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（１） 学校で使用する教材を無料化しました

　子育て支援の一環として、平成２７年４月から教材の無償給付を
開始。学校の授業で使う副読本、参考書や学習帳などを、保護者に
代わり学校が一括購入し、児童生徒へ配布しました。

【予算額：1,030 万 9 千円】

（２） 部活動を行う生徒に補助金を交付します

　中学校で部活動を行う生徒の、遠征費等で発生する自己負担分の
一部を補助する目的で実施します。

【予算額：115 万 8 千円】

（３） 町内全ての小中学校に空調機を設置します

　児童生徒の健康への影響や、学習環境の向上を考え、町内全ての
小中学校における普通教室等への空調機設置を実施します。
※依上小・袋田小については、耐震補強工事を予定していることか

ら工事の状況をみて実施します。
【予算額：1 億 264 万円】

（４） 第７４回国民体育大会の成功に向けて取り組みます

　平成３１年に茨城国体が開催され、大子町はカヌー競技（スラローム・ワイルドウォーター）の
開催会場に決定。今年度、準備委員会を設置し、４年後に迫る国体成功へ向け、準備を開始します。
○基礎調査事業
　競技及び式典会場の測量を含めた調査を実施し、整備基本計画を作成します。
○子ども用カヌー導入
　子ども用のカヌーを５艇導入し、茨城県カヌー協会及び奥久
慈カヌークラブと共に普及啓発に努めます。

【予算額：1,170 万 7 千円】

教育環境の充実・町民主体の
文化活動やイベントへの支援

平成27年度主な予定事業紹介

ここまでのお問い合わせ先　教育委員会事務局　学校教育担当　☎７９－０１７０

お問い合わせ先　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎７２－１１４８

～教育・文化の振興～

いばラッキー
いきいき茨城ゆめ国体
マスコットキャラクター
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今年の 10 月に

マイナンバーを一人一人にお届けします！

マイナンバー（個人番号）とは？

マイナンバー 検 索

個人番号カードとは？

・国民一人一人がもつ１２桁の番号です。

・表面に住所・氏名・性別・生年月日・顔写真、
　裏面にマイナンバーが記載されたＩＣカードです。
・来年１月から申請者に交付します。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請で、
書類の添付が減ります。

行政の効率化

行政手続が、
正確で早くなります。

公平・公正な社会の実現
適正・公平な課税を実現します。
年金などの社会保障を、
確実に給付します。

問合せ

公式サイト

内閣府大臣官房番号制度担当室コールセンター

☎０５７０－２０－０１７８
※平日９時３０分～１７時３０分（土日祝日・年末年始を除く。）

連 載 マ イ ナ ン バ ー 　第 １ 回
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　国保の加入者は７０歳になる月の翌月（１日が誕生日の人はその月）から医療費の自己負担割合が軽減され
ます。自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」（水色のもの）が交付されますので，診療を受けると
きは保険証と一緒に窓口に提示してください。詳しくは，下表をご覧ください。

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76-8125

現役並み所得者とは ･･･

　同一世帯の中に，一定以上の所得（住
民税課税所得 145 万円以上）がある 70
歳から 75 歳未満の国保被保険者がいる
方。ただし，該当者の収入の合計が 2 人
以上で 520 万円未満，単身で 383 万円未
満の場合は，申請により 2 割又は 1 割に
軽減されます。

70 歳からは
高齢受給者証が

交付になります

＜医療費が高額になる場合は，限度額適用認定証をご活用ください＞
　７０歳以上で非課税世帯の方や７０歳未満の方は，あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を国保窓口に申請し，認定証を医
療機関に提示することで，窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
　※同じ月内の医療費が自己負担限度額を超えた場合は，高額療養費として申請により後から支給されます。
　※「限度額適用認定証」は，国保税の納付状況により交付できない場合があります。

　大子町町制施行６０周年を記念して、子ども議会を開催します。
　小学生や中学生が子ども議員となって、町長へ「まちづくりに関する質問や提言」を行
います。

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170

日　時　平成２７年８月１１日（火）
　　　　午前１０時～午後３時
会　場　大子町文化福祉会館まいん
　　　　文化ホール

　入場は無料です。子どもの視点から考え
る『まちづくり』をご覧ください。

子 ど も 議 会 を 開 催 し ま す

◆自己負担割合（一部負担金）

区　　　　　分 自己負担

昭和 19 年 4 月 1 日以前に生まれた人 1 割

昭和 19 年 4 月 2 日以降に生まれた人 2 割

上記のうち，現役並み所得者 3 割

話し合いをしている生徒たち
（生瀬中学校）
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　本校は、中学校での３年間が「社会で自立していくための基礎をつくる時期」であると考え、学力
の向上とともに、思いやりがあり、失敗してもくじけずたくましい生徒の育成に努めています。本校
の特色ある活動を紹介します。

男体山清掃登山
　地域の方々やユネスコ協会、人権擁護委員、そしてＰＴＡ・
後援会の方々に支えられ、昭和５８年度から男体山清掃登山を
続けています。
　学校から登山口までの道路のゴミを拾いながら、全校生徒や
各種団体の方々と男体山登山を行います。学校から山頂までは、
約１０キロメートルありますが、元気いっぱいの生徒達は、最
後まで活気にあふれています。本年度は、山頂で「男体山の成
り立ち」について授業を予定しています。

ワンストップへそ礼
　「あいさつは、人と人とをつなぐ第一歩」と捉え、会釈ではなく、
立ち止まってきちんとあいさつすること（ワンストップへそ礼）
を習慣化できるように日々生徒会を中心に推進しています。
　先日実施した宿泊学習では、１年生がワンストップへそ礼を
校内と同様に行い、磐梯青少年交流の家の方々から、「すばらし
い習慣です。感動しました」というお褒めの言葉をいただきま
した。

