
 

 

 

茨城県知事選挙投開票結果  
 
茨城県知事選挙が，８月２７日（日）に行われました。  

 投票は，町内３５か所の投票所において午前７時から午後６時まで行われ，中央公民館で即日
開票されました。 
 大子町の投票率は，県全体の投票率を大きく上回り，県内１位でした。 
投開票の詳細は，次のとおりです。 

【投票結果】 

  
当日の有権者数 投票者数 

投票率 
男 女 合計 男 女 合計 

大子町 7,776人  8,162人  15,938人  4,969人  5,042人  10,011人  62.81% 

茨城県 1,208,568人  1,220,758人  2,429,326人  525,091人  531,189人  1,056,280人  43.48% 

【開票結果】 
候補者氏名 性別 年齢 所属党派 新現 大子町 茨城県 
橋本 まさる 男 71 無所属 現 4,847票  427,743票  

大井川 かずひこ 男 53 無所属 新 4,681票    497,361票  
鶴田 まこみ 女 52 無所属 新 433票  122,013票  

 
問合せ  大子町選挙管理委員会 ℡７２－１１１４ 
 

東建コーポレーション Presents 中村雅俊コンサートツアー 

2017～18「ON and ON」～Acoustic Unit～  
 
▼期 日  １１月１９日（日） 
▼時 間  開場15：30  開演16：00 
▼会 場  文化福祉会館「まいん」文化ホール 
▼チケット  入場料４，０００円（全席指定・料金一律）※未就学児童の入場は御遠慮ください。 
▼チケット販売 
お一人様４枚までとします。電話等による予約はできません。完売の際は御了承ください。 
○先行発売開始 １０月７日（土）10：00～16：00 

  ・中央公民館 ℡７２－１１４８ ※7：00に受付表と整理券を設置します。 
○１０月１０日（火）から１１月１５日（水）まで 

  ・大子町観光協会（まいん内） ℡７２－０２８５ 
    販売時間 8：30～17：15 
  ・大子町振興公社（道の駅内） ℡７２－６１１７ 
    販売時間 9：00～20：00 
○１０月１０日（火）から１１月１８日（土）まで 

  ・中央公民館  ℡７２－１１４８ 
    販売時間 8：30～17：15 
※１１月１６日（木）から全てのチケットを中央公民館で取り扱います。 
※中央公民館では１１月１８日(土)以外の土日・祝日は販売していません。 

▼主 催  大子町文化福祉会館自主事業運営委員会 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

住宅防火・防災キャンペーンについて 
 
９月１日（金）から９月２１日（木）まで「住宅防火・防災キャンペーン」が実施されます。 
近年の住宅火災による死者数は，１０００人前後の高い数で推移しています。このうち約７割

が６５歳以上の高齢者であり，今後さらなる高齢化の進展に伴い住宅火災における高齢者の死者
数の増加が懸念されます。 
このキャンペーンを契機に住宅用火災警報器の作動確認やいざという時に備えて住宅用防災機

器等（住宅用火災警報器，住宅用消火器，エアゾール式簡易消火具，防炎品など）を身近に備え
ましょう。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

小学３年生から高校生までの方のための 

冬休み海外研修交流事業参加者募集 
 
公益財団法人国際青少年研修協会では，冬

休み海外研修交流事業（５コース）の参加者
を募集しています。海外生活を通して交流を
体験し，国際感覚を養うことを目的に実施し
ます。一人で参加する方や，初めて海外へ行
く方が７割以上です。事前研修会では，仲間
作りからサポートしますので安心して参加
することができます。 
▼内 容  ホームステイ，クリスマス体

