
2018

No.715

March

3

袋田の滝キャラクター　たき丸

久慈川のシガ
真冬の絶景！！

花と緑と若者の住む　互いに支え合う心豊かなまち

主な内容

国民健康保険制度が変わります… 2

初めまして！「大子町特産品流通公社」が誕生しました！… 4

ニュースだいご…………………… 6

車両通行止のお知らせ……………17

広報レッドエンジェルス…………18

フォトだいご………………………20



平成30年４月から

国民健康保険制度が
変わります

この10年で、

70歳以上の高齢者数は　1.3倍　に、
国民医療費も　1.3倍　になりました。
団塊世代が全員75歳以上になる2025年には、

国民医療費の総額は　61.8兆円
にもなる見込みです。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年４月から、

県と市町村が共同で運営する制度に改正されます

制度改正の主な内容

茨城県と大子町の役割分担

◆　国は、約1,700億円（全国規模）の追加的な財政支援を行います。

◆　県は、大子町が保険給付に必要な費用を、全額大子町に支払います。これにより、医療費が
　　急激に増加しても大子町は安定した保険給付が行えます。

◆　大子町は、国保事業費納付金を県に納めます。納付金額は、市町村ごとの医療費や所得の状
　　況に応じて県が決定します。

◆　窓口業務（被保険者証の発行、保険給付、保険税率の決定、保険税の賦課・徴収、特定健診
　　等の保健事業など）は、従来どおり、大子町が行います。

茨城県の主な役割 大子町の主な役割
・財政運営の責任主体 ・国保事業費納付金を茨城県に納付

・国民健康保険運営方針に基づき、事務の
　効率化、標準化、広域化を推進 ・被保険者証等の発行

・市町村ごとの標準的な保険料（税）率（標準
　保険料率）を算定し公表

・標準保険料率等を参考に保険税率を決定
・保険税の賦課・徴収

・保険給付に必要な費用を市町村に支払い ・保険給付の決定、支給
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平成30年４月以降の変更点

変更点①
　被保険者証と高齢受給者証が１枚のカードになります

変更点②
　高額療養費の多数回該当が通算されます

●これまで、70～ 74歳の方には、
毎年３月に送付する「被保険者証」
のほかに、７月に、一部負担金の
割合を記載した「高齢受給者証」
を送付していました。

●今回の被保険者証更新（平成 30
年４月）からは、利便性の向上の
ため、被保険者証に高齢受給者証
の内容も記載した、１枚のカード
になります。

●この変更により、被保険者証の有
効期限を、３月 31日（４月１日
更新）から、原則７月 31日（８
月１日更新）に変更します。（70
歳以上の方の負担割合が８月切替
のため）

●過去12か月以内に高額療養費の該当回数が４回以上ある場合に自己負担限度額が引
き下げられる制度について、茨城県内の転居であって、転居前と同じ世帯であること
が認められるときは、転居前の該当回数も通算することになり、経済的な負担が軽減
されます。

国民健康保険の窓口は、平成 30 年４月以降も
引き続き大子町です。

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125
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「大子町の特産品を、より多くの方に手に取ってもらいたい！」
　わたしたち大子町特産品流通公社は、イベントへの出展やメディアでの宣伝、企業との連携、特産
品のブランド化など、大子町の「すぐれもの」を広くアピールし、販売促進のお手伝いをします！

特産品に触れてほしい！

より良い商品にしたい！

特産品を知ってほしい！

この商品を生かして何かできないかな？

　大子町の特産品をより多くの方に
知ってもらうため、各地のイベントや
有名店の催しなどに出展し、特産品の
宣伝や物販を行います。

　農産品ブランド「だいごみ」認証制
度をはじめ、商品力を向上させるため
のお手伝いをします。お気軽にご相談
ください。

　公社ホームページやＳＮＳ発信、パ
ンフレットの作成・配布、FMだいごで
の告知など、様々なメディアを生かし
た宣伝活動を行います。

　企業との協力企画を提案します。生
産者と販売者・企業をつなぐ活動を通
じて、生産者に代わって販売活動を行
います。

一般社団法人
大子町特産品流通公社
〒319-3526 
大子町大字大子 636-1（旧筑波銀行大子駅前通支店）
電話：76-8220　FAX：76-8240

公社愛称

「グランだいご」
に決まりました！！

公社ホームページが完成しました！
ＵＲＬ　http://www.daigo-iimono.com/
フェイスブック、インスタグラム更新中！！

初めまして！「大子町特産品流通公社」が誕生しました！
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大子町
国体通信
vol.６

【問合せ】
第74回国民体育大会大子町実行委員会事務局

（教育委員会事務局　国体推進室内）
TEL：72-1148　FAX：72-2016

　１０月１５日に開催された奥久慈大子まつりで、来場者の方々にオリジナル缶バッジを作製しても
らい「いきいき茨城ゆめ国体カヌー競技」のPRを行いました。

　県立大子清流高等学校の森林科学科、農林科学科
の生徒によって作られたカウントダウンボードが、
大子町に寄贈されました。学校の特色をいかした木
製のカウントダウンボードはとても温かみがありま
す。
　カウントダウンボードは、役場ロビーに設置して
あります。みなさん役場へお越しの際は、ぜひご覧
ください。

