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（１）高齢者大学の開催　　　　　　　　　　　  【予算額：　１，５００千円】
　社会福祉協議会に委託し、学習会を開催。生涯学習、生きがい健康づく
りを中心に開催

（２）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（いきいきサロン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算額：　　  ６００千円】

　社会福祉協議会に委託し、高齢者の閉じこもり防止や介護予防の一環と
して、高齢者と身近な地域でボランティアと一緒に生きがいと健康づくり
の企画運営を行いながら仲間づくりの活動を実施

（３）老人クラブへの支援（３９クラブ ･1，700 人・連絡協議会）　　　　【予算額：　２，６０５千円】
　各老人クラブ及び老人クラブ連絡協議会の幅広い活動を支援するため、助成を実施

（４）シルバー人材センターへの支援（運営に助成）　　　　　　　　　　【予算額：　１，２００千円】
　高齢者の臨時的かつ短期的な就業の確保を通じて、高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進を
図るため、シルバー人材センターの運営に補助金を交付

（５）敬老祝事業（今年度７５歳以上の方が対象）　　　　　　　　　　　【予算額：１４，１４８千円】
　８月１日現在で住所を町内に有し、今年度７５歳以上の方へ祝品を贈呈

（６）在宅福祉車の運行（「森林の温泉」への送迎・現在１５０人が登録）【予算額：　１，０００千円】
年間延べ約 1，100 人利用

　高齢者の生きがいづくりと健康づくりのために、高齢者世帯で交通手段のない利用希望者を対象
に大子温泉保養センター「森林の温泉」への送迎を実施

　健康寿命日本一の町を目指して　　～高齢者対策・福祉の充実～　
１．高齢者の生きがい対策

２．要援護高齢者対策

平成27年度主な予定事業紹介

（１）総合相談事業（地域包括支援センター）　　　　　　　　　　　　　【予算額：　４，６２６千円】
　地域包括支援センターを中心に各関係機関との連携を図り、在宅高齢者や障がい者の実態把握を
行い最適なサービスの提供と総合的介護予防を推進

（２）心配ごと相談事業（社会福祉協議会）　　　　　　　　　　　　　　【予算額：　　  ２１０千円】
　高齢者の日常生活における問題や悩みを聞き、各関係機関と連携し、問題解決に向けた支援を
実施

（３）緊急通報体制整備事業（緊急事態を消防本部へ通報・１４３件設置）【予算額：　２，９２３千円】
　一人暮らしの高齢者世帯等で、緊急時の通報を行うことが難しい方のためにボタン一つで消防本
部へ緊急通報を行うことができる装置を設置し、迅速な対応を行えるよう整備を実施

（４）救急医療情報キット配置事業　　　　　　　　　　　　　　　　 　【予算額：　 　   ４２千円】
　一人暮らしの高齢者を対象に、あらかじめプラスチック容器に入れた医療情報等を冷蔵庫内に配
置することにより緊急時に適切な情報を消防職員に提供することを目的に事業を進める。現在まで
に約１，０００人の自宅に配置

（５）タクシー利用助成事業（問合せ　まちづくり課　☎７２－１１３１）　 【予算額：１１，５５６千円】
　６５歳以上の高齢者や障がい者を対象に、タクシーを利用しなければ通院や買い物ができない方
に、タクシー利用料金の２分の１を助成する助成券を月４枚を限度に交付
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　健康寿命日本一の町を目指して　　～高齢者対策・福祉の充実～　

３　介護予防生活支援事業

４　健康づくり対策事業　　　　　　　　　 　 【予算額：    ３４６万８千円】

５　インフルエンザ等予防接種事業 ( 無料化 )　【予算額：４，１５２万４千円】

（６）高齢者等あんしんコール事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 【予算額：　１，５７７千円】
　社会福祉協議会に委託し、一人暮らしの高齢者を対象に、週１回電話による声かけを行い、安否
確認、孤独感の解消を図ることを目的に実施

（７）高齢者世帯等火災報知器配置事業　　　　　　　　　　　　　　　 【予算額：　　 　４７千円】
　シルバー人材センターに委託し、高齢者世帯、身体障がい者のいる世帯に対し火災報知機を支給
し設置。対象者を火災の危機から守ることを目的に実施。住民税非課税世帯が対象

