
 

 

 

町営・子育て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 

池田住宅 

池田 1925-1 １戸 ３ＤＫ 木造２階 Ｈ２７年 町営住宅 

＜設備＞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２台 

えのき台住宅 
（子育て住宅） 

矢田 225 １戸 ２ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ２１年 子育て町営 

＜設備＞ガス給湯器，ＴＶアンテナ持込，水洗トイレ，バス・トイレ別，
シャワー，追い焚き，住宅前駐車 

◆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 

 
 
 
 
・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 

 ・町税等（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 
◆月額家賃 
  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 池田住宅 えのき台住宅 

０円～１０４，０００円 ２６，８００円 ２６，１００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ３１，０００円 ３０，２００円 

１２３，００１円～１３９，０００円 ３５，４００円 ３４，５００円 

１３９，００１円～１５８，０００円 ３９，９００円 ３８，９００円 
※町営住宅については，１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が（１人１０％，２人１５％，
３人以上２０％）減額されます。 

※子育て町営については，１８歳未満の扶養する児童等により家賃が（１人10,000円，２人15,000
円，３人以上20,000円）減額されます。 

◆敷  金  家賃の３か月分 
◆受付期間  ９月２０日（水）～１０月１０日（火） 
◆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月下旬予定（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 

 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

「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。 



 

 

緊急告知ラジオを使った緊急情報の放送について  
 
ＦＭだいごは，以下のことが起きたとき，緊急告知ラジオを強制的に起動し緊急情報をお知ら

せしています。 
 
◆国からの緊急情報に基づき，自動的に放送されるもの 
(1) 国民保護情報（弾道ミサイルが茨城県に落下すると想定されたとき） 
(2) 緊急地震速報（県北地区で震度５弱以上が発生したとき） 
(3) 特別警報が発令されたとき 

 
◆町の判断に基づき放送するもの 
(1) 累加雨量が１５０ミリを超えたとき              
(2) 氾濫危険水位を超えたとき                  
(3) 避難準備・高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示を発令及び 
解除したとき 

(4) 福島県内の突発的な豪雨発生（白河広域消防連携，久慈川に係 
るもの）  

(5) 建物火災が発生したとき，避難を伴う林野火災が発生したとき  
(6) 凶悪な犯罪が発生し大子警察署から放送依頼があったとき 
(7) 停電の発生復旧について，東京電力から放送依頼があったとき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 

切れた電線には触らないで！ 
 
台風や雷，豪雨の影響による樹木接触，樹木倒壊や飛来物などにより，電線が切れてしまう場

合があります。切れて垂れ下がっている電線には，絶対に手を触れないでください。電線に樹木
や看板，アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたら，すぐに東京電力パワー
グリッドに御連絡ください。 
 

東京電力パワーグリッド ℡０１２０－９９５－００７ 
※０１２０番号を利用できない場合は，℡０３－６３７５－９８０３（有料） 

 
なお，停電情報ツールは，次により確認できます。 

・ＴＥＰＣＯ速報：お住いの地域を登録すれば，停電，雨雲，地域情報などをプッシュ通知でい
ち早くお知らせします（ダウンロード方式）。 

  ＵＲＬ：http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html 
・東京電力パワーグリッドホームページ 
  ＵＲＬ：http://www.tepco.co.jp/pg/index-j.html 
 
問合せ  東京電力パワーグリッド ℡０１２０－９９５－００７ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 9月 20日 

ＦＭだいごの放送が全く聴き取れない場合や雑音がひどい場合などは，総務課（℡７２

－１１１４）まで御相談ください。 

総務課で配布している屋内に設置する簡易アンテナで改善できる場合があります。簡易

アンテナでも改善できない場合は，無償で屋外アンテナを設置します。 

また，緊急告知ＦＭラジオのコンセントは，必ず差しておくようにしてください。 

 

 

緊急告知ＦＭラジオ 



 

 