　今年の 6 月 9 日（土）・
10 日（日）に「第 73 回国
民体育大会関東ブロック大
会兼第 74 回国民体育大会
カヌー競技リハーサル大会」
を開催します。観覧自由で
すのでぜひお越しください。

Ｆａｃｅｂｏｏｋページ
　　　　「いいね！」お願いします。
大子町国体情報を随時更新！
https://www.facebook.com/daigo.74kokutai

奥久慈大子まつりでPR

いばラッキー
カウントダウンボード

FMだいご　77.5MHz
「ホッとだいごらんちボックス」
「ほりでぇ・すてぃしょん」内で、
茨城国体についてお話していま
す。ぜひお聞きください。
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大子町新春の集い
　１月１１日に、だいご温泉やみぞで「平
成３０年大子町新春の集い」が開催され、
国会議員をはじめ、県議会議員、町議会
議員、行政連絡区長、各種団体や企業の
代表者など１８３人が出席し、新年のあ
いさつを交わしました。
　また、叙勲及び褒章受章者の紹介が行
われ、花束が贈られました。

ニ ュ ー ス だ い ご

《叙勲受章者》
磯野惠巳雄さん
𠮷成　芳郎さん
藤田　文男さん
川井　　憲さん

《褒章受章者》
藤井　孝雄さん

※順不同

菊池龍三郎氏に大子町特別名誉町民称号を贈呈
　町では、長年にわたり学術文化の発展や、地域づくりの推進
に大きく貢献された菊池龍三郎氏に対し、その功績をたたえる
ため、２月６日に文化福祉会館「まいん」において大子町特別
名誉町民称号贈呈式を挙行し，大子町特別名誉町民の称号を贈
りました。
　菊池氏は下野宮出身で、茨城大学の学長や名誉教授を務め、
大子町においても地域活性化事業や行政改革の分野で携わり、
その功績が顕著であることから、議会の同意を得て、町外在住
者としては第１号となる大子町特別名誉町民の称号が贈られま
した。菊池氏の略歴は次のとおりです。

昭和 15年 8月　大子町大字下野宮にて出生
昭和 61年 4月　茨城大学教育学部教授
平成  8 年 9月　　　〃　教育学部長
平成 16年 9月　国立大学法人茨城大学学長
平成 20年 9月　　　〃　　　　　　　名誉教授
平成 22年 5月　大子町行政改革懇談会会長
平成 24年 7月　大子町町民発想地域づくり助成事業
　　　　　　　審査委員会委員長

菊池龍三郎氏の主な略歴

特別名誉町民証の贈呈

贈呈式後に行われた教育振興大会での講話の様子

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎72-1113
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防災講演会

地域の働く場づくりに向けて

大子町魅力発信企業説明会

大子町教育振興大会

　１月２０日に、文化福祉会館「まいん」において八溝山周
辺地域定住自立圏防災講演会が開催され、八溝山周辺地域定
住自立圏協定を結ぶ圏域内の消防団や自主防災組織から約
２００人が参加しました。
　講師の東尾正氏は、長年消防防災行政に携わってきた方で、
自然災害や交通事故などの身近に潜む危険だけでなく、近年
話題となっている北朝鮮問題にも触れながら、実際に弾道ミ
サイルによる攻撃を受けたときの対処法などについての講演
を行いました。

　１月２５日に、役場庁議室において町と茨城労働局に
よる「大子町・茨城労働局雇用対策協定」の締結式が行
われました。
　この協定は、町民の皆さんが生き生きと働ける環境の
整備や、さらなる産業の振興を目指し、町と茨城労働局
が連携し相互に協力していくために結ばれた協定です。
式の中で町長は「若い人の働く場づくりはもちろん、高
齢化社会においては高齢者が働ける場所を作ることも必
要になってくる。この協定の締結で、さらに力を入れて
取り組んでいけるだろう」と述べました。

　町内の企業の魅力を改めて知ってもらう目的で、１月３０
日に文化福祉会館「まいん」において、町内及び近隣の高校
の生徒や保護者などを対象に、大子町魅力発信企業説明会が
開催されました。
　説明会は、町と茨城労働局による協定に基づき開催された
もので、町内の事業所９社から実際に活躍している従業員の
方が登壇し、それぞれの事業所の説明を行いました。
　仕事の内容だけでなく、職場の雰囲気など、普段はなかな
か聞くことのできない話を聞くことができ、生徒にとって良
い機会になったようでした。

　２月６日に、文化福祉会館「まいん」において、平成２９
年度大子町教育振興大会が開催されました。
　大会の中では、教育の振興に寄与した方への表彰状及び感
謝状の贈呈式や、大子町特別名誉町民である菊池龍三郎氏に
よる講話、町内の小中学生による大子町学校活性化事業交付
金を活用した事業活動報告などが行われました。
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保健コーナー

