
 

 

 

 

大子清流高校生の受入家庭を募集します 
 
大子清流高等学校で平成２９年４月に新設される「農林科学科」では，農業・食品加工を学ぶ

農業科学コース，森林・林業について学ぶ森林科学コースを設置し，全国から生徒を受け入れま
す。そこで，自宅からの通学が困難な町外出身の生徒を受け入れてくださる家庭（身元引受人）
を募集しています。将来の地域を担う大子清流高校生の受入れに御協力をお願いします。受入れ
に関心のある方は，大子清流高等学校又はまちづくり課に御連絡ください。 
■受入家庭の主な要件 
 ・町内にお住まいの方 
 ・食事を提供していただける方 
 ・日常生活の全般的な面倒を見てくださる方 
 ※生活に要する費用は，生徒の保護者が負担します。 
 
問合せ  大子清流高等学校 ℡７２－００７９ 
     まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

夢と魔法のイリュージョンミュージカル 

『アラジンと魔法のランプ』 
 

■期 日  １２月２５日（日） 
■時 間  開場14：00 開演14：30 
■会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
■チケット  入場料（全席指定） 

前売券  １，０００円 
当日券  １，５００円 

■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 

 
＜プレイガイド＞   
□先行発売開始 １１月２７日（日）10：00～16：00 

               大子町立中央公民館 ℡７２－１１４８ 
□１１月２８日（月）から１２月２１日（水）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 

□１１月２８日（月）から１２月２４日（土）のチケット取扱い 
               大子町立中央公民館 ℡７２－１１４８ 
 
※１２月２２日（木）から大子町立中央公民館で全てのチケットを取り扱います。 
 
問合せ 教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

 

元気いばらき就職面接会を開催します 
 
若年者や離職者等の求職者を対象とした「元気いばらき就職面接会」を開催します！ 
企業の人事担当者と直接お会いし，就職に直結できるチャンスです。 
履歴書を複数枚，御用意の上，ぜひ御参加ください。 

■日  時  １１月２２日（火） 13:30～15:30（受付13:00～） ※予約優先。当日参加も可 
■場  所  常陸大宮市文化ホール（ロゼホール）小ホール（常陸大宮市中富田 3135-6） 
■対象 者  若年者（学生含む。）や，離職者等の求職者 
■参加企業数  約２０社 
■実施方法  会場内に事業所ごとにブースを設置し，各事業所の採用担当者と求職者が一堂に

会し，対面方式により面接選考や企業説明を行う面接会です。 
 
※参加費無料。雇用保険の求職活動実績になります。 
※参加予定企業等の最新情報は，元気いばらき就職面接会ホームページを御確認ください。 
  URL http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/h28 mensetu/index.html 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

中小企業労働者支援制度の御案内 

 
 町では，中小企業に勤める方の福祉の向上を目的として，中央労働金庫が行う中小企業労働者
共済会融資（生活資金及び住宅資金）を利用した方に対し，利用者の方が負担する保証料を補給

する事業を行っています。補給を希望する方は，観光商工課に申し込んでください。 
 なお，中小企業労働者共済会融資の詳細については，中央労働金庫大子出張所 
（℡７２－３１３１）にお問い合わせください。 

 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

１１月は不法投棄防止強化月間です！ 

 
悪質な業者から金銭や甘い言葉（うまい話）で土地利用を求められ，安易に同意してしまった

結果，大切な土地に廃棄物を不法投棄される，質の良くない残土などを埋め立てられるなどの事
案が発生しています。 
 こうした被害を防ぐためには，「うまい話があっても，安易に土地を貸さない。」という意思を
持つことが必要です。 
 また，遊休地にいつの間にか不法投棄されていたという事例もあります。道路から奥まった人
目に付きにくい土地，手入れが行き届かない土地などが狙われています。定期的な見回り，侵入
防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板の設置が有効です。 
 
不法投棄・野焼きを見つけたら・・・ 

“いつもみんなでむらなくみはれ”  

