
 

 

 

不審な電話に御注意を！  

 

消防職員を名乗り「防災関係のパンフレットを送ります」といった電話が，町内のお宅にかか

ってきたとの報告がありました。最近，このような不審な電話が県内各地で報告されています。

大子町では，消防職員が電話で防災用品やパンフレット等をあっせんすることはありません。不

審な電話があった場合には，すぐに対応せず電話を切り，大子町 

消費生活センター（役場：観光商工課内）又は警察署や消防署へ 

御相談ください。 

 

問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

大子警察署刑事生活安全課 ℡７２－０１１０ 

消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

無料法律相談会  
 
大子町消費生活センターでは，毎月１回法

律の専門家による無料法律相談会を開催し
ています。消費者問題だけでなく相続・離婚
や隣近所とのトラブルなどについて，法律の
専門家がお答えします。 
▼弁護士  安彦和子氏 
▼日 時  ６月２２日(木)  

10：00～15：00 
（正午～13：00を除く。） 

      ※相談は１件当たり１時間程
度です。 

▼会 場  役場 ２階小会議室 
▼定 員  ４人（要予約・先着順） 
▼その他  相談案件を弁護士に依頼する

ことはできません。また，既に弁
護士に依頼している案件，係争中
や同一案件の繰り返し利用は御
遠慮ください。 

▼申込み  事前に大子町消費生活センタ
ーに電話で申し込んでください。 

▼申込期間  ６月１３日（火）～２１日（水） 
 
問合せ  大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 
 

 

甲種防火管理新規講習会  

 
▼日 時  ７月２７日(木)，２８日(金)

の２日間 
 ◇１日目 9：50～17：00（受付9：30～）       
◇２日目 10：00～15：30(受付9：30～) 

▼会 場  常陸大宮市消防本部３階多目
的室（常陸大宮市姥賀町 621） 
℡０２９５－５４－０１１９ 

▼申込み 
 受講申込書に必要事項を記載し，教材費
４，０００円を添えて消防本部予防課に申込
んで下さい。受講申込書は，消防本部にあり
ます。また，大子町ホームページからダウン
ロードすることもできます。 
▼申込期間  ６月１２日(月)～２３日(金)

※土・日曜日を除く。 
▼定 員  ３０人（先着順） 
 
※定員になり次第締切りますので，早めにお
申し込みください。 

 
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 



 

 

大好きいばらき地方創生応援事業の募集  
 
大好きいばらき県民会議では，地域の活性化に自主的，主体的に取り組む団体等を応援するた

め，その活動に必要な経費の一部を助成します。 
▼対 象 者  県内の地域で活動を行う５人以上の団体，グループ（自治会・町内会，      

老人クラブ，子ども会，ＰＴＡ，地域団体，ボランティアグループ等） 
▼対象活動  団体等が自主的に取り組む地域福祉や環境保全，青少年の健全育成，防犯・防災，

交通安全，地域の活力づくりなどの活動 
▼助 成 額  原則１０万円以内（最大３０万円までで，１０万円未満はその額） 
▼対象経費  地域活動を行うために必要な経費で，団体等の運営に係る経費（人件費，光熱水

費，家賃等）等を除く。 
▼申 込 み  ６月３０日（金）までに大好きいばらき県民会議に郵送又は電子メールにより申

し込んでください。 
※郵送の場合は 17：00必着，電子メールの場合は15：00送信分までを受け付け
ます。 
＜大好きいばらき県民会議＞ 

        〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎 
メールアドレス kenminundo@daisuki-ibaraki.jp 