奥久慈大子グルメ探訪スタンプラリー開催  
 
 大子町の特産品である「奥久慈しゃも」，「奥久慈りんご」，「スイーツ＆喫茶」と「だいごみ」
の４種類の参加店からなるスタンプラリーを実施します。 
◆期  間  ９月９日（土）～１２月１２日（火）（３か月間） 
◆実施方法  ①参加者は，４種類（「奥久慈しゃも」「奥久慈りんご」「スイーツ＆喫茶」「だい

ごみ」）のうち，２種類以上のスタンプを集めてください。 
       ②２種類上４種類未満をハーフ，４種類全てをフルと区別し，フルの場合，特賞

としてペア宿泊券への応募可能です。 
       ③毎月１００名に抽選で賞品を贈ります。（合計３００人）。 
       ④応募ハガキは各参加店舗に設置してある応募箱へ投函するか，郵送で応募して

ください。 
◆抽選及び当選者発表 
毎月抽選を行い，当選者に賞品を送付します。また町公式ホームページにおいても当選者発表

します（当選賞品は町ホームページに掲載しています。）。 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

商店街の歴史や文化に関わる古写真や小道具等を 

提供していただける方を探しています 
 

地域ならではの商店街活性化プランに対して，県が補助を行う商店街活性化コンペ事業におい

て，町商店街の有志からなる「らっしゃい・でぇご隊」のプラン「商店街全部が博物館 粋生
イキイキ

大

子商店街」が優秀プランに採択されました。 

 この「商店街全部が博物館 粋生
イキイキ

大子商店街」では，商店街の 

活性化のために商店街の歴史や文化に関わる古写真や小道具等の 

展示企画を計画しています。 
らっしゃい・でぇご隊では，商店街の歴史や文化に関わる古写 

真や小道具等を提供していただける方を探しています。展示企画 
の趣旨に御賛同いただき，展示物の提供に御協力をお願いします。 
 
問合せ  らっしゃい・でぇご隊（小﨑） ℡７２－０１７６ 
     観光商工課 ℡７２－１１３８ 

 

空き家バンクに登録しませんか  
 
町では，空き家の有効活用を通して，移住・定住の促進による地域の活性化を図る「空き家バ

ンク」事業を行っています。「空き家を誰かに貸したい，売りたい」と考えている空き家所有者の
皆さん，空き家バンクに登録してみませんか。気になることがあれば，お気軽に御相談ください。 
◆空き家バンクとは 
 空き家の賃貸又は売却を希望する所有者などからの申込みにより登録された空き家情報を，空
き家の利用を希望する方に対して，町が提供する制度のことです。登録料は，無料です。 
空き家とは，個人が大子町の区域内に所有し，かつ，現に居住していない，又は近く居住しな

くなる建物及びその敷地のことをいいます。 
 
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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消費者相談窓口  
 
毎週火，木曜日に観光商工課内において，

消費生活相談員による相談を受け付けてい
ます。毎週月，水，金曜日については，相談
専用電話７２－１１２４にお電話いただく
と，消費生活相談員に直接電話相談していた
だくことが可能です。 
商品の購入契約，サービスの提供契約な

ど，消費者と事業者間における契約について
の疑問やトラブルは，大子町消費生活センタ
ーに御相談ください。 
なお，多重債務（借金）相談も受け付けて

いますので，一人で悩まず，お早めに御相談
ください。 
また，学校や会合，趣味の集まりなどに出

向いての「出前講座」も行っていますので，
お気軽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 
相談専用電話 ７２－１１２４ 
相談時間9：00～正午，13：00～16：00 
（土日祝日，年末年始を除く。） 

 

大好きいばらき就職面接会（後期） 
 
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（概ね卒業後３年以内）を対象に，
県内企業を集めた「大好きいばらき就職面接
会（後期）」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】１０月１６日（月） 
ホテルマロウド筑波 
（土浦市城北町２－２４） 

【水戸会場】１０月２４日（火） 
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 

◆参加予定企業数（予定） 
【土浦会場】134社（午前・午後各 67社） 
【水戸会場】200社（午前・午後各 100社） 
 
問合せ  茨城県労働政策課 

℡０２９－３０１－３６４５ 
 

 