高血圧を予防しよう！

血圧とは？

家庭での血圧の測り方

高血圧予防 ・改善するために

　心臓が動く事で身体中の組織に血液を送り出しています。心臓が血液を押しだすときに動脈の血管壁にかかる圧力
が血圧です。
　血圧の単位「mmHg」が何を意味しているかご存知でしょうか。Hgは水銀の元素記号です。血圧が 180mmHg
だとすると、心臓から押し出させた血液が血管に流れ込むときに、血管壁に水銀 18cm（180mm）分の圧力がか
かっているということになります。水銀は水よりも約 13.6 倍重い金属なので、水だと約 245cm分です。つまり、
245cmの高さに噴き出す水の圧力を直径数mmの血管壁が受けているという事になります。必要以上の圧力がか
かって血管が傷つくと、あらゆる病気のリスクとなってしまいます。

　血圧は常に変動しています。
　高血圧、肥満がある人は、家庭でも血圧をはかると健康管理に役立ちます。

　大子町の高血圧治療における医療費は、茨城県内で一番高くなっています。血圧が高い状態が続くと、動脈硬化が
進行して血管がもろくなり、脳梗塞や心筋梗塞、腎不全など重大な病気を起こしやすくなります。生活習慣を見直し、
重大な病気の発症を防ぎましょう。

■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎72-6611

高血圧の診断基準
正常 正常高値血圧 高血圧

収縮期
血圧 129 以下 130 ～ 139 140 以上

拡張期
血圧 84以下 85～ 89 90 以上

180　　　　　　　　　　　　　　2m45cm
160　　　　　　　　　　　　　　2m18cm
130　　　　　　　　　　　　　　1m77cm
100　　　　　　　　　　　　　　1m36cm

厚生労働省「保健指導における学習教材（確定版）」

★塩分を控えて、カリウムの摂取量を増やす
　塩分のとり過ぎは高血圧の最大要因です。
　ナトリウム（食塩の成分）を体外へ排出する作用をもつカリウムが
含まれる、野菜や果物、海藻などを積極的に食事に取り入れましょう。

★減塩生活のコツ
　①麺類のつゆは飲み干さない。　　　　　　②漬物の食べすぎに注意する。
　③調味料は直接かけずにつけて食べる。　　④香辛料、酸味（酢、レモン等）を味付けにする。
　⑤ダシをきかせて、調味料減に努める。　　⑥みそ汁は具沢山にして汁の量を減らす。

★軽めの有酸素運動がおすすめ
　有酸素運動がおすすめです。運動中は血圧が上がるので、無理は禁物です。
　・ウォーキング　・サイクリング　・水中運動

1 日の塩分摂取目標量
男性 8ｇ未満　女性 7ｇ未満

高血圧の方 6ｇ未満

測り方のポイント
①計測のタイミング
　朝と夜の毎日決まった時間帯に測定することを推奨しています。
　・朝…起きて 1時間以内、排尿後、服薬・食事前に測定しましょう。
　・夜…入浴後 1時間以上時間をあけて測定しましょう。
②リラックスして計測
　血圧は、直前の身体や精神状態の影響を受けます。イライラしていたり、緊張していると
正確な血圧値を知ることはできません。血圧を測る前に、1～2分の安静時間を設けましょう。
　楽な姿勢で座り、5～ 6回深呼吸をすることもおすすめです。
③正しい姿勢で計測
　カフ（腕帯）を正しく装着することも大切なポイントです。椅子の背もたれに軽くもたれ、リラックスして座
ります。測定部位（上腕や手首）が心臓の高さになるよう、机が低い場合は本やクッションなどで調整してくだ
さい。カフ（腕帯）は、巻き終わった時に、すき間ができないようにぴったりと巻きます。

自分の血圧 水圧に換算
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■問合せ　地域包括支援センター　☎72-1175

こんにちは、地域包括支援センターです
成年後見制度についてご存知ですか？

◇「お金の管理ができなくなってきた…」「悪徳商法にだまされた、だまされそうになった…」
　このようなときは、成年後見制度を利用しましょう。

◇成年後見制度とは・・・
　認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が、本人の権利や財産を守る援助者（成
年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が、本人にとってどのような
支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家（司法書士、弁護士、社会福祉士等）、法人など
から適任者を選任します。後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の２種類があります。

◇成年後見人の役割
・財産管理：出入金の確認をしながら現金や預貯金の管理をします。財産を維持するだけではなく、必要
に応じて処分することも含まれています（裁判所の承認が必要な場合もあります）。その内容は、日常の
金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

・身上監護：本人の状況（健康面・生活面）に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います（医療、
介護に関する締結や住居の確保に関する締結、要介護・要支援認定の申請、本人の見守り行為等）。身上
監護とは法律行為に基づくもので、食事の世話や実際の介護などを行うことは含まれません。