▼そ の 他  詳しい募集内容や申請方法については，パンフレット（まちづくり課窓口にあり
ます。）又は大好きいばらき県民会議のホームページを御覧ください。 

 
問合せ  大好きいばらき県民会議 ℡０２９－２２４－８１２０ 
 

大好きいばらき就職面接会（前期） 
 
大学院，大学，短大，専修学校等（高校は除く。）の平成３０年３月卒業予定者及び既卒未就職

者を対象に，県内企業を集めた「大好きいばらき就職面接会（前期）」を開催します。 
 事前申込不要，参加費無料です。履歴書を複数枚お持ちください。 
▼開催期日及び場所 
【土浦会場】６月２６日（月）ホテルマロウド筑波（土浦市城北町２－２４） 
【水戸会場】７月３日（月）ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１） 

▼開催時間 
【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】13：30～15：30 

 
問合せ  茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６４５ 
 

就職支援セミナー「就職カレッジ 基礎編」 
 
ＮＰＯ法人雇用人材協会では，フリーター，無職から抜け出し，就職を目指す１５歳から４０

歳台前半までの方を対象とした，就職支援セミナー「就職カレッジ基礎編」を開催します。 
セミナーでは，コミュニケーション，ビジネスマナー，応募書類，面接対策など，就職に必要

な力と自信を身に付けていきます。 
▼日 程  ７月１８日（火），１９日（水），２５日（火），２６日（水），８月１日（火） 
▼時 間  各日9：30～16：30 
▼会 場  ジョブカフェいばらき（水戸市三の丸１－７－４１） 
▼対象者  １５歳から概ね４０歳代前半までの求職者で全日程参加できる方（先着２０人） 
▼受講料  無 料 
▼申込み  電話又はメールでお申し込みください。 

電話 ０２９－３００－１７３８ 
メールアドレス s-college@koyou-jinzai.org 

 
問合せ  ＮＰＯ法人雇用人材協会 ℡０２９－３００－１７３８ 

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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田舎体験民泊の受入家庭を募集します 

 
大子町子ども田舎体験推進協議会では，教育旅行の受入体制の整備に取り組んでいます。 

そこで，メニューの１つである，田舎体験民泊に協力していただける御家庭を探しています。 
▼教育旅行とは  都市部の学校が，教育的効果を目的に実施する宿泊学習等の旅行のことです。 
▼田舎体験とは  一般家庭に宿泊することで，普段の生活から様々な体験活動を行います。 
▼事業実施目的  地元住民に活力を供給すると共に，体験指導料等（１人当たり５，０００円

～６，０００円）の経済効果をもたらします。 
▼受 入 概 要  年に２～３回程度，小中学校の受入れを行います。その都度，事務局から意

向の確認を行いますので，皆様の御都合に合わせて取り組むことが可能です。 
 

問合せ  団体事務局（みらんど袋田内） ℡７９－０２９６ 
まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

ハーモニーフライトいばらき２０１７研修員募集 

 
茨城県では，国際的視野と指導力を持って政策・方針決定過程に参画し，地域や企業内の課題

解決のため核となり活動できる女性リーダーを育成するため，研修事業を実施しています。 
▼研修期間  海外調査研修：平成２９年９月後半（６日間程度） 

※他に県内事前・事後研修（６回程度）があります。 
▼研 修 先  海外調査研修：ノルウェー 
▼募集人数  １５人程度（県全体） 
▼参 加 費  ２５万円程度（県内・海外研修を含む） 
▼応募資格  次の条件をすべて満たす女性であること。ただし，県が実施した海外派遣事業に

参加した経験がある方，国又は地方公共団体の議会議員経験者及び公務員は除きま
す。 
・日本国籍を有し，５年以上県内に居住している方 
・平成２９年４月１日現在で概ね２５歳から概ね６０歳の方 
・心身が健康で協調性があり，計画に従い団体行動のできる方 
・この事業の目的に賛同し，学ぶ意欲があり，研修の全日程に参加できる方 
・帰国後，「茨城県女性のつばさ連合会」に加入し，地域で活動できる方 

▼応募方法  茨城県知事公室女性青少年課男女共同参画担当（〒310-8555 水戸市笠原町 978
番地6）あてに応募書類を郵送により提出してください。 
・参加申込書（様式１） 
・レポート テーマ「男女共同参画社会の実現に向けて学びたいこと」（様式２） 

