
 

 
 

大子町選挙管理委員会からのお知らせ 
 
１０月２２日に行われた第４８回衆議院議員総選挙及び第２４回最高裁判所裁判官国民審査の

投開票の結果についてお知らせします。 
▼投票結果 

区 分 
当日の有権者数 投票者数 

投票率 
男 女 計 男 女 計 

小選挙区（国内＋在外） 7,791 8,169 15,960 4,768 4,614 9,382 58.78% 

比例代表（国内＋在外） 7,791 8,169 15,960 4,768 4,614 9,382 58.78% 

国民審査（国内のみ） 7,791 8,162 15,953 4,749 4,613 9,362 58.68% 

▼開票結果 
＜小選挙区選出議員選挙＞ 

候補者名 
※届出番号順 

得票数 
大子町 茨城第４区 

堀江 かくじ 629 12,548 
おおくま 利昭 1,314 29,547 
梶山 ひろし 7,296 97,966 
無効投票 143 2,669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問合せ  大子町選挙管理委員会 ℡７２－１１１４ 

 

個人事業税の納税について 
 
平成２９年度個人事業税の第２期分の納付書は，１１月中旬に発送されます。 
納付期間は，１１月２１日（火）から１１月３０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きをされている方は，１１月３０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 
 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 

＜比例代表選出議員選挙＞ 
 

＜最高裁判所裁判官国民審査＞ 
  

名簿届出政党名等 得票数  
氏名 

※告示順 
罷免を可
とする 

罷免を可
としない 

記載無効数 計 
 

希望の党 1,528 
 

小池  裕 402 8,798 0 9,200 
立憲民主党 1,276 

 
戸倉 三郎 362 8,838 0 9,200 

日本維新の会 144 
 

山口  厚 365 8,835 0 9,200 
幸福実現党 49 

 
菅野 博之 349 8,851 0 9,200 

公明党 1,616 
 

大谷 直人 352 8,848 0 9,200 
社会民主党 88 

 
木澤 克之 358 8,842 0 9,200 

自由民主党 4,003 
 

林  景一 321 8,879 0 9,200 
日本共産党 446 

 
 無効投票 158 

無効投票 232 
 

 持ち帰り 4 

 



 

 

大子町臨時職員を募集します  
 
▼応募資格  管理栄養士，栄養士，保健師，看護師のいずれかの資格を有する方 
▼募集人員  １人 
▼雇用期間  平成３０年１月４日～平成３０年３月３１日 
▼勤務時間  月曜日から金曜日までの8：30～17：15（土・日曜日，祝日を除く。） 
▼勤務場所  健康増進課（大子町保健センター） 
▼業務内容  健康づくりに関する業務（健診補助等） 
▼賃  金  日給制 ７，２００円＋通勤手当等 
▼試験方法  口述（面接）試験 
▼申込期限  １１月２７日（月）受付時間 8:30～17:15（土・日曜日，祝日を除く。） 
▼申 込 み  大子町臨時職員雇用候補者登録申請書に必要事項を記入（写真貼付のこと）の上，

資格を有する書類の写しとともに総務課へ提出してください。申請書は総務課で配
布しているほか，大子町公式ホームページからもダウンロードできます。 

▼試験日程  登録された方へ後日お知らせします。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

こんろ火災や着衣着火に注意！  
 
全国の住宅火災の発生状況に注目すると，最も多いのは「こんろ」による火災です。こんろを

使用中に「放置する，忘れる」が原因として多くみられます。調理中にこんろの火が衣服の袖口
やすそにつき，死傷する火災も発生しています。高齢の方は，着衣についた火を素早く消火でき
ずに重傷化するケースが多く，注意が必要です。 
▼こんろ火災を防ぐポイント 
・調理中にこんろから離れないようにしましょう。少しでも台所を離れる場合は，必ずこんろ 
の火を消しましょう。 

・こんろの上にふきんを干したり，周りに燃えやすい物を置いたりしないようにしましょう。 
・Ｓｉセンサー（安全機能）付きこんろを使用しましょう。 
・換気扇やこんろ周りの壁，魚焼きグリル等はこまめに掃除しましょう。 

