
 

 

 

大子町選挙管理委員会からのお知らせ 
 
８月２７日は，茨城県知事選挙の投票日です。投票日に投票所へ行くことができない場合には，

期日前投票を御利用ください。 
 
＜期日前投票＞ 
・投票期間  ８月１１日（金）～８月２６日（土） 
・投票時間  午前８時３０分～午後８時 
 
投票する際は，投票所入場券を持参してください。なお，入場券が届く前や，入場券をなくし

てしまった場合でも，選挙人本人であることが確認できれば投票することができますので，投票
所係員に申し出てください。入場券は，８月９日発送予定です。 
※入場券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入の上お越しいただくと，円滑に投票することができ
ます。 

 
■大子町で投票できる方 
・満１８歳以上（平成１１年８月２８日以前に生まれた方）で，平成２９年５月９日までに大
子町の住民票に記載され，引き続き町内に住んでいる方 

・公職選挙法に定められた欠格事項に該当しない方 
※大子町へ住民票を移して３か月未満の方は，県内市町村間の移動であれば，転入前の住所地等
で投票することができます。ただし，投票を行う際は，大子町が発行する引き続き県内に住所
を有する旨の証明書「引き続き証明書」（無料）が必要となります。詳しくは，選挙管理委員会
までお問い合わせください。 

 
■郵便等による不在者投票について 
 郵便による不在者投票は，身体に障がいがあり，投票所まで行くことができない有権者の方が，
自宅等で投票用紙に記載し郵便で投票することができる制度です。 
 あらかじめ町の選挙管理委員会に登録する必要があるので，郵便等による不在者投票を希望さ
れる方は，お早めに選挙管理委員会まで御連絡ください。 
また，障がいの程度によりますが，あらかじめ指定された代理人に投票用紙に記載してもらう

制度（代理投票）もあります。 
詳しくは，選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 
問合せ  大子町選挙管理委員会 ℡７２－１１４０ 
 

全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週間 
 
あなたは一人で悩んでいませんか。高齢者・障がい者に対する暴行・虐待などのあらゆる人権

侵害について，電話相談を受け付けています。秘密は厳守します。 
■期 間  ９月４日（月）～１０日（日）の７日間 
■時 間  8：30～19：00（ただし，土・日曜日は 10：00～17：00） 
■電話番号  ０５７０－００３－１１０（全国共通人権相談ダイヤル） 
■相談員  人権擁護委員・法務局職員 
 
問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 ℡０２９－２２７－９９１９ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

大子町職員（保健師）採用選考試験  
 
平成２９年度大子町職員採用選考試験を次により実施します。 

■試験区分，採用予定人員及び受験資格 
試験区分 採用予定人員 受  験  資  格 

保健師 １人程度 
昭和５２年４月２日以降に生まれた人で，保健師の免許
を有している人又は平成３０年３月３１日までに取得
見込みの人 

■試験方法  作文試験，口述試験及び資格調査を行います。 
■試験日時  平成２９年１０月１日（日） 
■試験会場  大子町役場 
■申込用紙の請求 
 申込用紙は，役場総務課窓口，郵便又は電子メールで請求してください。 
 大子町公式ホームページからダウンロードすることもできます。 
 郵便で請求する場合は，封筒の表に「職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，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 職員採用試験担当者あて） 
■申込先 
 〒319－3526 大子町大字大子 866番地 大子町役場 総務課 
■受付期間等 
 ８月７日（月）から９月１５日（金）まで（土・日曜日，祝日を除く。）の午前８時３０分から
午後５時１５分まで。郵便の場合は，９月１５日（金）午後５時１５分までに申込先に着信した
ものに限り受け付けます。 
■提出書類 
 申込書１部（所定の申込用紙を使用） 
■試験結果について 
 試験結果については，１０月下旬頃に発表する予定です。 
 
問合せ 総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

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，小・中学生の教育旅行における田舎体験民泊の受入を

進めています。 
田舎体験民泊では，都市部の小・中学生が学校行事の一環として，一般家庭に宿泊し，田舎体

験を通じ，子どもたちの学ぶ意欲や自立心，思いやりの心を育みます。 
田舎体験民泊の受入に興味がある，やってみたいという方はお気軽にお問合せください。 

■受入概要  一般家庭への宿泊日数は１泊又は２泊程度で，年に１～３回程度小・中学生の受
入を行います。人数は１家庭あたり２～４人です。受入家庭には必要な経費をお支
払いします。 

