，誕生

月（１日生まれの方は前月）に新しい受給
者証を送付します。 

 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

犬の狂犬病予防注射と登録 
 
今年の狂犬病予防注射がまだ済んでいな

い犬の飼い主は，動物病院で予防接種を受け
てください。また，登録が済んでいない犬の
登録もお願いします。 
 
※狂犬病予防法により，生後９１日以上の犬
は「犬の登録（１回のみ）」と「狂犬病予
防注射（毎年１回）」が義務付けられてい
ます。 

 
問合せ 町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

 

東京農業大学連携事業 
 
町では，東京農業大学宮林茂幸教授を招

き，漆の生産から加工をつなぐ体験型セミナ
ー「国産漆と大子町の里山文化～日本の伝統
文化を国産漆の現場から学ぶ～」を開催しま
す。奮って御参加ください。 
◆日 程   
▽７月２３日（土） 

   11：00集合及び開会 
   13：00宮林教授による講義 
   14：30麗潤館，器而庵での体験活動 
   16：30閉会 
   18：00 交流会（奥久慈リバーサイド

福寿荘） 
 ▽７月２４日（日） 
   9：00集合及び開会 
   9：15見学，実習活動 
   11：30閉会 

※各日での参加も可能です。 
※小雨決行 

◆集合場所  文化福祉会館「まいん」 
◆参加費  無 料（昼食代金や体験代金等

は，各自負担となります。） 
◆募集人数  各日２０人（最少催行人数１５

人） 
◆応募方法  ６月３０日（木）までに，地域

おこし協力隊事務所に電話，ＦＡ
Ｘ又は電子メール（ｱﾄ ﾞ ﾚ ｽ
muramatu@town.daigo.lg.jp）で
申し込んでください。 

 
問合せ  地域おこし協力隊事務所 

℡・Fax７６－８１２３ 

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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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 種別 

北田気第二（Ａ棟） 
北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階 Ｓ６３年 町営 
＜設備＞瞬間湯沸器，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追い炊き，駐車場２台，倉庫  

◆入居資格 
 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，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(世帯の所得金額－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 １８，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２１，３００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 ２４，４００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 ２７，５００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。 
◆共益 費  ２，５００円 
◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ６月６日（月）～１７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  ７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 

 

住宅用火災警報器の点検をしましょう 

 
住宅用火災警報器は，定期的に作動確認し音を聞きましょう。ボタンを押す，又はひもを引い

て作動確認をします。定期的に家族で火災時の警報音を確認しましょう。 
正常な場合は，正常をお知らせするメッセージ又は火災警報音が鳴ります。音が鳴らない場合

は，電池がきちんとセットされているか，御確認ください。それでも鳴らない場合は，「電池切れ」
か「機器本体の故障」です。取扱説明書を御覧ください。 
火災警報器の種類によって，細かい注意点が異なります。製品に付属している取扱説明書を必

ず御覧ください。廃棄する際は，本体と電池を別にして本体を燃えるごみとして，電池は資源ご
みとしてそれぞれ出してください。 
 
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。 ４ 
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「所得金額」とは，給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額，確定申告

書の所得金額の合計欄の金額又は市町村長が発行する所得が分かる証明書の所得金額の合計欄の金額で

す。「世帯の所得金額」は，世帯全員の「所得金額」を合算した額となります。 



 

 

だいご婚活支援ネットワーク結婚相談会 
 
そろそろ婚活したいけど，どうしたらいいか。いい人になかなか巡り合えない。息子に早く結

婚してほしいなど，結婚を希望される方のあらゆる御相談に婚活アドバイザーがお答えします。
親御さんだけでも大丈夫です。 
 婚活アドバイザーは，町長から委嘱を受けて，若者の出会いの相談や仲介などを行う結婚相談
員です。事前予約は不要で，相談費用や登録料はかかりませんので，お気軽に御参加ください。 
◆開催日  毎月第２日曜日 
       ７月１０日（日） 
       ９月１１日（日） ※８月は開催しません。 
◆時 間  10：00～15：00 
◆会 場  文化福祉会館「まいん」２階小会議室 
◆内 容  身上書の作成支援（だいご婚活支援ネットワークへの登録），プロフィール検索，民

