
 

 

 

年末年始の休みについて 

 
【役場庁舎】  問合せ：総務課 ℡７２－１１１４，町民課 ℡７２－１１１２ 

◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 
 ※死亡届，婚姻届，出生届等については，日直の職員が受領します（届出の内容に不備がある

ときは，その日が受理日にならないことがあります。）。 
※１２月２８日（水）及び平成２９年１月４日（水）は，午後７時まで窓口の業務時間を延長
します。 

 
【斎場】  問合せ：町民課 ℡７２－１１１２，斎場 ℡７２－４０００ 
◆期 間  １２月３１日（土）～平成２９年１月３日（火） 

 
【環境センター（ごみ収集）】  問合せ：環境課（環境センター） ℡７２－３０４２ 
◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 

       ただし，１２月３０日（金）は，ごみの持込みを受け付けます。 
▽受付時間  8:45～11:30，13:10～16:00  

※受付時間内の持込みに御協力ください。 
 

【衛生センター（し尿処理）】  問合せ：環境課（衛生センター） ℡７２－３０７６ 
◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 

 
【中央公民館及びリフレッシュセンター】  問合せ：教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８  
 ◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 
 
【図書館プチ・ソフィア】  問合せ：図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 ◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 
 
【各コミュニティセンター】 
問合せ：依 上 ℡７２－８０４９  佐 原 ℡７８－０００２ 

黒 沢 ℡７７－０１３５  宮 川 ℡７２－０４５４ 
生 瀬 ℡７６－０１０１  袋 田 ℡７２－３２４２ 
上小川 ℡７４－０００２   下小川 ℡７４－０１０２  

◆期 間  １２月２８日（水）～平成２９年１月４日（水） 
 

【文化福祉会館まいん】  問合せ：大子町社会福祉協議会  
℡７２－２００５ 

◆期 間  １２月２９日（木）～平成２９年１月３日（火） 
 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

植裁を行った方に奨励金を交付します 

～大子町緊急植裁奨励金事業～ 
 
森林の多面的機能の回復を図るとともに，二酸化炭素吸収量の増加などの地球環境の保全を図

るため，皆伐（全面伐採除去）した山林に植栽を行った方に対し，緊急植栽奨励金を交付します。 
大子町の豊かな森林を次世代へ継承していくために，力を合わせて守っていきましょう。 

 
◆交付対象者 

国又は県の造林補助事業（平成２８年度から）の対象となった町内 
にある森林の所有者で，皆伐による伐採跡地に苗木を人工的に植栽し 
た方 

◆奨励金の金額 
１ヘクタール当たり２０万円（植栽を実施した面積のヘクタール数 

（小数第２位以下切り捨て）に２０万円を乗じて得た額とする。） 
 
 

もしも伐採後の山林に植栽を 
しなかったら・・・ 

 
 

災害の発生率も高くなり，私たちの 
私生活を脅かす事態を招くおそれが 
あります。 

 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 
 

平成２９年度小学校入学児童に対する入学祝品の贈呈について 

 
 茨城県母子寡婦福祉連合会では，毎年ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子さんの新入
学時に祝品（学用品）を贈呈する事業を行っています。対象児童のいるひとり親家庭で祝品を希
望する方は，福祉課にお子さんの氏名，性別，生年月日，保護者名，住所及び連絡先を平成２９
年１月３１日（火）までに申し出てください。 
 

問合せ  茨城県母子寡婦福祉連合会（担当：五十嵐） ℡０２９－２２１－７５０５ 
福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

１２月１０日から１６日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です 

 
 拉致問題は，我が国の喫緊の国民的課題であり，この解決を始めとする北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処が，国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中，この問題についての関心
と認識を深めていくことが大切です。詳しくは，次のホームページを御覧ください。 
◆政府拉致問題対策本部ホームページ URL http://www.rachi.go.jp 
◆法務省ホームページ URL http://www.moj.go.jp 
 

問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 

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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土砂崩れ 河川の氾濫 



 

 