▼着衣着火を防ぐポイント 
・こんろの火が鍋底からはみ出さないように，火力を調節しましょう。 
・防炎製品のエプロンやアームカバーを使いましょう。高齢の方へのプレゼントにおすすめで
す。 

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

勤労者向け融資制度の御案内  
 
茨城県では，中央労働金庫と提携して，勤労者等の生活の安定を図るため，生活資金等を低利

で融資しています。融資要件など，詳細はお問い合わせください。 
対 象 勤労者 失業者 育児・介護休業者 

使 途 
冠婚葬祭・医療・教育・

転居・災害等 
生活資金 生活資金 

金 利 １．７％ １．２％ １．５％ 
限 度 １００万円まで ５０万円まで １００万円まで 

 ※別途保証料率 年０．７％あり 
▼お申込みいただける方 
勤労者の方／県内に原則として１年以上居住又は勤務している方／現在の勤め先に原則として

１年以上継続勤務している方／前年税込年収１５０万円以上の方 
 
問合せ  中央労働金庫大子出張所 ℡７２－３１３１ 

茨城県労働政策課 ℡０２９－３０１－３６３５ 

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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悪質な訪問販売・詐欺・勧誘に御注意を！！ 
 
平成２９年９月に一人暮らしの高齢者を狙った詐欺が発生しました。一人暮らしや，日中１人

になりがちな高齢者を悪質な訪問販売業者が狙っています。被害に遭わないよう，日頃から家族
間や御近所で声を掛け合うなど，十分注意してください。 
もし，被害に遭ってしまった場合は，家族や警察にすぐ連絡してください。一度お金を支払っ

てしまった場合，再度狙われる可能性があります。 
 

＜詐欺の概要＞ 
 

    男女二人組が突然訪問し，位牌の戒名を見せてほしいと言うので家に上げてしま 
った。戒名を写し取り，札に新しい戒名を書き，毎月千円の会費を請求された。支 
払いは断ったが，札代として二千円を請求され支払ってしまった。宗教団体の冊子 
と領収書を置いて行ったが，領収書は，紙の切れ端に殴り書きしたもので，連絡を 
取ることができない。 

 
▼被害に遭わないために！ 
①訪問者の身分や目的がわかるまで，ドアを開けない。 
②見るだけ，話しを聞くだけと言われても，知らない人は家に入れない。 
③断ってもしつこい場合は，すぐに警察へ連絡を。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１３５ 

 

婚活イベント開催のお知らせ 
 
▼行 事 名  出会いのチャンス‼ご当地グルメやスイーツ＆体験型イベント 
▼募集人数  男女各１６人 
▼参 加 費  男性４，０００円 女性２，０００円 
▼参加資格  男性は，大田原市，那須塩原市，那須町，那珂川町，棚倉町，矢祭町，塙町，大

子町のいずれかに在住又は在勤の独身の方（対象年齢はイベントごとに異なりま
す。）。女性は，２０歳以上の独身の方 

▼主  催  八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会（大田原市） 
 

大子町 de りんご狩り＆ジャムづくり体験 
・日  時 １１月１９日(日) 12:00～16:00（11:30受付） 
・場  所 仲野りんご園，大子ブルワリー 
・男性対象年齢 ２５～４５歳 
・申込期限 １１月１０日(金) 

 
大田原産牛・豚肉食べ比べ＆コーヒーセミナー 

・日  時 １１月２６日(日) 12:00～16:00（11:30受付） 
・場  所 大田原市 焼き肉ゆたか屋，カフェａｓ 
・男性対象年齢 ４０～５５歳 
・申込期限 １１月１５日(水) 

 
          ウイークエンドボウリング＆コーヒーセミナー 

・日  時 平成３０年１月２０日(土) 14:00～18:30（13:30受付） 
・場  所 大田原市 王冠ボウル 
・男性対象年齢 ３５～５０歳 
・申込期限 平成３０年１月１０日(水) 