間団体で開催する婚活パーティー又は交流イベントの案内，婚活に向けたアドバイス 
 
問合せ  だいご婚活支援ネットワーク事務局（役場まちづくり課内） 
      専用ダイヤル０９０－７２０９－４１５２（平日 8：30～17：15） 
      専用メールアドレス d-net@town.daigo.lg.jp 

 

税 務 職 員 募 集  
 
 税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤務する税務職員（国家公務員）を次のとお
り募集します。 
◆受験資格  平成２８年４月１日において高校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算

して３年を経過していない者及び平成２９年３月までに高校又は中等教育学校卒業
見込みの者（人事院がこれに準ずると認める者を含む。） 

◆試験の程度  高等学校卒業程度 
◆申込 み  インターネットで次のアドレスにアクセスし，申し込んでください。 

URL http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 
インターネットによる申込みができない場合は，郵送又は持参により申し込む

ことができます。詳細については，太田税務署総務課にお問い合わせください。 
◆申込期間 
▽インターネットによる申込み ６月２０日（月）～６月２９日（水） 
▽郵送又は持参による申込み ６月２０日（月）～６月２２日（水） 

◆試 験 日  第１次試験  ９月４日（日） 
第２次試験  １０月１２日（水）から１０月２１日（金）までのいずれか第１

次試験合格通知書で指定する日 
 
問合せ  太田税務署総務課 ℡０２９４－７２－２１７１ 
 

大子町農業入門講座  
 
大子町在住で，農業に従事して間もない方又は農業を始めようとする方のために農業入門講座

を開催します。 
◆実施期間  ７月～平成２９年２月（７回） 
◆講座内容  農業の基礎，農産品加工実習等 
◆開 講 式  ７月８日（金）10:00 文化福祉会館「まいん」 
◆申 込 み  ６月３０日（木）までに農林課，ＪＡ常陸大子支店又は同大子営農経済センター

に申し込んでください。以降は，随時受け付けます。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

常陸大宮地域農業改良普及センター ℡０２９５－５３－０１１６ 

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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ひきこもり家族教室  

 

 ひきこもり状態にある方の家族からの相

談に応じています。予約制ですので，事前に

お申し込みください。秘密は厳守します。 

◆日 時  毎月第２木曜日 

14：00～15：30 

◆場 所  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥

賀町２９７８－１） 

◆内 容  フリートーク，コミュニケーシ

ョン技法，将来の生活に向けての

予備知識，ひきこもり支援団体の

活動，心理療法「コラージュ」，

就職活動の進め方等 

◆費 用  無 料 

◆申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。  

 

問合せ  常陸大宮保健所健康指導課  

℡０２９５－５５－８４２４ 

 

精神保健相談  

 

精神面の病やこころの健康について，悩み

のある方と家族からの相談に応じます。予約

制ですので，事前にお申し込みください。秘

密は厳守します。 

◆日時及び場所 

◇毎月第２水曜日 13：30～ 

常陸太田合同庁舎（常陸太田市山下 

町４１１９） 

◇毎月第３水曜日 13：30～ 

  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥賀 

町２９７８－１） 

◆内 容  専門医による相談 

◆費 用  無 料 

◆申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。 

 

問合せ  常陸大宮保健所健康指導課 

℡０２９５－５５－８４２４ 

 

 

ひきこもり専門相談  

 

ひきこもり状態にある方と家族からの相

談に応じています。予約制ですので，事前に

お申し込みください。秘密は厳守します。 

◆日 時  毎月第３金曜日  

       9：30～11：30 

◆場 所  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥

賀町２９７８－１） 

◆内 容  臨床心理士による個別相談 

◆費 用  無 料 

◆申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。 

 

問合せ  常陸大宮保健所健康指導課 

℡０２９５－５５－８４２４ 

 

