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袋田の滝キャラクター　たき丸

花と緑と若者の住む　互いに支え合う心豊かなまち
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２０１８大子来人 ～ダイゴライト～
　秋の紅葉、冬の凍結と季節によって表情を変える国名勝袋田の滝。そんな袋田の滝をよりいっそう
魅力的に彩るライトアップが今年も始まりました。
　「自然・星空・水」というテーマでライトアップされたトンネルや、繊細な水墨画のように演出さ
れた滝の様子をご紹介します。

　トンネルに入ると続く光の道では、「自然」をモチーフとしたランプが出迎えてくれます。
温かみのある木彫りのランプは、四季折々の草木の柄となっていますので、どのような草木
がデザインされているか、訪れた際にはぜひ探してみてください。

　さらに奥に進むと、星空
や水を連想させるような空
間が広がります。トンネル
全体に水のゆらぎや波紋が
投影された水のエリアで
は、まるで水中にいるよう
な不思議な感覚を味わうこ
とができます。

　最後のエリアを抜けると、繊細な水墨画のように浮かび
上がる滝へと辿り着きます。暗闇の中に浮かび上がる滝は、
まさに幽玄の美と呼べるでしょう。
　紅葉も終わり、日に日に寒さが厳しくなる季節ですが、
今しか見ることのできない景色をぜひご覧ください。

期　間：平成３１年１月３１日（木）まで　毎日開催
　　　　１１月／日没から午後８時まで
　　　　１２月～１月／日没から午後７時まで
入場料：大人３００円　　子ども１５０円
　　　　団体割引（３０人以上）５０円引
主　催：大子町、大子町観光協会

■問合せ　大子町観光協会　☎７２-０２８５
　　　　　観光商工課　　　☎７２-１１３８

袋田の滝ライトアップ
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旧浅川温泉を再生したゲストハウス
「Ｌａｈａｒ（ラーハ）」がオープンしました

　地域おこし協力隊の小松﨑隊員が昨年の１１月から準備を進めて

きたゲストハウス「Ｌａｈａｒ」が１１月１日にプレオープンし、

１１月１９日にグランドオープンしました。

　「Ｌａｈａｒ」は、旧浅川温泉の建物を再活用したゲストハウスで、

当時の浅川温泉と同じように温泉を楽しむことができます（日帰り

の温泉施設はありません。）。また、宿泊者同士が気軽に交流できる

宿になっています。

　小松﨑隊員は、地域おこし協力隊として、浅川温泉再生のほか、キャンドルアートによる地域活性化

に取り組んでいます。「Ｌａｈａｒ」では、キャンドルの購入やワークショップの体験をすることがで

きます。

　旧浅川温泉が、様々な経験ができ、たくさんの出会いのある場所に生まれ変わりました。

　皆さん、是非一度ご覧になってください。

　たくさんの方々のご協力のおかげでオープンできたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。関わっ

てくださった皆さん、本当にありがとうございます。この場所から大子町の魅力を伝えて、人と人、ま

た地域を繋ぐ場所にしていけたら、そして来る方がゆっくりのんびり肩の力を抜いて楽しめる宿にして

いけたらと思っています。

【小松﨑隊員からのコメント】

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131
　　　　　ゲストハウス「Ｌａｈａｒ」　　☎080-9041-9055

ゲストハウス「Ｌａｈａｒ」　　大子町大字浅川２３３６番地１
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❤

❤

❤

いばらき結婚応援パスポート「ｉ
ア イ パ ス

ＰＡＳＳ」

１
い い 夫 婦 の 日

１月２２日（木）から配布スタート

＼新婚夫婦等
を応援します

／

　茨城県では、結婚予定のカップルや新婚夫婦を社会全体で応援するため「いばらき新婚夫婦等優待制度」
を開始します。いばらき結婚応援パスポート「ｉＰＡＳＳ」を協賛店（結婚式場やホテル、飲食店、スーパー
など）で提示すると、様々な特典サービスが受けられます。

結婚前はピンクのカード、結婚後はブルーのカード

❤協賛店と特典サービス……………………
　料金割引やポイントの付与、無料サービスなど
は協賛店ごとに設定されます。最新情報について
は、専用ホームページをご確認ください。
　また、協賛いただける店舗を随時募集していま
す。詳しくは、茨城県少子化対策課へお問い合わ
せください。

❤申込み対象者…………………………………
①おおむね１年以内に結婚を予定しているカップル
②平成 30 年 4月1日以降に結婚した新婚夫婦
※①、②ともに１８歳以上の方であれば、年齢制限はあり
ません。また、県内外は問いません。