（８）高齢者等さわやか生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　 【予算額：　　　 ９０千円】
　高齢者で理容・美容室に出向くことが困難な方を対象に、理容・美容師の自宅派遣及び利用料金
の一部（１回につき上限１，５００円）を扶助する。理容・美容のサービスを受けることにより清
潔な家庭生活を支援することを目的に実施

（１）家族介護用品購入費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 【予算額：１３，８００千円】
　高齢者等を在宅で介護している家族を対象に介護用品購入費の助成を実施
　　助成額　１人上限１００，０００円

（２）在宅介護慰労金支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【予算額：１３，２００千円】
　平成２７年６月３０日を基準日として、要介護認定において「要介護３」以上と認定された高齢
者を在宅で６か月以上介護している家族に対して、慰労金を交付
　　年額　１２０，０００円

（３）高齢者見守り事業（新規事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算額：１８，６３９千円】
　７５歳以上の一人暮らし高齢者の、安否の確認、孤独感の解消を目的に実施

　生活習慣病予防、健康づくり推進を目的に、ヘルスアップ教室をはじめとする各種健康教室を開催。
また、だいご健康アドバイザー及び食生活改善推進員が各地区で講座を開催し健康づくりを支援

　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を平成２７年４月から、インフルエンザワクチ
ン予防接種を平成２７年１０月から無料で実施

　○無料とする予防接種
　　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種（定期、任意接種）※過去に助成した方は除く
　　インフルエンザワクチン予防接種（定期接種、妊婦と中学生以下の方の任意接種）

ここまでのお問い合わせ先　福祉課　高齢介護担当　☎７２－１１３５

ここまでのお問い合わせ先　健康増進課　健康増進担当　☎７２－６６１１
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ニュースだいごニュースだいご

　平成２７年３月１０日に、袋田の滝及び
生瀬滝が国名勝に指定されたことに伴い、
４月２７日に袋田観瀑トンネル内特設会場
にて記念式典が行われました。
　当日は、橋本昌県知事をはじめ多くの来
賓の方が出席し、名勝指定を祝いました。

　４月２７日に春の防犯キャンペーンが
実施されました。今回はたいらや駐車場及
びカインズホーム駐車場で来客者に振り
込め詐欺等への防犯を呼びかけ、啓発グッ
ズを手渡しました。

　平成２６年度にスタートした地域
おこし協力隊ですが、平成２７年度
に新たに３人のメンバーが加わりま
した。
　これに伴い、５月１日に役場庁議
室において任命式が行われました。
　新たに加入したメンバーは次のと
おりです。５月１日から、地域おこ
し活動に従事していますので、皆様
のご理解・ご協力をお願いします。

写真左２人目から

村　松　由　依（むらまつ　ゆい）　　女性　　千葉県市川市出身
友　常　みゆき（ともつね　みゆき）　女性　　茨城県鉾田市出身
船　木　裕美子（ふなき　ゆみこ）　　女性　　北海道石狩市出身

袋田の滝及び生瀬滝
国名勝指定記念式典
袋田の滝及び生瀬滝
国名勝指定記念式典

春の防犯キャンペーン春の防犯キャンペーン

地域おこし協力隊任命式地域おこし協力隊任命式
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　本校の子供たちは、周りの豊かな自然から季節を感じながら、学
校生活を送っています。その中でも特色のある活動を３つご紹介い
たします。

ようこそ生瀬小へ～鯉のぼりの入学式～
　青空を元気に泳ぐ鯉のぼりのように一年間のスタートを元気に迎
えてほしいという願いから入学式には新入生と担任の先生分の鯉の
ぼりが校庭に揚げられます。さらに、５月に実施される「鯉のぼり
集会」では、約３０流の鯉のぼりが、子供たちの活動を応援してく
れます。

収穫の喜びを～やまびこ祭～
　秋に行われるやまびこ祭では，子ども達と地域の方々が協力して
育て，収穫したお米をお餅にしたり，うどん打ちやわら縄もじり等
の体験を行っています。

裏山～ふれあいの森林～
　校舎敷地内にある裏山の「ふれあいの森林」には、児童手作りの
巣箱を設置し、ベンチやテーブルも設置されました。生活科や総合
の学習に加えて、木々の香りや鳥のさえずりを聞きながら、朝の読書、
森のおはなし会等の活動を取り入れています。

