
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（Ｂ棟） 
北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階建（３階） Ｓ６２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 １７，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２０，１００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 ２３，０００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 ２６，０００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  ９月５日（月）～２３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  １０月下旬予定（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 
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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 

「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。 



 

 

大子町嘱託員採用選考試験案内 
 
平成２８年度の大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

▼職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

町税等徴収員 １人 税務課 町税等の徴収事務等 

▼雇用の期間   平成２８年１１月１日から平成２９年３月３１日まで（５か月間） 
▼試験の方法   口述（面接）試験 
▼試験日時   １０月１２日（水） 午後１時 
▼試験会場   大子町役場 庁議室（２Ｆ） 
▼申込用紙の請求 

申込用紙は，総務課窓口，郵便又は電子メールで請求してください。郵便で請求する場合は，
封筒の表に「嘱託員採用試験申込用紙請求」と朱書きし，①氏名，②申込用紙の送付先及び③
日中に連絡をとれる連絡先（携帯電話番号等）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 嘱託員採用選考試験担当者宛て） 

▼申込先   大子町役場 総務課（〒319－3526 大子町大字大子866番地） 
       （電子メールによる提出の場合 soumu03@town.daigo.lg.jp 嘱託員採用選考試

験担当者宛て） 
▼受付期間 
  ９月５日（月）から９月３０日（金）までの 8：30～17：15（土，日及び祝日を除く。） 

郵便又は電子メールの場合は，９月３０日（金）17：15までに申込み先に着信したものに限
り受け付けます。 

▼ 提出書類   申込書１部（所定の申込書を使用） 
▼ その他 

受験申込者には，受験票を交付します。詳しくは，総務課秘書職員担当にお問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ 総務課秘書職員担当  ℡７２－１１１３ 

 

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。 
 大子町においては，１０月を調査月間とし
て，農業委員会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）農地は，農地を所有されてい
る方で草刈りの適宜実施など保全に努めて
いただき，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 農林課農業委員会事務局 

℡７２－１４５７ 
 

台風及び集中豪雨に備えた 

農業用施設の管理について 
 
今年も台風や集中豪雨が発生する時期と

なりました。 
台風や夕立等の集中豪雨により河川が増

水し，農業用施設等が被害を受けることが予
想されます。つきましては，天気予報等によ
り常に天候状態を確認して，堰等の取水施設
においては，堰板等を外して河川の流域を確
保するなど，災害に備えた管理を心掛けまし
ょう。 
また，堰を利用しての取水期を終えた場合

には，必ず堰板等を外して，河川の障害とな
らないように管理してください。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

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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だいご婚活支援ネットワーク結婚相談会のお知らせ 
 
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  ９月１１日（日）（担当：伊藤，柳下） 

１０月 ２日（日）※大子町合同結婚相談会（担当：小林，伊藤，園部，武士） 
      １１月２０日（日）・第３日曜日（担当：柳下，園部） 
      １２月１１日（日）（担当：小林，武士） 
 平成２９年 １月１５日（日）・第３日曜日（担当：伊藤，神長） 
◇担当者は，変更になる場合があります。 

 
※大子町合同結婚相談会は，常陸太田市・常陸大宮市・大子町の合同結婚相談会となります。各
市町に登録している方のプロフィールを閲覧することができます。 

 
▼時  間 午前１０時から午後３時まで 
▼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（大子町役場まちづくり課内） 
      専用ダイヤル：０９０－７２０９－４１５２（受付時間：平日 8：30～17：15） 
      専用メールアドレス：d-net@town.daigo.lg.jp 
 

「木内酒造」木内敏之氏講演会 
  
里山の地域資源・地域課題からサステイナ

ブルなビジネスをつくる「さとやまビジネス
キャンプ（ビジネスプラン作成講座）」の一
環で，次のとおり特別講演を開催します。お
気軽に御参加ください。 
▼日 時  ９月２４日（土）10：30～ 
▼会 場  シェアオフィス daigo front 

（大子９８８－１３ 旧森山
写真店） 

▼講 師  木内敏之氏（木内酒造合資会社
取締役：那珂市） 

▼テーマ  世界一売れている日本のクラ
フトビール「常陸野ネストビー
ル」の木内酒造さんに学ぶブラン
ディングと海外展開 

▼対象者  どなたでも御参加いただけま
す。 

▼参加費  無 料 
 
問合せ まちづくり課 ℡７２－１１３１  

 

 

『悪質商法・ニセ電話詐欺』に 

御注意ください！ 
 
高齢者の方が抱える，健康・お金・孤独な

どの不安，子や孫を心配する心につけ入り，
年金や貯蓄などの貴重な財産を搾取する，悪
質商法やニセ電話詐欺による被害が後を絶
ちません。お金を渡す前に相談してくださ
い。 
また，普段から電話をする，声を掛けるな