■Ｑ＆ Ａ  Ｑ：畑がないと田舎体験の受入はできないの？ 
       Ａ：田舎体験が主となるので，普段の生活でのお手伝い体験ができれば十分です。 
       Ｑ：登録をしたら毎回受入を行わないといけないの？ 
        Ａ：その都度，事務局から意向調査を行いますので，家庭の御都合に合わせて取

り組むことが可能です。 
Ｑ：何か事故があった場合の対応は？ 

       Ａ：事務局が一括で保険に加入するなど十分な対処ができる体制を整えています。 
 
問合せ  大子町子ども田舎体験推進協議会事務局（みらんど袋田内） ℡７９－０２９６ 

まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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町営墓地利用者を募集します  
 
■募集墓地 

墓地名称 所在地 区画 利用面積 使用料 管理料（年額） 

奉行平霊園 大子 1470番地5 
B  6号 9㎡ 400,000円 2,000円 
B  14号 9㎡ 400,000円 2,000円 

川山霊園 川山 622番地 A  48号 6㎡ 400,000円 2,000円 
頃藤墓地 頃藤 6687番地5 73号 10㎡ 22,000円 ※ 
石原墓地 町付 2344番地 20号 12.2㎡ 10,000円 ※ 

 ※管理組合を設けて管理料を徴収しています。 
■募集要件  次のいずれにも該当する方 

□町内に住所を有する方 
□町税等を滞納していない方 

■申込方法  町営墓地利用申込書を記入の上，生活環境課に提出してください。 
■申込期限  ９月１５日（金）17：00 
■その 他  申込書は生活環境課で配布します。複数の申込みがあった場合は，抽選となりま

す。 
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 

 

夏季消防訓練のためサイレンが鳴ります 
 
夏季消防訓練が８月２０日（日）に大子町

大字西金地内の関東商工㈱西金工場及びそ
の周辺で行われます。 
当日，午前７時に袋田，生瀬，上小川，西

金地区でサイレンが鳴りますので，火災と間
違わないようにお願いします。 
 なお，滝倉，西金地区は，午前９時にもサ
イレンが鳴ります。 
 
問合せ  消防本部警防課 ℡７２－０１１９ 

 

～仕事と生活の調和のために～ 

年次有給休暇を活用しましょう 
 
仕事と生活の調和（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。 
 働き方・休み方を変える第一歩として，土
日・祝日にプラスワン休暇をして，連続休暇
にしませんか。 
 話し合いの機会をつくり，年次有給休暇を
取りやすい会社にしましょう。 
 
問合せ  茨城労働局雇用環境・均等室 

℡０２９－２７７－８２９５ 

 

 

スペイン文化交流コンサート 
 
町内の太陽光発電所に出資する X-Elio 

Japan 株式会社（スペイン企業 X-Elio 
EnergyS.L.の日本法人）と大子町が共催でス
ペインとの文化交流を目的にコンサートを
開催します。 
■催事名  スペイン文化交流コンサート

～スペインの熱い風 フラメンコ
の新星徳永兄弟と仲間たち～ 

■期 日  ８月２９日（火） 
■時 間  開場13：00 
      開演13：30 
      終演15：30 
■会 場  文化福祉会館「まいん」 

文化ホール 
■内 容  フラメンコギターの演奏及び

フラメンコなど 
■出演者  徳永健太郎・康次郎（ギター）， 
     ＳＡＹＡブラシェ小夜音（踊り），

容昌（パーカッション），大渕博
光（歌，手拍子） 

■定 員  ７０人（先着順）  
■入場料  無 料 
■主 催  X-Elio Japan㈱，大子町，大子

町教育委員会 
■後 援  駐日スペイン大使館 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

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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「下請かけこみ寺」弁護士無料相談 
 
公益財団法人茨城県中小企業振興公社では，下請取引の適正化を促進することを目的として，

中小企業庁，公益財団法人全国中小企業取引振興協会とともに，「下請かけこみ寺」事業を実施し
ています。 
今回，中小企業の皆様からの企業間取引に関する様々な御相談に対応するため，弁護士による

