
 

 

 

フォレスパ大子水あそび教室  
 
水の中で身体を動かす楽しさを味わってもらい，水に対する苦手意識をなくして，身体を動か

す機会が減っている子どもたちに，運動の機会を作ってみませんか。 
■日 時  ９月２１日から１２月２８日までの毎週木曜日 
       ▽第１班 15:40～16:40 
       ▽第２班 16:40～17:40 ※実施回数各１５回   
■場 所  大子広域公園多目的温泉プール フォレスパ大子 
■定 員  第１班，第２班ともに各１０人 
■対象年齢  未就学児（４歳～６歳） 
■参加料金  １回 ８００円 
■持ちもの  水着，スイムキャップ，ゴーグル及びバスタオル 
■申込み    フォレスパ大子に申込用紙がありますので，必要事項を記入の上，９月８日（金）

までにフォレスパ大子に申し込んでください。申込用紙は，フォレスパ大子のホーム
ページからダウンロードすることもできます。
http://www.forespa-daigo.jp/index.html 

※定員を超えた申込みがあった場合は，９月１２日（火）までにフォレスパ大子において厳正
な抽選を行い，申込者全員に連絡します。 

■その他 
①参加の際は，必ず保護者の付き添いをお願いします(入館無料)。 
②着替え，教室中のトイレの付き添い等は，保護者の方にお願いします。 
③医師から，運動を制限されている方やプールへの入水を禁じられている方は，参加をお断り
する場合があります。 

 
問合せ  大子広域公園多目的温泉プール フォレスパ大子 ℡７２－６１００ 

 

第２回銃猟免許取得研修会のお知らせ 
 
狩猟免許は持っているけど，まだ猟銃までは手が届かない，と思っている方,猟銃に興味を持っ

ている方に対し，銃猟免許取得研修会を実施します。実際のクレー射撃の見学，ビームライフル
で射撃体験，模擬銃操作体験，狩猟経験談など盛りだくさんです。 
 射撃場で猟銃の魅力に触れる体験会です。 
■日 時  ９月３０日（土）13：00～16：00（受付 12：30～） 
■場 所  茨城県狩猟者研修センター 射撃場（笠間市石寺６８０） 
■申込先  （一社）茨城県猟友会（笠間市石寺６８０）℡０２９６－７２－７７３０ 
■申込方法  申込書に記載の上，９月２０日（水）までに郵送，電話又はＦＡＸで（一社）茨城

県猟友会あてにお申し込みください。申込用紙は（一社）茨城県猟友会，大子町役場
農林課から取り寄せてください。 

■定 員  ３０人（申込順）※参加費用は無料です。 
 
問合せ  農林課鳥獣被害対策室 ℡７２－１１２８ 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

定住促進教育ローン支援助成金  
 
町では，若者の定住を促進するため，教育ローンの借入れを行った方に最大１００万円を助成

します。 
■助成対象者  次の全てに該当する方 
 ・教育ローンを借りている。 
 ・子が平成２８年３月１日以後に大学等（※１）を卒業する。 
 ・子が大学等を卒業した年の１２月末（※２）までに大子町にＵターンし，その後５年以上定

住する意思がある。 
 ・所得が１，０００万円以下で，世帯全員が町税等を滞納していない。 
 ※１ 大学のほか，大学院，短期大学，専門学校及び高等専門学校（１８歳以上に限る。）を含

みます。 
 ※２ ４月から１２月までの間に大学等を卒業した方については，大学等を卒業した年の翌年

の１２月末までです。 
■助成金の額 
  大学等の卒業時点における借入残高の１／２の額と１００万円のうちいずれか少ない額 
■申込み 
＜平成２８年度中に子が大学等を卒業した方＞ 

  ①平成２９年１２月末までにまちづくり課に登録を申し込んでください。 
  ②平成３０年１月中にまちづくり課に交付の申請をしてください。 
＜平成２９年度以後に子が大学等を卒業する方＞ 

  ①卒業する年の１２月末までにまちづくり課に登録を申し込んでください。 
  ②卒業した年の翌年の１月中にまちづくり課に交付の申請をしてください。 
 
問合せ まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請の御案内 

 
マイナンバーカードは，申請することにより取得できます。申請は，郵便やオンラインによる

方法があります。 
郵便により申請する場合は，マイナンバーの通知カードに同封された交付申請書に顔写真を貼

り，必要事項を記入して，地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。交付の準備がで
き次第，役場から交付通知書をお送りしますので，電話予約の上，必要書類を持って，申請者本
人が町民課まで受け取りにお越しください。 
マイナンバーカードは，本人確認の際の身分証明書として利用できるほか， 