不法投棄１１０番（０１２０－５３６－３８０）へ 

※受付時間は，平日の8：30～17：15です。受付時間外は最寄りの警察署に御連絡ください。 
 
問合せ  環境課 ℡７２－３０４２ 
     茨城県廃棄物対策課 ℡０２９－３０１－３０３３ 

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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個人事業税の納税について 

 

平成２８年度個人事業税の第２期分の納付書は，１１月中旬に発送されます。 

納付期間は，１１月２１日（月）から１１月３０日（水）までとなりますので，期限内に納付

するよう，お願いします。 

なお，既に口座振替の手続をしている方は，１１月３０日（水）に口座引き落としになります

ので，残高の確認をお願いします。 

詳しくお知りになりたい方，また，新たに口座振替制度の申込みを希望する方は，常陸太田県

税事務所まで，お問い合わせください。 

 

問合せ  常陸太田県税事務所課税第一課個人事業税担当 ℡０２９４－８０－３３１１ 

 

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，「くらしを支える税」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

向けた取組を紹介しています。また，昨年度から導入された社会保障・税番号（マイナンバー）

制度についても紹介しています。平成２９年１月以降は，各種申告書や法廷調書等への番号記載

が本格化することから，マイナンバー制度について集中的な広報を行っています。 

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 

 

放射線による健康影響等に関する講演会のお知らせ 

 

放射線による健康への不安を軽減するため，環境省主催の講演会を開催しますので御参加くだ

さい。 

■日 時  １１月３０日（水）13：20～15：10（受付13：00～13：20） 

■場 所  文化福祉会館「まいん」 観光交流ホール 

■内 容  演題：「放射線による健康への影響と甲状腺検査について」 

      講師：国際医療福祉大学クリニック院長 鈴木 元 先生 

■定 員    ６０人程度 

■参加費  無 料 

■申込み  定員になり次第締め切りますので，１１月２５日（金）までに 

電話で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 

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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第３回・第４回ふるさと歴史講座開催のお知らせ 

 
大子町の歴史について学び，郷土に対する理解を深めることを目的として開催します。歴史に

興味のある方は，この機会に奮って御参加ください。 
 

＜第３回ふるさと歴史講座＞ 
■日 時  １１月２６日（土）10:00～正午 
■場 所  中央公民館 講堂 
■講座名  「特産品・こんにゃくの戦後史」 
 ・内容  特産品シリーズの３回目に当たる今回は，大子 

地方の代表的な特産品であるこんにゃくを取り上 

げます。第二次大戦後に焦点を当て，こんにゃく 
の生産，加工，販売をめぐる先人たちの労苦の跡 
を概観します。 

 ・講師  大子町歴史資料調査研究員 
          齋 藤 典 生 氏 
■定 員  １００人（先着順） 
■受講料  無 料 
■申込み  事前の申込みは不要です。 
 
＜第４回ふるさと歴史講座＞ 
■日 時  １２月１０日（土）9：00～15：30（雨天実施） 

■講座名  「第２回大子の城を見て歩こう（現地巡り）」 
■見学場所  月居城，依上城，鏡城址などの大子の山城を巡ります。（大子町内） 
■案内人  阿久津  久 氏（大子町文化財保護審議委員長），大子町歴史資料調査研究員 
■定 員  ２０人（応募者の中から抽選） 
■受講料  無 料 
■申込み  １１月２５日（金）までに，中央公民館窓口へお申し込みください（日曜日を除く。

受付時間8：30～17：15。電話での申込みは不可）。 
■持ち物等  各自昼食や雨具を御用意ください。山登りのできる服装でお越しください。 
■その他  大子町公用バスを使用します。 
 

＜昨年の講座の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

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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平成２８年度公民館講座受講生募集について 
 