砂防施設調査に伴う土地への立ち入りについて 

 
大子町全域において，砂防施設に関する調査を実施します。調査員（実施業者）が隣接する土

地等へ立ち入ることもありますので，御理解と御協力をお願いします。 
なお，調査員は，身分証明書を携帯し調査にあたります。 

◆調査対象  大子町全域における砂防ダム及び関連する渓流施設 
◆時  期  １２月１０日～平成２９年１月２６日（年末年始を除く。） 
◆実施業者  (1) 北部地域（左貫，上野宮，中郷，下金沢など） 

国土防災技術(株) ℡028-638-5277 
       (2) 南部地域（頃藤，大沢，栃原，小生瀬など） 
          (株)東京建設コンサルタント ℡03-5980-2642 

 
問合せ  茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 

 

ワーク・ライフ・バランスのために，年次有給休暇を計画的に活用しましょう 

 
労働局では「プラスワン休暇」の取得を推進しています。 
年末年始休暇に休みを１日プラスしてさらに充実した連続 

休暇にしませんか？ 
 
 

問合せ  茨城労働局雇用環境・均等室 
℡０２９－２７７－８２９５ 

 

特定健康診査等を受診した皆様へ 

 
 御自身の健診結果は御覧になりましたか？健康診査は，受けた後も大切です。異常がみられた
ときは，早めに医療機関を受診しましょう。 

健診結果 対   応 

異常認めず 
 今回は異常ありませんでしたが，身体は年々変化していきます。
健康に気を配り，毎年健診を受けましょう。 

要 指 導  

 生活習慣の改善が必要です。食生活や運動習慣を見直し，値が改

善するよう努めましょう。今の生活を改善することが健康への第一
歩です。 

要 医 療  
 病院を受診しましょう。治療中の人は治療を継続しましょう。生
活習慣の見直しも必要です。 

 
≪定期健康相談のお知らせ≫ 

 保健師・管理栄養士が健康診査の結果の見方，生活習慣改善の相談に応じています。健康診査
の結果を持参の上，気軽に御相談ください。 
 なお，相談に来た方には健診結果の見方がよく分かるパンフレットを差し上げています。 
◆日 時  毎週火曜日 13:30～15:00 
◆場 所  保健センター 

 
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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医療機関での子宮がん・乳がん検診について 

 

 子宮がん・乳がん検診が医療機関において無料で受診できます。今年度まだ受診をされていな

い方は，ぜひ検診を受けましょう！ 

 

＜子宮がん検診＞ 

 ・受診できる医療機関：県内の登録された医療機関（町内では岩佐医院，慈泉堂病院） 

・料金：無 料 

 ・健康増進課（保健センター内）で受診券を発行します。医療機関に受診券を持参し，検診を

受けてください。 

 ・１か月の有効期間で受診券を発行します。あらかじめ，医療機関で日程等を確認し，受診券

の交付を受けてください。（平成２８年度は平成２９年２月２８日が最終の有効期限となりま

すので，それまでに受診してください。） 

 

＜乳がん検診＞ 

 ・受診できる医療機関：三愛クリニック，常陸大宮済生会病院 

 ・料金：無 料 

 ・下記の受診手順に従い，健康増進課（保健センター内）にて受診券の発行を受け，受診して

ください。 

 ・平成２９年２月２８日までの有効期間で受診券を発行します。 

 

年 齢 検査内容 医療機関 受診手順 

３０～７４歳 エコー 三愛クリニック 
受診券の発行を受けた後，病院に

予約をとります。 

４０～７４歳 マンモグラフィ 常陸大宮済生会病院 
先に病院に予約をとり，その後受

診券の発行を受けます。 

※マンモグラフィ検査は，２年に一度の受診となります。 

 

三愛クリニック 

・予約受付時間：月曜日～土曜日 午前９時～午後６時 

・検 診 日：随時受付をしていますので，電話にてお問い合わせください。 

・住 所：水戸市小林町１１８６－６０ 

・電 話 番 号：０２９－２５９－１７１７  

 

常陸大宮済生会病院 

・予約受付時間：月曜日～金曜日 午後１時～午後５時 

・検 診 日：電話にてお問い合わせください。 

・住 所：常陸大宮市田子内町３０３３－３ 

・電 話 番 号：０２９５－５２－５１５１ 内線１３７ 

 