コンビニ交付サービスにも利用できます。 
 
 
■コンビニ交付サービスにより取得できる証明書 

種 類 手数料 
住民票の写し ３００円 
印鑑登録証明書 ３００円 
戸籍謄（抄）本 ４５０円 
戸籍の附票の写し    ３００円 
課税（非課税）所得証明書 ３００円 
 
問合せ  町民課町民担当 ℡７２－１１１２ 

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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利用時間 6：30～23：00 

（12月29日から1月3日までを除く。） 

※平日に限らず土日や祝日も，全国のコ

ンビニエンスストアで利用できます。 



 

 

放課後子ども教室教育活動サポーター募集 

 
 大子町が開催している「放課後子ども教室」において，児童の見守りや活動の補助を行う「教
育活動サポーター」を追加募集します。ただし，必ず学校に配置されるとは限りませんので，御
了承願います。 
関心のある方は，お気軽にお問い合せください。初めての方，児童の保護者の方，学生の方も

大歓迎です。 
■開 催 日  学校登校日（週５日）※土・日曜日，祝日，長期休業日（春休み，夏休み，冬休

み），学校給食がない日等は開催しません。 
■勤務日数  週２日～５日 
■勤務時間  下校時刻の３０分前から午後６時３０分まで（大子特別支援学校は午後５時まで） 

※下校時刻は，学校により異なります。 
■賃  金  １時間当たり９００円（予定） 
■勤務内容  児童の見守りと教育活動推進員の補助 

①児童の受付 
②学校の宿題に取り組ませる 
③プリント学習，レクリエーション，工作及び体験活動の補助 

■雇用条件  ７５歳未満で，心身ともに健康な方（平成２９年４月１日現在） 
■申 込 み  平成２９年９月２９日（金）までに申込書を生涯学習担当に提出してください。

なお，申込者に対し，面接を行う場合があります。 
※申込書は生涯学習担当窓口又は大子町ホームページからダウンロードしてくだ
さい。  

 
問合せ   教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

献血のお知らせ 

 
献血とは，病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんのために，健康な人が自ら

の血液を無償で提供するボランティアです。 
■日時及び場所 

期 日 時 間 場 所 

９月１３日（水） 10：00～16：00 茨城県立大子清流高等学校 

■対象者 

 ４００ｍＬ ２００ｍＬ 

年 齢 
男性:１７～６９歳 
女性:１８～６９歳 

１６歳～６９歳 

体 重 
男女とも 
５０kg以上 

男性４５kg以上 
女性４０kg以上 

■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（運転免許証など） 

 
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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ヘルスアップ教室 
 
 肥満を予防する食事の注意と運動の実践を楽しく学び，生活習慣を改善しましょう。 
■日程及び内容 

期  日 時    間 内     容 

９月２９日（金） 

９：００～ ９：１５ 
９：１５～ ９：３５ 
９：３５～１０：２５ 

１０：３０～１１：３０ 
１１：３０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話：肥満がもたらす危険について 
講話：肥満予防の食事について 
実技：運動 
調理実習・試食 

■対 象 者  健康づくりに興味がある方 
■定 員  ２５人 
■場 所  保健センター 
■参加 費  無 料 
■申込 み  ９月２５日（月）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，万歩計，ウオーキング用タスキを差し上げます。 
※当日は，筆記用具，エプロン，三角巾，上靴及び水分を持参してください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

食生活改善推進員による料理教室 
 
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。 

■日程・内容 
日にち 献 立 受付期間 抽選日 

９月２８日（木） 
・五目いなり 
・簡単ピクルス 

８月２１日（月） 
～９月１１日（月） 

９月１２日（火） 

■時 間  9：30～13：00 
■場 所  保健センター 
■定 員  ２４人（定員を超えた場合は，抽選となります。） 
■持ち物  エプロン・三角巾・筆記用具 
■参加料  無 料 
■申込み  受付期間内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 
 

住宅用火災警報器が大切な命を守ります 
 
大子町では平成２０年６月１日から，住宅用火災警報器の設置がすべての住宅に義務付けられ

ていますが，大子町の住宅用火災警報器設置率は２１．４％と全国最下位，条例適合設置率は１
４．３％と全国ワースト２位です（平成２８年６月１日現在）。 
住宅用火災警報器は，煙や熱を感知して，警報音や音声で火災を知らせるものであり，火災の