❤入手方法……………………………………………………………………………………………

❤有効期限……………………………………
①結婚予定カップル：発行日から１年間
②新婚夫婦：結婚した日から１年間
※②で平成３０年４月１日～１１月２２日に結婚した
カップルは、平成３０年１１月２２日から１年間有効

　①と②を合わせて最長２年間有効

１　婚姻届提出時に大子町役場町民課の窓口で交付
　　窓口時間外（平日午後５時１５分以降）や休日窓口、県外などで婚姻届を提出する場合や、結婚予定
のカップルの場合は、次の２又は３の方法で入手してください。

２　申請書に記入して郵送で申込み
　①申請書をホームページからダウンロードしてください。
　　http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/ipass/
　②必要事項を記入の上、返送用切手８２円分を同封し、次の宛先へ
　　郵送してください。
　　〒 310-8555　茨城県水戸市笠原町９７８－６　茨城県少子化対策課
　③記載内容に不備などがなければ「ｉＰＡＳＳ」が自宅に届きます。

３　アプリからダウンロード
　①アプリストアから、いばらき結婚応援パスポート「ｉＰＡＳＳ」をダウンロードし、必要事項を登録
してください（１１月２２日（木）からダウンロードできます。）。

　②登録完了後、アプリ画面にカード画像が表示されます。
　　１及び２はカップル１組につき１枚、３はカップルそれぞれダウンロード可

■問合せ　茨城県少子化対策課　　　　　　☎029-301-3261
　　　　　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131
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大子町
国体通信
vol.９

【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５日（金）、６日（土）に福井県大野市で福井しあわせ元気国体カヌー競技会が開催されました。
大子町からは、井戸奈津美選手が茨城県代表として出場し、ワイルドウォーター１５００ｍで第３位、
ワイルドウォータースプリントでも第３位という成績を収めました。おめでとうございます。
　来年は、いきいき茨城ゆめ国体です。ぜひ活躍を期待しています。

　今年も町内の小中学校に花いっぱい
運動の協力をいただきました。

　奥久慈カヌークラブの皆さんのご指導の
もと、楽しくカヌー体験ができました。

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

花いっぱい運動試行栽培 カヌー体験教室を開催しました

福井しあわせ元気国体
　カヌー競技会が開催されました

茨城国体カヌー競技会まで
あと318日

（11月 20日現在）

ワイルドウォーター（1500 ｍ・スプリント）２種目で３位入賞をした井戸奈津美選手

イベントで国体ＰＲ！！
「いばらき都市緑化フェスティバル」と「奥久慈大子まつり」で国体ＰＲを行いました。
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　元気で住み良い日本一の子育て・福祉のまちとするために、町では次の５つの項目に重点を置いた施策を
実施しています。
　　①健康長寿・医療福祉体制の充実　　②子育て・教育支援の充実　　③特産品・地場産業の振興
　　④観光・交流の促進　　⑤安全安心な生活環境の充実
　今号では、③特産品・地場産業の振興について、主な事業の概要及び進捗状況をお知らせします。

■問合せ　大子町特産品流通公社　☎76-8220

平成30年度の主な事業の概要及び進捗状況について③

■特産品・地場産業の振興
特産品・地場産業の振興により、地域の稼ぐ力を高める施策

　大子町の特産品を積極的に広報し、販路の拡大を図るため、平成２９年１１月に設立された一般
社団法人大子町特産品流通公社に対し、国の地方創生交付金を活用しながら支援を行っています。

　　予算額：１，８４６万２，０００円

　大子町特産品流通公社は、イベントや商業施設でのPR活動、生産現場におけるヒアリングなど
を通し、消費者と生産者をつなぐ役割を果たしています。

大子町特産品流通公社運営支援事業

イベント等でのPR活動
　大子町が誇る特産品をより多くの方に
知ってもらうため、イベントや商業施設
におもむきPR活動を行っています。
　具体的には、実際に商品を販売するイ
ベントや、町の特産品ができるまでの写
真を展示するイベントなどにより、町内
外の方に向けて情報を発信しています。

大子町農産品ブランド「だいごみ」の認証
　大子町農産品ブランド「だいごみ」の認証事業は、町の農産品を
ブランド化し、町内外に PRすることで、さらなる販路拡大や、品
質向上につなげることを目的として実施されています。
　認証事業は、町から委託を受けた大子町農産品ブランド推進協議
会が行うもので、公社は推進協議会の事務局として事業をサポート
しています。
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　北茨城市・大洗町・大子町の３市町が、互い
に連携し、それぞれの資源や情報を有効に活用
して地域の発展を図る目的で、「北茨城市・大洗
町・大子町の観光振興における連携協力に関す
る協定書」の締結式を行いました。
　今年度の具体的な事業計画としては、３市町
の観光資源を活かした周遊ルートの検討や、行
政、観光協会、ホテル旅館組合による意見交換
会の開催などが盛り込まれています。

