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電気自動車用急速充電器の運用開始について電気自動車用急速充電器の運用開始について

　大子町では、観光客向けの充電インフラネットワークの利便性向上や町内における電気
自動車、プラグインハイブリッド自動車の普及促進を図るため、また、CO2等の温室効果
ガスの排出量削減を目指すため、町内の公共施設４か所に電気自動車用急速充電器を設置
しました。
　どうぞお気軽にご利用ください。

　①大子町役場（大子８６６）
　　月～金曜日　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　②道の駅奥久慈だいご（池田２８３０－１）
　　年中無休　２４時間
　③町営宿泊施設やみぞ（矢田５２４－２）
　　年中無休　２４時間
　④袋田第二駐車場（袋田６２５－２）
　　年中無休　午前８時から午後６時まで（１１月～４月は午前９時から午後５時まで）

　①「合同会社日本充電サービス（ＮＣＳ）※」による会員制充電
　　サービス料金がかかります。ただし、当面は無料の予定です。
　　［ＮＣＳ発行カード］　
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設置場所及び利用時間設置場所及び利用時間

利用料金利用料金

月  会  費 3,800円 都度利用料金 1分ごとに15円



　　合同会社日本充電サービス
　　電話：０１２０－９８３３０２
　　http://www.nippon-juden.co.jp/
　　※合同会社日本充電サービスとは、充電インフラを普及させ
　　　ることを目的として、トヨタ、日産、ホンダ、三菱の自動車
　　　４メーカーにより設立された会社です。
　　［自動車メーカー発行カード］
　　メーカーごとに月会費、利用料金が異なります。

　②無料期間終了後、上記会員制サービスに加入されていない
　　方（ビジター）については株式会社エネゲートが提供する
　　「エコＱ電」による充電が可能です。ご利用に当たっては、
　　携帯電話とクレジットカードが必要になります。
　　

　１回の充電で最大３０分までご利用できます。

　充電器モニターの案内に従って充電を行ってください。
　充電後は、速やかに車両の移動をお願いします。

　公用車として、電気自動車１台を先行導入しました。
　災害発生時には、電源供給源としての役割も期待されます。

■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131
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このチャージングポイントが
目印です

その他その他

利用方法利用方法

充電時間充電時間

非会員利用料金 5分まで250円（税別）、
以降1分ごとに50円（税別）



■問合せ　環境課環境係　☎72ー3042
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新大子町環境センター火入れ式が行われました新大子町環境センター火入れ式が行われました

　１月２１日に新大子町環境センターにおいて、火入れ式が行われました。
　現在使用している施設は稼働からすでに３０年以上を経過し、建物の老朽化や故障、処理
能力の大幅な低下が顕著になり、大子町の生活環
境維持施設として平成２５年１月から建設が進め
られていました。
　当日は綿引町長をはじめ、環境課職員や工事関
係者の見守る中式典が執り行われました。
　運用開始後のつつがない運転と、安全祈願を
行った後、綿引町長と建設を請け負っているエス
エヌ環境テクノロジー株式会社の下田社長により
炉の点火スイッチが押されると、静かな点火音と
ともに炉に火が付き、無事火入れ式を終えました。
　今後は、本運用に向けた安全確認や動作確認を
経たのちに、町へと引き渡され運転が始まります。