・裁判所へ報告：生活状況、財産状況、収支の変動、今後の見通し等を定期的に裁判所へ報告します。

◇成年後見制度の利用の際は、家庭裁判所に申立てを行い、手続を行います。利用するた
めの手続、必要な書類と費用、成年後見人等になってくれる方の確保など、地域包括支
援センターまでご相談ください。

◇地域包括支援センターでは、高齢者や家族の皆さんから様々な相談を受けたり、関係機
関と協力したりしながら、高齢者や介護者が地域で安心して暮らせるように支援します。

●法定後見制度…本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等
が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて次のいずれかの後見人が決定されます。

●任意後見制度…現在は、まだ判断能力があるが、将来、認知症等で判断能力が低下したときのために、
あらかじめ自ら選んだ任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与
える契約を、公正証書によって結んでおく制度です。

後見人：日常的に必要な買い物でも自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要があり、本人に
判断を期待しても常に困難と思われる状態。

保佐人：日常生活では何とか自分で判断ができ、簡単な財産管理や契約は自分でできるが、不動産の
売買や大きな契約は困難と思われる状態。

補助人：ほとんどのことは自分の判断でできるが、契約や預貯金の管理等を自分でできるかどうか不
安があり、本人の利益のためには他の人に援助してもらう方が良いと思われる状態。
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地域おこし協力隊活動報告 vol.46

【地域おこし協力隊に就任しました】
　初めまして！昨年 11月から大子町に夫婦で移住して、新たな地域おこし協力隊員となりました、小松﨑　愛
と申します。Can no Candle（キャンノキャンドル）というキャンドルアーティストをしており、旧浅川温泉の
ゲストハウス（簡易宿泊施設）の再生と、キャンドルを活かした町おこしを目指しています。
　4年程前から出店させていただいている、大子広域公園での「丘の上のマルシェ」の繋がりから、昨年見に行っ
た旧浅川温泉に一目惚れをして、すぐに移住を決めました。これから本格的なリノベーション作業に入り、今年
の 11月にはゲストハウス「Lahar（ラーハ）」をオープンする予定です。リラクゼーションセラピストでもある
主人のリラクゼーションルームも作り、幅広い方々が利用できる新たな複合型のゲストハウスにする予定ですの
で、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
　移住して 2か月程ですが、大子町の皆さんの温かさ、自然の素晴らしさに感動して、さらに大子町が好きに
なりました！大子町に新しい風が吹くよう夫婦で頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

隊員氏名

隊員氏名

小松﨑　愛（こまつざき　あい）

村松　由依（むらまつ　ゆい）

地域おこし協力隊facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

【まずは大子の森でご一緒に。いろいろな形で森林資源活用～森林セラピー推進事業を通して～】
　10月の森のおんがく会に引き続き、森のろうどく会や森のようちえん等、地域団体の皆さんと話合いを通し、
茨城県奥久慈憩いの森や大子広域公園の森の空間を活用した取組を実施しています。
　また、森づくりの部門では、“こんな風にお客さんに使ってもらえる森にしよう！”と地域の皆さんとの打合
せをしながら、奥久慈里山の会の皆さんが中心になって浅川町有林の森林整備を定期的に行っています。１２月
には、一般公募で参加してくださった参加者や、大子清流高等学校の生徒のみなさんや先生にもご参加いただ
きながら、浅川町有林への樹木板設置を実施することができました。みなさんのお力で森の姿が着々と変わっ
てきています。本当にどうもありがとうございました！
　これからも、出会った方々との一期一会を大切にし、大子の森づくりや森づかいを地域のみなさんと一緒に考
え、スタッフや参加者のみなさんが笑顔になれる場づくりを進めていきたいです。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131
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　本校は、様々な交流活動を通して、学校、家庭、地
域との連携を図り、地域とともにある学校作りを進め
てきました。
　今年も老人会の協力をいただき稲作（田植え、稲刈
り、脱穀）の体験活動を行いました。収穫した餅米は、
やまびこ収穫祭で臼と杵で餅にして、招待した老人会
や地域の方々に食べていただきます。このやまびこ祭
では、ほかにも、昔遊びなどを通して地域の方々とふ
れあう時間を設けています。

　また、大子町子ども議会に係る地域交流会として、学年ごとにも地域の方々からご協力をいただき
ました。１～３年生は、運動会に向けてのダンスを、３年生は、スナッグゴルフを指導していただき
ました。４年生は、食生活改善推進委員の方々のご指導のもと、調理実習を行いました。５年生は、
本格的なしめ縄を一人一人が作ることができました。６年生は、花のアレンジメントや茶道体験のご
指導をしていただきました。交流会後は、お世話になった地域の方々と一緒に、給食を食べ楽しいひ
とときを過ごしました。

　その他にも、上小川ジョギングクラブの支援をいただいての校内マラソン大会、家庭や関係機関の
協力による児童引き渡し訓練や交通安全教室など、地域との連携を進めてきました。