ど，周囲の方々との関わりがこうした詐欺を
防ぐことに繋がります。 
※「現金渡して」は詐欺！ 
※「名義貸しは犯罪」は詐欺！ 
※「ＡＴＭを操作して医療費等を還付」は
詐欺！ 

※コンビ二等で電子マネーカードを買っ
てその「カード番号を知らせて」は詐
欺！ 

 
問合せ 大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 
 

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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扇風機・エアコンによる火災事故を防ぐための注意点 
 
扇風機，エアコンの火災事故は１０年以上使っている製品で多く発生しています。その主な原

因は，「経年劣化」によるものになります。 

〈扇風機の注意点〉 
扇風機から煙が出たり発火したりというような事例が，毎年全国で起こっています。 

こんな異常に注意 
・スイッチを入れても，ファンが回らない。 
・ファンが回っても，回転が異常に遅かったり不規則だったりする。 
・ファンが回転するときに異常な音や振動がする。 
・モーター部分が異常に熱かったり，焦げ臭いにおいがする。 
・電源コードが破損している。 
 

〈エアコンの注意点〉 
エアコンは室内機・室外機ともに危険があります。 

こんな異常に注意 
・電源コードやプラグが異常に熱い。 
・焦げ臭いにおいがする。 
・ブレーカーが頻繁に落ちる。 
・異音がする。 
・室外機がほこり等によりショートし発火することがあるので室外機付近を清掃する。 

 
※万一，製品事故が起きた際にはメーカーや販売店，大子町消費生活センター（役場：観光商工
課内）又は大子町消防本部までお問い合わせください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 
     大子町消防本部 ℡７２－０１１９ 
 

高齢者・障がい者のための 

成年後見相談会 
 
成年後見・遺言・相続等について，司法書

士と社会福祉士による無料の相談会が行わ
れます。相談は予約制になっていますので，
前日までに必ず電話予約をしてください。 
▼日 時  １０月２２日（土） 

10：00～15：00 
▼場 所 【水戸会場】 

    茨城県司法書士会館 
（水戸五軒町 1-3-16） 

     【日立会場】 
日立シビックセンター102号室 

（日立市幸町 1-21-1） 
▼申込み  相談を希望する方は,（公社）成

年後見センター・リーガルサポー
ト茨城支部に電話で申し込んで
ください。 

 
申込み・問合せ  
（公社）成年後見センター・リーガルサポート茨城支部 

℡０２９－３０２－３１６６ 

 

 

 

物忘れ（認知症）相談 
 
 ９月から物忘れや認知症に関する相談日
を設けます。最近物忘れが気になるようにな
った方や認知症の症状のある方を介護され
ている方はお気軽に御相談ください。 
▼日 時 
   ９月２８日（水） 
  １０月２６日（水） 
  １１月１６日（水） 
  １２月２１日（水） 
  平成２９年１月２５日（水） 
  平成２９年２月１５日（水） 
  平成２９年３月２２日（水） 
※各日13：00～16：00 

▼担当者  地域包括支援センター職員 
▼場 所  保健センター 
▼申込み  相談日の前日までに電話等で

地域包括支援センターに申し込
んでください。 

 
問合せ 地域包括支援センター 
     ℡７２－１１７５ 

 

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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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  ９月２８日（水）10：00～15：00（要予約） 
      １０月２６日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      １１月１６日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      １２月１４日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      平成２９年１月２５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 
 

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２９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２７年１１月１０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１２日（水）～２５日（火）8:30～17:15 ※土・日曜日を除く。 
▼出願期間  １１月１日（火）～１１日（金）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 

 

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 

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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集 団 健 診 の お 知 ら せ  
 
 集団検診を実施します。健康管理のために，健診を受診しましょう！ 
▼日程 

 
※ 上小川・下小川・袋田・生瀬・依上・佐原・黒沢地区の方はすでに健診を実施しましたが，

まだ受けていない方は，上記日程で受診できます。 
 
▼４０～７４歳以下の国民健康保険に加入の方  

町から交付された受診券，保険証をお持ちください。 
▼４０～７４歳以下の社会保険に加入している被扶養者の方 

医療保険者（保険証発行先）発行の受診券，保険証をお持ちください。医療保険者によって
は，健診実施場所の指定がありますので御注意ください。 

▼７５歳以上の方及び６５歳以上で後期高齢者広域連合に加入の方 
８０歳までの方及び昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。受診券をお持ちくだ

さい。８０歳以上で，新たに健診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 
▼３９歳以下の方及び生活保護世帯の方 

昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。 
  新たに受診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 

 

 

 

 

 
※町の助成を利用して人間ドックを受けた方及び医療機関で特定健診・高齢者健診を受けた方
は，重複受診はできませんので御注意ください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