験，英語研修，文化交流，地域見
学，野外活動等（コースにより体
験内容を選択可） 

▼研修国  オーストラリア，カナダ，サイ
パン，フィリピン，カンボジア 

▼日 程  １２月２４日（日）～１月４日
（木）のうち６～１０日間（コー
スにより異なります。） 

▼対 象  小学３年生～高校３年生（コー
スにより対象学年が異なりま
す。） 

▼定 員  各グループ１５人 
▼参加費  ２２．８万円～４２．８万円 
▼申込み  １１月１日（水）までに公益財

団法人国際青少年研修協会に申
し込んでください。 

※１０月２５日までにお申込みの方には，
１万円の早期割引があります。 

 
＜公益財団法人国際青少年研修協会＞ 

東京都品川区西五反田7－15－4 
第三花田ビル４階 

  ℡０３－６４１７－９７２１ 
  FAX０３－６４１７－９７２４ 
  Mail info@kskk.or.jp 
  URL  http://www.kskk.or.jp 
 
問合せ  公益財団法人国際青少年研修協会  

℡０３－６４１７－９７２１ 
 

 

科学実験教室  

「サイエンスフェア in 大子町」 
 
大子研修センター設置における地域連携

の一環として，大子町と東京理科大学が共催
で科学実験教室を開催します。午前の部で
は，科学を用いたものづくりの実験教室を行
います。午後の部では，テレビにも多数出演
している川村康文教授の講演会を実施しま
すので，ぜひお気軽に御参加ください。 
▼日 時  ９月３０日（土） 

午前の部 9:00～11:50 
午後の部 13:30～14:30 

▼会 場  東京理科大学大子研修センタ
ー（大子町大字北田気662） 

▼対象者  大子町在住の小学１年生～中
学３年生（小学１～３年生が参加
する際は，必ず保護者が同伴して
ください。） 

※午後の部は大人の方も参加可能です。 
▼定 員  午前の部 ５０人（先着順） 
      午後の部 １００人（先着順） 
▼参加費  無 料  
▼持ち物  お弁当（昼食），筆記用具，上

履き 
▼申込み  ９月２２日（金）までに申込用

紙に必要事項を御記入の上，ファ
ックス又はメールにより提出す
るか，まちづくり課の窓口に直接
お持ちください。 

○FAX ７２－１１６７ 
○E-mail machi@town.daigo.lg.jp 

 
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。 ２ 
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東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

フラッグツアーの開催 
 
オリンピックフラッグ・パラリンピックフ

ラッグが全国を巡回しています。大子町で
は，次のとおりフラッグ展示が行われます。
東京 2020 オリンピック・パラリンピックを
身近に体感できるこの機会にぜひ御覧くだ
さい。 
▼展示日時  ９月１９日（火） 

9：00～16：00 
▼展示会場  文化福祉会館「まいん」 
 
※ツアーの詳細については，次のホームペー
ジを御覧ください。 

http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/olypara/flagtour.html 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

ＦＩＴドライブフォトラリー 

 
「ＦＩＴ」とは福島（Ｆ），茨城（Ｉ），栃

木（Ｔ）の頭文字を取ったもので，「ＦＩＴ
構想」として３県の県際地域（那須岳・八溝
山を中心とする地域）が，これまで培ってき
た交流・連携をもとに広域交流圏としてのさ
らなる発展を目指しています。 
 ＦＩＴ地域内の観光振興や地域活性化，地
域内の周遊促進等を目的として，次のとおり
「ＦＩＴドライブフォトラリー」を開催して
いますので，奮って御参加ください。 
▼開催期間  平成３０年１月２５日（木）

まで 
▼参加方法等 
 Ｆ（福島），Ｉ（茨城），Ｔ（栃木）地域内
の道の駅，観光名所等に設定した指定スポッ
ト（被写体）の写真を撮影し，複数枚集めて
メール又は郵送でＦＩＴドライブフォトラ
リー事務局あてに御応募ください。抽選で，
ＦＩＴ地域内の旅館・ホテルペア宿泊券等の
豪華賞品が当たります。 
 詳細は，ＦＩＴ構想推進協議会ホームペー
ジ（http://www.fit-area.jp/）を御覧にな
るか，ＦＩＴ構想推進協議会事務局にお問い
合わせください。 
 
問合せ  ＦＩＴ構想推進協議会事務局 
      ℡０２４－５２１－７１１８ 

 

 