運用開始日：平成２７年４月１日（予定）

処 理 能 力：焼却施設１６ｔ／日
　　　　　　リサイクル施設２．５ｔ／日



■問合せ　まちづくり課地域振興係　☎72ー1131

隊員紹介⑨ ………………………… 
氏　　名氏　　名

自己紹介自己紹介

地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

　橋田　祥子（はしだ　しょうこ）女性
 
　私は、大子町への移住希望者を発掘するために、明星大学の学生や社会人を
大子町へ連れてきて町の名所やおいしいごはんと温泉を体験してもらう活動に取り組んでいます。年末には、
明星大学の３年生と社会人の方が池田地区にある自宅に遊びに来てくれました！午前中は旧上岡小学校でお米
農家の方から新規就農について講義を受け、夜はｄａｉｇｏ ｃａｆｅでまちづくりＮＰＯのお話をうかがい
ました。
　１月の地域おこし協力隊募集現地説明会では、森林インストラクターの資格所有者で、森林セラピー基地
づくりに興味を持ってくださった方にも来ていただき、温泉と古民家カフェの魅力を体験してもらいまし
た。森林セラピーと温泉と地元産の野菜や湯葉を使ったヘルシーな食を活用して、健康長寿を目指す体験会
を企画したいと思います。今後もレトロな大子の魅力を感じていただき、リピーターになり移住したいとい
う若者を増やしたいと思います。

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

大久保さんと3人（旧上岡小学校）

▲▲笠井さんと3人

5Public Information DAIGO March 2015 5Public Information DAIGO March 2015

■問合せ　税務課住民税係　☎72ー1116

第32回

？
？？

？Q 　風邪予防のためのビタミン剤やインフルエンザの
予防接種などは確定申告で医療費控除の対象になる
の？また、確定申告をするとどれぐらいの所得税が
戻ってくるの？

第32回　疾病予防や健康増進のための医薬品の購入代金や予防接種の
　料金は医療費控除の対象にはなりません。
【医療費控除の対象になるものとならないものの例】

　所得が2,580,000円で、扶養控除など所得控除の合計額が1,210,000円の方が、医療費を140,000円支払った場合で計算し
てみます。
【医療費控除額の計算式】
　医療費控除額＝1年間に支払った医療費の総額－保険等で補填される額－所得の5％又は10万円のいずれか少ない方
　計算式にあてはめると、この方の医療費控除額は40,000円になります。
　●医療費控除前の税額　所得金額　　　 所得控除　　　税率※　　所得税及び復興特別所得税
　　　　　　　　　　　（2,580,000円－1,210,000円）×5.105％＝69,938円
　●医療費控除後の税額　所得金額　医療費控除を含めた所得控除　税率※   　所得税及び復興特別所得税
　　　　　　　　　　　（2,580,000円－1,250,000円） ×5.105％＝67,896円
　※税率は所得税及び復興特別所得税を合わせた税率であり、所得によって異なります。
　　医療費控除は所得控除であって、支払った医療費の一部が戻ってくるわけではありません。ただし、給与所得者などです
　　でに源泉徴収されている方に限り、所得税及び復興特別所得税が還付になる場合があります。この方が源泉徴収されてい
　　る場合、　　　　　が還付になります。

疾病予防や健康増進のための医薬品の購入代金や予防接種の
　料金は医療費控除の対象にはなりません。
【医療費控除の対象になるものとならないものの例】

A1

　所得が2,580,000円で、扶養控除など所得控除の合計額が1,210,000円の方が、医療費を140,000
てみます。

A2

医療費控除について

やさしい
税のおはなし

★対象になるもの

●医師や歯科医師による診療・治療の費用
●入院入所の費用として支払う部屋代や食事代
●治療・療養に必要な医薬品の購入費用
●老人介護施設に支払った費用
●人工透析の費用

★対象にならないもの

●人間ドックや健康診断の費用
●健康増進や疾病予防のための医薬品購入
●ビタミン剤や栄養ドリンクの購入費用
●美容整形手術のための費用
●予防接種の費用　●血圧計、体温計の購入費用

※上記の対象は、ほんの一例です。このほかにも対象になるものやならないものがあります。また、今回対象になるものに記載した中にも場
　合によっては対象にならないことがありますのでご注意ください。

▲笠井さんと3人

町へ連れてきて町の名所やおいしいごはんと温泉を体験してもらう活動に取り組んでいます。年末には、

▲

2,042円
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■問合せ  観光商工課観光商工係  ☎72ー1138