『悪質商法・ニセ電話詐欺』に 

御注意ください！ 
 
高齢者の方が抱える，健康，お金，孤独な

どの不安，子や孫を心配する心につけ入り，
年金や貯蓄などの貴重な財産を搾取する，悪
質商法やニセ電話詐欺による被害が後を絶
ちません。 
悪質商法被害から高齢者の方を守るため

には，周りの方々や地域の皆さんの見守りや
声かけが大切です。 
高齢者の方も少しでも不安に感じたり，悩

んだりしたら，一人で悩まず，身近な人や大
子町消費生活センターに相談しましょう。 
※「現金渡して」は詐欺！ 
※「通帳・印鑑・キャッシュカードを預か
る」は詐欺！ 

※「ＡＴＭを操作して医療費等を還付」は
詐欺！ 

※コンビ二等で電子マネーカードを買っ
てその「カード番号を知らせて」は詐
欺！ 

 
問合せ 大子町消費生活センター 

℡７２－１１２４ 

 

働き方改革  いばらき  
 
茨城労働局では，土・日，祝日に年次有給

休暇を組み合わせて，連休を実現する「仕事
休もっ化計画」を推進しています。 
１０月は，年次有給休暇取得促進期間で

す。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 

℡０２９－２７７－８２９４ 
 

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。 ４ 
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元気いばらき就職面接会（常陸大宮会場） 
 
求職中の方（内職希望者を含む。学生を除く。）を対象とした「元気いばらき就職面接会（常陸

大宮会場）」を開催します。会場内に事業者ごとにブースを設置し，各事業者の採用担当者と求職
者が一同に会し，対面方式により面接選考や企業説明を行う面接会です。参加費は無料です。履
歴書は複数枚お持ちください。 
◆日  時  １１月２２日（水） 13:30～15:30（受付13:00～） 
◆場  所  常陸大宮市文化ホール（ロゼホール）小ホール（常陸大宮市中富町 3135-6） 
◆参加企業数  県内に本社又は就業場所がある事業所 約２０社程度 
◆申 込 み  当日参加も可能ですが，予約優先になりますので，いばらき就職支援センター県

北地区センター（℡０２９４－８０－３３６６）へ申し込んでください。 
 
問合せ  いばらき就職支援センター県北地区センター ℡０２９４－８０－３３６６ 

 

個別的労使紛争のあっせんに係る労働相談会 

 
解雇や賃下げなどの労働関係のトラブルでお悩みの方を対象に，無料の労働相談会を開催しま

す。 
労働問題でお悩みの方にとって，茨城県労働委員会の委員からアドバイスがもらえる絶好の機

会ですので，まずは御相談ください。 
◆日時及び会場 
①１０月１日（日）13：00～16：30 いばらき就職・生活総合支援センター 
②１０月１９日（木）17：00～19：00 県庁舎２３階 茨城県労働委員会事務局 
③１１月１５日（水）17：00～19：00 県庁舎２３階 茨城県労働委員会事務局 
※②，③は電話による相談も受け付けます。 

◆相談員  茨城県労働委員会委員（弁護士，学識経験者，労働組合の役員，会社役員など） 
◆申込み  事前予約制になりますので，前日までに茨城県労働委員会事務局（℡０２９－３０

１－５５６３）へ申し込んでください。 
 
問合せ  茨城県労働委員会事務局 ℡０２９－３０１－５５６３ 

 

多重債務者のための無料法律相談会 
 
借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開催します。相談は無料ですので，ぜひ御

相談ください。弁護士，司法書士，消費生活相談員が相談に応じます（秘密厳守）。 
また，各会場で「心の健康相談」の実施を予定していますので，希望する方は，併せて申し込

むことも可能です。 
◆期日及び場所 
１１月１０日（金）日立シビックセンター（日立市幸町１－２１－１） 
１１月１１日（土）茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１） 
１１月１２日（日）茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１） 
１１月１３日（月）茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋５－１７－２６） 
１１月１４日（火）つくば市豊里交流センター（つくば市高野１１９７－２０） 