ＪＩＣＡボランティア募集 
 
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）は，

開発途上国で現地の人々と同じ生活をしな
がらともに働き，国づくりに貢献するボラン
ティアを募集しています。また，ボランティ
アに係る説明会を次のとおり開催します。 
▼募集期間  ９月２９日（金） 

～１１月１日（水） 
▼ボランティア応募資格 
 (1) 青年海外協力隊／日系社会青年ボラ

ンティア ２０歳～３９歳 
 (2) シニア海外ボランティア／日系社会

シニアボランティア ４０歳～６９歳 
▼説明会 
 (1) 日 時  ９月３０日（土） 

14：00～16：00 
 (2) 会 場  水戸駅ビル エクセル本

館６階エクセルホール 
 (3) 参加費  無料（入退場自由） 
 (4) 申込み  不要（当日直接会場へお越

しください。） 
 
問合せ 
ＪＩＣＡ筑波研修業務市民参加協力課 

  ℡０２９－８３８－１１１７ 
  Mail Toyoda-Naoki.2@jica.go.jp 

 

平成２９年就業構造基本調査 
 
総務省統計局では，全国及び地域別の就

業・不就業の詳しい実態を明らかにすること
を目的として，１０月１日現在で「平成２９
年就業構造基本調査」を実施します。 
 調査対象世帯に選定された場合は，９月下
旬から県知事が任命した統計調査員が調査
票記入のお願いに伺いますので，御協力をお
願いします。 
 調査の結果は，雇用政策を始め経済政策な
ど国や地方公共団体における様々な行政施
策の立案等の基礎資料として利用されます。 
 個人情報は統計法により厳重に保護され，
調査関係者が調査で知り得た内容を他に漏
らしたりすることは絶対にありませんので
御安心ください。 

総務省統計局 
                             
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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商工業者に対する補助金の概要説明会 

 
町では，商工業者に対し，各種補助金を交付しています。つきましては，次とおり概要説明会

を開催しますので，ぜひ御参加ください。 
▼開催日  ９月２０日（水）14：00～ 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」 文化ホール 
▼内 容 
○各種事業補助金の概要説明 

  ・大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金（新規） 
  ・大子町街路灯整備支援事業補助金 
  ・大子町地域人材育成事業補助金（一部改正） 

  ・雇用促進奨励金 
 ○経済産業省平成３０年度概算要求等施策説明 ほか 
▼申込み  事前に観光商工課に電話で申し込んでください。 
        
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

扇風機・エアコンによる火災事故を防ぐための注意点 

 
扇風機，エアコンの火災事故は１０年以上使っている製品で多く発生しています。その主な原

因は，「経年劣化」によるものになります。 

〈扇風機の注意点〉 
扇風機から煙が出たり発火したりというような事例が，毎年全国で起こっています。 

こんな異常に注意 
・スイッチを入れても，羽根が回らない。 
・羽根が回っても，回転が異常に遅かったり不規則だったりする。 
・羽根が回転するときに異常な音や振動がする。 
・モーター部分が異常に熱かったり，焦げくさいにおいがしたりする。 
・羽根にヒビが入っている。ガードが変形している。 
・電源コードが折れ曲がっていたり破損したりしている。 
・使っている時に電源コードに触れると，羽根が回ったり回らなかったりと不安定である。 
 

〈エアコンの注意点〉 
エアコンは室内機・室外機ともに危険があります。 

こんな異常に注意 
・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 
・電源プラグが変色している。 
・焦げくさいにおいがする。 
・ブレーカーが頻繁に落ちる。 
・異音がする。 
・室内機から水漏れがする。 

 
※万一，製品事故が起きた際にはメーカー，販売店，大子町消費生活センター（観光商工課内）
又は消防本部にお問い合わせください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 
     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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町営住宅・特定町営住宅入居者募集 
 
▼募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構 造 建築年 種別 

磯部住宅 
浅川2557 ２戸 ２ＤＫ 木造平屋 Ｈ12・14年 町営 

ガス給湯器，ＴＶアンテナ，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワー，追
い焚き，駐車場スペース 