　あぐかる ＰＬＡＹ ＷＩＴＨ ＩＢＡＲＡＫＩ編は茨城県つくば市に拠点を置くアニメー
ション制作スタジオ「スタジオぷＹＵＫＡＩ」に茨城県が委託し制作する、県内の魅力を
ＰＲするアニメです。
　このアニメは、平成２２年から同社によって制作・放送されているアニメで、茨城と農
業を「稲作」のテーマをもとにアピールするストーリーを展開しています。
　今回制作された「あぐかる ＰＬＡＹ ＷＩＴＨ ＩＢＡＲＡＫＩ編」は、県内各市町村に
スポットを当てその土地の魅力をアニメを通じ発信しようとするものです。
　大子バージョンでは、袋田の滝を中心にストーリーが進められ、大子町の見どころや特
産品などを魅力たっぷりに紹介しています。
　このアニメの完成に伴い、１月２６日に町長室において完成発表会が行われ、綿引町長
に完成品のＤＶＤが手渡されました。
　「スタジオぷＹＵＫＡＩ」は、「おじいさんおばあさんが、孫に安心して見せられるアニ
メ」をモットーに制作しているとのことで、内容は非常に温和なストーリー展開で、大子
町の魅力をうまく引き出していることから、綿引町長は、「ＰＲだけの利用に留まらず、町
内各小学校で児童に見ていただき、地元の魅力を再発見してもらう機会としても使って行
きたい」と話しました。

「あぐかる PLAY WITH IBARAKI編」
が完成しました ………………………… ！
「あぐかる PLAY WITH IBARAKI編」
が完成しました ………………………… ！

大子
バージ

ョン
大子
バージ

ョン

「あぐかる PLAY WITH IBARAKI編」ってなに？「あぐかる PLAY WITH IBARAKI編」ってなに？「あぐかる PLAY WITH IBARAKI編」ってなに？

大子大子大子大子大子大子大子
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■問合せ　大子町教育委員会　生涯学習課文化振興係  ☎72－1148

情報
掲示板
informat

ion
　　　　　　　公募の３４団体２２０名（予定）の方々が出演し、ステージショーをパ
フォーマンスします。出演団体は、大子町の２４団体のほか、水戸市、牛久市、那珂市、常陸
太田市、常陸大宮市、城里町、栃木県那珂川町、福島県矢祭町からの１０団体が参加します。

主催：大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会

■問合せ　大子町観光商工課　☎72－1138

　町民の皆さまから提供いただきました、昭和の町並みや暮らしぶりが記録された８ミ
リフィルム映像をまとめたＤＶＤ集が完成しました。約６時間・５７タイトルの映像が
収録されています。図書館「プチ・ソフィア」で貸出しを開始しましたので、ぜひご覧
ください。

■問合せ　茨城県女性青少年課　☎029－301－2183

　近年、スマートフォンやゲーム機などインターネットを利用できる機器が増えています。
　子どもたちの安全安心なインターネット利用のために、インターネット上の有害情報か
ら守る有効な対策である「フィルタリング」を利用しましょう。

■問合せ　ハローワーク常陸大宮　☎0295－52－3185

　雇用保険を受給できない方で就業経験が少ない方等を対象とした
短期（１か月）の職業訓練です。

フォーマンスします。出演団体は、大子町の２４団体のほか、水戸市、牛久市、那珂市、常陸フォーマンスします。出演団体は、大子町の２４団体のほか、水戸市、牛久市、那珂市、常陸
太田市、常陸大宮市、城里町、栃木県那珂川町、福島県矢祭町からの１０団体が参加します。