シルバーリハビリ体操普及講習会 

 
 超高齢化社会の進展の中で，「介護予防」
が重要な課題となっております。なぜ，「介
護予防」が大切なのか，楽しい講義と実技を
通して「寝たきり防止」のための学習をしま
せんか。 
◆日 時  ６月２９日（水） 
       13：30～15：30 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」 
       文化ホール 
◆講 師  茨城県立健康プラザ管理者 
       大 田 仁 史 先生 
◆内 容  なぜ，「介護予防」なのか。講

義と実技を交えて分かりやすく
指導します。動きやすい服装でお
越しください。 

◆参加費  無 料 
◆主 催  茨城県・茨城県老人クラブ連合

会，大子町老人クラブ連絡協議会 
◆後 援  大子町社会福祉協議会 
◆その他  熱中症対策のため，飲み物を必

ず持参してください。（文化ホー
ル内での飲食は禁止となってい
ますので，御了承願います。） 

 
問合せ  大子町老人クラブ連絡協議会 
      ℡７２－２００５ 

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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元気アップ！教室  
 
足腰が弱ってきた，飲み込みが悪い，物忘れが気になる，などの症状がある方はいませんか？

教室を通して，元気で長生きを目指しましょう！ 
◆対象者  ６５歳以上の町民で，医師等により運動等の制限をされていない方 
      ※身体の機能低下が見られる方におすすめです。 
◆内 容  全６回の日程で運動を中心とした介護予防教室になります。 
◆会場及び日程 

会 場 日 程 
袋田コミュニティセンター ７月５日，１２日，１９日，２６日，８月２日，９日 
文化福祉会館「まいん」 ９月１日，８日，１５日，２９日，１０月６日，１３日 

◆対象地区 
会 場 対象地区 

袋田コミュニティセンター 生瀬，袋田，上小川，下小川 
文化福祉会館「まいん」 大子，依上，佐原，黒沢，宮川 

 ※ただし，定員に満たない場合はこの限りではありません。 
◆定 員  各会場とも２０人（先着順）※介護保険サービスを利用していない方を優先します。 
◆参加料  無 料 
◆申込み  地域包括支援センターに電話で申し込んでください。 

（６月２０日（月）8：30～受付開始） 
◆申込期限  袋田コミュニティセンター ７月 １日（金）まで 

文化福祉会館「まいん」  ８月２６日（金）まで 
 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

 

高血圧予防教室  
 
高血圧を予防する食事の注意と運動の実践を楽しく学び，生活習慣を改善しましょう。 

◆日 程 
 日  時 内  容 

第
１
回 

６月２９日（水） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：３０ 

受付 血圧・体脂肪・血管年齢測定 
講話：血圧のしくみについて 
講話：高血圧予防の食生活について 
調理実習・試食 

１４：００～１５：３０ 楽しいエクササイズに参加（※） 

第
２
回 

７月１２日（火） 

９：００～ ９：３０ 
９：３０～１０：００ 

１０：００～１１：００ 
１１：００～１３：００ 

受付：血圧・体脂肪・血管年齢測定 
講話：食事の基本 
講話と実技：高血圧予防のための運動 
調理実習・試食 

※楽しいエクササイズへの参加は希望者 
◆対象者  血圧が高めの方，健康づくりに興味のある方 
◆定 員  ３０人 
◆場 所  保健センター 
◆参加費  無 料（参加者には計量スプーン，ウオーキング用反射板等を差し上げます。） 
◆申込み  ６月２３日（木）までに健康増進課に申し込んでください。 
◆その他  筆記用具，エプロン及び三角巾を持参してください。  
 
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。 ７ 
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幼稚園体験保育  
 
幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚

園に子どもを入園させたいと希望している
親子を対象に，「親子登園日」を設け，園児
との交流，教師との遊び，保護者の相談等を
実施しますので御参加ください。 
◆体験日 
・第１回 ６月３０日（木）9:30～10:30 
・第２回 １０月下旬予定 