「移動法律相談会」を開催します。相談費用は，無料です。 
ささいなことでも結構ですので，お気軽に御相談ください。 

■開催日時，場所 

日 時 場 所 

平成２９年９月６日（水） 
13：30～16：30 

ホテルグランド東雲 ２階「雅の間」 
（つくば市小野崎４８８－１） 

平成２９年１０月４日（水） 
13：30～16：30 

茨城県産業会館 ２階「中会議室Ｂ」 
（水戸市桜川２－２－３５） 

平成２９年１１月８日（水） 
13：30～16：30 

ホテルグランド東雲 ２階「日の出の間」 
（つくば市小野崎４８８－１） 

平成２９年１２月６日（水） 
13：30～16：30 

茨城県産業会館 ２階「中会議室Ｂ」 
（水戸市桜川２－２－３５） 

平成３０年１月１０日（水） 
13：30～16：30 

茨城県産業会館 ２階「中会議室Ｂ」 
（水戸市桜川２－２－３５） 

※取引に関する電話相談等は，茨城県中小企業振興公社（下請かけこみ寺）で随時行っています
ので，お気軽に御相談ください。 

■申込み 
各会場先着順（１会場・３社）になっていますので，事前に申込みが必要です。所定の申込用

紙がありますので，公益財団法人茨城県中小企業振興公社にお問い合わせください。 
 
問合せ  公益財団法人茨城県中小企業振興公社 ℡０２９－２２４－５３１７ 
 

個人事業税の納税について 
 
平成２９年度個人事業税の第１期分の納

税通知書は，８月中旬に発送されます。 
 納付期間は８月２１日（月）から８月３１
日（木）までとなりますので，期限内に納付
されますようお願いいたします。 
 なお，既に口座振替の手続をされている方
は，８月３１日（木）に口座引き落としにな
りますので，残高の確認をお願いいたしま
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される方は，茨
城県常陸太田県税事務所まで，お問い合わせ
ください。 
 
問合せ  茨城県常陸太田県税事務所 

課税第一課個人事業税担当 
℡０２９４－８０－３３１１ 

 

 

 

台風・大雨に備えましょう 
 
台風が多くなる季節になりました。台風が

もたらす大量の雨が，短時間で局地的に降る
ため，河川が増水したり堤防が決壊したりし
て水害が起こることがあります。台風が来る
前，大雨が降る前に備えましょう。 
■事前の備え 
▽窓や雨戸はしっかりとカギを閉め，必要
に応じて補強する。 

▽側溝や排水口は掃除して，水はけを良く
しておく。 

▽風で飛ばされそうな物は，飛ばないよう
に固定するか家や倉庫などに収納する。 

▽非常用品を確認し，すぐ持ち出せるよう
にしておく(懐中電灯，携帯用ラジオ，
救急薬品，衣類，非常用食品，貴重品な
ど)。 

▽避難場所を確認しておく。 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

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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「９月９日」は救急の日です！ 
 
救急医療及び救急業務に対する皆様の正しい理解と認識を深め，かつ，救急医療関係者の意識

の高揚を図るため，毎年９月９日を「救急の日」，救急の日を含む一週間（日曜日から土曜日まで）
を「救急医療週間」と定めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
救急車や救急医療は，限りある資源です。皆様自身の安心のために，救急医療の受診について

考えてみませんか・・・。救急車の適正利用に御協力をお願いします。  
 

大切な命，かけがえのない命を救うために，  

そばにいるあなたの勇気が必要です！ 
 
問合せ  水郡医師会 ℡７２－０６２０ 

健康増進課 ℡７２－６６１１ 
消防本部 ℡７２－０１１９ 

 

水戸ホーリーホックホームゲーム「大子町招待デー」の開催 
 
大子町の皆様に，プロスポーツを身近に感じていただき，地域の活性化及びスポーツが生活に

溶け込んだ，活気のあるまちづくりの一助となるよう「大子町招待デ―」を開催します。 
■日 時  ９月９日（土）18：00キックオフ 
■対戦相手  ＦＣ岐阜 
■会 場  ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市小吹町 2058‐1） 
■観覧方法  スタジアムの大子町ブース（正面玄関横）において，免許証・学生証など，大子町

に在住・在学していることが証明できるものを提示してください。提示と引き換えに
無料招待チケットをお渡しします。 

 
問合せ  ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック ℡０２９－２１２－７７００ 

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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救急車の呼び方 
 
まずは，落ち着いて！  

①１１９番に電話する。（携帯電話でも同

じ）  

後は，聞かれた内容に答えてください。 
  

内 容  

②「救急です。」と告げます。  

③来てほしい場所（住所，目標物など）  

④病気か？ ケガか？  

⑤傷病者の現在の状態  

⑥傷病者の名前，年齢，性別，既往症等  

⑦かかりつけがあれば，かかりつけの病院  

⑧通報している方の名前とかけている電話

の番号を慌てずに答えてください。 

目の前で大切な人が突然倒れた時，あなた

は何ができますか・・・ 

まさか！というその時のために応急手当

講習を受講してみませんか。 

受講を希望する方は，大子町消防本部警防

課まで連絡してください。  

（℡７２－０１１９）  

Ｑ：救急車が到着するまでの間に何を行え

ばいいの？  

Ａ：いばらき消防指令センターの指令員が

電話で，応急手当の方法を指導しま

す。御協力をお願いします！  

大子町では，救急車が現場に到着するまでに平均１２分かかりますので，救命するために

は，現場に居合わせた人による応急手当が重要になります。 



 