        字数：８００字以上１０００字以内 
・勤務先所属長等の応募等承諾書 ※現在，有職の場合のみ（様式３） 
・住民票の写し（３ヶ月以内のもの） 
・身体の健康に関する申出書及び家族の同意（様式４） 

       ※様式は，まちづくり課にあります。また，県女性青少年課ホームページからダ
ウンロードできます。 
ｈttp://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/sonota-kaigai.html 

※書類審査及び面接による選考があります。 
▼募集締切  ６月２１日（水） 
 
問合せ  茨城県知事公室女性青少年課男女共同参画担当 

℡０２９－３０１－２１７８ 
 

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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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)を募集します。 

▼受験資格  平成２９年４月１日において高等学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３０年３月までに高等学校又は中等教育
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 
▼申込方法等 
(1) インターネット申込み（原則） ６月１９日（月）～６月２８日（水） 

   申込み先 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 
(2) 郵送又は持参申込み（インターネット申込みができない場合）   

   問合せ先 第１次試験地を所轄する国税局（国税事務所） 
▼試 験 日  第１次試験  ９月３日（日） 

第２次試験  １０月１１日（水）から１０月２０日（金）までの間の指定する 
日（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 

＜インターネット申込みに関する問合せ＞ 
人事院人材局試験課 ℡０３－３５８１－５３１１ 内線２３３３ 

＜上記以外に関する問合せ＞ 
関東信越国税局人事第二課試験係 ℡０４８－６００－３１１１ 内線２０９７ 

 

給水装置工事主任技術者試験 

 

▼期  日  １０月２２日（日） 
▼受験資格 

給水装置工事に関して３年以上の実務
経験を有する方 

▼受 験 料  １６，８００円 
▼申 込 み 
（公財）給水工事技術振興財団ホームペー

ジ(http://www.kyuukou.or.jp)に掲載され
ている「受験の案内」を御覧の上，「インタ
ーネット申込書作成システム」に従って入力
した受検申請書類を送付してください。 

▼受付期限  ７月７日（金）※消印有効 
 
※上記方法で受検申請書類の入手が困難な
場合は，下記まで御連絡ください。 

 
問合せ・郵送先 
給水工事技術振興財団 国家試験部国家試験課 

  〒１６３－０７１２ 
  東京都新宿区西新宿二丁目７番 1号 

小田急第一生命ビル１２Ｆ 
    ℡０３－６９１１－２７１１ 

 

 

 

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月中

旬に送付します。 
 
※小児のマル福を受給されている方には，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 

 

飼料用米を生産しませんか 
 
主食用米の過剰作付解消のため，飼料用米

の販売を行う方に，農地の面積や収穫量に応
じて国の助成金を交付します。すでに田植え
が終了した主食用のお米でも６月３０日
（金）までに変更の手続を行えば，飼料用米
として取り扱うことがきます。手続について
は，大子町農業再生協議会にお問い合せくだ
さい。 
 
問合せ  大子町農業再生協議会 
      ℡７９－１２１０ 

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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介護職員初任者研修費補助金  
 
町では，町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している方又は従事することが見込

まれる方で，介護職員初任者研修を修了した者に対して補助金を交付します。 
▼補助対象者  

町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している方又は従事することが見込まれる
方で，平成２９年度の介護職員初任者研修を修了した方 

▼補助金の額 
研修受講料に対し，５０，０００円を限度とします。ただし，他の制度による補助金，助成

金の交付を受けている者は，交付を受けた額を除きます。 
▼補助金の申請に必要な書類 
・介護職員初任者研修費補助金交付申請書 
・介護職員初任者研修修了証書の写し 
・受講料領収書 