◆内 容 
 ・保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり

園児及び保護者同士の交流を持ちなが
ら，幼稚園での遊びを体験します。 

 ・本園職員が，保護者の相談を受けます。 
◆対象幼児 
  平成２３年４月２日から平成２６年４
月１日までに生まれたお子さん 

◆その他 
当日は，お子さんの上履きを持参してく

ださい。 
◆申込み 
  ６月１３日（月）から２７日（月）まで
に大子幼稚園に来園又は電話で申し込ん
でください。 

 
問合せ  大子幼稚園 ℡７２－０６２７ 

 

自衛隊夏休みキャンプ教室 
 
◆期 日  ７月２３日（土）・２４日（日） 
     の２日間（１泊２日） 
◆場 所  陸上自衛隊勝田駐屯地 
◆募集人員  １００人（応募者多数の場合は

抽選） 
◆内 容  自衛隊テント設営，飯ごう炊さ

ん，キャンプファイアーなど 
◆参加資格  県内在住の小学生（保護者１人

同伴） 
◆参加費  １人２，５００円 
◆申込み  参加希望者全員の①氏名（ふり

がな），②生年月日，③年齢，④
学年，⑤性別，⑥住所，⑦電話番
号を記入の上，６月１７日（金）
までに陸上自衛隊勝田駐屯地広
報班宛に往復はがきで申し込ん
でください。 

 
問合せ・申込み 

〒312-8509 ひたちなか市勝倉3433 
陸上自衛隊勝田駐屯地広報班 
℡０２９－２７４－３２１１ 

第３回大子町吹矢大会 
 
◆日 時  ７月５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  ７月１日（金）までに教育委員

会事務局生涯学習担当（℡７２－
１１４８）に申し込んでくださ
い。 

 
問合せ  大子吹矢クラブ 

会長(武士) ℡０９０－４６６５－４９７０ 
  事務局(金沢) ℡０９０－４３６３－１１４８ 

 

硬式テニス教室 
 
 大子町硬式テニス部では，次のとおり硬式
テニス教室を開催します。初心者の方はもち
ろん，経験者の方も大歓迎です。 
◆期 日  ７月６日（水），１３日（水）， 

２０日（水），２７日（水） 
◆場 所  大子広域公園テニスコート 
◆時 間  18:30～21:00 
◆参加費  ４日分で３００円（参加した初

日に徴収します。） 
◆申込み  ７月１日（金）までに教育委員

会事務局生涯学習担当（℡７２－
１１４８）に申し込んでくださ
い。 

 
問合せ 
 大子町体育協会硬式テニス部 
  会 長 (大 内 ) ℡０８０－１２００－０３３８ 
  事務局(金沢) ℡０９０－４３６３－１１４８ 

 

６月は「食育月間」です 

 
 毎年６月は食育月間，毎月１９日は食育の
日です。「食育」とは，食に関する知識と食
を選択する力を習得し，健全な食生活を実践
できる人間を育てることです。 
 家族そろった楽しい食卓，栄養バランスの
とれた食生活を心がけるとともに，食の安全
に対する意識を高め，子どもから大人まで生
涯にわたる「食べる力」＝「生きる力」を育
みましょう。 
 
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。 ８ 
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中央公民館のパソコン講座  
 
 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。 

講座名 開催日時 内 容 募集人員 

ワード2010 
活用 

７月１４日，７月２１日，７
月２８日，８月４日，８月 
１１日，８月２５日（各日 木
曜日）【６回完結】 
9：00～12：00 

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！ 

14人 

エクセル2010 
活用 

７月１４日，７月２１日，７
月２８日，８月４日，８月 
１１日，８月２５日（各日 木
曜日）【６回完結】 
13：30～16：30 

当番表，家計簿，健康管理表などの生
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！ 

11人 

デジカメ 

７月２７日，８月３日，８月
１０日，８月１７日，８月 
２４日，８月３１日（各日 水
曜日）【６回完結】 
9：00～12：00 

デジタルカメラ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て行き
ます。 
ワードの基本を習得した方向け！ 

12人 

エクセル2010 
中級 

８月１０日，８月１７日，８
月２４日，８月３１日（各日 
水曜日）【４回完結】 
13：30～16：30 

ビジネス業務に役立つ，表作成や編集，
関数による計算処理，グラフの作成，
並べ替えや抽出によるデータベース処
理など，ワンランク上の機能と操作方
法を学びます。 
エクセルの基本を習得した方向け！ 