日本赤十字社平成２９年７月大雨災害義援金の受付について 
 
７月に入り全国で発生している大雨災害に対しての義援金の受付を，８月３１日（木）まで行

っています。福祉課での受付のほかに，ゆうちょ銀行・郵便局での口座振込でも対応しています。 
■ゆうちょ銀行・郵便局 
・口座記号番号 ００１９０‐２‐６９６８４２ 
・口座加入者名 「日赤平成２９年７月大雨災害義援金」 
 

※受領証の発行を希望する場合は，通信欄に「受領証希望」と記載してください。ゆうちょ銀行・
郵便局窓口での取扱いの場合，振替手数料は免除されます。 

※税制上の取扱いとしては，寄附金として控除の対象となります。 
 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

在宅介護慰労金の申請について  

 
一緒に住んでいる家族の方を常時介護している方に対し，在宅介護慰労金１２万円を支給しま

す。次の支給要件に該当する方は，８月３１日（木）までに，福祉課に申請してください。 
なお，支給要件に該当する可能性のある方に対しては，７月１２日付けで通知をお送りしてい

ますが，通知を受け取っていない方で支給要件に該当すると思われる方については，福祉課に問
い合わせてください。 
■支給要件 
 基準日（６月３０日）時点で次の(1)～(3)全てに該当する方を常時介護している方※１で，町税
等※２を滞納していない方※３であること。 
 ※１ 介護している方と介護されている方が１年以上継続して同一世帯に属していることが条

件になります。 
 ※２ 町県民税，固定資産税，軽自動車税，国民健康保険税及び介護保険料 
 ※３ 世帯全員に滞納がないことが条件になります。 
(1) 基準日の６か月前（その年の１月１日）から引き続き要介護３～５のいずれかであること。 
(2) 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，医療機関等に入所又は入院していないこと。 
(3) 基準日前１年間（平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日）における，短期入所生活
（療養）介護（小規模多機能型居宅介護等のサービスによる宿泊を含む。）のサービスの利用
期間の合計が９０日以内であること。 

 
問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

敬老祝品をお届けします  

 
７５歳以上（昭和１８年３月３１日以前生まれ）の方へ敬老祝品（商品券）をお届けします。 

■７５歳から８７歳までの方及び８９歳から９９歳までの方には，９月１日（金）から１８日（月）
までの間に各区長がお届けします。 

■８８歳の方及び１０１歳以上の方には，９月７日(木)又は１３日(水)に職員がお届けします。 
■１００歳になられた方には，９月７日（木）に町長がお届けします。 
 
問合せ 福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 
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郵便局の「みまもりサービス」を受けてみませんか！ 
 
大子町では訪問（みまもり訪問サービス）と電話（みまもりでんわサービス）による見守りを

日本郵便へ委託しています。 
■対 象 者  おおむね７５歳以上で，在宅の一人暮らし高齢者 
■申請方法  申請書に必要事項を記入の上，連絡先の方の同意書を添えて福祉課へ提出してく

ださい。 
■事業内容 ①みまもり訪問サービス 
       月１回３０分程度の訪問で，１０項目の質問をし，その結果を連絡先の方へ電子

メールで連絡します。 
②みまもりでんわサービス 

       ３６５日電話による見守りを行います。指定された時間に電話がかかり，体調確
認を行います。音声は，自動音声が流れ，電話機のボタンを押して現在の体調を答
えてもらいます。その結果を連絡先の方へ電子メールで連絡します。 

 
※①か②又は両方のサービスを選択できます。 
 
問合せ  福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

おむつの使い方講習会 
 
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次のとおり開
催します。日頃の介護負担の軽減とともに，
皆さんと交流することで一息ついていただ
ければと思いますので，お気軽に御参加くだ
さい。 
■日 時  １０月４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：株式会社ロングライフ 

■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２９日（金）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 

 

 

障がい者就職説明会 
 
障がい者の雇用促進を図るため，障がい者

を雇用しようとする事業主等と就職を希望
する障がい者が一堂に会し，公共職業安定所
の指導のもと相対方式により障がい者就職
面接会（前期）を開催します。 
＜県北会場＞ 
 ９月２６日（火）13：00～15：30 
 国民宿舎「鵜の岬」 
＜県央会場＞ 
 ９月２８日（木）13：00～15：30 
ホテルレイクビュー 
 