◆時 間 午後１時～午後４時３０分 
◆申込み 
１０月３０日（月）から各会場開催日の前日までに，茨城県生活文化課（℡０２９－３０１－

２８２９）に電話で申し込んでください。事前予約制で，各会場の定員１０人になり次第締め切
ります。（土・日，祝日を除く，午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
 
問合せ 茨城県生活文化課 ℡０２９－３０１－２８２９ 

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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平成３０年度茨城県立農業大学校学生募集 

 

◆募集人員等 

学科名 募集人員 受 験 資 格 修業年限 専攻コース 

農学 科 ４０人 高校等を卒業した者若しくは

平成３０年３月に卒業又は修

了見込みの者 ２年 

普通作，露地野菜，果樹 

畜産学科 １０人 畜産 

園芸学科 ３０人 施設野菜，花き 

研究 科 １０人 
農業大学校卒又は短大等卒以

上若しくは卒業見込みの者 
作物，園芸，畜産 

◆願書受付・入学試験 

試験区分 願書受付期間 試 験 日 選抜方法 

推薦 10月2日(月)～10月20日(金) 11月1日(水) 小論文，口述試験 

一般 

前期 11月13日(月)～12月8日(金) 12月14日(木) 

筆記試験，口述試験 
後期 

平成 30年2月5日(金）～ 

平成30年2月23日(金) 
平成 30 年 3 月 2 日(金) 

研究科一般 11月13日(月)～12月8日(金) 12月14日(木) 筆記試験，口述試験 

 

問合せ  茨城県立農業大学校入試事務局 ℡０２９－２９２－００１０ 

 

消費税軽減税率制度説明会の御案内 

 

太田税務署では，事業者の方を対象として，消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催しま

す。多くの事業者の方に関係のある制度ですので，ぜひ説明会にお越しください。 

 消費税の軽減税率制度は，平成３１年１０月１日からの消費税率の１０％への引上げと同時に

実施されます。軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく，例えば，会議

費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や，消費税の免税事業者の方も，取扱商品の

適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など，制度の実施に向けた準備が必要となります。 

◆開催日時及び開催場所 

開 催 日 開 催 場 所 

１０月４日（水） 
ひたちなか市文化会館 小ホール 

（ひたちなか市青葉町1-1） 

１０月５日（木） 
常陸太田市生涯学習センター ふれあいホール 

（常陸太田市中城町 3280） 

１０月１１日（水） 
常陸大宮市文化センター 小ホール 

（常陸大宮市中富町 3135-6） 

◆開催時間 ①１０：００～１１：３０，②１３：３０～１５：００ 

 

※御都合の良い回に御参加ください。 

※混雑の状況等により，受講いただけない場合がありますので予め御了承ください。 

 

問合せ  太田税務署法人課税第１部門 ℡０２９４－７２－８５９１ 
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いばらきマリッジサポーター結婚相談会 
 
結婚を希望される方のあらゆる御相談にマリッジサポーターがお答えします。親御さんだけで

も大丈夫です。事前予約は不要で，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。マリッジサポーターは，茨城県知事から委嘱を受けて，出会いの相談や仲介などを行うボ
ランティアです。 
◆開 催 日  １０月１日（日）（担当：伊藤，神長，武士，栁下） 

※担当者は，変更になる場合があります。 
◆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」 １階観光交流ホール 
◆内  容  ・身上書の作成支援 
       ・婚活に向けたアドバイス 
 
※この結婚相談会は，常陸太田市，常陸大宮市，大子町，矢祭町の合同結婚相談会となり，各市
町に登録している方のプロフィールを閲覧することができます。 

 
◆主  催  マリッジサポーター県北地域活動協議会 
◆共  催  茨城県，（一社）いばらき出会いサポートセンター，常陸太田市，常陸大宮市，大

子町，Ｒ１１８地域結婚支援活動協議会 
 
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 
 

婚活イベント開催のお知らせ 
 
◆行 事 名  ポス恋 ～手紙からはじまる出逢い～ 
◆日  時  １０月２１日（土）13:00～17:00頃まで（12:30受付開始） 
◆場  所  奥久慈憩いの森 
◆内  容  郵便ポスト作り，告白レタータイム等（予定） 
◆参 加 費  男性３，０００円 女性１，５００円 
◆募集人員  ２５歳から４０歳までの独身男女各１５人程度 ※応募者多数の場合抽選 
◆応  募  いばらき出会いサポートセンターホームページ（http://www.ibccnet.com） 