　文化福祉会館「まいん」において、約３００
人のご遺族の参列のもと、大子町戦没者慰霊平
和祈念式を挙行しました。
　祈念式は、先の大戦において戦没された大子
町関係の方々の御霊に対し、追悼の意を捧げる
とともに、恒久平和への決意を新たにするため、
４年に一度挙行されているものです。当日の式
典の中では、戦没された方に対する黙祷や献花
が行われました。

　文化福祉会館「まいん」周辺で、奥久慈大子
まつりが開催されました。
　当日は、町内外の各種団体によるステージ演
出のほか、PRブースや飲食ブースが設けられ、
迫力のあるよさこい演舞や模擬上棟式、おいし
い食べ物、その他体験コーナーなどがたくさん
の来場者でにぎわっていました。

観光振興における連携協定

大子町戦没者慰霊平和祈念式

奥久慈大子まつり

９月２６日

１０月３日

１０月１４日

ニュースだいご
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ご存じですか？ 児童扶養 手当&特別児童扶養手当
　父母の離婚などにより、父（母）と生計を共にしていない児童の母（父）又は父母に代わってその
児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給が
制限されます。

児童扶養手当

手当の対象となる児童

　手当の対象となる児童は、父母又は父か母の一方がいない等の児童です（１８歳に達する日以後の
最初の３月３１日までの間にある児童、身体又は精神に障がいのある場合は２０歳未満の児童）。支給
要件の詳細については、福祉課までお問い合わせください。

手当の支給対象とならない場合

　受給資格者又は児童が日本国内に住所を有していない場合や、児童が父又母と生計を同じくしてい
る場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は、父母が重度の障がいにある場合を除き、手当は
支給されません。

※平成３０年４月～平成３１年３月

支給月額

対象児童数 全部支給 一部支給

１人目 ４２，５００円 ４２，４９０円～１０，０３０円

２人目 １０，０４０円 １０，０３０円～５，０２０円

３人以降 ６，０２０円 ６，０１０円～３，０１０円

●受給資格者等の所得制限限度額表

所得による支給制限

　受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（父母・祖父母・子・兄弟など）の前年の所得が下
表の限度額以上である場合は、その年度（８月から翌年７月まで）の手当の一部又は全部の支給が制
限されます。

　　　　　　所　得

扶養親族数
受給資格者（本人） 配偶者、扶養義務者、

孤児等の養育者全部支給 一部支給
０人 　490,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
１人 　870,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
２人 1,250,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
３人 1,630,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円
４人 2,010,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円
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ご存じですか？ 児童扶養 手当&特別児童扶養手当
　精神若しくは身体に障がいのある２０歳未満の児童を家庭で監護する父母又は父母に代わってその
児童を養育している方に手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給停止とな
ります。

特別児童扶養手当

手当の対象となる児童

　◆身体障害者手帳のおおむね１級、２級、３級程度に該当する方（内部的疾患を含む。）
　◆療育手帳の判定がⒶ・Ａ・Ｂ程度の知的障害又は同程度の精神障害の方（身体障害者手帳、療育

手帳をお持ちでない方も対象になります。）

手当の支給対象とならない場合

　前記のいずれかに該当する場合でも、児童が施設に入所している場合、児童が障がいによる公的年
金を受けることができる場合、申請者及び児童が日本国内に住所がない場合には、手当は支給されま
せん。

■問合せ　福祉課　社会福祉担当　☎72-1117

※これらの手当は、申請をしなければ受けることができませんので、ご注意ください。

所得による支給制限

　請求者（本人）や配偶者及び扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度（８
月から翌年７月まで）の手当の支給が停止となります。

●請求者等の所得制限限度額表

１級 ５１，７００円
２級 ３４，４３０円 ※平成３０年４月～平成３１年３月

支給月額（児童１人につき）

　　　　　　所　得
扶養親族数 請求者（本人） 配偶者及び扶養義務者

０人 4,596,000 円 6,287,000 円
１人 4,976,000 円 6,536,000 円
２人 5,356,000 円 6,749,000 円
３人 5,736,000 円 6,962,000 円
４人 6,116,000 円 7,175,000 円

５人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 213,000 円ずつ加算
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地域おこし協力隊活動報告vol.55