 
問合せ・申込み  (有)プランニングオフィスワン（栃木県大田原市上奥沢４１４－６７） 
           ℡０２８７－２３－５５６６ 

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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久慈川河川敷で伐採した竹のチップを無償提供します！ 
 
茨城県大子工務所では，久慈川の河川敷内に繁茂している竹の伐採を行っています。 
伐採した竹につきましては，コスト縮減の観点から，チップに加工し有効利用をする地元住民

の皆様へ無償提供を実施します。 
受入を御希望の方は，所定の申込書に必要事項を御記入の上，大子町農林課まで提出願います。 

数量に限りがあることから，希望者多数の場合は提供数量を調整することがありますので予め御
了承ください。 
積み込みや運搬時の事故等については，大子町では責任を負いかねますので，安全面には十分

注意してお持ち帰りください。御理解，御協力のほどよろしくお願いします。 
 

▼募集期間   
１１月６日（月） 
～１１月２９日（水） 

▼提供時期 
申し込みされた方へ個別に連 

絡します。 
▼提供場所 
大子町池田（久慈川河川敷内） 

▼申 込 先 
大子町農林課 
℡７２－１１２８ 

 
 
 
 
問合せ  茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所道路河川整備課 ℡７２－１７１４ 

 

１１月は労働保険適用促進強化月間です 
 
労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は，労働保険（労災保険・雇用保険）

に加入する義務があります。 
▼労働保険とは 
 労働保険は，労働者災害補償保険（通称・労災保険）と雇用保険を総称したもので，労働者と
その家族，ひいては事業主を守るための制度です。 
▼労災保険とは 
 労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で，業務災害や
通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い，
被災者・遺族を援護するものです。 
 また，労働者の社会復帰の促進など，労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 
▼雇用保険とは 
 労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に，失業等給付を行
うとともに，再就職を促進するために必要な給付を行うものです。 
 また，雇用保険には失業等給付以外にも，景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくさ
れた場合に労働者を休業させたり，教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇
用調整助成金など，事業主等に対して支給される各種助成金があります。 
 労働者を１人でも使用する事業主は，労災保険の加入が義務づけられています。パートタイム
労働者の方でも，一定の要件を満たす方は雇用保険の加入が義務づけられています。 
 保険制度の詳細及び加入手続きについては，茨城労働局総務部労働保険徴収室，最寄りの労働
基準監督署又はハローワーク（公共職業安定所）へお問い合わせください。 
 
問合せ  茨城労働局総務部労働保険徴収室 ℡０２９－２２４－６２１３ 

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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ジョブトレーナーと一緒に就労！ 

仕事の体験をしてみませんか 
 
グッジョブセンターみとでは，仕事のブラ

ンクや経験不足等による不安から，就労が困
難と思っている方に，相談や仕事の体験な
ど，就労に向けた支援を行っています。 
相談の内容は厳守しますので，お気軽にお

問い合わせください。 
▼内 容   
◇毎週水曜日：相談受付 
（受付時間9：30～16：00） 

 ◇毎週木曜日：ワーク 
（折り紙教室，パステル画教室など） 

◇毎週木・金曜日：就労体験 
▼時 間  9：00～17：00 
▼場 所  グッジョブセンターみと（水戸

市大工町 1-2-3 トモスみとビル
４階Ｃ－１） 

▼対象者   働くことに不安を感じている
方,ひきこもりがちな方，障害のあ
る方など 

▼費 用  無 料 
▼申込み  グッジョブセンターみとへ電

話で申し込んでください。（平日
9：00～17：00） 

 
問合せ・申込み 
 認定ＮＰＯ法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

℡０２９－２９１－８９９０ 
 

グッジョブセンターみと 

県北地区出張相談 
 
グッジョブセンターみとでは，仕事のブラ

ンクや経験不足等による不安から，就労が困
難と思っている方に，県北地区での出張相談
を実施します。 
▼相談日（予定） 
１１月２８日（火），１２月２１日（木），