日　時日　時

■問合せ　大子町教育委員会　生涯学習課文化振興係  ☎72

主催：大子町・大子町教育委員会・大子町文化福祉会館自主事業運営委員会

日　時日　時日　時日　時

場　所場　所

３月１日（日）午前９時２０分開会（午前９時開場）

　雇用保険を受給できない方で就業経験が少ない方等を対象とした
短期（１か月）の職業訓練です。

就職支援就職支援 ハローワークによる積極的な就職支援

その他その他 一定要件を満たせば、給付金を支給

　雇用保険を受給できない方で就業経験が少ない方等を対象とした
短期（１か月）の職業訓練です。

その他その他その他その他 一定要件を満たせば、給付金を支給

受講料受講料 無　料
（テキスト代等は自己負担）

大子町文化福祉会館「まいん」

２・３月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間です

短期集中特別訓練のご案内

２・３月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間です

短期集中特別訓練のご案内

第5回「みんなのまいん」全員集合！ ２０１５第5回「みんなのまいん」全員集合！ ２０１５第5回「みんなのまいん」全員集合！ ２０１５

「みるみる～だいご 8ミリフィルムからたどる昭和のくらし～」「みるみる～だいご 8ミリフィルムからたどる昭和のくらし～」「みるみる～だいご 8ミリフィルムからたどる昭和のくらし～」

２・３月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間です

短期集中特別訓練のご案内 詳しくは
ハローワークに
お問い合わせ
ください。
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（開会中は、いつでもどなたでも自由にご観覧いただけます。皆様のご来場お待ちしています。）

大子町大字池田2716図書館「プチ・ソフィア」
貸出し場所 …………………………………………………………………………………………

☎72－6123



ニュースだいごニュースだいご

　大子町監査委員に、菊池富也さん（北田
気）が選任され、これに伴い辞令交付式が
１月２２日に町長室において行われました。
　任期は平成２７年１月２２日から平成３１年
１月２１日までの４年間です。

　２月１日に、文化福祉会館まいんにおいて
第３１回全国氷瀑俳句大会が開催されました。
当日は１００名を超える参加者があり、季節
や風景を思い浮かべながら詠んだ思い思いの
句を投句していました。

監査委員辞令交付式

第31回全国氷瀑俳句大会

大子産米販売イベントが
開催されました

監査委員辞令交付式

第31回全国氷瀑俳句大会

大子産米販売イベントが
開催されました

監査委員辞令交付式

第31回全国氷瀑俳句大会

大子産米販売イベントが
開催されました
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　１月３１日から、大子産コシヒカリ
「だいごみ」が販売されることに伴い、
同日、道の駅奥久慈だいごで販売イベン
トが行われました。
　綿引町長をはじめ、大子産米販売促進
協議会会員が希少価値の高さ、味のおい
しさをアピールし試食・販売会を実施し
ました。試食し味の良さを確かめた多く
の方は、商品を購入していました。



　広報だいご２月号Ｐ６ニュースだいごに掲載した新春の集いの記事において、一部誤り
がございました。
　武士鉄久さんを「褒章受章者」としてご紹介しましたが、正しくは「叙勲受章者」です。
お詫びの上訂正します。

掲載誤りによるお詫びと訂正

　２月１２日に茨城県市町村会館で
行われた平成２６年度茨城県町村自
治功労者表彰式において、民間自治
功労者表彰を受けた２名の方が町長
室を訪れ受賞報告をしました。今回
表彰された方のお名前と功績は次の
とおりです。

　　　　　　淺野牧男さん（大子）
　　　　　　功績の概要
　　　　　　　平成１２年５月から
　　　　　　平成２６年５月までの
　　　　　　７期１４年間を保護司として、また、平成１３年６月から平成２５年６月ま
では人権擁護委員も兼ね、４期１２年間ご尽力いただきました。検察庁に勤務されていた
ご経験を活かし、地域住民の良き相談相手となり、適切な助言や丁寧な指導により相談者
はもちろんのこと関係者の信望も厚く、地域福祉に大きな貢献をされました。
　久慈地区保護司会監事として会の運営および事業の推進に尽力されるとともに、常陸太
田人権擁護委員協議会副会長及び大子町人権擁護委員協議会長として平成１７年から９年
間、組織をけん引し、後輩の指導にもあたられました。人権教室や人権啓発のための学校
訪問、介護施設への出前相談など多くの人権啓発事業に真摯に取り組み、地域への人権尊
重の精神の普及に努められました。