※各会場とも，受付は12：30からです。 
 
問合せ ハローワーク常陸大宮 

℡０２９５－５２－３１８５ 

 

８月１５日に正午から１分間の黙とうを 
 
８月１５日（火）は，先の大戦において亡

くなられた方々を追悼し平和を祈念する「戦
没者を追悼し平和を祈念する日」です。当日
は，日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼
式が開催され，正午から１分間の黙とうが行
われます。町民の皆様も黙とうに参加するよ
うお願いします。 
なお，黙とうの合図として役場のサイレン

を鳴らしますので，火災と間違わないように
お願いします。 
    
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 
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シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」 
 
県民を対象とした放射線や原子力の基礎講座を４回シリーズで開催します。放射線の正しい知

識と原子力の安全等に関する幅広い知識の普及・啓発をするための基礎講座です。ぜひ御参加く
ださい。 
 
＜基礎講座＞ 
【場所】高萩市総合福祉センター（茨城県高萩市春日町3-10 ℡0293-22-0080） 
【募集人数】各回40名【参加費】無料【対象】茨城県民【締切】各開催日の１週間前まで 
 
■第１回 放射線の基礎 
◇日 時  平成２９年９月２４日（土）13:30～16:00 
◇講 師  茨城大学教授 田内 広 氏 
◇内 容  「放射線ってたんだろう？」皆さんが抱く放射線の疑問について，正しい知識を

わかりやすく説明します。 
 
■第２回 原子力事故と安全・防災対策 
◇日 時  平成２９年１０月１４日（土）13:30～16:00 
◇講 師  東京大学教授 岡本 孝司 氏 
◇内 容  「事故によって学ぶ」安全設計の基本的な考え方，安全・防災対策について，わ

かりやすく説明します。 
 
■第３回 放射性廃棄物と原子燃料サイクル 
◇日 時  平成２９年１１月１８日（土）13:30～16:00 
◇講 師  東京大学教授 寺井 隆幸 氏 
◇内 容  原発は「トイレ無きマンション」と揶揄されます。原子力燃料サイクルや発生す

る放射性廃棄物の処分方法等について，わかりやすく説明します。 
 
■第４回 世界と日本のエネルギー問題 
◇日 時  平成２９年１２月２３日（土）13:30～16:00 
◇講 師  常葉大学教授 山本 隆三 氏 
◇内 容  福島第一原発事故以来，日本のエネルギー政策は曲がり角を迎えています。エネ

ルギーに対する理解を高められるよう，わかりやすく説明します。 
 
＜施設見学会＞（基礎講座を御清聴された方のみ） 
■日 時 平成３０年１月２７日（土） 
■定 員 ４０人※お申込みが２０人に満たない場合は中止にすることがあります。 
■見学先 日本原子力発電㈱東海第二発電所（茨城県那珂郡東海村白方1-1） 
     原子力科学館（茨城県那珂郡東海村村松 225-2） 
■参加費 無 料 
■行 程 集合12:00‐見学 13:00～15:30－解散予定16:30※現地集合，解散も可能です。 
     高萩市総合福祉センター駐車場に集合後，バスで見学先へ移動します。 
     原子力科学館で見学後，東海テラパーク展示会にて発電所の概況を説明，また施設の

構内外を御覧いただきます。 
 
＜申込み＞「原子力科学館」ホームページより所定用紙（ダウンロード可）に記入の上，各講演

開催日の１週間前までにＦＡＸ（029-283-0526）又は電話でお申し込みください。 
ホームページ http://www.ibagen.or.jp// 

 
問合せ   (公社)茨城原子力協議会 ℡０２９－２８２－３１１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ８ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 8月 7日 



 

８月は「道路ふれあい月間」です 
 
国は，道路の正しい利用と道路愛護の普及

を目的として，毎年８月１日から３１日まで
の１か月間を「道路ふれあい月間」，８月１
０日を「道の日」と定めています。 
道路は，私たちの毎日の生活を支える上

で，欠かすことのできない大切なものです
が，あまりにも身近な存在であるためその重
要性が見過ごされがちです。「道の日」を契
機に，道路の役割をもう一度見直してみませ
んか。 
 
『この道で おはよう さよなら ありがとう』 

（「道路ふれあい月間」推進標語入選作品） 

 
問合せ 
≪国道・県道≫ 

   大子工務所道路管理課 ℡７２－１７１５ 
≪町道・林道・農道≫ 

   建設課 ℡７２－２６１１ 

 