実施日 受付時間 対象地区 会 場 

10月3日（月） 
10：00～11：30 

高田，下野宮 旧下野宮小学校（体育館） 
13：00～14：30 

10月4日（火） 
10：00～11：30 

川山，大生瀬坂西 宮川コミュニティセンター 
13：00～14：30 

10月7日（金） 
10：00～11：30 矢田 

大子温泉やみぞ（体育館） 
13：00～14：30 冥賀（前・後），池田（上） 

10月11日（火） 
10：00～11：30 池田（中） 

中央公民館（講堂） 
13：00～14：30 池田（下），松沼 

10月12日（水） 
10：00～11：30 

浅川 浅川集会所 
13：00～14：30 

10月17日（月） 
9：30～11：00 上岡，大子（近町・

長岡） 

文化福祉会館「まいん」 

13：00～14：30 

10月18日（火） 
9：30～11：00 大子（愛宕町・本

町・栄町） 13：00～14：30 

10月21日（金） 
9：30～11：00 

大子（泉町・金町） 
13：00～14：30 

10月23日（日） 
9：30～11：00 

大子（小久慈） 保健センター 
13：00～14：30 

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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◎ 対象年齢は，平成２９年３月３１日が基準日となります。 

◎ 高齢者健康診査の対象年齢は，７５歳の誕生日を迎えた日が基準日となります。 

対象年齢の注意点 



 

 

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２７年の自殺者数は，５５０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 

 

地域版町民ウォーキング参加者募集 
 
普段何気なく通るだけの道でも，自分の足

で歩いてみると新たな発見や違った風景に
感じられます。近所の道や他の地域の道を一
緒に歩いてみませんか？ 
 
▼日 時  １０月１４日（金）（雨天決行）  

受付時間9：00～9：30 
▼集合場所  ＪＡ常陸 物産直売所・奥久慈 

駐車場（雨天時：南中学校 体育
館） 

▼コース  ＪＡ常陸物産直売所・奥久慈周
辺（約５㎞）  

▼対象者  大子町民（幼児は保護者同伴） 
▼日 程  9：00～受付 

9：30～開会式 
9：45～ウォーキング 
11：45～閉会式 

▼参加特典   町民ウォーキングスタンプカ
ードのスタンプがたまった方に
は粗品を差し上げます 

▼申込み  １０月１３日（木）までに健康
増進課に電話で申し込んでくだ
さい。 

▼その他  歩きやすい服装で御参加くだ
さい。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

献 血 
 
▼日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

9月14日(水) 
10：00～ 
16：00 

大子清流高等学校 

▼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 

 

第６２回大子町民卓球大会 
 
▼期 日  ９月１９日（月・祝） 
▼時 間  午前８時３０分 集合 
▼場 所  大子町立リフレッシュセ

ンター  
▼参加費  無 料 
▼申込み   ９月１８日（日）までに卓

球連盟菊池まで連絡をお願
いします。 

▼種 目  一般男子，一般女子，初心
者の部 

 
問合せ 大子町体育協会 卓球連盟 

会長 菊池 泉 ℡090-3082-2055 
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『難病フェスタ２０１６』を開催します 
 
▼日 時  １０月９日（日） 

12：30～16：00 
▼場 所  茨城県総合福祉会館コミュニ

ティホール（水戸市千波町 1918） 
▼料 金  無 料 
▼内 容   
・講演 
「神経難病の治療と現状と展望について」
講師：河野豊氏（茨城県立医療大学教授） 

・患者体験発表（茨城喘息患者の集い，県 
心臓病の子どもを守る会） 

・アトラクション（ハーモニカ，ハワイア
ンダンス） 

 ・医療等相談コーナー 
 
問合せ  茨城県難病団体連絡協議会  

℡０２９－２４４－４５３５ 

 

『平成２９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２９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２４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８年４
月２日から平成９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７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２９年大子町成人のつどい』実
行委員会事務局 

 
問合せ   
『平成２９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 

 

 

国保・医療・介護なんでも電話相談室 
 
▼日 時  １０月１５日（土） 

9：30～12：30 
 

＜受付電話番号＞ 
０２９－２２８－０６００ 

  ０２９－２２８－０６０２ 
 
▼回答者  ケアマネジャー，ケースワーカ

ー，医療・福祉団体のスタッフ 
▼相談料  無 料 
▼お受けする相談内容  

医療や介護サービスの利用で困ってい
ること，費用や保険料負担で困っているこ
と，負担軽減策など。 

 
問合せ 茨城県社会保障推進協議会（主催） 

℡０２９－２２８－０６００ 
 

 

個別的労使紛争のあっせんに係る 

無料労働相談会  
 
解雇，賃下げなど労働関係のトラブルにお

悩みの方，県労働委員会の労働委員が相談に
応じます。（事前予約制） 
【日時・会場】 
①10月1日（土）13：00～16：30 
いばらき就職・生活総合支援センター 