　　　　　　髙橋龍一さん（頃藤）
　　　　　　功績の概要
　　　　　　　昭和５９年度より３０年間という長い期間、大子町上小川・下小川地区内
　　　　　　を中心に相談員として積極的に活動されました。また、平成１８年度から平
　　　　　　成２５年度まで８年間を大子町青少年相談員連絡協議会会長として、平成
２２年度から平成２５年度まで茨城県青少年相談員連絡協議会常任理事として務められま
した。
　特に町青少年相談員連絡協議会においては、会長としてリーダーシップを発揮され、会
の運営に携わり、様々なご意見をいただき、青少年の健全育成のためにご尽力いただきま
した。
　また、行政連絡区長として地区の自治に貢献するとともに、野外のキャンプ場を自営し、
奥久慈キャンプ場連盟会長を１０年間務め、地域観光の振興と健全な野外活動の推進によ
り大子町の自然の魅力を発信されています。

茨城県町村自治功労者
表彰式
茨城県町村自治功労者
表彰式
茨城県町村自治功労者
表彰式

　　　　　　淺野牧男さん（大子）
　　　　　　功績の概要
　　　　　　　平成１２年５月から
　　　　　　平
　　　　　　

　　　　　　髙橋龍一さん（頃藤）
　　　　　　功績の概要

　　　　　昭和５９年度より３０年間という長い期間、大子町上小川・下小川地区内
　　　　　　を中心に相談員として積極的に活動されました。また、平成１８年度から平
　　　　　　成２５年度まで８年間を大子町青少年相談員連絡協議会会長として、平成
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お役立ち福祉情報お役立ち福祉情報お役立ち福祉情報………………

…………………………

…………………………

大子町あんしんコール事業大子町あんしんコール事業大子町あんしんコール事業

 

　　　　　
　　　　　６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、又は高齢者のみの世帯で、次の
　　　　　条件を満たす方とします。

　　　　　（１）町内に住所を有し、かつ居住している方
　　　　　（２）固定電話又は携帯電話を有している方
　　　　　（３）町による安否確認が必要であると認められる方
　　　　　　　   （他のサービスでの安否確認が可能である方を除く。）

　　　　　福祉課に申請書を提出してください。
　　　　　（家族等による代理申請も可能です。）

　　　　　毎週１回（月・水・金のいずれかを選択）社会福祉協議会のス
　　　　　タッフが電話で声かけをします。対象者が危機的な状況に置か
　　　　　れているおそれがあるときは、対象者宅への訪問等、必要な
　　　　　対応をとります。なお、料金は無料です。

　　　　　
　　　　　６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、又は高齢者のみの世帯で、次の
　　　　　条件を満たす方とします。

　　　　　（１）町内に住所を有し、かつ居住している方
　　　　　（２）固定電話又は携帯電話を有している方

対象者対象者

…………………………
　　　　　　　   （他のサービスでの安否確認が可能である方を除く。）

　　　　　福祉課に申請書を提出してください。
　　　　　（家族等による代理申請も可能です。）
申　請申　請

　　　　　毎週１回
　　　　　タッフ
　　　　　れているおそれがあるときは、

対応

…………………………
　　　　　（家族等による代理申請も可能です。）

内　容内　容

ひとり暮らしの高齢者等に、電話で定期的な声かけを行うことで安否を確認し、
孤独感の解消を図ることを目的とした事業です。

詳しくは、福祉課高齢介護係（72－1135）にお問い合わせください。

電話をかけているスタッフ



問合せ対象者場所日付 行　事　名

二会

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

要予約

一　般

一　般

要予約

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

一　般

 

13：30～15：00

11：00～17：00

13：00～15：00

13：30～15：00

11：00～17：00

10：00～11：00

10：00～14：30

13：30～15：00

11：00～17：00

 10：00～14：00

13：00～15：00

 

 