　「なかよく　まじめに　せいいっぱい」心豊かでたくましい｛な・
ま・せ｝の子の育成に向けて、家庭・地域・学校が一体となって教
育活動に取り組んでいます。

生瀬小学校

輝く大子の子ども達　第２回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

花につつまれ　夢をはぐくむ　やまびこの学校花につつまれ　夢をはぐくむ　やまびこの学校

「柳沢里実・久実のマジカル・リコーダーwith 金井信」
柳沢里実・久実（リコーダー・デュオ）

　全日本リコーダーコンテスト金賞受賞。ヨーロッパで研鑽を積み、本格バロックから J-pop までこなす、
世界的にも評価の高い姉妹

金井信（ピアノ・作曲・編曲）
　クラシックからポップスまで自在に操るスーパー・ピアニスト。柳沢里実との共著「リコーダーCDブック」
は、全国で２万人に愛用されている。

「演奏予定曲　コンドルは飛んで行く／ハナミズキ／レット・イット・ゴー～ありのままで～／花は咲
く／慕情／ひまわり　他」
と　き　　６月２１日（日）　会場：午後２時／開演午後２時３０分
ところ　　文化福祉会館「まいん」文化ホール
チケット　全席指定　前売券　一般 1,500 円、高校生以下 1,000 円
　　　　　　　　　（当日券　一般 2,000 円、高校生以下 1,500 円）
　　　　　　　　　　※お一人様４枚までです。
チケット取扱所　大子町観光協会　まいん内　　　　　　　７２－０２８５
　　　　　　　　大子町振興公社「道の駅奥久慈だいご」　７２－６１１７
　　　　　　　　大子町立中央公民館　　　　　　　　　　７２－１１４８
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　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148

♪ ♪
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大子町職員の給与・定員の状況等を
お知らせします

　大子町職員の給与・定員については、地方公務員法に基づき給与条例等で定められています。給料月額などは、議会の議決
により決められていますが、これらの実態をご理解いただくため、町職員の給与・定員の状況等についてお知らせします。

１　職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
Ａ

給　　　　与　　　　費 一人当たり
給与費Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

25 年度 人
229

千円
800,492

千円
127,066

千円
301,131

千円
1,228,689

千円
5,365

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

千円
5,528

※　１　職員手当には退職手当を含みません。
　　２　職員数は、25 年４月１日現在の普通会計対象人数です。

２　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成26年４月１日現在）

※平均給料月額とは、職員の基本給の平均額です。
※平均給与月額とは、給料月額と扶養手当などの諸手当の額を合計した金額です。
※類似団体とは、人口及び産業構造により全国の市町村を分類した結果、大子町と同じ類型に属する団体を言います。

区　　分
大　　　子　　　町 類　　似　　団　　体

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 41.8 歳 311,400 円 359,988 円 42.1 歳 312,585 円 359,363 円
技能労務職 48.3 歳 330,700 円 356,652 円 48.8 歳 298,017 円 321,948 円
消　防　職 39.8 歳 306,000 円 358,016 円 39.8 歳 306,000 円 358,015 円

３　職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）
区　　　　　分 初　任　給

一般行政職
大学卒 178,800 円
高校卒 144,500 円

技能労務職
高校卒 137,200 円
中学卒 125,400 円

消防職
大学卒 197,200 円
高校卒 158,100 円

４　一般行政職の級別職員数の状況（平成26年４月１日現在）

※大子町の給与条例に基づく、給料表の級区分による職員数になります。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務になります。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級 １　参事の職務
２　課長または事務局長の職務 14 人 10.9％

５級 １　室長、課長補佐又は事務局次長の職務
２　所長又は園長の職務 20 人 15.6％

４級 係長又は主査の職務 34 人 26.6％
３級 主任の職務 22 人 17.2％
２級 主事の職務 26 人 20.3％
１級 主事の職務 12 人 9.4％

５　期末手当・勤勉手当（平成26年４月１日現在支給割合）

※期末手当、勤勉手当は 6 月期・12 月期の２回に分けて支給されます。

区　　分 期　末　手　当 勤　勉　手　当
一般職員 2.600 月分 1.350 月分

町長・副町長・教育長 3.445 月分 －　月分
議長・副議長・議員 3.445 月分 －　月分

６　特別職の報酬等の状況（平成26年度４月１日現在）

※町長・副町長給料は 10％減額後の金額です。

区　　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
　
料

（参考）類似団体における最高／最低額
町 　 長 621,000 円 840,000 円／ 543,200 円
副 町 長 486,000 円 670,000 円／ 486,000 円