給水装置工事事業者の指定のお知らせ 
 
次の事業者を，大子町水道事業指定給水装

置工事事業者に指定しましたので，お知らせ
します。 
■㈱ＫＢＳ 
  代表取締役 小林祥雄 
   那珂市額田南郷1729番地11 
    ℡０２９－２９５－９１８６ 
 
問合せ  水道課施設担当 ℡７２－２２２１ 

 

給水装置工事事業者の指定取消しのお知らせ 
 
次の大子町水道事業指定給水装置工事事

業者の指定を取り消しましたので，お知らせ
します。 
■株式会社 中崎総合設備 
  代表取締役 中崎俊典 
   水戸市石川3丁目 4121-7 
    ℡０２９－２５３－１２００ 
■取消しの理由 廃業 
 
問合せ  水道課施設担当 ℡７２－２２２１ 

 
 
 

道路上に張り出している 

樹木伐採のお願い 
 
草木が繁茂する季節となり，沿道の樹木や

枝が歩道・車道へと張りだしている箇所が見
られます。 
 張り出した樹木等により事故が生じた際
には，樹木所有者の責任となる場合がありま
す。道路上空への枝のはみ出し，立ち枯れ木
や折れ枝の道路への倒木や落下，竹林等の繁
茂による道路上空への張り出しなど，土地の
所有者の皆さんは個人の管理・責任のもと，
枝払い・伐採等の処置をとられますようお願
いします。 
 
問合せ 
《国道・県道》茨城県常陸大宮土木事務所 

大子工務所道路管理課 
        ℡７２－１７１５ 
《町道》建設課 ℡７２－２６１１ 

 

ママのための食生活講座 
 
 楽しくおやつをつくりながら食生活につ
いて学びましょう。ぜひ御参加ください。 
■期 日  ９月１日（金） 
■時間及び内容 

時 間 内 容 
9：30～9：40 受付 

9：40～10：10 
講話「バランスの良い食
事・おやつのとり方につ
いて」 

10：10～11：40 

調理実習「簡単おやつ」 
・さつまいもとりんごの
ハニーケーキ 

・みたらし芋餅 
■場 所  保健センター 
■対象者  小学生以下の子どもを持つ母

親 
■定 員  ２０人 
■参加費  無 料 
■持ち物  エプロン，三角巾，おんぶひも

（乳児の母のみ） 
■申込み  ８月２８日（月）までに健康増

進課に申し込んでください。 
 
※当日は保育をしますので，お子さん連れで
も結構です。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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パパ・ママ教室 
 
 新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれど，
もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催
します。妊娠や育児の話を聞き，パパ・ママ
２人でのストレッチや沐浴のデモンストレ
ーションなどがあります。 
 教室は，２回参加して終了となり，参加費
は無料です。ママだけの参加やお子さんと一
緒の参加も歓迎します。 
■開催日時 
１回目 ９月 ６日（水）18:15～20:00 

 ２回目 ９月２０日（水）18:15～19:45 
■場  所  保健センター 
■内  容 

１
回
目 

・妊娠中から出産までの経過 
・妊娠中の食生活 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技）  
・ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」 
※体操をするので，動きやすい服
装でお越しください。 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション） 
・育児についての話 
・ビデオ「お父さんへのメッセージ」 

※妊娠中の体を整え，リラックス効果がある
ハーブティーを試飲します。 

※パパの妊婦体験も行います。妊娠中のママ
のことを一緒に学びましょう。 

■申 込 み  ９月５日（火）までに健康増
進課に申し込んでください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

４００ml 献血 

 
■日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

8月16日(水) 
10：00～ 
16：00 

大子町役場 

■対象者  １７歳～６４歳の男性，１８歳
～６４歳の女性で健康な方 

■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 

 

 

「元気アップ！教室」参加者募集 
 
足腰が弱ってきた，飲み込みが悪い，物忘

れが気になる，などの症状がある方はいませ
んか？教室に参加して，元気で長生きを目指
しましょう！ 
■対象者  ６５歳以上の町民で，医師等に

より運動等の制限をされていな
い方 

※足腰が弱って激しい運動はできないと
いう方にもおすすめです。 

■内 容  運動を中心とした介護予防教
室です。 

■会 場  保健センター 
■日 程  ９月１２日，９月１９日， 

９月２６日，１０月３日，１０月
１０日，１０月１７日，１０月 
２４日，１０月３１日，１１月 
１４日，１１月２１日，１１月 
２８日，１２月５日 

■時 間  9：30～11：30 
■定 員  ２５人（先着順） 
 ※介護保険サービスを利用していない方

を優先します。 
■参加料  無 料 
■申込受付  ８月２１日（月）8：30～ 
■申込み  ９月１日（金）までに地域包括

支援センターに電話で申し込ん
でください 

 
問合せ  地域包括支援センター 

℡７２－１１７５ 
 

物忘れ（認知症）相談 
 
 地域包括支援センターでは物忘れや認知
症に関する相談日を設けています。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 
   ８月２３日（水） 
   ９月２７日（水） 
  １０月２５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  地域包括支援センター（役場第