9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 
◆講 師  ＮＰＯ法人コミュニティＮＥＴひたち １講座３人 
◆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（電話不可）。※8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 
◆その他  デジカメ講座ではデジタルカメラをお持ちの方は持参してください。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

お詫びと訂正  
 
５月２０日発行第６９４号の広報だいごにおいて，９ページの「大子町企業連絡協議会の会員

紹介 リスカ株式会社 大子工場」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》 代表者氏名 リスカ株式会社大子工場 専務取締役 佐久間 勝海 

所 在 地 大子町矢田３３１－１ 
電話番号 ７２－４１１１ 

   主な製品 うまい棒，ハートチップル，３０本チョコ 
 
《誤》 代表者氏名 佐久間 勝 海 

所 在 地 大子町矢田２２４７－５ 
    電話番号 ７２－５３１１ 
    主な製品 スナック菓子 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 
 

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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花と緑の環境美化コンクール 
 
 花いっぱい運動で，すばらしい成果をあげ
ている地域・団体・職場を表彰し，地域の方々
の環境美化に対する関心・意欲を高め，花い
っぱい運動を推進することを目的にコンク
ールを実施します。 
◆応募方法  中央公民館にある参加申込

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
出してください（参加申込書
は，町ホームページ又は大好き
いばらき県民会議のホームペ
ージからダウンロードするこ
ともできます。）。 

◆申込期限  ７月１日（金） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当  

℡７２－１１４８ 
 

コミュニティセンター事務員募集 
 
▼募集人数  １人 
▼勤務場所  生瀬コミュニティセンター 
▼雇用期間  平成２８年７月１日から平

成２９年３月３１日までの期
間。ただし，平成２９年４月１
日以降も更新する場合あり。 

▼業務内容  コミュニティセンターの管
理，企画運営業務，地域各種団
体の事務等 

▼そ の 他  申し込み方法等の詳細につ
いては，大子町教育委員会事務
局生涯学習担当にお問い合わ
せください。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当  

℡７２－１１４８ 
 

クールビズを実施しています 

 
大子町役場では，節電及び省エネルギーの

取組の一環として，クールビズを実施してい
ます。５月１日から１０月３１日まで本庁舎
及び各施設の事務室内の温度が２８℃とな
るようエアコンの設定温度を設定し，職員が
ネクタイや上着を着用しない軽装で業務を
行います。 
 皆様の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 

 

図書館プチ・ソフィア  
 
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 
「神さまたちの遊ぶ庭」宮下奈都，「アン
と青春」坂木司，「暗幕のゲルニカ」原田
マハ，「眩」朝井まかて，「うめ婆行状記」
宇江佐真理，「一流の育て方」ムーギ・キ
ム，「世界でもっとも貧しい大統領ホセ・
ムヒカの言葉」佐藤美由紀，「老いた親を
愛せますか？それでも介護はやってくる」
岸見一郎，「親と子の心のパイプは,うまく
流れていますか？」明橋大ニ，「おばけや
さん1～5巻」おかべりか 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 

 

子どもの人権 110 番  
 
 法務省と全国人権擁護委員連合会は，「い
じめ」や児童虐待など子どもをめぐる様々な
人権問題に積極的に取り組むことを目的と
して，全国一斉「子どもの人権１１０番」強
化週間を実施し，悩みを持ったお子様や保護
者の方からの相談に応じます。 
秘密は守られますので，安心して御相談く

ださい。 
 
◆期 間  ６月２７日(月)～７月３日(日) 
◆時 間  8：30～19：00 

（土・日曜日は 10：00～17：00） 
◆電 話  ０１２０－００７－１１０（全

国共通フリーダイヤル） 
◆実施機関  水戸地方法務局・茨城県人権擁

護委員連合会 
◆相談員  法務局職員・人権擁護委員 
 
問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 
      ℡０２９－２２７－９９１９ 

 

平成 28年 6月6日 

－次回の発行は，平成 28年 7月 5日（火）です。－ 10 
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