報
　
酬

議 　 長 300,000 円 340,000 円／ 270,000 円
副 議 長 270,000 円 280,000 円／ 200,000 円
議 　 員 250,000 円 260,000 円／ 190,000 円

７　職員数の推移（各年４月１日現在）

※職員数は、定員管理調査において報告した部門別職員数になります。

（単位：人・％）
年度

部門別 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 過去５年間の増減数（率）

一 般 行 政 190 184 179 172 166 164 ▲ 26（▲ 13.7％）
教 育 28 27 24 21 20 20 ▲ 8（▲ 28.6％）
消 防 41 43 42 42 44 44 3　 　（7.3％）
普 通 会 計 計 259 254 245 235 230 228 ▲ 31（▲ 12.0％）
公 営 企 業 等 会 計 計 35 35 34 32 32 32 ▲ 3　 　（8.6％）

総　合　計 294 289 279 267 262 260 ▲ 34（▲ 11.6％）

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎72-1113
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地域おこし
協力隊活動報告
地域おこし
協力隊活動報告

………………………………vol.12 
隊員氏名
針生　優子（はりう　ゆうこ）女性

　大子町地域おこし協力隊となり１年が経ちました。昨年度は、町の様々な行事の
お手伝いをしたり、リンゴ園を巡り作業を教わったりとたくさんの経験をさせてい
ただきました。「りんごの会」という小さなお料理教室を７回も開催できたのは、
地域の皆さんのご理解とご協力があったからです。本当にありがとうございました。
　様々な分野の方々と知り合えたことを活かして、今年度は新しい商品の開発や企
画に向けて頑張っていきたいと思います。
　５月から新しい隊員も３人加わりましたので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
　「りんごの会」の様子は、ブログからもご覧いただけます。是非ご覧ください。
　http://daigo-ringo.blog.jp/

　平成 2 ７年度についても、大子町国民健康保険及び大子町後期高齢者医療の加入者を対象に、
人間ドック・脳ドック健康診査費の一部助成（7 割助成・上限３万円）を行います。

助成対象者　・4 月 1 日現在で 40 歳から 74 歳までの大子町国民健康保険被保険者
　　　　　　・大子町後期高齢者医療被保険者
　　　　　　※どちらも前年度までの国保税や保険料に未納がないことが条件となります。

申 請 期 間　４月 15 日から 11 月末まで（予約の前に申請をお願いします。）
受 診 期 間　来年の３月末まで
健 診 機 関　大子町で契約している健診機関

（人間ドックについては、やむを得ず契約以外の健診機関で受診する場合も助成の対象と
なりますので、町民課国保年金担当までお問い合わせください。※助成額上限２万８千円）

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125

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

▲りんごの会「薔薇のアップルパイ」

りんごの会「りんごの絵巻寿司」

▲

同一年度内に
・人間ドック、脳ドック助成
・国 保 特 定 健 康 診 査
・後 期 高 齢 者 健 康 診 査
とは重複して受けられません。

～人間ドック・脳ドック費用の一部助成を実施します～

役場職員などを装った
不審電話にご注意ください！

市役所・町村役場の職員などが、還付金
の受け取りのために ATM の操作を求め
ることはありません。
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■問合せ　地域包括支援センター（保健センター内）　☎72-1175

「こんにちは、あなたの地域包括支援センターです」

大子町地域包括支援センターをご存じですか？

　大子町地域包括支援センターは、高齢者の方々が、住み慣れた地域で生き生きと暮らせるよ
うに様々な支援を行うため、平成 20 年に設置された皆さんの身近な相談窓口です。主任ケアマ
ネジャー（主任介護支援専門員）、保健師、社会福祉士が中心となって高齢者の皆さんの支援を
しています。それぞれの専門知識を生かし、さらに互いに連携を取りながら“チーム”として
総合的に皆さんを支えます。
　また適切なサービスを継続して利用できるよう、ケアマネジャーや医療機関とも連携してい
ます。
　高齢者の介護は想像以上に大変なことです。無理をせず制度やサービスを利用していきましょ
う。困ったときや悩んだときには地域包括支援センターにご相談ください。

◆様々な相談ごとを受け付けています

◆介護予防に取り組みましょう

◆皆さんの権利を守ります

◆自立した生活ができるよう支援します

（総合相談）
　高齢者に関するさまざまなご相談をお受けし
ています。ご希望により、ご自宅へお伺いします。
また、内容に応じて、必要なサービスの情報提
供を行ったり適切な機関におつなぎしています。
秘密は厳守します。