13：30～15：00

13：00～16：00

13：30～15：00

11：00～17：00

10：00～15：00

13：30～15：00

13：30～15：00

11：00～17：00

○保
○観
○文

○保
○観
○保

○観

○保
○観

○文

○文
○保
○保
○観

○公

○文
○保
○観

○健
○観
○協

○健
○観
○健

○庁

○税
○健
○観
○民

○協

○健
○健
○健
○観

○観

○健
○健
○観

定期健康相談

消費者相談

心配ごと相談

お知らせ版3月号発行

定期健康相談

消費者相談

飲用井戸水水質検査受付

巡回労働相談

確定申告最終日

定期健康相談

消費者相談

一日年金事務所（出張年金相談）

（予約先：水戸北年金事務所☎０２９－２３１－２２８２）

心配ごと相談

広報だいご3月号発行

春分の日

健康教室

こころの相談

定期健康相談

消費者相談

巡回労働相談

健康教室

定期健康相談

消費者相談

1日㈰

2日㈪

3日㈫

4日㈬

5日㈭

6日㈮

7日㈯

8日㈰

9日㈪

10日㈫

11日㈬

12日㈭

13日㈮

14日㈯

15日㈰

16日㈪

17日㈫

18日㈬

19日㈭

20日㈮

21日㈯

22日㈰

23日㈪

24日㈫

25日㈬

26日㈭

27日㈮

28日㈯

29日㈰

30日㈪

31日㈫

時　間

※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
リフレッシュセンター
保 健 セ ン タ ー
役 場 庁 議 室
役 場 第 １ 会 議 室
役 場 第 ２ 会 議 室
役 場 第 １ 分 室 会 議 室
総 務 課
ま ち づ く り 課
観 光 商 工 課
町 民 課
福 祉 課
健 康 増 進 課
地域包括支援センター
生 涯 学 習 課
消 防 本 部
社 会 福 祉 協 議 会
文 化 福 祉 会 館
水 道 課
環 境 セ ン タ ー
衛 生 セ ン タ ー

72-1148
72-1149
72-6611

72-1114
72-1131
72-1138
72-1112
72-1117
72-6611
72-1175
72-1148
72-0119
72-2005
72-2005
72-2221
72-3042
72-3076

○公
○リ
○保
○庁

○分
○総
○ま
○観
○民
○福
○健
○地
○涯
○消
○協
○文
○水
○環
○衛

連　絡　先連　絡　先

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

★人　口
　　男
　　女
★世帯数
　　　　　　　　　　　　　　　  （前月比）

（－31）
（－10）
（－21）
（－1）

19,029人
9,291人
9,738人
7,621戸

町の人口と世帯
（平成27年2月1日現在）

一会
二会

3月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◎ 救急協力当番病院 ◎

2月
3月
23日㈪～
2日㈪～
9日㈪～
16日㈪～
23日㈪～
30日㈪～

3月

4月

1日㈰
8日㈰
15日㈰
22日㈰
29日㈰
5日㈰

久保田病院
慈泉堂病院
保内郷メディカルクリニック
久保田病院
慈泉堂病院
保内郷メディカルクリニック

慈泉堂病院
久保田病院
保内郷メディカル
クリニック

☎72-1550
☎72-0023

☎72-0179

病　院月　日

年度末になりましたので、
未納の税金がありましたら
納付願います。
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場所 時　間

カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー2015

3 弥　生March3 弥　生March3 弥　生March

20152015



※「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ー１１１４までご連絡ください。

フォトだいごフォトだいご Photo Daigo

最優秀賞「何度目の桜か」穂　積　諒　介　様（東京都）

＊＊＊＊＊ 第６回奥久慈大子フォトコンテスト ＊＊＊＊＊
　大子町の豊かな自然と風情ある景色をテーマとする「第６回奥久慈大子フォトコンテ
スト」が開催され、地元をはじめ全国から３１３作品（応募者１３８人）の応募があり
ました。写真家の浅井慎平氏らによる厳正な審査の結果、見事入選を果たした作品は、
３月６日から１９日までの間、文化福祉会館「まいん」の１階に展示されます。ぜひ、
ご覧ください。

優秀賞「左貫郷の秋」
門　林　泰志郎　様（福島県）
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優秀賞「奥久慈の旅」
杉　本　　　靜　様（栃木県）

最優秀賞

優秀賞
門　林　泰志郎　様（福島県）

優秀賞
杉　本　　　靜　様（栃木県）