北田気第二住宅 
北田気166 １戸 ３ＤＫ ＰＣ３階（１階） Ｓ62年 町営 

瞬間湯沸器，共同テレビアンテナ，水洗トイレ，バス・トイレ別，シャワ
ー，追い焚き，駐車場２台，倉庫 

アメニティ本町 
大子999-7 ２戸 ２ＤＫ ＲＣ５階（２，４階） Ｈ15年 特定町営 １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ21年 単独町営 

角部屋，ガス給湯器，ＩＨコンロ設置済，ＢＳ共同アンテナ，水洗トイレ，
バス・トイレ別，シャワー，追い焚き，駐車場１台，倉庫，エレベーター 

▼入居資格 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 

 
 
 
 
＜町営住宅＞ 
・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障がい者については，２１４，０００円以下）
である方 

 ・市町村税等（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
・同居する又は同居しようとする親族がいる方（高齢者及び障がい者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 
＜特定町営＞ 
・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００以下までである方 

 ・市町村税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 
・同居する又は同居しようとする親族がいる方 

 ・暴力団員でない方 
▼月額家賃 
＜町営住宅＞（入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となり，毎年算出されます。） 

所得月額 磯部住宅 北田気第二住宅 
０円～１０４，０００円 14,800円～15,200円 １７，５００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 17,100円～17,500円 ２０，１００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 19,600円～20,000円 ２３，０００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 22,100円～22,600円 ２６，０００円 

 ※18 歳未満の扶養する児童等により家賃が（1 人 10％，2 人 15％，3 人以上 20％）減額されます。 
＜特定町営＞ 

入居する18歳未満の児童数 減 額 家 賃 
０人の場合（本来家賃）     ０円 ４９，０００円 
１人の場合 ４，９００円 ４４，１００円 
２人の場合 ７，３００円 ４１，７００円 
３人以上の場合 ９，８００円 ３９，２００円 

▼共益費（月額） 2,000円（磯部），2,500円（北田気第二），3,000円（アメニティ本町） 
▼敷   金  家賃の３か月分    
▼受付期間  ９月５日（火）～９月２５日（月） 
▼受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
▼入居者の選考  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会の選考により

入居予定者を決定します。 
▼入居時期  １１月上旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

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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「所得金額」とは，給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額，確定申告
書の所得金額の合計欄の金額又は市町村長が発行する所得が分かる証明書の所得金額の合計欄の金額で
す。「世帯の所得金額」は，世帯全員の「所得金額」を合算した額となります。 



 

 

御存じですか？屋外広告物制度  
 
「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板，立看板，は

り紙，はり札，広告板などをいいます。これらの屋外広告物を表示するときは，原則として町長
の許可を受けることが必要です。 
まちの良好な景観のために，屋外広告物は，必要な許可を受けて表示しましょう。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 

 

自 衛 官 等 募 集  
 

受験種目 
防衛大学校 防衛医科大学校 

前期 医学科学生 看護学科学生 

受験資格 
１８歳以上２１歳未満の者 

高卒者（見込含む。）又は高専３年次修了者（見込含む。） 
受付期間 ９月５日～９月２９日 

試験期日 
１次：11月4日・5日 
２次：12月5日～9日 
（いずれか指定する日） 

１次：10月 28日・29日 
２次：12月 13日～15日 
（いずれか指定する日） 

１次：10月14日 
２次：11月25日・26日 
（いずれか指定する日） 

試験会場 別途通知 

特徴 
自衛隊組織のリーダーと
なる幹部自衛官を育成す
るコースです。 

医師という立場で平和に
寄与する幹部自衛官を育
成するコースです。 

看護師・保健師である幹
部自衛官を育成するコー
スです。 

※自衛官候補生（男子・女子）についても年間を通じて募集しています。 
 
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 
 

田舎体験民泊の受入れ家庭を募集します 
 
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れ

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れに興味がある，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
入れを行います。人数は１家庭当たり２～４人です。受入れ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れはできないの？ 
       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れ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 
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健康長寿日本一を目指そう！ 