　また、今年度は、昨年度の子ども議会で本校の６年生
が提案した移動販売が実現しました。地元の文具店に協
力をいただいて、子どもたちの注文した文房具の販売を、
本校で行いました。子どもたちの願いが、町を動かし、
現実となる画期的な出来事でした。
　上小川小学校は、今後も地域との交流を大切にしながら、
地域とともにある学校として、児童の教育に全職員で取り
組んでいきます。

　その他にも、上小川ジョギングクラブの支援をいただいての校内マラソン大会、家庭や関係機関の

第35回輝く大子の子どもたち

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

大子町立
上小川小学校
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　水戸北年金事務所での年金相談や、月に一度大子町役場で行っている一日年金事務所での年金相談
は、予約制となっていますので、事前に必ず予約しましょう。
　予約いただくと、相談内容に合った相談員の対応が可能となります。
　予約の際は、基礎年金番号や相談内容等についての確認があります。
①水戸北年金事務所のご案内
　○予約受付　　相談希望日１か月前から前日までに電話で申し込みください。
　○相談時間　　・８：３０～１８：００（月曜日）
　　　　　　　　・８：３０～１６：００（火～金曜日）
　　　　　　　　・９：３０～１５：００（第２土曜日）
　○相談場所　　水戸市大町２－３－３２　日本年金機構　水戸北年金事務所
②一日年金事務所のご案内
　○予約受付　　開設日の１か月前から前日までに電話で申し込みください。
　○開 設 日　　原則　毎月第３火曜日
　○相談時間　　１０：００～１４：００
　○相談場所　　大子町役場
予約・問合せ　水戸北年金事務所　℡０２９－２３１－２２８３
　　　　　　　（音声案内が流れますので、最初に１、次に２を押してください。）

■問合せ　水戸北年金事務所　　　☎029-231-2381
　　　　　町民課　国保年金担当　☎76-8125

～予約制による
年金相談のご案内～

国民年金

豆ちしき

だいご婚活支援ネットワークから
成婚者が誕生しました

　だいご婚活支援ネットワークでは、毎月１回
結婚相談会を開催し、独身者に対する結婚活動
の相談やマッチング等の支援を行っています。
　この度、めでたく１組目となる成婚ご夫婦が
誕生しました。

～神長慎さんからのメッセージをご紹介します～
　３年前に婚活を始め、様々な婚活パーティーに参加しましたが、実を結ぶことがありませんでした。
そこで、婚活アドバイザーの伊藤さんからの紹介により、絵美さんとお見合いをしました。絵美さ
んとは知り合ったその日から、言葉のキャッチボールが続き、結婚に至りました。
　出会いの場として、お見合いも一つの選択肢なのかなとわたしたちは思います。

ご成婚誠におめでとうございます。末永くお幸せに・・・

夫：神長慎さん
妻：絵美さん
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ごみの現場から

ごみの減量と資源化に取り組んでいます
　わたしたちの毎日の生活から出るごみの処理は、皆さんが集積所に出すところから始まります。
　収集した燃えるごみは、環境センターで焼却処理等を行い、焼却灰は最終的に埋め立てられます。
燃えないごみは、ペットボトルや新聞、空き缶などの資源物、小型家電、粗大ごみなどに分別され、ほ
とんどがリサイクルされます。
　ごみの減量には、マイバックの利用や「ごみ減量の３Ｒ」
の実践など、ごみの分別と資源化が特に有効ですので、
皆さんのご協力をお願いします。
　シリーズで、ごみの出し方についてお伝えしてきまし
たが、今月号では、ごみを減らすための３つのポイント
を紹介して最終回とします。

■問合せ　生活環境課　　☎76-8802
　　　　　環境センター　☎72-3042

～ごみを減らすための３つのポイント～

　「容器」とは商品を入れるもの（袋を含む）、「包装」とは商品を包むもので、中身の商品を使った後、
不要となるプラスチック製の容器や包装のことをいいます。　　目印はこのマークです！

　お菓子・食品・ティッシュ・おもちゃ等の紙箱類、包装紙類、ノート、教科書などの紙製の物は、
「雑がみ」と呼ばれ再生できる紙です。雑がみは缶の日に雑誌類と一緒に回収しています。

～シリーズ～

【ごみ減量の３Ｒ】
Reduce（リデュース）・・ごみの抑制
Reuse（リユース）・・・・再使用
Recycle（リサイクル）・・再生利用

生ごみ～今日から始める生ごみダイエット～

容器包装プラスチック～燃やすごみから資源物へ～

雑がみ類～雑がみもリサイクル～

紙箱等は潰して、
十文字に縛って
出してください。

紙箱類 包装紙類 ノート等

ポイント１

ポイント２

ポイント３

捨てる前にひとしぼり

食べ残しを減らそう

生ごみの堆肥化
生ごみは水気を切って。
捨てる前にギュッと絞ろう！

もったいない！
食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らそう。

生ごみ処理容器等の購入につ
いて補助制度があります。
詳しくは生活環境課へ。

事業者のみなさんもご協力ください。
　ごみを減らし環境への影響を抑えるためには、家庭ごみと同様に事業系ごみについても減量に取り組まな
ければなりません。事業系ごみは、排出事業者の責任のもと、リサイクルや適正処理をお願いします。