○今までに寄せられた相談
・家族が急におかしなことを言うようになった。

どうしたらいいのだろう？
・近所に一人暮らしでひきこもりがちの生活を

している人がいる。心配なので様子をみてほ
しい。

・介護保険制度がよくわからないので教えてほ
しい。

・家族で介護するのが限界だ、　など。

（介護予防教室）
　心身の老化は、防ぐことが可能です。介護が
必要になる前に、今の生活習慣や運動習慣を見
直すことを学びましょう。集会所などを利用し
た出前講座（健康教室）の他、介護のおそれが
ある方を対象とした※予防教室を行っています。
いつまでも元気な生活を続けるために、お気軽
にご参加ください。

（※基本チェックリストの該当者が対象となります。）

（成年後見・権利擁護・高齢者虐待防止）
成年後見・権利擁護とは？
　認知症や知的障害などにより判断能力が十分
でない人は、財産管理や日常生活でのさまざま
な契約を行うことが難しい場合があります。こ
のような方々が不利益を被ったり悪質商法の被
害者になることを防ぎ、権利と財産を守る制度
です。

高齢者虐待防止
　虐待の早期発見に努め高齢者のみなさんを守
ります。養護者が高齢者に対し①叩く、殴る②
介護や世話が必要なのにしない③侮辱する言葉
を言ったり、人前でわざと恥をかかせる④わい
せつな行為をする⑤必要なお金を渡さない、使
わせないなどが虐待にあたります。未然に防ぐ
ことが大切です。

（介護予防支援計画書の作成）
　介護保険で要支援１又は２に認定された方々
の介護予防支援計画書を作成しています。皆さ
んの意欲や意向を尊重した計画を作成し、寝た
きりや介護が必要な状態にならないようなサー
ビスを検討します。
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■問合せ　総務課　総務担当　☎72-1114

「FMだいご」に関するアンケート
調査結果の概要について

　２月から３月にかけて実施した「FM だいご」に関するアンケートについて、次の通り概要を取り
まとめましたので、お知らせします。
　また、アンケート結果の詳細については、大子町ホームページ（URL：http://www.town.daigo.
ibaraki.jp/）で公開しています。
　皆様のご協力ありがとうございました。

【アンケート結果の概要】
○実施時期：平成 27 年 2 月～ 3 月　○調査客体：6,344 件　○回収数：2,766 件（回収率：43.6%）
○調査項目（一部抜粋）
◆「ＦＭだいご」の放送を聴いているか。（１つだけ、全員回答、集計総数 2,766 人）

■ ア　普段から、又はときどき聴いている。1,211 人

■ イ　緊急放送・訓練放送だけ聴いている。665 人

■ ウ　聴いていない。839 人

■ 無回答 51 人

■ ア　受信できないから。61 人
■ イ　雑音がひどいから。144 人
■ ウ　ラジオを聴くための時間がないから。286 人
■ エ　ラジオを聴く習慣がないから。536 人
■ オ　面白い（聴きたいと思う）番組がないから。178 人
■ カ　その他。138 人
■ 無回答 161 人

イ
24.1％

エ 35.6％

ウ
30.3％

オ 11.8％ ウ 19.0％

無回答1.8％

イ 9.6％
ア 4.1％無回答10.7％

カ 9.2％

ア
43.8％

◆聴かない理由（１つだけ、前の項目で「イ」又は「ウ」を選択した方が対象、集計総数 1,504 人）

■ ア　必要だと思う。1,675 人
■ イ　どちらかといえば必要だと思う。507 人
■ ウ　不要だと思う。140 人
■ エ　どちらかといえば不要だと思う。137 人
■ オ　わからない。149 人
■ 無回答 158 人

■ ア　今のまま続けるべきだと思う。756 人
■ イ　番組を充実させて続けるべきだと思う。744 人
■ ウ　番組を簡素化して続けるべきだと思う。304 人
■ エ　続ける必要はないと思う。356 人
■ オ　わからない。404 人
■ 無回答 202 人

ア
60.5％

ア
27.3％

イ 18.3％

ウ 11.0％

エ 12.9％ イ
26.9％

無回答5.7％

無回答7.3％

オ 5.4％

エ 5.0％
ウ 5.1％

オ 14.6％

◆緊急（大雨や火事）放送は必要だと思うか。（１つだけ、全員回答、集計総数 2,766 人）

◆「ＦＭだいご」の放送を今後も続けるべきだと思うか。（１つだけ、全員回答、集計総数 2,766 人）
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2015