飯田　萌美（いいだ　もえみ）

小松﨑　愛（こまつざき　あい）

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

隊員氏名

隊員氏名

【奥久慈茶カフェ巡り】
　9月～ 11月は学校給食でミニおやきの注文をたくさん頂いたり、小学校の校外学習でおやき体験の予約を
去年より多く頂いたり、イベント出店に出かけたり……と、忙しいけれど嬉しい出来事が盛りだくさんでした。
　その中でも、水出し奥久慈茶とおやきのセットを提供した「奥久慈茶カフェ巡り」では、初めておやきを
食べたという方や、お茶のイベントを知って遠方から大子町へ遊びに来てくれた方など、奥久慈茶を通して
様々なお客さんとお話ができ、特に印象に残りました。これから寒くなりイベントも少なくなる季節ですが、
むしろおやきはホカホカでもっとおいしくなる季節！今後は閑散期のイベント等を企画し、大子町のおやき
を広めたいと思います。

【協力隊に就任して、1年が経ちました。】
　去年の 11月 1日に協力隊に就任し、ちょうど 1年が経ちました。
　全ての環境を変え、夫婦でのゲストハウスの夢を叶える為、一大決心で飛び込んだ大子町でしたが、町役
場の皆さんや協力隊メンバー、そして大子町民の皆さんの温かい優しさのおかげで、本当に楽しい 1年とな
りました。
　たくさんのイベントを通して、大子町の皆さんの町に対する熱い思いや、おもてなし精神の高さは学ぶこ
とが多く、毎日に季節の移り変わりを感じながら過ごせる自然の豊かさや、丁寧に暮らす皆さんの姿に感動し、
大子町への愛情が増すばかりの毎日です。
　そして 1年目になる記念すべき日に、活動の中心であった旧浅川温泉の再生事業であるゲストハウス　
Lahar( ラーハ ) がオープンしました。
　皆さま、今度ともよろしくお願いします！

■問合せ　農林課　農林担当　　　　　　　☎72-1128
　　　　　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131
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■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131

　今回は、全国の森林セラピー基地で活躍する「森を案内するガイド」がどんなことを行っているのかをご紹介しま
す。全国の森林セラピー基地には、森林セラピーの知識を有する登録ガイドがいて、参加者の心身の健康づくりを目
的に、森林セラピーロードを案内しながら、森の音や香り、樹皮の手触りや植物の持つ薬効の解説等、森林浴を通し
て参加者の「五感を開く」お手伝いをしています。森林ウォーキング等の運動療法のほか、リラクゼーションやスト
レスケアを目的とした呼吸法などの体験を提供するなど、森を歩くプログラムに加えて各種インストラクターとの連
携によるアロマやヨガなど一連の体験プログラムや、地域特産の旬の健康食の提供など、参加者に癒しの時間を提供
します。
　大子町では、これから森を案内するガイド養成のほか、町内の森林セラピーの普及を目的に「森林セラピー基礎講
座」を全３回（※単日の参加も可）実施します。森林セラピー事業や森のガイドにご関心をお持ちの方はぜひご参加
ください。

【森林セラピー基地では、どんな人がどんなことを行うの？】

＊＊森のコラム【森林セラピーの先進地の取組】＊＊

　森林セラピー先進県といわれる
山岳地帯の長野県では、身体が不
自由な方に対してどうやって森の
中に入っていただくか県をあげて
の福祉政策「ユニバーサルフィー
ルド」の拡大を進めており、「で
きないと決めつけるのではなくで
きるようにする」という価値観の
もと、森林環境の整備を進めてい
ます。

森林セラピー基礎講座の日程
第１回 11月 28日（水） 大子町保健センター
第２回 11月 29日（木） 文化福祉会館「まいん」・奥久慈憩いの森
第３回 平成 31年 1月 18日（金） 文化福祉会館「まいん」

「水の音を聞く」 「森がカウンセリング」 「葉を透かしてみると？」

ユニバーサルフィールドと“キッポ”

森林セラピー先進地長野県視察報告会
12月 10日（月）　午後２時 大子町保健センター
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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づくりを進めて
います。
　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、他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、学年毎にも地域の方々からご協力をいただいてい
ます。１～３年生は、運動会に向けてのダンスの指導をしていただきました。今後は、３年生がスナッ
グゴルフを、４年生が食生活改善推進委員の方々のご指導のもと、調理実習を、５年生はしめ縄作りを、
６年生は茶道体験を予定しています。
　例年実施している児童引き渡し訓練では、保育所にもご協力いただき、中学校、特別支援学校、本校
の４校合同による訓練を実施しました。
　保育所、中学校、特別支援学校との異校種間交流にも積極的に取り組んでいます。お互いの学校を
訪問し合い、体験活動を通して親睦を深めています。今年度は、さらに大子清流高校の生徒さん方に来
校していただき、１・２年生が野菜作りについて教えてもらう機会を作りました。作業後は遊んでいただき、
楽しいひとときを過ごすことができました。
　昨年度の町子ども議会での提案が実現した移動販売は２年目を迎えました。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がされています。
　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まいります。