▼申請期限及び申請先 
平成２９年度介護職員初任者研修を修了後，平成３０年３月３０日 

までに福祉課に申請してください。 
 
問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 
 

献 血 
 
▼日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

６月２０日
（火） 

10：00～ 
12：00 

油研工業㈱ 

14：00～ 
16：00 

弘陽電機㈱ 

６月２６日 
（月） 

10：00～ 
11：30 

大子町消防本部 

13：00～ 
13：45 

㈱植木工業所 

14：45～ 
16：00 

ＴＡＩＲＡＹＡ大子店 

▼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 

 

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ましょう。この機会にそ
れぞれができることから実践しましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

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  ６月３０日（金）9:30～10:30 
▼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２４年４月２日から平成２７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１９日（月）から２６日（月）まで
の間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 

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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国民健康保険税の納入に御協力ください 
～皆様の保険税が国民健康保険を支えています～ 

 
国民健康保険は，社会保険等のいずれの健康保険にも加入していない方が加入しなければなら

ない保険で，国民健康保険税は，病気やケガをしたときに安心して医療を受けるための貴重な財
源です。 
また，４０歳以上の方は介護保険に加入し，介護保険料を納めます。国民健康保険に加入する

４０歳から６４歳までの方は，国民健康保険税（医療分と支援分）に介護保険分を合わせて納め
ます。 
＜大子町国民健康保険税条例の改正について＞ 
 平成２９年度の大子町国民健康保険税率は，次の表のとおりです。  

税
率
及
び
負
担
額 

負担区分 所得割 資産割 
均等割 

（被保１人当） 
平等割 

（１世帯当） 
課税限度額 
（29年度） 

医療分（0～74歳） 6.30％ 27.00％ 18,000円 18,000円 540,000円 

支援分（0～74歳） 2.40％ 8.00％ 4,000円 4,000円 190,000円 

介護分（40～64歳） 2.25％ 6.00％ 11,000円 7,000円 160,000円 
  ４つの負担区分の合計が国民健康保険税の税額にな

ります。 
890,000円 

 
＜軽減判定について＞ 
 軽減判定は，世帯の所得をもとに自動で判定されますので申請をする必要はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加入者の年齢によって納める保険税の内容が違います。 
 

４０歳未満の方  ４０歳以上６５歳未満の方  ６５歳以上７５歳未満の方 

   

 介護保険 

第２号被保険者 

介護保険 

第１号被保険者 

   

介護保険加入者ではありま

せんので，医療分と支援 

分を納めます。 

 

医療分と支援分及び介護

分を合わせて納めます。 

医療分と支援分は国保税

として納め，介護保険料は

年金から差し引かれるなど

して，別に納めます。 
 
 
※国保税は，世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。世帯主が国保被保険者でない場合（後期高
齢者医療被保険者等の場合）でも，世帯内に国保被保険者がいれば，保険税納付の義務は世帯
主にあります。納期限までの納入に御協力ください。 

※国保税の納付は，安全・便利・確実な口座振替を御利用ください。 
 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

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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５ 割 軽 減 
世帯の所得の合計額が３３万円＋２
７万円×（世帯主を含む被保険者数＋
世帯主を含む特定同一世帯所属者） 
※２６．５万円から２７万円に変わり
ました。 

２ 割 軽 減 
世帯の所得の合計額が３３万円＋４
９万円×（世帯主を含む被保険者数
＋特定同一世帯所属者） 
※４８万円から４９万円に変わりま
した。 
 

７ 割 軽 減 
世帯の所得の合計
額が３３万円以下 
 

納 め 方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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２６日(月)～７月２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 

 