中央公民館では，町民の皆さんの生きがいづくりの場所，コミュニティづくりの場所として，

各種講座を開講しています。皆さんの受講をお待ちしています。 
講座名 開催日時 内  容 定員 受講料 材料費 

香りのハーブ
リース講座 
講師：常松典子 

11月27日（日） 
13：00～15：00 

香りの良いハーブを使ってリ
ースを作ります。ハーブにはリ
ラックス効果や消臭効果もあ
り，お部屋や玄関などに飾って
楽しめます。 

15
人 

500円 
1,500
円 

クリスマスリ
ース作り講座 
講師：白田美穂 

11月19日（土） 
10：30～正午 

クリスマスリースを作ります。
お子様と親子で参加できます。
（中学生以下の方は，必ず保護
者の方と2人１組） 

20
組 

1組 
500円 

１組 
2,000
円 

正月飾り作り
講座 
講師：木村洋子 

12月 23日（金・
祝） 
10：00～正午 

古代米の〆縄に飾り付けをし
て，正月飾りを作ります。お子
様と親子で参加できます。（中
学生以下の方は，必ず保護者の
方と2人１組） 

20
組 

1組 
500円 

１組 
200円 

七宝焼講座② 
講師：菊池芳子 

12月3日（土） 
9：00～正午 

七宝焼で，色鮮やかな小物やア
クセサリーなどを作ります。初
めての方でも先生が親切に指
導してくれますので，楽しみな
がら素敵な作品が作れます。 

20
人 

500円 
1,000
円 

■対 象 者  町内に在住又は通勤・通学している方。ただし，香りのハーブリース講座，七宝
焼講座②は，高校生以上に限ります。 

■申 込 み  中央公民館に備え付けの申込書に必要事項を記入の上，お申し込み下さい（定員
になり次第，受付修了）。 
※電話でのお申し込みはできません。 
※受付時間 8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 

■そ の 他  講師の都合により，開催日時の変更等がある場合があります。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

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 

「氷の轍」桜木紫乃，「赤い博物館」大山誠一郎，「孫と私の小さな歴史」佐藤愛子，「老人の
極意」村松友視，「風烈廻り与力・青柳剣一郎 1～36巻」小杉健治，「鋼のメンタル」百田尚樹，
「自分の価値に気づくヒント」ジェリー・ミンチントン，「村井さんちの ぎゅうぎゅう焼き」
村井理子，「さよなら ママがおばけになっちゃった」のぶみ，「ちかてつのふしぎ」交通新聞
社 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 

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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こころの相談  
 
ストレスの多い現代，こころの調子をくず

すことは誰にでもあります。 
気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこも

り等一人で悩まずに，気軽に御相談くださ
い。 
話を聞いてもらうだけで心が軽くなりま

す。また，今後の対応を一緒に考えていくこ
とができます。相談内容は，一切漏らしませ
ん。 
本人が来所できない場合は，家族の方だけ

の相談でも結構です。 
■日 時  １１月２８日（月） 

13：00～16：00（※予約制） 
■場 所  保健センター 
■相談員  精神保健福祉士 吉田隆宏氏 
■料 金  無 料 
■申込み  １１月２５日（金）までに健康

増進課に電話で申し込んでくだ
さい。 

 
問合せ  健康増進課 

℡７２－６６１１ 

 

 

 

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７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 

主な町施設の電話番号 

（市外局番 0295） 

大子町役場        代表 72-1111 

保健センター（健康増進課） 72-6611 

地域包括支援センター（福祉課） 72-1175 

消防本部 72-0119 

水道課 72-2221 

環境センター（環境課） 72-3042 

衛生センター（環境課） 72-3076 

教育委員会事務局学校教育担当 79-0170 

学校給食センター 72-0649 

中央公民館（生涯学習担当） 
リフレッシュセンター（生涯学習担当） 

72-1148 
72-1149 

図書館プチ・ソフィア 72-6123 

斎場 72-4000 

文化福祉会館まいん 72-2005 

社会福祉協議会 72-2005 

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 
（お知らせ版は，発行１回当たりの月額です。） 

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 

平成 28年 11月 7日 

－次回の発行は，平成 28年 11月 21日（月）です。

－ 

６ 

広報だいご お知らせ版 