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

第44回

大子町立
上小川小学校
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特産品流通公社だより
　一般社団法人大子町特産品流通公社（愛称：グラン
だいご）は、大子で生まれた優れた特産品を知っても
らうため、様々な活動を行っています。今号では、町
の特産品であるりんごとこんにゃくに関するニュース
をお届けします。

大子町の新品種りんご「奥久慈宝紅」
目揃え会で出荷基準などを確認

こんにゃくの販路拡大とブランド化目指して
「奥久慈大子こんにゃくの会」発足

　大子町産りんごのオリジナル品種「奥久慈宝紅」の出荷を前に、
JA常陸大子町りんご部会が 10月 16日に目揃え会を開催しまし
た。目揃え会には仲野廣部会長をはじめ、生産者など約 20人が
参加し、県山間地帯特産指導所で収穫した宝紅をモデルに、着色
や形、品質などによって秀品と優品の規格や販売・出荷基準を決
めました。
　宝紅は、蜜が多くて人気品種の「こうとく」と「ふじ」を交配
させた新品種として昨年商標登録されたりんごです。甘さと程よ
い酸味が特徴で食感も良く、蜜が入るものもあります。県農業総
合センター及び同部会によると、今秋の適格品はまだ量が少なく、
すべてのりんご園で本格販売するのは数年後になる見込みとのこ
とでした。公社では、数量限定で予約販売を行いました。

　大子町の特産品の一つ、こんにゃくのさらなる品質向上と販路拡大を目指し、「奥久慈大子こん
にゃくの会」の設立総会が 10月 17日に開催され、立会人の綿引町長ほか関係者 21人が参加しま
した。会の発足に伴い、同町で生産・製造・販売されるこんにゃくを「奥久慈大子こんにゃく」の
名称で統一し、ブランド化を図ることも決めました。
　大子町のこんにゃくは、江戸時代に水戸藩の専売品として藩財政を支え、同藩保内郷の中島藤衛
門がこんにゃく芋を粉末にする方法を考案したことで、その栽培と販売は全国に広がっていきまし
た。歴史ある特産品として地域経済を支えてきたものの、近年は従事者の高齢化や担い手不足など
によって収量、収益が伸び悩み、これまで生産、加工、販売の各者がそれぞれに活動してきたこん
にゃく業界の協力体制が不可欠と、会の発足に至りました。
　会長に就任した菊池常勝さんは、「本
来なら相反するところもあるが、互い
に協力し合わないと現在の厳しい状況
を乗り越えられない。皆さんの協力を
お願いしたい」と述べました。同会で
は今年度、PRグッズ製作や体験型イベ
ントの開催、SNS等での情報発信を行
い、町内外に「奥久慈大子こんにゃく」
をアピールしていく予定です。

■問合せ　大子町特産品流通公社　☎76-8220
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〇高齢者の権利を守ります！！
　福祉サービスを利用したいけれど、手続の仕方がわからない。金融機関に行ってお金を下ろ
したいけれど自信がない。訪問販売の人が来たとき、どう対応していいかわからない。毎日の
暮らしの中には、いろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。高齢
者の権利を守るための制度について、情報提供や利用支援をしています。また高齢者虐待につ
いての相談も受け付けています。

〇様々な問題に対応します！！
　高齢者に関する様々な相談について、様々な関係者や関係機
関へつなぎます。高齢者が元気でいきいきと生活し、要介護状
態にならないようにするための健康教室を開催しています。

〇充実した介護サービスを提供するために支援します！！
　町内の介護サービス事業所や医療機関などを対象とした会議
や研修を通じて、地域の関係者との顔の見える関係づくりをし
ています。またケアマネジャーからの相談支援を行っています。

■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
～住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるために～

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんの身近な相談窓口です。皆さんがいつまでも住み慣
れた地域で生活を続けていくために、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士などの職員が、
さまざまな面から支援しています。お気軽にご相談ください。

〇介護予防を応援します！！
　介護保険で要支援１・２の方、基本チェックリスト（※）により事業対象者となった方のケ
アプランを作成します。
※基本チェックリストとは、日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための
２５項目の質問票です。その結果から、どのような介護予防に取り組めばよいかがわかり
ます。

基本チェックリスト（一部抜粋）

地域包括支援センターでは、このような相談支援を行っています

□ 階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか

□ ６か月間で２～３ｋｇ以上の体重減少はありましたか

□ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

□ 週に１回以上は外出していますか

□ 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか
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大子町消費生活センターだより

　衣類の新しい「取扱い（洗濯）表示」は、記号のデザインが変更されただけではなく、種類が増え、記
号内に付加記号や数字が使われるなど、以前のものとは見た目も、考え方も大きく変わっています。
　衣類を購入するときは、用途やデザインだけではなく、家庭で洗濯がしやすいか、クリーニング店が利
用できるかなど、「取扱い（洗濯）表示」を参考にすると良いでしょう。