清掃スタッフ講習 受講者募集 
 
６０歳以上の方へ。無料で受講できますの

でぜひ御参加ください。 
▼日 程  ８月３０日（水），３１日（木） 
     の２日間 
▼会 場  中央公民館 
▼講習内容  建物内清掃の知識や技術を身

に付け，清掃業務での就業を目指
す方の参加をお持ちしています。 

▼対象者  ①シルバー人材センター会員
又は満６０歳以上の入会希
望者で就業希望の方 

②全日程参加可能な方 
▼定 員  １０人 ※選考あり 
▼受講料  無 料 
▼募集締切  ８月７日（月） 
 
※応募者多数の場合，早期に締め切る場合が
あります。 

※定員に達しない場合や天候などにより講
習を中止する場合があります。 

 
申込み・問合せ 
 大子町シルバー人材センター 

℡７９－１２２２ 
 

「町民歩く会」参加者募集  
 
今年の町民歩く会は，南房総国定公園（千

葉県）に指定されている鋸山のトレッキング
です。鋸山展望台は，眺望が素晴らしく富士
山や三浦半島などの大パノラマが堪能でき
ます。 
▼日 時  ７月１６日（日） 

中央公民館 5：30集合 
※雨天決行 

▼行程予定  中央公民館 → 常磐道・圏央
道・東関道・館山道 → 鋸山
（10：00～14：00） → 常磐道
他 →  中央公民館（19：00） 

▼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  ５，０００円（中学生以下は 
２，０００円）※７月１０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。） 

▼申込方法  ７月４日（火）までに教育委員
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。※電話での申込みは
できません。 

▼その他  昼食，飲物，雨具等を持参し，
トレッキングにふさわしい服装
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 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

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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公民館講座受講生追加募集  

 
 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
座を開催しています。皆さんの受講をお待ちしています。※募集人数は，５月１７日現在です。 
 
＜パソコン講座＞ 

講座名 開催日時 内 容 

ワード2010 

初級① 

【４回完結】 

7月19日・7月26日・8月 2日・

8月9日(各水曜日) 

午後 1時30分～午後4時 30分 

文字入力，文書の作成・編集，印刷，表

の作成，イラストや写真の挿入など，ワ

ードの基本的な機能と操作方法を，お知

らせや案内状を作成しながら学びます。 

ワードをはじめてみたい方向け！ 

エクセル2010 

初級①，② 

【４回完結】 

① 8月23日・8月30日・9月6

日・9月27日（各水曜日） 

午後 1時 30分～午後 4時 30

分 

② 7月 15日・7月 22日・7月

29日・8月5日（各土曜日） 

午前 9時～正午 

データ入力や編集方法から始めて，表の

作成・編集，数式計算の方法やグラフの

作成，表データの並べ替えや抽出など，

エクセルの基本的な機能と操作方法を

学習します。 

エクセルをはじめてみたい方向け！ 

ワード2010 

～基本から活用まで～ 

【６回完結】 

8月19日・8月26日・9月 2日・ 

9月9日・9月16日・9月30日 

（各土曜日） 

午前 9時～正午 

文字入力，簡単な文書作成，表作成，イ

ラスト，写真，表を使った実用文書など

基本的な機能と操作方法を学び，ワンラ

ンク上の活用にも挑戦。 

基本から活用まで学習したい方向け！ 

エクセル2010 

～基本から活用まで～ 

【６回完結】 

10月 7日・10月14日・10月21

日・10月 28日・11月 4日・11

月11日（各土曜日） 

午前 9時～正午 

表の作成や編集，関数による計算，グラ

フの作成，データベースの作成・活用な

ど基本的な機能と操作方法を学び，ワン

ランク上の活用にも挑戦。 

基本から活用まで学習したい方向け！ 

はがき作成 

【６回完結】 

10月 7日・10月14日・10月21

日・10月 28日・11月 4日・11

月11日（各土曜日） 

午後 1時30分～午後4時 30分 

ワードとエクセルの基本機能を使って，

年賀状やはがきの作成，宛名の作成，写

真を使った文書作成方法，オリジナルは

がきの作成方法を学びます。 

ワード・エクセルの基本を習得した方！ 

▼講 師  ＮＰＯ法人コミュニティＮＥＴひたち １講座２人 
▼募集人数  各１０人 

▼受講料  ２，０００円及びテキスト代１，０８０円～２，１６０円 

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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講座名 基礎英語講座 募集人数 １５人 