June6 水無月

※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。

連　絡　先

◎ 救急協力当番病院 ◎
月　日 病　院

6月 1日㈪～　   7日㈰ 保内郷メディカルクリニック
　   8日㈪～　  14日㈰ 久保田病院

15日㈪～　  21日㈰ 慈泉堂病院
22日㈪～　  28日㈰ 保内郷メディカルクリニック
29日㈪～7月 5日㈰ 久保田病院

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

６月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆町県民税　　　　第１期
町県民税納税通知書は６月中旬にお送りします。

納期限は6月30日㈫です。
延長窓口のお知らせ

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せください。

婚活支援ネット結婚相談会
６月実施日のお知らせ

まちづくり課　☎72-1131
大子町では結婚相談を実施しています。事前予約不要、
どなたでもご相談いただけます。
日　時　６月14日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館まいん２階小会議室

町の人口と世帯
（平成27年５月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,854人　（－60）
　　男　　　9,206人　（－33）
　　女　　　9,648人　（－27）
★世帯数　　7,599戸　（－7）

6 June 水無月
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈪

2日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

全国一斉特設人権相談 10：00～15：00 一　般

3日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

4日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

5日㈮ お知らせ版６月号発行

6日㈯

7日㈰

8日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般

9日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

一日年金事務所（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）

10日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般

飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般

11日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

12日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般

献血（油研工業㈱） 10：00～12：00 一　般

献血（弘陽電機㈱） 14：00～16：00 一　般

13日㈯

14日㈰

15日㈪

16日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

17日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

18日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

19日㈮

20日㈯

21日㈰

22日㈪ 広報だいご７月号発行

健康教室 13：30～15：00 一　般

こころの相談 13：00～16：00 一　般

23日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

24日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般

25日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

26日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般

27日㈯

28日㈰

29日㈪

30日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

2015

Public Information DAIGO June 201510



今月のイベント ６月

ＰＩＣＫ ＵＰ

６月１日から

６月２２日開催

久慈川鮎釣解禁

近津神社の中田植
（平成２６年９月２４日に大子町指定無形民俗文化財に指定されました。）

　久慈川は福島県と茨城県の県境にある八溝山に源を発
する一級河川です。その豊富な水量と良好な水質から、
久慈川で育つ鮎は姿形、味ともに関東一です。平成 14
年度に財団法人日本釣振興協会が行った釣り人が選ぶ「天
然アユがのぼる１００名川」にも選定されました。その
鮎を求め毎年全国から多くの遊漁者や観光客が訪れます。

　毎年夏至の日に近津神社（下野宮）で行われている中田
植（ちゅうだうえ）が今年も６月２２日に実施されます。江戸
時代前期に始まったといわれるこの祭礼は毎年たくさんの参
観人が訪れ、神事や早乙女が行う田植えを見守ります。
　また、この日は、神

しん

饌
せん

田
でん

と呼ばれる田の一部が一般にも
開放されており、誰でも苗を植えることができます。早乙女
と皆さんが植えた苗が育ち、収穫されたお米は神

しん

饌
せん

として
お供えされます。豊作だけでなく、家内安全、無病息災を
祈願する祭礼ですので、参加された際には見るだけでなく、
家族の安全を祈って苗を植えてみてはいかがでしょうか？

※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ますようお願いします。

ＰＩＣＫ ＵＰ

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

１日 久慈川鮎釣解禁 久慈川漁業協同組合 ☎ 0295-52-0038

２日 老人クラブ対抗クロッケー大会 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

７日 切り絵教室 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

14 日 樹木観察会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

14 日 新茶まつり 奥久慈茶業組合 ☎ 78-0717

22 日 近津神社の中田植 大子町観光協会 ☎ 72-0285

28 日 木工教室
※要予約（申し込みは６月１９日まで） 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

上旬～　
７月上旬 芦野倉花菖蒲園まつり 芦野倉花菖蒲園保存会ひくぞー会 ☎ 72-8035
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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。

第４回大子ふるさと博覧会
　第４回目の開催となった大子ふるさ
と博覧会の様子です。展示されている
作品の個性はどれも豊かで、少し角度
を変えるとまた違った表情を見せてく
れました。
　また、作品作りを体験するコーナー
では親子で楽しみながら作品を作って
いる姿が印象的でした。

風 情
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