平成３０年１月２３日（火），２月２７日
（火），３月２７日（火） 
▼時 間  13：00～15：30 
▼場 所  常陸太田市総合福祉会館内 

（常陸太田市稲木町 33） 
▼対象者  どなたでも 
▼費 用  無 料 
▼申込み  予約制ですので，事前にグッジ

ョブセンターみとへ電話で申し
込んでください。（平日 9：00～
17：00） 

 
問合せ・申込み 
認定ＮＰＯ法人茨城ＮＰＯセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

℡０２９－２９１－８９９０ 

いばらき若者サポートステーション 

県北地区出張相談 
 
いばらき若者サポートステーションでは，

いばらき若者サポートステーション（水戸
市）への来所が困難な方のため，就労と職業
的自立に関する出張相談を常陸太田市内に
て実施します。 
▼相談日（予定） 
１１月２８日（火），１２月２１日（木），

平成３０年１月２３日（火），２月２７日
（火），３月２７日（火） 
▼時 間  13：00～15：30（一人につき１

時間程度） 
▼場 所  常陸太田市総合福祉会館内 

（常陸太田市稲木町 33） 
▼対象者  １５～３９歳で無業状態にあ

る方とその家族 
▼費 用  無 料 
▼申込み  予約制ですので，前日までに電

話で申し込んでください。（平日
9：00～17：00） 

 
問合せ・申込み 
 いばらき若者サポートステーション 

℡０２９－３００－４５７０ 

 

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  １１月２１日（火） 

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  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  １１月１４日（火）～１１月 
２０日（月）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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「みんなのまいん 全員集合！」出演者募集！！ 
 
「みんなのまいん全員集合！」の出演者を募集します。ジャンルは無限！あなたの特技をみん

なの前で披露してみませんか。 
出演希望の方は「みんなのまいん全員集合！」チラシ裏面の応募用紙に必要事項を記入の上，

生涯学習担当へ提出してください。応募多数の場合は書類選考します。 
▼開 催 日   平成３０年２月１８日（日） 
▼場  所   大子町文化福祉会館「まいん」 
▼応募締切   平成２９年１２月８日（金） 
 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

第４回ふるさと歴史講座（現地巡り）開催のお知らせ 
 
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，この機会にふるって御参加ください。 
▼日 時  １２月１０日（日） 9：00～15：30（雨天実施） 
▼講座名  「第３回大子の城を見て歩こう（現地巡り）」 
▼見学場所  芦野倉城，依上城，相川館跡等の大子町内の山城・館跡を巡ります。 
▼案内人  阿久津 久氏（大子町文化財保護審議委員長）大子町歴史資料調査研究員 
▼定 員  ２０人（先着順）公用バスを利用します。 
▼参加費  無 料 
▼その他  昼食，飲み物，雨具，筆記用具は各自御用意ください。当日は山歩きのできる服装

で御参加ください。 
▼申込み  １１月２４日(金)までに，中央公民館窓口備え付けの申込用紙へ記入し申し込んで

ください（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。電話での申し込みは不可）。 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当（中央公民館内） ℡７２－１１４８ 
 

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い合わせください。 

▼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 

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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医療機関における健康診査のお知らせ 
 
今年度の集団健診をまだ受けていない方は，町内の医療機関でも健康診査を受けることができ

ます。御自分の健康を守るため，年に１回，健康診査を受けましょう。 
▼対象者  ４０～７４歳の国民健康保険の方（特定健康診査）及び７５歳以上の方（高齢者健

康診査） 
▼期 限  平成２９年１２月３１日まで 
▼受診できる医療機関（契約医療機関） 
保内郷メディカルクリニック，久保田病院，慈泉堂病院，岩佐医院及び吉成医院（医療機関に

予約をしてから,受診してください。） 
 
※受診する際は，町から発行されている受診券及び保険証を持参してください。 
※医療機関で受けられるのは健康診査のみで，がん検診（肺がん検診（結核健診）等）は受けられません。 
※集団健診は，１月にも２日間，実施を予定しています。 
 