平成２９年度  健康づくりポイント事業のお知らせ 
 
健康づくり事業に参加し，ポイントを貯めると記念品がもらえる「平成２９年度 健康づくり

ポイント事業」に参加しませんか。 
この事業は，町民の健康づくりへの動機づけと運動習慣の定着を目的としています。 

対象者 平成３０年３月３１日現在 ２０歳以上で，大子町に住所のある方 

申込み方法 

【カード申込み期間】平成２９年５月１日～１０月３１日 
申込書が健康増進課（保健センター）及び各地区の集団健診会場 
（６～１０月まで）にあります。その場で，申込用紙に必要事項を記載
して提出するとポイントカードが発行されます。 
※ポイントカードは，一人につき１枚です。 

ポイントの貯め方 

【スタンプ押印期間】平成２９年５月１日～平成３０年３月３０日 
必須事業（生活習慣病予防健診，特定健康診査，高齢者健康診査，人間
ドック，各種がん検診等）・対象事業（健康増進課が実施する疾病予防教
室，料理教室，健康教室等・教育委員会生涯学習担当が実施するヨガ，
グラウンドゴルフ大会等）に参加し，カードにスタンプ印をもらうこと
で，ポイントが貯まります。 
※必須事業・対象事業の詳細や実施日程等は，健康増進課にお問い合わ
せください。 

記念品の交換方法 

【カード提出期間】平成２９年１０月２日～平成３０年３月３０日 
５ポイント以上：健康グッズ（１，０００円相当） 
８ポイント以上：健康グッズ（２，０００円相当） 
１２ポイント以上：選べる特産品（大子産米，奥久慈しゃも，常陸大黒
製品） 
上記のいずれかまでポイントが貯まったら， 
カードに必要事項を記入して，健康増進課に 
提出してください。 
一人１回，記念品と交換ができます。 
※特産品については，後日送付します。 

 
健康づくりポイント事業に参加して，みんなで健康になりましょう。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

平成２９年度 茨城県不妊専門相談センター「妊活会」の御案内 
 
妊活について，疑問に思っていることや誰にも聞けなかったことなど，何でも聞いてみません

か。参加する方の個人情報は厳守します。皆さんの御参加をお待ちしています。 
日 時 おしゃべりテーマ 募集対象（定員） 会 場 

９月２４日（日） 
14：20～16：20 

誰でもわかる妊活 
～聞いてみよう！不妊治療・
検査ってどんなこと？～ 

妊活のための身体づ
くり，検査や治療に
ついて知りたい方 
（１５人） 

茨城県メディカル
センター３階会議
室（水戸市笠原町
489） 

▼スタッフ  助産師・不妊カウンセラー 
▼参加費  無 料 
▼申込み  ９月２０日（水）までに電話で茨城県産婦人科医会に申し込んでください。 
 
※軽く身体を動かします。動きやすい服装でお越しください。 
 
問合せ・申込み  茨城県産婦人科医会 ℡０２９－２４１－１１３０ 
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集 団 健 診 の お 知 ら せ  
 
▼日程 

 
※上小川，下小川，袋田，生瀬，依上，佐原及び黒沢地区の方はすでに健診を実施しましたが，
まだ受けていない方は，上記日程で受診できます。 

※健康づくりポイントカードをお持ちの方は，ポイントカードを御持参ください。 
 
▼４０歳以上７４歳以下の国民健康保険に加入の方  

町から交付された受診券，保険証をお持ちください。 
▼４０歳以上７４歳以下の社会保険に加入している被扶養者の方 

医療保険者（保険証発行先）発行の受診券，保険証をお持ちください。医療保険者によって
は，健診実施場所の指定がありますので御注意ください。 

▼７５歳以上の方及び６５歳以上で後期高齢者広域連合に加入の方 
８０歳までの方及び昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。受診券をお持ちくだ

さい。８１歳以上で，新たに健診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 
▼３９歳以下の方及び生活保護世帯の方 

昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。 
  新たに受診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 

 

 

 

 

