
 

 

 

大子地方危険物安全協会 第２回危険物安全週間推進標語入選作品決定 

 

大子地方危険物安全協会（石井隆之会長）は，危険物保安の確保を呼びかけるため，教育委員

会事務局と調整の上，町内小中学校に標語の募集をしたところ，５４８作品（小学校２８３作品，

中学校２６５作品）の応募がありました。提出された作品について標語審査会を開催し審査した

結果，最優秀賞１作品，優秀賞４作品，入選１３作品が選出されました。入選作品は次のとおり

です。（敬省略） 

区 分 学校名学年 氏 名 標 語 

最優秀賞 だいご小６年 藤田 琉叶 「危険物 正しい知識 金メダル」 

優 秀 賞 

だいご小６年 井上 優空 「危険物 ルール守って 事故なくす」 

だいご小５年 関  新奈 「危険物 無事故めざして 金メダル」 

大子中１年 大高 愛海 「危険物 着地の先には ゼロ災害」 

大子西中１年 藤田 理沙 「危険物 めざす着地は ゼロ災害」 

入  選 

だいご小５年 石井 一真 「無事故には 着地しっかり 気をぬくな」 

依上小６年 木澤 実夏 「危険物 目指すは無事故の 金メダル」 

黒沢小６年 丹治 沙綾 「危険物の 点検続けて 金メダル」 

さはら小３年 萩庭 琉聖 「きけん物 むじこのメダルを つかみとれ」 

生瀬小６年 鈴木 陽暉 「危険物 無事故のメダルは わたさない」 

袋田小５年 寺島 恋奈 「危険物 いつでも点検 忘れずに」 

上小川小６年 菊池 未咲 「危険物 毎日無事故の 決めポーズ」 

大子中３年 坂爪 美紀 「念のため 日頃の点検 無駄じゃない」 

大子西中１年 佐藤  匠 「危険物 勝利の技は ゼロ災害」 

大子西中２年 小林 加奈 「危険物 無事故の未来へ 金メダル」 

生瀬中２年 齋藤 愛理 「気を付けよう 一歩間違えれば 命の危険」 

南中１年 石井 沙樹 「無事故への 着地を決めろ 金メダル」 

南中１年 益子 夏綺 「事故無しで あなたとみんなで 金メダル」 

          

※危険物安全週間は，毎年６月の第２週（日曜日から土曜日まで） 

で，今年は６月４日から１０日までです。 

 

問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

だいご婚活支援ネットワーク結婚相談会のお知らせ 

 

結婚を希望す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。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  ３月１２日（日）（担当：小林，柳下） 

◆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 

 

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ  

 

 下記の方を対象とした高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種は，３月３１日をもって終了とな
ります。 
 なお，接種を希望する方で，予診票を紛失した方は健康増進課（保健センター）へお問い合わ
せください。 
◆平成２８年度接種対象者 

６５歳となる方 昭和２６年４月２日 ～ 昭和２７年４月１日生まれの方 

７０歳となる方 昭和２１年４月２日 ～ 昭和２２年４月１日生まれの方 

７５歳となる方 昭和１６年４月２日 ～ 昭和１７年４月１日生まれの方 

８０歳となる方 昭和１１年４月２日 ～ 昭和１２年４月１日生まれの方 

８５歳となる方 昭和 ６年４月２日 ～ 昭和 ７年４月１日生まれの方 

９０歳となる方 大正１５年４月２日 ～ 昭和 ２年４月１日生まれの方 

９５歳となる方 大正１０年４月２日 ～ 大正１１年４月１日生まれの方 

１００歳となる方 大正 ５年４月２日 ～ 大正 ６年４月１日生まれの方 

その他 接種日において６０歳以上６５歳未満の者であって，心臓・腎

臓・若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能に重度の障がいを有する方 

◆接種期間  平成２９年３月３１日まで 
◆その他  町の助成を利用し，肺炎球菌ワクチンの接種を 

受けたことがある方は，対象外となります。 
 
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。 ２ 
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平成２９年春季全国火災予防運動のお知らせ 
 

３月１日（水）午前７時にサイレンが鳴ります。 
 
火災と間違わないようにお願いします。 
３月１日（水）から７日（火）まで，春季全国火災予防運動が実施されます。空気が乾燥して

いますので，火気の取扱いには十分注意しましょう。 

 

『消しましょう その火その時 その場所で』 
(平成２８年度全国統一防火標語) 

 

 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

自衛官採用試験のお知らせ  

 
次のとおり自衛官採用試験を実施します。細部は，自衛隊茨城地方協力本部日立出張所にお問

い合わせください。 

種 目 応募資格 受付期間 試験日 待遇 

一
般
幹
部
候
補
生
（
男
・
女
） 

大

卒
程
度
試
験 

平成30年4月1日現在で
22歳以上26歳未満（修
士課程修了者は28歳未
満）の者 平成29年 

3月1日(水)～ 
5月5日（金） 

１次試験 
5月13日(土)・14日(日) 
 
２次試験 
6月13日(火)～16日(金) 
（飛行要員は別途３次試
験あり） 

入隊後約1年で
3等陸･海･空尉 

院
卒
者
試
験 

修士課程修了者で 20歳
以上28歳未満の者 

入隊後約 1 年で
2等陸･海･空尉 

予
備
自
衛
官
補 

一
般 

平成29年7月1日現在で
18歳以上34歳未満の者 

～4月7日（金） 4月14日(金)～18日(火) 

階級指定はなし 
 
教育訓練召集手
当：日額 8,100
円 
 
所定の教育訓練
終了後予備自衛
官に任用 

技
能 

平成29年7月1日現在で
18 歳以上で国家免許資
格等を有する者（資格に
より 53歳から 55歳未満
の者 

 

問合せ・申込み  自衛隊茨城地方協力本部日立出張所 ℡０２９４－２１－１５２４ 

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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『公民館講座』受講生募集  

 

中央公民館では，町民の皆さんの生きがい

づくりと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。今回は、グラス

アート講座です。皆さんの受講をお待ちして

います。 

講座名 
グラスアート講座 
講師：村上佐登美 

日 時 
３月１４日（火） 

10：30～12：00 

内 容 

フォトフレームを作ります。
アクリル板にカラーフィルム
を貼り、接着剤付きの鉛のリ
ード線で縁取りをして完成で
す。作品は、ステンドグラス
のような雰囲気で楽しめます 

定 員 ２０人 

受講料 ５００円 

材料費 １，５００円 

◆対象者  高校生以上の町内に在住又は

通勤・通学している方 

◆申込み  ３月７日（火）までに，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。） 

 

問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29年 2月20日 

－次回の発行は，平成 29年 3月 6日（月）です。－ ４ 

広報だいご お知らせ版 