初期段階で初期消火や避難をすることができます。 
住宅用火災警報器は，就寝中の火災で逃げ遅れを防ぐために寝室に設置してください。 

また，寝室が２階にある場合は階段上部にも設置してください。 
 
問合せ  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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第２１回湯の里名画座「追憶」上映会  
 
終戦７０年を迎えた２０１５年４月，天皇・皇后両陛下がパラオ共和国ペリリュー島の慰霊碑

で戦没者を追悼されました。１９４４年１１月，７０日に及ぶ激戦の末，日本軍だけで１万を超
す命がこの地に散りました。日本軍守備隊の主力は，陸軍第１４師団水戸第２連隊でした。 
今回上映される映画「追憶」は，日米双方からの膨大な資料映像と，元日本兵，元海兵隊兵士，

島民の証言からペリリュー島での戦いの全貌を描き出した，歴史的にも貴重な作品となっていま
す。 
■期  日  ９月９日（土） 
■時  間  ①午前１０時３０分 ②午後２時 ③午後６時３０分 （上映時間７６分） 
■会  場  大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール 
       大子町大字大子７２２－１  ☎０２９５－７２－２００５ 
■チケット  前売：１，０００円 
       当日：一般１，３００円・シニア１，１００円・中学生以下８００円 
■チケット取扱所 
▽大 子 山田文具店，味らんど 
▽池 田 煉瓦亭 
▽上小川 魚勝 

 ▽依 上 かなぐつ屋 
▽左 貫 藤屋商店 
▽小生瀬 マルコーストア 

 ▽下野宮 小西屋 
■主  催  茨城映画センター 
■後  援  駐日パラオ共和国大使館／パラオ政府観光局／茨城県 

／茨城県教育委員会／大子町／大子町教育委員会／茨城 
県遺族連合会／大子町遺族連合会 

 
問合せ  茨城映画センター ℡０２９－２２６－３１５６ 

 

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。 
■相談員  山口康夫氏 
■日 時  ９月１４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 第二会議室 
■定 員  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  ８月３１日（木）～９月１３日（水）9：00～16：00 

（正午～13：00を除く。） 
 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

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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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 

 

いばらき都市緑化フェスティバル 

 
大子広域公園にて平成２９年度いばらき

都市緑化フェスティバルを開催します。こけ
玉づくり，木工教室，花苗配布など緑に親し

める体験イベントを各種開催します。 
また，当日同会場にて「丘の上のマルシェ」

が開催されますのであわせてお楽しみくだ
さい。 
■日 時  ９月３日（日） 

10：00～16：00 
（雨天決行・荒天中止） 

■場 所  大子広域公園多目的運動広場 
■定 員  景品等がなくなり次第終了 
 
問合せ 

建設課 
℡７２－２６１１ 

 

 

年金から特別徴収される 

国民健康保険税について 
 
国民健康保険税については，次の①から③

までの全てを満たす場合，年金から特別徴収
（天引き）されることになっています。 
①６５歳以上７５歳未満の国民健康保険
被保険者のみで構成される世帯の世帯
主であること。 

②特別徴収の対象となる年金受給額が，年
額１８万円以上であること。 

③国民健康保険税と介護保険料の合算額
が年金の１／２を超えないこと。 

ただし，課税年度内に７５歳となる方につ
いては，当該課税年度の特別徴収の対象とは
なりません。 
また，課税年度内に国民健康保険税が変更

となった場合も，納付方法は特別徴収から普
通徴収に変更されます。 
国民健康保険制度は皆様から納めていた

だく国民健康保険税と，国や県からの補助金
で運営されています。安心して医療を受けら
れるよう，国民健康保険税の納付に御理解と
御協力をお願いします。 
 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 

 

結婚相談会 
 
 結婚を希望され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。 
 今回は相談後に「プリザーブドフラワーア
レンジ作り体験」を実施します。お花で気分
を和ませながら結婚について考えてみませ
んか。 
◆開 催 日  ９月１０日（日） 

（担当：小林，武士） 
◆時  間  10：00～15：00 
◆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  

℡０９０－７２０９－４１５２ 
 

平成 29年 8月21日 

－次回の発行は，平成 29年 9月 5日（火）です。－ ６ 

広報だいご お知らせ版 