常陸太田市，常陸大宮市，日立市，高萩市，北茨城市及び大子町内の郵便局窓口 
◆申込期限  ９月３０日（土） 
◆主  催  茨城北部地区郵便局長会 
◆共  催  （一社）いばらき出会いサポートセンター 
◆後  援  大子町 
 
問合せ  ポス恋実行委員会 鈴木（高萩花貫郵便局内） 

℡０２９３－２４－２８３５（受付時間 平日9:00～17:00） 
 

わらぼっちの設置場所を教えてください 
 
町では,町内のわらぼっちの設置場所について情報を集め,写真や 

絵画の題材としたい方からの問合せに対応したいと考えています。 
 そこで,今秋わらぼっちを設置した方は,まちづくり課に御連絡く 
ださい。 
 なお,今年度は,わらぼっち設置に対する謝金はありません。 
 
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。 ７ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 9月 20日 



 

 

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 
 

インターネット（光）を始めてみませんか 
 
大子町では，平成２１年度から平成２７年度までにかけて，国の補助金を利用して町内の全て

の地域に光ファイバ網を整備しました。これにより，全ての御家庭において超高速インターネッ
ト接続サービスを利用することができるようになりました。 
  これからインターネットを始めてみたいという方や，月々の通信量を気にせずインターネット
を楽しみたいという方は，家電量販店や携帯ショップの窓口などからお申し込みください。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

平成３０年産以降も 

水稲の生産調整は必要です 
 

大子町では，平成３０年産以降も米の消費
量の減少が見込まれることから，従来どおり
主食用米の生産の目安となる生産数量調整
に相当する数値等を提示し，飼料用米への転
換を進めていきます。 
 主食用米の在庫が積みあがると，米価は下
落することから，需要に応じた生産を図るよ
う御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  大子町農業再生協議会 

℡７９－１２１０ 

 

 

 

農場見学会＆就農相談会 
 
農業に興味のある方を対象に，農場見学・

農業体験・就農相談会を開催します。 
●日 時  １０月２１日（土） 

9：30～17：00 
●会 場  常陸大宮市内のイチゴ農家，水

稲・露地野菜農業法人 
●参加費  無 料（昼食代は各自負担） 
 
※予約制，当日は貸切バスを利用 
 
申込み・問合せ 
（公社）茨城県農林振興公社 

   ℡０２９－２３９－７１３１ 
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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。 



 

 

「男性の料理教室」に参加しませんか 
 
 男性も料理にチャレンジ！楽しく料理をし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。 
◆日程及び内容 

期   日 時   間 内    容 

１０月２７日（金） 

９：００～ ９：１５ 
９：１５～１０：１５ 

１０：２０～１１：２０ 
１１：２０～１３：３０ 

受付，血圧・体脂肪測定 
講話「バランス食について」 
実技：健康エクササイズ 
調理実習・試食 

◆場 所  保健センター 
◆定 員  ２０人 
◆参加費  無 料 
◆用意するもの  筆記用具，エプロン，三角巾，上靴，水分 
◆申込み  １０月２０日（金）までに電話で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 

 

地域版町民ウォーキング参加者募集 

 
◆日 時  １０月２０日（金）（雨天決行）  

受付時間9：00～9：30 
◆集合場所  奥久慈憩いの森 芝生広場 

（雨天時：同研修センター） 
◆コース  奥久慈憩いの森周辺（約４㎞）  
◆対象者  大子町民（幼児は保護者同伴） 
◆日 程  9：00～受付 

9：30～開会式 
9：45～ウォーキング 
11：40～閉会式 

◆参加特典  町民ウォーキングスタンプカ
ードのスタンプがたまった方に

は粗品を差し上げます 
◆参加費  無 料 
◆申込み  １０月１９日（木）までに健康

増進課に電話で申し込んでくだ
さい。 

◆その他  歩きやすい服装で御参加くだ
さい。 

 
※健康づくりポイント事業対象です。 
 
問合せ 

健康増進課  
℡７２－６６１１ 

 