回収ボッ
クスへ！

食べ残し
腐敗・カビ

期限切れ

フィルム類 パック・カップ類 ボトル類 チューブ類

お菓子の袋など

食用油や
シャンプーの
ボトルなど

マヨネーズ、
わさびの
チューブなど

コンビニ等の弁当の容器、豆腐の容器、
たまごの容器、プリンの容器など
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CALENDAR

※事業によっては、12：00～ 13：00が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

2018

連　絡　先

カレンダー ３
March弥生

中 央 公 民 館 72-1148
保 健 セ ン タ ー 72-6611
役 場 庁 議 室
役 場 第 一 会 議 室
役 場 第 二 会 議 室
役 場 第 １ 分 室
役 場 第 ２ 分 室
議 会 事 務 局 72-1115
総 務 課 72-1114
ま ち づ く り 課 72-1131
観 光 商 工 課 72-1138
財 政 課 72-1119
税 務 課 72-1116
農 林 課 72-1128
建 設 課 72-2611
福 祉 課 72-1117
地域包括支援センター 72-1175
健 康 増 進 課 72-6611
生 活 環 境 課 76-8802
衛 生 セ ン タ ー 72-3076
環 境 セ ン タ ー 72-3042
町 民 課 72-1112
会 計 課 72-1118
消 防 本 部 72-0119
水 道 課 72-2221
生 涯 学 習 担 当 72-1148
学 校 教 育 担 当 79-0170
国 体 推 進 室 72-1149
社 会 福 祉 協 議 会 72-2005
文化福祉会館「まいん」72-2005

 救急協力当番病院 

慈泉堂病院 ☎72-1550
久保田病院 ☎72-0023
保内郷メディカルクリニック☎72-0179

　月の納付の
お知らせ

３月の広域無料法律相談の
お知らせ

税務課　☎72-1116 総務課秘書職員担当　☎72-1113

日　時　３月８日（木）
　　　　13：30～16：30
会　場　トコトコ大田原３階市民交流センター
　　　　（大田原市中央１－３－１５）
予約先　大田原市総務課
　　　　☎0287-23-1111
　　　　３月１日（木）から予約を受け付
　　　　けます。（先着１８人）

町の人口と世帯
（平成30年２月１日現在） （前月比）

★人　口　 17,715人　（－29）
　　男　　　8,690人　（－13）
　　女　　　9,025人　（－16）
★世帯数　　7,464戸　（－1）

３月は、
通常納期のものは

ありません。

毎週水曜日　午後７時まで
＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
＊税務課 ☎72-1116
取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
詳しくは各担当課に事前にお問い合わせください。

延長窓口のお知らせ３

月　日 病　院
2月26日㈪～ 3月 4日㈰ 慈泉堂病院

5日㈪～  　  11日㈰ 保内郷メディカルクリニック
12日㈪～  　  18日㈰ 久保田病院
19日㈪～  　  25日㈰ 慈泉堂病院
26日㈪～ 4月 1日㈰ 保内郷メディカルクリニック

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日（木）
2日（金）
3日（土）
4日（日）
5日（月）お知らせ版３月５日号発行
6日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
7日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般
8日（木）無料法律相談会 10：00～15：00 要予約
9日（金）巡回労働相談 10：00～14：30 一般
10日（土）
11日（日）結婚相談会 10：00～15：00 一般
12日（月）
13日（火）１日年金事務所（出張年金相談） 10：00～14：00 要予約

（予約先：水戸北年金事務所☎０２９－２３１－２２８２）
定期健康相談 13：30～15：00 一般

14日（水）飲用井戸水水質検査 10：00～11：00 一般
15日（木）
16日（金）
17日（土）
18日（日）
19日（月）
20日（火）広報だいご４月号発行

お知らせ版３月20日号発行
定期健康相談 13：30～15：00 一般

21日（水）春分の日
22日（木）
23日（金）いばらき就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般
24日（土）
25日（日）
26日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
27日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
28日（水）
29日（木）
30日（金）
31日（土）
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１１日

　今年で５１回目となる奥久慈湯の里大子マラソン大
会が、１１日に開催されます。アップダウンが激しく、
厳しいコースとして有名な大会で、今年は１８２７人
がエントリーをしています。
　まだ寒さが残る時期ですが、子どもから大人まで、
寒さを吹き飛ばすように走り抜けていくランナーの応
援をお願いします。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認ください。

今月のイベント３月

Pick UpPick Up
第５１回
奥久慈湯の里大子マラソン大会

「まいん」アートウィーク情報
　「まいん」アートウィークでは、様々なアート作品を展示していますので、お気軽にご鑑賞ください。
■展示場所　文化福祉会館「まいん」１階　ホワイエ
■展示内容