１分室１階） 
■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 
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楽しいアクアビクス  
 
水中運動を通し，生活習慣を見直すことで，メタボリックシンドローム予防と健康増進に役立

てていただく教室です。 
■期日及び時間配分・内容 

回 期 日 回 期 日 
1  ９月 ７日（木） 9 １１月 ２日（木） 
2  ９月１４日（木） 10 １１月 ９日（木） 
3  ９月２１日（木） 11 １１月１６日（木） 
4  ９月２８日（木） 12 １１月２４日（金） 
5 １０月 ５日（木） 13 １１月３０日（木） 
6 １０月１２日（木） 14 １２月 ７日（木） 
7 １０月１９日（木） 15 １２月１４日（木） 
8 １０月２６日（木） 

  
■内 容  ①受付・健康チェック（13：30～14：00） 

②講話・着替え（14：00～14：30） 
      ③ストレッチ・アクアビクス（14：30～15：30） 
■対象者  大子町に住所を有する方で，健康づくりに興味のある方，太り気味の方，健診の結

果がメタボリックシンドロームに該当する方（主治医に運動を禁止されていない方は
参加可能です。） 

■場 所  フォレスパ大子会議室，温水プール（※送迎はありません。） 
■参加費  フォレスパ大子会員：１回１００円，フォレスパ大子非会員：１回３００円 
      ※毎回，受付時に徴収します。 
■募集人員  ４０人（毎回先着順） 
■申込み  フォレスパ大子（℡７２－６１００）に電話で申し込んでください。 
      ※随時申し込みを受け付けます。 
 
問合せ  フォレスパ大子 ℡７２－６１００ 
     健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

茨城県警察官採用試験（第２回） 
 
次のとおり茨城県警察官採用試験（第２回）を実施します。 

種目 採用人数 受験資格 受付期間 試験日時 

男性警察官Ａ 
16人 
程度 

昭和 59年 4月 2日以降に生
まれた人で，学校教育法によ
る大学（短期大学を除く。）
を卒業した人若しくは平成
30年3月31日までに卒業見
込みの人又は人事委員会が
これと同等と認める人 

【郵送・持参】 
7月3日（月）～ 
8月29日（火） 

※消印有効 
【インタ－ネット
（電子申請）】 
7月3日（月） 
9：00～ 
8月28日（月） 
17：00 

※受信有効 

9月17日（日） 
女性警察官Ａ 

4人 
程度 

男性警察官Ｂ 
50人 
程度 

昭和 59年 4月 2日から平成
12年 4月 1日までに生まれ
た人で，上記警察官Ａの受験
資格（学歴部分）に該当しな
い人 

女性警察官Ｂ 
13人 
程度 

※採用予定年月日 平成３０年４月１日 
 
問合せ  大子警察署 ℡７２－０１１０ 
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水道メーターの交換  
 
法定耐用年数を経過する水道メーターを交換するために，町が委託した業者（証明書を携帯）

が，宅地内に立ち入ります。水道メーターの交換料金は，町が負担するので業者が請求すること
はありません。事前に水道メーターボックス内の清掃をお願いします。 
 

■期 間  ９月１日(金)～３０日(土) 
■区 域  大生瀬地区，小生瀬地区，高柴地区，内大野地区，外大野地区，下野宮東区 
 
問合せ 水道課業務担当 ℡７２－２２２１ 

 

第４６回大子町芸術祭作品・出演者募集中！ 

 
「大子町芸術祭」は，昭和４７年から途絶えることなく開催されてきた町民総参加の芸術文化

の祭典です。この芸術祭では作品展示のほか，音楽・芸能発表を通して，町民の皆様へ日頃の文
化活動の成果発表の場と鑑賞の機会を幅広く提供しています。現在募集期間中です。当日飛び込
みでの参加は受け付けられませんので，申込み忘れのないよう，奮って御応募ください。 
■申込期限  ９月１日（金）まで（土・日曜日，祝日を除く。） 

音楽祭及び芸能祭については，８月２５日（金）まで 
■受付時間  8：30～17：15 
■申込方法  中央公民館に備付けの申込書により実行委員会事務局（中央公民館内）にお申し