■問合せ　大子町消費生活センター（観光商工課内）　☎72-1124
　　　　　9:00～ 12:00、13:00～ 16:00（土日祝日、年末年始を除く。）
　　　　　毎週月、火、木、金曜日は、相談員が相談を受け付けます。

ご存知ですか？衣類の新しい「取扱い（洗濯）表示」

スポーツ着、作業着、子ども服

夏の衣類

おしゃれ着やニット

コートやジャケット、ドレス

　手軽に家庭で洗濯をしたい衣
類です。洗濯機の「標準コース」
などが使える表示を目安にする
と良いでしょう。

　汗汚れは水洗いしたいので、「家
庭洗濯」やクリーニング店での「ウ
エットクリーニング」ができる表示
がある衣類がおすすめです。

　家庭で洗う場合は、「洗濯機で
の弱い洗い方」や「手洗い」が
できる表示を目安にすると良い
でしょう。

　クリーニング店に依頼し
たい衣類は、「クリーニング」
ができる表示を確認しまし
ょう。

【例】

【例】

【例】

【例】

※詳しくは、消費者庁ホームページ「新しい洗濯表示」でもご確認いただけます。

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125

１か月に払う医療費が高額になるときは、
『限度額適用認定証』を申請しましょう。
　医療機関窓口での支払いは、『限度額適用認定証』を提示する
ことにより自己負担限度額までとなります。
　また、平成３０年８月から、70 歳以上７５歳未満で３割負担（現
役並み所得）の方は　負担区分が細分化され３段階になりました。
現役Ⅰ、Ⅱの場合も『限度額適用認定証』の交付を受けることが
できますので、町民課国保年金担当へ申請をしてください。

★申請が必要な方

●７０歳未満の方
●７０歳以上７５歳未満で低所得Ⅰ、Ⅱの方
●７０歳以上７５歳未満で現役Ⅰ、Ⅱの方
※「現役Ⅲ」「一般」の世帯の方は、保険証を提示
するだけで窓口負担が限度額までとなります。

◎限度額適用認定証の交付は、保険税の滞納のない世帯が対象と
なります。

◎保険外負担分や差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外と
なります。

▼【70 歳以上75歳未満の方の自己負担限度額】平成 30 年 8月から

区 分 所 得 要 件 限度額（月額）外 来
　現役Ⅲ 課税所得 690 万円以上 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）× 1％　＜多数回 140,100 円＞ 不要
　現役Ⅱ※1 課税所得 380 万円以上 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）× 1％　<多数回 93,000 円 > 必要
　現役Ⅰ※1 課税所得 145 万円以上 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1％　<多数回 44,400 円 > 必要
　一　般 課税所得 145 万円未満 18,000 円 57,600 円　<多数回 44,400 円 > 不要
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 ※ 2 8,000 円 24,600 円 必要
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯 ※ 3 15,000 円 必要

※1　現役Ⅰ、Ⅱの方が『限度額適用認定証』提示しなかった場合は、一旦『現役並Ⅲ』の自己負担限度額を医療機関窓口へお支払いただきます。
※ 2　住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方
※ 3　住民税非課税世帯で、世帯の各所得（年金の所得は控除額を 80万円で計算）の合計額が 0円となる方
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※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。

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
消 費 生 活 セ ン タ ー 72-1124
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 72-1148
社 会 福 祉 協 議 会 72-2005
文化福祉会館「まいん」72-2005

CALENDAR2018カレンダー 12
December師走

連　絡　先

 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　日 病　院
11月26日㈪～12月 2日㈰ 慈泉堂病院

3日㈪～  　  9日㈰ 保内郷メディカルクリニック
10日㈪～  　  16日㈰ 久保田病院
17日㈪～  　  23日㈰ 慈泉堂病院
24日㈪～  　  30日㈰ 保内郷メディカルクリニック
31日㈪～ 1月 6日㈰ 慈泉堂病院

　月の納付の
お知らせ

12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　12月13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
　　　　12月６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11月１日現在） （前月比）

★人　口　 17,353人　（－16）
　　男　　　8,520人　（－11）
　　女　　　8,833人　（－5）
★世帯数　　7,416戸　（－6）

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12
◆固定資産税　第３期
◆国民健康保険税　第６期
◆介護保険料　第６期
◆後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第６期
納期限は
平成31年1月4日（金）です。

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日（土）
2日（日）
3日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
4日（火）特設人権相談 10：00～15：00 一般