※団体の都合により変更や中止になることもあります。

展示期間 内　　容

3 月 3日～ 3月 11日 奥久慈大子フォトコンテスト入選作品
※雛飾り展示中のため、文化ホールエントランス前に展示します。

3月 9日～ 3月 16日 障がいのある方が創った作品展（仮称）

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

3 日 百段階段でひな祭り 大子町商工会 ☎ 72-0191

3 日 奥久慈大子「アップルパイを食べよう！」（一社）大子町特産品流通公社 ☎ 76-8220

4 日 河川清掃 生活環境課 ☎ 76-8802

10 日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

11 日 サバイバル体験をしよう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

11 日 第５１回奥久慈湯の里大子マラソン大会 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

17 日 まちづくり講演会 まちづくり課 ☎ 72-1131

24 日 Street BUG　オープニングイベント まちづくり課 ☎ 72-1131

24 日 第２２回湯の里名画座「しゃぼんだま」 茨城映画センター ☎029-226-3156

25 日 第７回定期演奏会 大子清流高等学校　吹奏楽部 ☎ 72-0079
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だいごアート通信
アートのまちづくり 展示・催し物案内 平成30年

3
月

地域おこし協力隊

菊池 彩稀 の

■発行・編集■ 大子町役場まちづくり課 〒319-3526 大子町大子866 TEL 72-1131 FAX 72-1167

第２回大子商売（あきない）博物館が開催されます。大子の商店

街の25店舗を会場に、商店街の歴史に関わる古写真、絵葉書、映像、古道具などが展示されます。

私も旧ロンシャンにて、写真展を開催します。この機会に大子の商店街の歴史に触れてみてはいか

がですか？ 【期 間】 2月10日(土)から3月4日(日)まで

【会 場】 街かど美術館・旧外池呉服店付属店舗・旧Lump’s・

旧萬屋商店・旧ロンシャン他20店舗

【主 催】 らっしゃいでぇご隊

第３弾の今回は、わたしが近年フィル

ムで撮りためた写真で写真展を開催する

予定です。是非皆さんにみていただきた

いなと思っています。

【期 間】 3月17日(土)から

25日(日)まで

【会 場】 文化福祉会館まいん

ホワイエ

大子商売（あきない）博物館

５gallery’s（ファイブギャラリーズ）

３月21日(水･祝)から25日(日)までの5日間 大子まちなかアートウィーク！！

大子町が推進するアートを活かしたまちづく

り事業の一環として、昨年から取り組んでいる、

常陸大子駅周辺商店街への大型壁画の展示

『 Street BUG（ストリートバグ）』。そのお

披露目イベントとして、大子まちなかアート

ウィークが開催されます。こちらに紹介したも

の以外にもイベントが増える予定ですのでお楽
しみに！

この作品も

商店街のどこかに

展示されます

(イメージ図)。

大子商売（あきない）博物館 と ５gallery’s（ファイブギャラリーズ）

アートミーティング登壇者（予定）

友常 みゆき
地域おこし協力隊、

鍛金作家。

佐藤 悠
知ったかアート大学

大子校 学長。

上原 耕生
袋田病院の造形教室に

も関わる現代美術家。

【会 場】 文化福祉会館まいん ホワイエ

上原耕生・佐藤悠・友常みゆき他、芸術家･作
家によるトークライブ。

【日 時】 3月24日(土)
午後1時30分から 2時間程度

【会 場】 大子フロント
（常陸大子駅前の旧森山写真館）

【テーマ】 「地域とアートの化学反応」

作品展示

アートミーティング

詳しい日時や開催場所は、3月5日発行のお
知らせ版、または大子町のホームページやチラ
シをご覧ください。

●鍛金作品　　　　　　　ともつねみゆき
●アートビーチくじはま　茨城大学一ノ瀬彩研究室、日立市
●だいごの海　　　　　　大子町・日立市の子どもたち、
　　　　　　　　　　　　ともつねみゆき
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全面通行止め