 
※町の助成を利用して人間ドックを受けた方及び医療機関で特定健診・高齢者健診を受けた方
は，重複受診はできませんので御注意ください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

実施日 受付時間 対象地区 会 場 

10月3日（火） 
10：00～11：30 

高田，下野宮 旧下野宮小学校（体育館） 
13：00～14：30 

10月6日（金） 
10：00～11：30 

川山，大生瀬坂西 宮川コミュニティセンター 
13：00～14：30 

10月10日（火） 
10：00～11：30 矢田 

大子温泉やみぞ（体育館） 
13：00～14：30 冥賀（前・後），池田（上） 

10月11日（水） 
10：00～11：30 池田（中） 

中央公民館（講堂） 
13：00～14：30 池田（下），松沼 

10月13日（金） 
10：00～11：30 

浅川 浅川集会所 
13：00～14：30 

10月17日（火） 
9：30～11：00 

上岡，大子（近町・長岡） 

文化福祉会館まいん 

13：00～14：30 

10月19日（木） 
9：30～11：00 大子 

（愛宕町・本町・栄町） 13：00～14：30 

10月20日（金） 
9：30～11：00 

大子（泉町・金町） 
13：00～14：30 

10月22日（日） 
9：30～11：00 

大子（小久慈） 保健センター 
13：00～14：30 
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◎ 対象年齢は，平成３０年３月３１日が基準日となります。 

◎ 高齢者健康診査の対象年齢は，７５歳の誕生日を迎えた日が基準日となります。 

対象年齢の注意点 



 

 

９月１０日は世界自殺予防デー 

９月１０日から９月１６日までは自殺予防週間です 
 
茨城県内の平成２８年の自殺者数は，４８２人という深刻な状況であり，身近な問題となって

います。 
悩んでいることはありませんか。つらいこと，苦しいことは一人で抱えず，相談窓口をぜひ御

利用ください。あなたには相談できる人がいます。 
【大子町にお住まいの方の主な相談窓口】 
〇大子町保健センター（大子町役場 健康増進課） ℡72-6611（平日8：30～17：15） 
〇こころの相談（大子町役場 福祉課）      ℡72-1117（    〃    ） 
〇高齢者の相談（大子町地域包括支援センター）  ℡72-1175（    〃    ） 
〇精神保健・ひきこもり専門相談（常陸大宮保健所 健康指導課） 
                        ℡0295-55-8424（平日 8：30～17：00） 
〇メンタルサポートステーションきらり      ℡72-5933（月～土10：30～17：30） 
 
【主な電話相談窓口】 
○いばらきこころのホットライン   ℡029-244-0556（平日9：00～12：00／13：00～16：00） 
                  ℡0120-236-556（土日：相談専用ダイヤル） 
〇茨城いのちの電話（水戸）     ℡029-350-1000（毎日13：00～20：00） 
         （つくば）    ℡029-855-1000（毎日24時間） 
         （フリーダイヤル）℡0120-738-556（毎月10日8：00～翌日8：00，24時間） 
 
※秘密は守られます。お気軽に御利用ください。 
※掲載した以外にも相談窓口があります。詳しく知りたい方は，健康増進課まで問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

茨城キリスト教大学看護学部の町推薦を受け付けます 

 
町では，地元で活躍が期待される看護師，保健師を養成するため，茨城キリスト教大学看護学

部の地域特定推薦枠（１人）を得ています。 
平成３０年度地域特定推薦入学試験を受験しようとする方は，必要書類を添えて健康増進課に

申請してください。 
▼出願資格（次の全てを満たす方） 

○高等学校又は中等教育学校を平成３０年３月に卒業見込みの方で，茨城キリスト教大学を第
一志望とし，合格した場合は必ず入学する方 

○大子町に居住する高校生又は保護者が大子町に住所を有する方（平成２８年１１月９日以前
から引き続き居住している場合に限る。） 

○全体の評定平均値が３．８以上の方 
○看護学に深い関心を持ち，卒業後は地域の保健，医療，福祉の向上に貢献しようとする方 

▼受付期間  １０月１１日（水）～２４日（火）8:30～17:15 ※土・日曜日を除く。 
▼出願期間  １１月１日（水）～１０日（金）必着 
 
※詳細は，学生募集要項（願書）を大学から取り寄せて，内容を確認してください。 

茨城キリスト教大学入試広報部（日立市大みか町６－１１－１） 
℡０２９４－５４－３２１２，FAX０２９４－５４－３２１０ 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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平成３０年度就学時健康診断を実施します 