定期健康相談 13：30～15：00 一般
5日（水）お知らせ版12月5日号発行

心配ごと相談 13：00～15：00 一般
6日（木）
7日（金）
8日（土）
9日（日）
10日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
11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☎０２９－２３１－２２８３）
定期健康相談 13：30～15：00 一般

12日（水）飲用井戸水水質検査 10：00～11：00 一般
13日（木）
14日（金）巡回労働相談（ハローワーク常陸大宮） 10：00～14：30 一般

個別企業説明会 10：00～14：30 一般
15日（土）
16日（日）
17日（月）
18日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
19日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般
20日（木）広報だいご1月号発行

お知らせ版12月20日号発行
21日（金）いばらき就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般
22日（土）
23日（日）
24日（月）天皇誕生日
25日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
26日（水）物忘れ（認知症）相談 13：00～16：00 要予約
27日（木）
28日（金）
29日（土）役場年末年始休業（１月３日まで）
30日（日）
31日（月）
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今月のイベント12月

※各イベントの詳細については、事前に問合せ先にご確認ください。

Pick UpPick Up
２日

　文化福祉会館「まいん」を会場として、大子町健康まつりを開催します。
　当日は、健康を題材とした各種講演や、医師等による相談コーナー、健康度チェックコーナー
など、沢山の催しが予定されています。この機会に改めて健康への関心・知識を高めてみては
いかがでしょうか？

大子町健康まつり　健康づくりポイント対象事業

開催期間 イベント名 問合せ先

２日 大子町健康まつり 健康増進課 ☎ 72-6611

２日 リース作り 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

２日 スポーツ少年団駅伝大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

８日 第４回ふるさと歴史講座 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

10 日 森林セラピー基礎講座 まちづくり課 ☎ 72-1131

14 日 情報発信力講座 観光商工課 ☎ 72-1138

16 日 森に巣箱をかけよう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

22 日 みんなで作ろう！親子たこ作り教室 大子町青少年育成町民会議大子地区
会議事務局 ☎ 72-1148

中旬 大子広域公園ハーフリレーマラソン大会 大子町体育協会陸上部 ☎ 72-1148
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広報 第26号

レッドエンジェルス

作　　成　　大子町消防団
　　　　　　レッドエンジェルス広報班
消防本部内　　大子町池田 2626
　　　　　　☎ 72-0119

第 4分団出場選手
★ポンプ車操法の部
　指揮者　川上　誠
　１番員　星野　克季
　２番員　益子　拓也
　３番員　丸山　大樹
　４番員　益子　和輝
　補助員　益子　良博
★小型ポンプ操法の部
　指揮者　鈴木　紳太郎
　１番員　飯村　諭
　２番員　合津　辰也
　３番員　星野　諭
　補助員　鈴木　龍弥

〝第４分団健闘する〟 ポンプ車操法の部　　　敢闘賞
小型ポンプ操法の部　　優勝

　平成 30年 9月 30 日　第 69回茨城県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会が常陸大宮市おおみや消
防広場にて開催され、大子町消防団第 4分団（黒沢地区）が出場しました。
　結果は下記のとおりです。

【ポンプ車操法の部】
優　勝：常陸大宮市消防団
準優勝：ひたちなか市消防団
第３位：北茨城市消防団
敢闘賞：大子町消防団
　　　　那珂市消防団
　　　　日立市消防団
　　　　高萩市消防団
　　　　常陸太田市消防団

【小型ポンプ操法の部】
優　勝：大子町消防団
準優勝：常陸大宮市消防団
第３位：東海村消防団
敢闘賞：北茨城市消防団
　　　　常陸太田市消防団
　　　　那珂市消防団
　　　　高萩市消防団
　　　　日立市消防団
優秀選手賞：大子町消防団

２番員：合津辰也

３番員：星野　諭

☆６月21日に結団式が行われてから、選手の皆さんは大会まで訓練を重ねてきました。地域の方々や関係
機関・OBの方々や現役団員・そして家族の温かい支えにより頑張ってきました。そして、この様な結果を
残すことができました。皆さんの多大なるご支援・ご声援ありがとうございました。本年は、自治体消防
制度 70 周年にあたり、これを記念し第 6９回茨城県消防ポンプ操法競技大会各地区大会の優勝チームを
一堂に会した大会【自治体消防制度 70 周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会】が１１月１７日
に茨城県立消防学校にて開催されました。

☆自治体消防制度 70周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央地区大会結果は第27号で報告します。
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■問合せ　消防本部　☎72-0119

設置していますか“住宅用火災警報器” 　住宅用火災警報器は、寝ている時に火災に
気付き「逃げ遅れ」をなくすために、寝室に
設置するものです。２階に寝室がある場合は、
２階の寝室と階段上部にも設置してください。