 

『平成３０年大子町成人のつどい』 

実行委員を募集します 
 
町では『平成３０年大子町成人のつどい』

の企画・運営を行う実行委員を募集していま
す。 
一生の思い出に残る成人式を一緒に作っ

てみませんか。 
◆対象者 

平成２５年３月に大子町立の中学校を
卒業した方及び大子町在住の平成９年４
月２日から平成１０年４月１日までに生
まれた方 

◆募集人数  １５人程度 
◆内  容  式典の司会進行，準備等 
◆応募方法  電話等で下記へ申込みをお

願いします。 
◆応募期限  １０月１３日（金） 
◆申 込 み   

〒319－3551 大子町大字池田2669  
大子町立中央公民館内 

   『平成３０年大子町成人のつどい』実
行委員会事務局 

 
問合せ 
教育委員会事務局 
生涯学習担当  
℡７２－１１４８ 
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茨城県県北生涯学習センターからのお知らせ 
 
◆ケンポックル講演会 
◇日 時  １１月８日 (水) 開場13：30 開演14：00 
◇場 所  日立市民会館大ホール 
◇演 題  「今を生きる力」作家 五木寛之が語る今一番伝えたいこと！ 
◇講 師  五木寛之 
◇対 象  県民一般（未就学児を除く。） 
◇定 員  １，３００人 
◇入場料  ２，０００円 
◇申込み  チケット販売中（全席指定） 

        プレイガイド：茨城県県北生涯学習センター，日立市民会館，日立シビックセ
ンター，多賀市民会館ほか（他のプレイガイド詳細については
お問い合わせください。） 

 
◆生涯学習講演会 
◇日 時  １２月１６日 (土) 開場13：30 開演14：00 
◇場 所  ゆうゆう十王・Jホール 
◇演 題  「親子で歩んだオリンピックへの道」～いつも父がそばにいた～ 
◇講 師  三宅宏実・三宅義行 
◇対 象  県民一般（未就学児を除く。） 
◇定 員  ５００人  
◇入場料  無 料 
◇申込み  往復ハガキ（１枚につき２人まで）に名前，住所，電話番号，年齢を書いて茨城

県県北生涯学習センター「生涯学習講演会」係まで送ってください。申込締切は， 
１１月２０日です。 

       〒319-1304 茨城県日立市十王町友部2581 
       茨城県県北生涯学習センター「生涯学習講演会」係 
 
問合せ  茨城県県北生涯学習センター ℡０２９４－３９－００１２ 

 

無料調停相談会  
 
「常陸太田調停協会」において，民事・家

事の諸問題の相談に応じるため，「無料調停
相談会」を開催します。 
◆日 時  １０月２９日（日） 

10：00～15：00 
※事前予約は不要です。 

◆場 所  常陸大宮市文化センター（ロゼ
ホール）１階小ホール 

◆内 容  金銭貸借，交通事故，借地・借
家，離婚，相続・遺産などの調停
に関する相談（関係書類がありま
したら持参してください。） 

◆相談員  調停委員 
 
問合せ  常陸太田調停協会（常陸太田簡易裁判所内）  

℡０２９４－７２－００６５ 

 

飼主マナー向上月間ついて 
 
１０月１日（日）から１０月３１日(火)

までの間は，「飼主マナー向上推進月間」で
す。 
「あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロ

にしよう」を合言葉に，動物の愛護と適正な
飼養を行いましょう。 
 
※犬の散歩は引き綱をつけ，糞の始末は必ず
行いましょう。 

※猫の飼育は室内で行い，家から出さないよ
うにしましょう。 

※野良猫への餌やりは，やめましょう。餌を
与えればあなたの猫です。 

 
問合せ 生活環境課 ℡７６－８８０２ 

 

平成 29年 9月20日 

－次回の発行は，平成 29年 10月 5日（木）です。

－ 
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