 
 小学校就学時における健康診断を次のとおり行いますので，該当するお子さんは受診してくだ
さい。該当者には，はがきで通知していますが，はがきが届かない場合や，都合により指定され
た日に受診できない場合は，教育委員会事務局学校教育担当に御連絡ください。 
▼該当するお子さん  平成２３年４月２日から平成２４年４月１日までに生まれたお子さん 
▼日時及び場所 

期 日 学 区 名 受付時間 場 所 

１０月４日（水） だいご小学校区，依上小学校区 13：30～ 

中央公民館 
１０月５日（木） 

袋田小学校区，黒沢小学校区，さはら小学校
区，上小川小学校区，生瀬小学校区 

13：00～ 

 
問合せ  教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０ 

 

パソコン講座受講生追加募集  
 
 中央公民館では，パソコン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。 

講座名 開催日時 内 容 

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。オリジナル

年賀状で，新年の挨拶はいかがですか。 

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（８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  ９月５日(火)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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平成２９年度体力・運動能力調査を行います 
 
町民の体力・運動能力の現状把握のため，次のとおり測定を行います。この機会に，自分の体

力年齢を測ってみませんか。 
▼日  時   ９月２８日（木） 
▼場  所   大子町立リフレッシュセンター 
▼時  間   15：00～21：00（所要時間 約１時間半） 
▼募集人数   ２０歳～６４歳（男女） ５４人 
        ６５歳～７９歳（男女） １２人 
        ８０歳以上（男女）   人数制限なし 
▼測定種目   健康チェック，握力，上体起こし，反復横とび，立ち幅とび等 
▼申 込 み   ９月２２日（金）までに教育委員会事務局生涯学習担当に申し込んでください。

申込者には改めて詳細を通知します。 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

第２回ふるさと歴史講座  
 
大子町の歴史について学び，郷土に対する

理解を深めることを目的として開催するも
のです。歴史に興味のある方は，この機会に
奮って御参加ください。 
▼日 時  ９月３０日（土） 

10：00～正午 
▼会 場  中央公民館 講堂 
▼講座名 「南郷道と大子地方」 
・内 容  大子宿を南北に貫く旧街道

は，水戸と奥州を結ぶ重要な道
の一部でした。現在は「南郷街
道」と呼ばれて親しまれている
この道の江戸時代の様子を史
料から探ります。 

・講 師  常陸大宮市文書館 
高 村 恵 美 先生 

▼定 員  １００人（先着順） 
▼参加費  無 料 
▼申込み  事前の申込みは不要です。 
 
＜今後のふるさと歴史講座（予定）＞ 
○第３回ふるさと歴史講座 

１１月１８日（土） 
講師：水戸市立博物館 藤井達也先生 
テーマ「黒澤周辺の中世の歴史につい
て」 

○第４回ふるさと歴史講座（現地巡り） 
１２月１０日（日） 

  講師：大子町文化財保護審議会委員長 
阿久津久先生  

テーマ「大子町の山城巡り」 
 
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 
「会津執権の栄誉」佐藤巖太郎，「雪村 謎
の生涯を追う」冨山章一，「月の満ち欠け」
佐藤正午，「あとは野となれ大和撫子」宮
内悠介，「嫁をやめる日」垣谷美雨，「くわ
ばたりえの子育ての悩みぜ～んぶ聞いて
みた！」くわばたりえ，「効かない健康食
品 危ない自然･天然」松永和紀，「原発よ
り危険な六ヶ所再処理工場」舘野淳， 
「カーズ ライトニング・マックイーンの
おはなし」斎藤妙子，「メアリと魔女の花」
メアリー・スチュアート ほか 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