②10月20日（木）17：00～19：00 
県庁舎23階 茨城県労働委員会事務局 

③11月10日（木）17：00～19：00 
県庁舎23階 茨城県労働委員会事務局 

※②，③は電話相談にも応じます。 
 
問合せ 茨城県労働委員会事務局 

℡０２９－３０１－５５６３ 

補聴器出張相談の御案内 
 
 平成２８年度第２回目の補聴器の出張相
談を，次のとおり実施します。 
▼日 時  ９月２０日（火）10:00～11:00 
▼場 所  役場第１分室会議室 
▼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 
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平成２９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，該当するお子さん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。 

▼該当するお子さん  平成２２年４月２日から平成２３年４月１日までに生まれたお子さん 

▼日時及び場所 

期 日 学 区 名 受付時間 場 所 

10月5日（水） 
依上小学校区，袋田小学校区，黒沢小学校区

さはら小学校区，生瀬小学校区 
13：30～ 

中央公民館 

10月13日（木） だいご小学校区，上小川小学校区 13：00～ 

 

※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 

 

「町民歩く会」参加者募集 

 

今年の町民歩く会は，皇居外苑・東御苑です。秋の皇居周辺を散策してみませんか。 

▼日  時  １０月３０日（日） 町立中央公民館午前６時３０分出発  ※ 雨天決行 

▼行  程  中央公民館（6：30） → 常磐道・首都高速 → 皇居外周・外苑・東御苑 

（10：00～14：30） → 首都高速・常磐道 →  中央公民館（18：00） 

▼参加資格  小学生以上の町民又は大子町に勤務する方 

▼参 加 料  ４，０００円（中学生以下２，０００円） 

        ※１０月２６日以降の参加取消しは返還しません。 

▼募集人数  ８０人（定員になり次第締め切ります。） 

▼申込期間  ９月２６日（月）～１０月１４日（金） 

▼申込方法  教育委員会事務局生涯学習担当（中央公民館内） 

に参加料を添えて申し込んでください。 

▼そ の 他  昼食，敷物（シート），雨具等を持参し， 

歩きやすい服装で参加してください。 

 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当  

℡７２－１１４８ 
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「在宅介護講習会」のお知らせ 
 
寝たきりや認知症の高齢者，障がい者を在

宅で介護されている家族の方々には，日頃さ
まざまな悩みや御苦労を体験されているこ
とと思います。 
 そこで，社会福祉協議会では在宅福祉の一
環として，介護上困っていることや介護技術
などについて学べる講習会を下記のとおり
開催します。日頃の介護負担を少しでも軽減
していただけるような内容となっておりま
すので，お気軽に御参加ください。 
▼日 時  ９月２８日（水） 

10：00～12：00 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」 

1階 観光交流ホール 
▼内 容  在宅での排泄ケア ～紙おむ

つの使い方～ 
講師：ユニ・チャーム株式会社 

専任アドバイザー 
▼対象者  在宅で介護を行っている方 
▼参加費  無 料 
▼申込み  ９月２６日（月）までに社会福

祉協議会（℡７２－２００５）に
申し込んでください。 

 
問合せ 大子町社会福祉協議会 

℡７２－２００５ 

 

特設人権相談所開設 

 
▼日 時  １０月５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 

 

 

 

法テラス茨城ｉｎ大子町 

「法テラス業務開始１０周年記念」 

無料法律相談会のお知らせ 
 
法テラス茨城では，次の要件①②のいずれ

かに該当する方を対象に，弁護士による無料
法律相談会を大子町で行います。法的トラブ
ルでお困りの方，どうぞお気軽に御利用くだ
さい。 
 
要件① 東日本大震災時点において，大子町

に居住していた個人の方 
要件② 資力・資産が法テラスの基準に該当

する方 
 
▼日 時  １０月１１日（火） 

13：00～16：00 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」  
▼定 員  先着５人程度（事前に法テラス

茨城に電話で予約してくださ
い。）※９月２０日から受付開始 

 
予約・問合せ   
法テラス茨城（平日 9：00～17：00） 
℡０５０―３３８３－５３９０ 

 

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 
「陸王」池井戸潤，「帰郷」浅田次郎，「ポ
イズンドーター・ホーリーマザー」湊かな
え，「長流の畔 流転の海・第八部」宮本
輝，「屋根裏の仏さま」ジュリー・オオツ
カ，「日露戦争史1・2・3」半藤一利，「面
白くて眠れなくなる植物学」稲垣栄洋，「農
家が教える 微生物パワーとことん活用
読本」農文協，「名探偵コナン 時計じか
けの摩天楼・劇場版」青山剛昌，「アーロ
と少年」角川アニメ絵本 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 

 

平成 28年 9月5日 

－次回の発行は，平成 28年 10月 5日（水）です。

－ 
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