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。 ４ 
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糖尿病予防の食事や運動について一緒に学びませんか 
 
 糖尿病を予防するための食生活の注意や運動について楽しく学び，食生活の改善であなたの健
康づくりをしましょう。 
◆日程及び内容 

 期  日 時    間 内     容 

第
１
回 

平成２９年 
１月１２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２４日（水） 

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（希望者のみ） 

第
３
回 

２月７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 

１３：３０～１５：３０ 楽しいエクササイズ（希望者のみ） 

第
４
回 

２月２８日（火） 
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」 

◆対象 者  ヘモグロビンＡ１ｃが高めの方及び健康づくりに興味がある７０歳未満の方 
◆場 所  保健センター    
◆定 員  ２５人 
◆参加 費  無 料 
◆用意するもの  エプロン，三角巾及び筆記用具 
◆申込 み  平成２９年１月４日（水）までに健康増進課に電話で申し込んでください。 
 
※参加者には，計量スプーン，万歩計又はウオーキング用タスキを差し上げます。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

『平成２９年大子町成人のつどい』を開催します 
 
◆日 時  平成２９年１月８日（日）11:00開式 
◆場 所  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
◆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 
◆内 容  式典及び記念撮影 
 
※対象者には，既に案内状を送付しましたが，まだ届いていない方 
は，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 

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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食生活改善推進員による 

料理教室参加者募集！ 
 
行事食や郷土料理，季節の食材等を利用し

て料理教室を開催します。 
ぜひ，御参加ください。 

◆日 時  平成２９年１月２３日（月） 
      9：30～13：00 
◆場 所  保健センター 
◆定 員  ２４人 
◆献 立  そば粉キッシュ，エビ野菜しん

じょう 
◆参加料  無 料 
◆申込み  平成２９年１月６日（金）まで

に健康増進課に電話で申し込ん
でください。参加の可否について
は，後日通知します。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

献 血 
 
 皆様の温かい御協力をお願いします。 
◆日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

12月28日
（水） 

10：00～ 
12：15 カインズホー

ム大子店 13：30～ 
16：00 

◆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 

 

平成２９年消防出初め式を行います 
 
 大子町消防団では，平成２９年１月９日
（月）に文化福祉会館「まいん」において，
平成２９年消防出初め式を行います。 
当日，午前７時にサイレンが鳴りますの

で，火災と間違わないでください。 
また，午前１０時３０分から１１時まで駅

前通りが，車両パレードと消防団員等の行進
のため，通行止めになります。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

 

みんなで作ろう！親子たこ作り教室 
 
 来年のお正月は，自分で作った「たこ」を
あげてみませんか。 
たこ作りの名人が親切・丁寧に作り方やあ

げ方を教えてくれます。ぜひ御参加くださ
い。 
◆参加資格  町内に在住の小･中学生及び

その保護者 
◆日  時  １２月２４日（土） 

9：00～12:30 
◆会  場  中央公民館 講堂 
◆申 込 先    中央公民館内大子町青少年 

育成町民会議大子地区会議事
務局 （℡７２－１１４８ Ｆ
ＡＸ７２－２０１６） 

◆申込締切  １２月１９日（月） 
◆募集人数  ３０人 
◆参 加 費  １人１００円（子ども・大人

共通，当日徴収） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 
 

第４８回大子町女性教育振興大会 
 
◆日 時  平成２９年１月１９日（木） 

9：00受付開始 9:30開会 
◆会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
◆テーマ  「食の安全 未来を担う子供た

ちに伝えたいこと」 
◆内 容  沢木みずほ講演会 
      『里山は「薬箱」～植物の抗酸

化力で免疫力を高めましょう～』 
◇講師プロフィール 

大子町在住。薬食料理教室「桑の実」
主宰。薬食フードライフ研究家，環境フ
ードライター，中医薬膳指導員，ハーブ
コーディネーター 

◆入場料  無 料 
 
問合せ  大子町女性団体連合会事務局 

（教育委員会事務局生涯学習担当内） 
℡７２－１１４８ 

 

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 12月 5日 

－次回の発行は，平成 28年 12月 26日（月）です。

－ 

６ 

広報だいご お知らせ版 