講 師 鈴木 みき江 回 数 １２回 

開催日時 
６月２０日～１２月（第１・３火曜日） 

午後６時～午後８時 
受講料 ２，０００円 

内 容 
日記をつけたり，昔話やおとぎ話を題材に中学生程度の英文法を学びます。身近

な話題を題材に，楽しみながら気楽に英語が学べます。 
 

講座名 グラスアート講座 募集人数 １０人 

講 師 村上 佐登美 回 数 ７回 

開催日時 

６月２７日～１２月 

（第４火曜日） 

午前１０時～正午 

受講料 ２，０００円 

材料費（毎回） 1,500～2,000円 

内 容 

フォトフレームやインテリア小物などの作品を作ります。アクリル板やガラス板

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。仕上

がりは，ステンドグラスのような雰囲気が楽しめます。 
 

講座名 フレッシュハーブのアレンジ講座 [Ⅰ] 募集人数 １０人 

講 師 常松 典子 回 数 １回 

開催日時 

７月８日（土） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

※次回１０月開催予定 

受講料 ５００円 

材料費 1,000～1,500円 

内 容 

香りの良いフレッシュハーブを使い，水鉢を使ったアレンジメントリースに挑戦

します。ちょっとしたパーティーにもピッタリの爽やかなアレンジです。始めに，

ハーブティーをいただいて気分をリフレッシュしましょう。 
 
＜お申込みに当たって＞ 
▼対  象  町内に在住又は通勤・通学している高校生以上の方 
▼受 講 料  受講料（材料費含む。）等は，初回の講座日に納入いただきます。受講生の都合に

よる受講料等の返金はしません。 
▼申込方法  中央公民館に備え付けの申込書に必要事項を記入の上，お申込みください。お申

し込みの手続は代理の方でもかまいません。※電話でのお申込みはできません。 
▼受付期間  ６月５日(月)から先着順に受け付け，定員になり次第終了します（土・日曜日，

祝日を除く。）。 
▼受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
 
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。 ９ 
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三遊亭好楽・三遊亭小遊三  落語二人会 
 

▼期 日  ７月２９日（土） 
▼時 間  開場13：30 開演14：00 
▼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  ２，５００円 高校生以下１，５００円 
当日券  ３，０００円 高校生以下２，０００円 

      ※未就学児の入場は御遠慮ください。 
▼主 催  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 ６月２４日（土）10：00～16：00 

            大子町立中央公民館 ℡７２－１１４８ 
□６月２６日（月）から７月２６日（水）のチケット 
取扱い 

            大子町観光協会（まいん内）8：30～17：15 
℡７２－０２８５ 

            大子町振興公社（道の駅奥久慈だいご内）9：00～20：00 
℡７２－６１１７ 

□６月２６日（月）から７月２８日（金）のチケット取扱い 
            大子町立中央公民館 ℡７２－１１４８ 

※７月２７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。 

※土日・祝日の販売はしておりません。 
 
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 
「果鋭」黒川博行，「あきない世傳 金

と銀3.奔流篇」高田郁，「応仁の乱」呉座
勇一，「佐竹一族の中世」高橋修，「わたし
の好きな仏さまめぐり」瀬戸内寂聴，「テ
レビじゃ言えない」ビートたけし，「1日1
行！2年で350万貯めた あきのズボラ家
計簿」あき，「経済は地理から学べ！」宮
路秀作，「ほねほねザウルス 17」ぐるーぷ・
アンモナイツ，「おしりたんていかいとう
vsたんてい」トロル 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 

 

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，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３日（月） 
 
問合せ   
教育委員会事務局 
生涯学習担当  
℡７２－１１４８ 

 

平成 29年 6月5日 

－次回の発行は，平成 29年 6月 20日（火）です。

－ 
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