問合せ  町民課国保年金担当 ℡７６－８１２５ 
 

がん検診追加募集のお知らせ  
 
町のがん検診は，国民健康保険や社会保険に関係なく，無料で受けられます。次のがん検診の

定員に空きがあります。今年度まだ受診されていない方は，ぜひ受診してください。予約受付は，
定員になり次第終了いたしますので，お早目に御予約ください。 
▼骨粗しょう症検診 
女性は，出産や閉経により骨量が減ってしまいます。自分の骨量がどのくらいあるか，５年に

１度確認しましょう。 
対象年齢 検 診 日 受付時間 

今年度，２０，２５，３０，３５，４０，４５，
５０，５５，６０，６５，７０歳になる女性 

１１月１９日（日） 
午前の部 9：30～11：00 
午後の部 正午～14：00 

▼胃がん検診 
 胃がんは，がんの中でも罹患率が高く，死亡率も高いがんです。しかし，早期発見・早期治療
により治癒することが期待できます。ぜひ毎年検診を受けましょう。 

対象年齢 検 診 日 受付時間 

今年度，４０～７４歳になる方 
１２月１１日（月） 
１２月１７日（日） 

7：00～10：00 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

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
状のある方を介護している方は，お気軽に御
相談ください。 
●期 日  １１月２２日（水） 

１２月２７日（水） 
平成３０年１月２４日（水） 

●時 間  13：00～16：00 
●場 所  地域包括支援センター相談室

（役場第１分室１階） 
●申込み  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 

 

都市計画基礎調査に伴う 

現地調査の実施について 
 
大子町全域において，都市計画に関する調

査を実施します。調査員（実施業者）が隣接
する土地等へ立ち入ることもありますので，
御理解と御協力をお願いします。 
 なお，調査員は，身分証明書を携帯し調査
にあたります。 
●対象区域  大子町全域 
●時 期  １１月中旬から平成３０年２

月２８日まで 
●実施業者  朝日航洋株式会社 
 
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。 ７ 
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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
ーションなどを行います。 
 教室は，２回参加して終了となります。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 １２月 ６日（水）18:15～20:00 

 ２回目 １２月２０日（水）18:15～19:45 
▼場 所  保健センター 
▼内 容 

１
回
目 

・妊娠中と出産までの経過 
・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」 

※妊娠中の身体を整え，リラックス効果があ
るハーブティーの試飲ができます。 

▼申込み  １２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 

 

第７２回町民バドミントン大会 
 
▼期 日  １１月２６日（日） 
▼時 間  9:00（受付は 8：30まで） 
▼場 所  リフレッシュセンター 
▼種 目  ダブルスの部（男子・女子・混

合） 
▼申込み  １１月２２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。 

▼参加費  一般  １，０００円 
      連盟登録者 ５００円 

（当日徴収，保険代込） 
▼その他  当日は，ラケット，体育館シュ

ーズ，昼食を御持参ください。 
 
問合せ  大子町体育協会バトミントン連盟 

℡０９０－４９５８－７５５１（鴨志田） 
 

 

とらばさみによる違法捕獲防止 
 
とらばさみを使用した犬・猫の愛護動物を

捕獲する行為は，「動物の愛護及び管理に関
する法律」違反になる可能性がありますので
やらないでください。 
とらばさみを使用した野生鳥獣の捕獲を

目的とした設置・使用も禁止されています。 
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 
     農林課 ℡７２－１１２８ 

 

特設人権相談所開設 
 
▼日 時  １２月４日（月） 

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 

 

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 
「マスカレード・ナイト」東野圭吾， 

「花咲舞が黙ってない」池井戸潤，「宗麟
の海」安部龍太郎，「西郷の首」伊東潤，
「小林かつ代の永久不滅レシピ 101」小林
かつ代，「中学生棋士」谷川浩司，「新･予
防接種へ行く前に」ワクチントーク全国，
「死ぬほど読書」丹羽宇一郎，「このママ
にきーめた」のぶみ，「わたしだけのもの
がたり」パメラ・サガレンスキー ほか 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

平成 29年 11月 6日 

－次回の発行は，平成 29年 11月 20日（月）です。

－ 

８ 

広報だいご お知らせ版 