迂回路

第５１回奥久慈湯の里大子マラソン大会実施に伴う

【日時】３月１１日（日）午前9時45分～正午
車両通行止のお知らせ

＜黒沢地区＞

 ※旧浅川温泉入口～磯部住宅入口は，
ハーフ最終ランナー通過後に解除

＜槙野地地区＞

＜浅川地区＞

旧黒沢中

大子町役場

浅川集会所

ＪＡ

県
道

梨
野

沢
大

子
線

ゴルフ場

大子清流高校

後場峠

至常陸大宮市

道の駅だいご

中央公民館

消防署

森林の温泉 大子温泉やみぞ

湯の里大橋

会 場

おやき学校

さはら小

ハーフ第２折返し

梨野沢

下野宮地区

大金沢

至大田原

至

那

珂

川

町

至矢祭町

＜
迂
回
路

＞

町営磯部住宅

学校給食センター

初原集会所

＜
迂

回
路

＞

池田橋

松沼橋

大子中学校

ハーフ第１

折返し

R461

R118
５ｋｍ折返し

１０ｋｍ折返し

奥久慈茶の里公園

旧浅川温泉入口

（大子広域公園）

＜＜

R118

R461

中内橋

久慈川橋

久

慈

川

大会を安全に運営するため、

皆さんのご協力をお願いします。

●交通規制中は、車両による通行が制限されます。

当日は、係員の指示に従い迂回をしてください。

●交通規制時間は目安のため、当日の状況等によ

り変わることがあります。

至八溝山

■問合せ　奥久慈湯の里大子マラソン大会事務局（教育委員会事務局　生涯学習担当内）　☎72-1148
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広報 第24号

レッドエンジェルス

作　　成　　大子町消防団
　　　　　　女性団員広報部
消防本部内　　大子町池田 2626
　　　　　　☎ 72-0119

第23回　全国女性消防団員
活性化広島大会

　去る１１月１６日、１７日の２日間、広島グリーンアリーナにおいて「全国女性消防団員活性化広島大会」が行わ
れました。“みんなで減災！輝け　消防女子”をテーマに、全国の女性消防団員が大結集しました。
　大子町女性消防団は２年に１度参加していて、今年は部長、班長、佐川副団長の３人が参加しました。
　大会では、防火防災啓発劇、「女性パワーと地域防災力強化」をテーマとしたパネルディスカッション等、会場
内に設置された消防活動ＰＲコーナーを通して、他県の女性消防団の活動事例を知ることができたので、今後の
活動に活かしていきたいと思います。

　平成２９年１１月１９日（日）に、大子町消防本部にて、大子町消防団更新車両引渡式が行われました。
　第１分団第５部に軽自動車積載車、第８分団第１部に消防ポンプ自動車が更新されました。

消防団活動ＰＲコーナーの展示の様子

大子町消防団更新車両引渡式

写真左・消防ポンプ自動車

写真右・軽自動車積載車

消防団施設維持
管理審査

　平成２９年１１月２６日に、消防団施設維持管理審査が
行われました。

最 優 秀 賞        第３分団      第４部 ( 槇  野  地 )
優   秀   賞     　第２分団      第４部 ( 上  金  沢 )
優   秀   賞     　第６分団      第５部 ( 大       塩 )
優   秀   賞        第１分団      第１部 ( 泉       町 )
優   秀   賞        第３分団      第２部 ( 下       郷 )
優   秀   賞        第８分団      第６部 ( 大       沢 )
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日本消防協会から車両を受領
　平成２９年１２月２１日（木）に、茨城県立消防学校において、
公益財団法人日本消防協会から車両を受領しました。
　日本消防協会から全国に寄贈された２１台の車両のうち、
茨城県内では、大子町消防団でいただくことができたので、
今後の消防団活動に更なる機動力を生かしたいと思います。
　藤田稔大子町消防団長（写真左）が、茨城県消防協会長　
葉梨衛会長（写真右）から、プレミアムキーを受領しました。

　１月８日 ( 月 ) に、消防出初め式が行われました。
文化福祉会館「まいん」で行われた式典では、女性
消防団員の益子さや子団員が、永年勤続優良団員表
彰（１５年以上勤続）功労章で表彰されました。

平成30年
消防出初め式

～女性消防団員募集中～

私たちと一緒に活動しませんか？

お問い合わせは
　大子町消防本部まで！

大子町大字池田２６２６
ＴＥＬ  ７２-０１１９
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※「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課　☎７２－１１１４までご連絡ください。

発　行／大子町役場  総務課総務担当
〒319-3526  茨城県久慈郡大子町大字大子866番地
Tel／0295-72-1111（代）／0295-72-1114（直通）
Fax／0295-72-1167
E-mail／soumu@town.daigo.lg.jp
http：//www.town.daigo.ibaraki.jp/

町の情報をアプリでお知らせ
iOS/Android 対応 大子町公式アプリ
App Store/Google play から
無料でダウンロードできます。 大子町 検索

フォトだいご

　全国的に厳しい寒さが続く中、大子町でも１月中

旬から下旬にかけて冷え込む日が続き、冬の風物詩

であるシガや滝の凍結を見ることができました。

　なかなか見られない光景ということもあり、寒さ

にもかかわらずたくさんの方が大子町を訪れ、冬の

景色を楽しみました。

奥久慈冬の風物詩

奥久慈冬の風物詩「シガ」

②嵯峨草橋付近

④月待の滝（１月２６日）

①大字下野宮

③大字矢田

⑤袋田の滝（１月２６日）

①

大子町役場

袋田の滝

月待の滝月待の滝

久野瀬（表紙）久野瀬（表紙）
大子広域公園

至矢祭町

至常陸大宮市

②
③

⑤⑥
袋田駅

下野宮駅

常陸大子駅

④

461

118
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