住宅用火災警報器配付について
　一般社団法人茨城県消防設備協会から大子
町に住宅用火災警報器３００個の寄贈があり
ました。　
　寄贈に伴い、配付希望者の募集を行ったと
ころ多数の申請があり、８月２６日に消防本
部会議室において抽選を行い配付世帯を決定
しました。
　配付世帯の皆様には、順次各家庭を訪問し
配付しました。

「災害に強い安全で安心なまちづくり」 の実現
に向け、引き続きご協力お願いします。 

住宅用火災警報器の設置場所
①寝室…就寝する部屋
（子ども部屋等でも就寝に使用する部屋は設置します。）

②階段…寝室のある階の階段

寝室が１階のみ
取付場所

寝室が１階と２階
取付場所

①寝室１階

①寝室１階、２階
②階段２階上部

夏季消防訓練実施 消防・救急フェアー 2018
　平成 30 年 8月19 日（日）大子町立西中学校周辺
にて夏季消防訓練を実施しました。

災害想定
　8月19日午前8時59分、
茨城県北部震源とするマグ
ニチュード 7.0 震度 6 強、
直下型地震発生

平成 30年 8月 26日（日）
大子町消防本部　駐車場にて開催されました。

消防・救急フェア２０１８
暑い中、子ども達はとても元気に楽しんでくれました。

消防活動実施
　被災者の救出救護・消火
活動とともに関係機関との
連携密にして、被害を最小
限に抑えるため、消火活動
実施

　今年に入り、大きな自然災害が続いています。
　いつ、どこで想定外の災害に遭うかわからない
昨今です。災害に遭ってからではあわててしまっ
て冷静な判断ができません。
　日頃から一人ひとりが、防災に対し正しい知識
を身につけようとする心構えと、訓練を積んでい
くことで自然に行動出来る様になることが大事で
す。身近なところから始めてみましょう。

火災防御訓練

水幕による火災延焼防止

人命救出搬送訓練一般住民対象の救急法訓練

救助隊・救急隊デモンストレーション

異物除去ブース

心肺蘇生ブース

放
水
体
験
コ
ー
ナ
ー

創
傷
処
置
ブ
ー
ス

○応急手当スタンプラリー参加者
　　①保育所・幼稚園児等　２８人
　　②小学校児童　　　　　５３人
　　③保護者等　　　　　　６２人
　　④スタッフ　　　　　　３８人
　　　合計　　　　　　　１８１人
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 演 演

小学３年生以下の方は
保護者同伴とする

 演 演

小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は小学３年生以下の方は
保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする保護者同伴とする
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 学３年生以下の方は
保護者同伴とする

 前編　

トナカイと出会った少年。 

その出会い方は衝撃的だったけれど、次第に心が通じ合い、

何故か言葉まで通じるように。 

(その訳は後で明かされます。) 

ふと少年が思い出すのは、森で亡くなった、パパとママの

こと… 

「パパとママに会いたい」 

悲しむ少年を心配したトナカイは森の伝説を教えます。 

それは、どんな願いでも叶えてくれる魔法の杖を持つ

ウサギの話！？ 

果たして少年は、パパとママに会えるのか…？ 

 後編

時がうつり、貧しい家の子供たちにこっそりプレゼントを

してまわる少年とトナカイ。 

けれど泥棒と間違えられたり、前途多難。 

「もうこれで最後にしよう」と入った家には、おばあさん

が住んでいました。 

優しいおばあさんとの触れ合いを通して少年は何が

一番大切なのかを知っていきます。

そして、少年が選んだある決意は… 

クリスマスの夜に起こる奇跡とは！？

【出演】花咲かプロジェクト

駐車場119台　JR常陸大子町下車、徒歩1分

2018.12.23(日)
13:30開場  14:00開演

入場  無料

【お問合せ】 大子町教育委員会事務局生涯学習担当TEL:0295-72-1148

★稽古場の様子はこちらから見れます

FB:https://www.facebook.com/hanasaka.pro/
blog：https://ameblo.jp/hanasaka-pro/
HP：https://hanasaka-pro.jimdo.com/

【脚本 演出】 山縣有斗

【アクション監修】　難波一宏

【フライヤー】　阿部信行

【衣装 小道具】 にしむらうめ

【宣伝美術】やまがたありと
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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

※「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。

　１０月２７日から１１月３日にかけて、第４７回

大子町芸術祭が開催されました。会期中は、第１会

場のリフレッシュセンター、第２会場の中央公民館

講堂に作品が展示されたほか、第３会場の文化福祉

会館「まいん」において音楽祭や芸能祭が開催され

るなど、様々な展示や発表が行われ、訪れた方を楽

しませました。

第４７回大子町芸術祭
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