奥久慈大子まつり  
 
秋の恒例イベントとなりました奥久慈大

子まつりが，今年は１０月１５日（日）に開
催されます。 
▼日 時  １０月１５日（日） 

9：00～15：30 
▼場 所  文化福祉会館「まいん」，常陸

大子駅前商店街（予定） 
 
※詳細は後日お知らせします。 
 
問合せ  ＮＰＯ法人まちの研究室 
      ℡７６－８０２５ 
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大子町芸術祭会場設営係員募集 
 

大子町芸術祭の会場設営の係員を募集し
ます。 
▼内 容 
10月24日(火) フロアシート敷き 
10月25日(水) 展示パネル組立て 
10月28日(土) 音楽祭リハーサルでの楽

器運搬，舞台準備 
10月29日(日) 音楽祭での楽器運搬，舞

台準備 
11月  6日(月) 展示パネル撤去，フロア

シート巻取り 
▼時 間  9:00～作業終了まで(28 日は

12:30～) 
▼定 員  ５人 
▼謝 金  １日５，０００円 
▼申込み  １０月６日（金）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（中央公
民館内）に来所又は電話で申し込
んでください（土，日・祝日を除
く，8：30～17：15）。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 

℡７２－１１４８ 

 

特設人権相談所開設 

 
▼日 時  １０月４日（水） 

10:00～15:00 
▼場 所  文化福祉会館まいん 

小会議室（２階） 
▼内 容 
 ・土地の境界,売買,相続等に関する問題 
 ・地代や家賃の紛争 
 ・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
 ・成年後見制度について 
 ・子ども（いじめや体罰など），女性（Ｄ

Ｖやセクハラなど），高齢者・障がい者
に対する人権問題 

 ・夫婦や家庭内の問題，近隣トラブル等 
▼相談員  人権擁護委員 
 
問合せ 
総務課秘書職員担当  
℡７２－１１１３ 

 

 
 

 

農地パトロール月間  
 
全国統一の運動として，８月から１１月に

かけて「農地パトロール月間」が展開されま
す。 
 これは，農地の「利用状況調査」や「耕作
放棄地全体調査」などにより農地が有効かつ
適正に活用されているかを調査するもので
す。 
 大子町においては，１０月を調査月間とし
て，農業委員会による現地確認等を実施しま
すので，御理解と御協力をお願いします。 
特に，特定の作物等を栽培しない（休耕・

自己保全管理）農地は，農地を所有されてい
る方で草刈りの適宜実施など保全に努めて
いただき，近隣の方の迷惑とならないよう適
正な管理をお願いします。 
  
問合せ 農林課農業委員会事務局 

℡７２－１４５７ 

 

『奥久慈茶カフェ巡り』開催  
 
大子町産「奥久慈茶」を多くの方に楽しん

でもらうため，奥久慈茶カフェ巡りを実行委
員会から５茶園，大子おやき学校及び器而庵
が「奥久慈茶カフェ巡り」を開催します。産
地ならではの自園自製自販の各茶園等で特
産品を使用したスイーツと共に皆様をおも
てなしします。 
また，来場店数に応じて特典もあります。 
この機会にぜひ御参加ください。詳しい情

報は，特設ホームページを御覧ください。 
▼期 日  ①９月２３日，２４日 

②１０月７日，８日 
③１１月３日，４日，５日 

▼料 金  １店舗につき２００円（お茶と
お菓子代。器而庵はドリンクの
み） 

▼参加店舗  あづま園，金澤園，髙見園，広
畑園，吉成園，大子おやき学校，
器而庵 

 
＜特設ホームページ＞ 
http://okukuji-cha.jp/?p=1069 

 
 
問合せ   
奥久慈茶の里公園 ℡７８－０５１１ 

 大子おやき学校 ℡７８－０５００ 

 

平成 29年 9月5日 

－次回の発行は，平成 29年 9月 20日（水）です。

－ 
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