込みください（電話不可）。音楽祭及び芸能祭は，団体調書（仕込み図，必要備品）
を添付してください。学校，社会福祉施設等は，団体でお申し込みください。 

※募集要項チラシは，中央公民館，各コミュニティセンターに置いてあります。 
 
問合せ  大子町芸術祭実行委員会事務局（中央公民館内） ℡７２－１１４８ 

 

統計グラフコンクール展を開催します 
 
 統計グラフコンクールは，統計知識の普及
向上と統計教育の振興，統計の表現技術の研
さんに資することを目的として実施してい
ます。 
町内の小・中学校の児童・生徒から募集し

た統計グラフの作品を展示しますので，ぜひ
お立ち寄りください。 
■日 時  ８月２６日（土）・２７日（日） 
       8：30～17：15 
■場 所  文化福祉会館「まいん」 
       観光展示コーナー（文化ホー

ル北側） 
■主 催  大子町・大子町教育研究会・      

大子町統計調査員協議会 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

 

 

 

バドミントン教室 
 
バドミントンは手軽に楽しめるスポーツ

です。教室に参加して体験してみませんか。 
■期 日  ９月３日（日），６日（水）， 

１０日（日），１３日（水） 
■時 間  19:30～21:30 
■場 所  リフレッシュセンター 
■対象者  一般町民及び大子町バドミン

トン連盟登録者 
■内 容  バドミントンの基本，試合形式

での練習 
■参加費  無 料 
■申込み  ８月３０日（水）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（中央公
民館内）に申し込んでください
（℡７２－１１４８）。 

■その他  ラケット及び体育館シューズ
を持参してください。 

      なお，ラケットをお持ちでない
方には，お貸しします。 

 
問合せ  大子町体育協会バドミントン連盟（鴨志田）  

 ℡０９０－４９５８－７５５１ 
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公民館講座受講生追加募集  
 
 中央公民館では，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。 
＜パソコン講座＞ 

講座名 開催日時 内 容 

エクセル2010 

初級① 

【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 

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。 

エクセルを始めてみたい方向け！ 

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（６月１５日現在） 
■受講料  ２，０００円及びテキスト代１，２９６円～２，１６０円 
 
＜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  ８月７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。）。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
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第５回シルバーグラウンド・ゴルフ大会 
 
■日 時  １０月５日(木) 

7：30受付開始 
8：15開会式 
8：45競技開始 

      予備日 １０月６日（金） 
■会 場  大子広域公園多目的運動広場

特設コース他 
■参加資格  大子町に住所を有する満６５

歳以上の方（基準日：大会当日） 
■参加料  ６００円（９月２５日以降の参

加取消しは返還しません。） 
■募集人数  １９２人（原則：男・女各 

９６人）定員になり次第締め切 
ります。 

■申込み  ９月４日（月）から９月２１日
（木）までの期間に教育委員会事
務局生涯学習担当（中央公民館
内）に参加申込書がありますの
で，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。 

■競技方法  ３２ホールの個人戦ストロー
クプレー 

 
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  
 
■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 
「御徒の女」中島要，「江戸の旅人書国

漫遊」杉浦日向子，「老後の資金がありま
せん」垣谷美雨，「女性のための個人型確
定拠出年金の入り方」KADOKAWA，「米中も
し戦わば」ピーター・ナヴァロ，「アメリ
カはなぜトランプを選んだか」開高一希，
「どんな時でも人は笑顔になれる」渡辺和
子，「月夜の盆踊り」清水延子，「よみがえ
れアイボ ロボット犬の命をつなげ」今西
乃子，「うみ 100 かいだてのいえ」いわい
としお ほか 

 
※第４５回茨城新聞小学生読書感想文コン
クール課題図書も入りました。 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

 

卓 球 教 室  
 
 大子町体育協会卓球連盟では，次のとおり
卓球教室を開催します。 
 初心者の方はもちろん，経験者の方も大歓
迎です。 
■期 日  ８月２１日(月) 

８月２８日(月) 
９月４日(月) 
９月１１日(月) 

■時 間  19：00～21：30 
■場 所  リフレッシュセンター 
■参加費  無 料 
■申込み  不要（当日参加可能） 
■その他  初心者用ラケットの用意があ

ります。 
 
問合せ 大子町体育協会卓球連盟 

会長 菊池 泉 ℡090-3082-2055 

 

第６３回大子町民卓球大会 

 
■期 日  ９月１８日（月・祝） 
■時 間  8：30集合 
■場 所  リフレッシュセンター  
■参加費  無 料 
■申込み   ９月１７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 

 
 

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 8月7日 

－次回の発行は，平成 29年 8月 21日（月）です。

－ 

14 

広報だいご お知らせ版 