輝く大子の子どもたち　第４回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170

大子町立南中学校

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.14 
【隊員氏名】
友常　みゆき（ともつね　みゆき）女性
　５月から地域おこし協力隊員となり、大子町民となりました“ともつねみゆき”です。
茨城県海沿いの鉾田市からまいりました。
　鍛金（たんきん）という、金属を加工して作品をつくる作家活動をしています。
　大子町とのご縁は、毎年９月の第一日曜に開催される‘丘の上のマルシェ’に出店したこ
とがきっかけでした。小雨のなか出店していた私に、お客様である大子町の方々が「来てく
れてありがとう」と声をかけてくださいました。（本来は出店側の私が言う言葉なのに）
　この「来てくれてありがとう」を、今度は大子町民となった私も、大子へ来てくださる方々
へお声掛けしていきます。
　これから、大子町の人々のあたたかさを県内外に伝え、町の空き家に作り手を呼び、町の
活性のお役にたてるよう活動していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

地域おこし協力隊 facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi
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▲商店街七夕飾り
協力隊も参加いたしました

＜活動の方向性＞　○アートによる地域の活性化　○空き家の活用
　　　　　　　　　○空き店舗のリノベーション　○定住移住の促進　○ものづくりの人材誘致

「男体山山頂にて」

「生徒総会」
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ニュースだいごニュースだいご

　毎年夏至の日に行われる下野宮近津神
社の中田植が、６月２２日に開催されま
した。
　当日は平日にもかかわらず多くの参拝
客やカメラマンで賑わいました。
　神殿にて田植歌奉納などの神事が行わ
れた後、田植歌保存会による奏楽と田植
歌に合わせて１５人の早乙女による御神
田への田植えが行われ、五穀豊穣を祈願
しました。

　６月２１日から２２日までの２日間芦野倉
花菖蒲園において、第３回芦野倉花菖蒲園ま
つりが開催されました。
　「芦野倉ひくぞー会」の皆さんが毎年手作
業で全ての株の植え替え等の園の整備を行っ
ており、園内には鮮やかな花菖蒲が咲き誇っ
ていました。また、２１日夜には園内にキャ
ンドルとかがり火を配し、オカリナの演奏会
が行われました。訪れた見物客は幻想的な空
間に広がる花菖蒲を楽しんでいました。

　６月２６日に、文化福祉会館まいんに
おいて子育て支援センターが主催する劇
団公演が行われました。劇団飛行船によ
る人形劇「くるみ割り人形」等が公演され、
当日参加した多くの子どもたちは、人形
のコミカルな動きとお話の世界を楽しん
でいました。

近津神社の中田植

第３回芦野倉花菖蒲園まつり

近津神社の中田植

第３回芦野倉花菖蒲園まつり

子育て支援センター
劇団公演
子育て支援センター
劇団公演
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　４月２３日に小生瀬地内において発生した山岳遭難事故において救助に尽力いただいた
方への感謝状贈呈が行われました。この日感謝状が贈呈されたのは、次の２団体です。

企業立地に関する協定書調印式

救急救助事案協力者に対する感謝状贈呈式

　この度、株式会社永伸商事が山田地
区（山田造成地）に工場を立地するこ
とに伴い、６月１２日に役場庁議室に
おいて協定書への調印式が行われまし
た。
　同社は東京都に本社を置き、惣菜加
工を行っている企業です。式の中で同
社の大出実社長は「大子町は昔から縁
のある土地で、この町に何か協力した
いと常々考えていた。空気も水もきれ
いなすばらしい環境で、よい製品を作
り、また、地域経済の一助となれば幸
い」と意気込みを述べました。
　今後、山田地区に惣菜加工場を建設
し、来年秋には操業をスタートする予
定です。

企業立地に関する協定書調印式

救急救助事案協力者に対する感謝状贈呈式

○株式会社大藤組
　代表取締役　大藤博文
　協力者　社員６人
　菊池　実さん
　菊池公志さん
　鈴木慎一さん
　菊池洋一さん
　露久保豊さん
　堀江義彦さん（通報者）

○株式会社いばらき森林サービス
　代表取締役社長　平戸郁夫
　協力者　社員３人
　菊池和治さん
　大薗国治さん
　山田勝国さん
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【虫歯や歯周病が病気の引き金に】
　虫歯や歯周病になると、口の中に細菌が増えてきます。これをそのまま放っておくと、ついには細
菌が血管に入って全身に広がり、いろいろな病気を引き起こしたり、生活習慣病（心疾患や糖尿病な
ど）を悪化させることがあります。
　また、歯が痛かったり、歯がなかったりすると、食べ物をよくかまずに飲み込んでしまうために、
胃や腸に負担がかかり胃腸の病気が起こってきます。表情や顔つきも変わり、力を入れてパワーを発
揮することもできなくなってしまいます。

【歯を失う原因は虫歯と歯周病】
　歯を失う原因の約９０％は虫歯と歯周病です。歯を失わないためには、虫歯と歯周病の予防が大切
です。

≪目指せ８０２０・６４２４≫
　『８０２０・６４２４』とは、「８０２０」は「８０歳で２０本以上の歯を保とう」、「６４２４」は「６４
歳で２４本以上の歯を保つ」と「虫歯にしない」の２つの意味をもつ茨城県独自の歯科保健のキャッ
チフレーズです。
　虫歯や歯周病が進行すると、歯が抜け落ちたり抜かざるを得なくなったりしてしまいます。そうな
る前に予防を心掛け、６０歳で２４本、８０歳で２０本の歯を維持しましょう。 

【まず、口の中を清潔に！】
　虫歯や歯周病予防のため、またそれ以上悪化させず、全身の病気を引き起こす原因にしないために
は、口の中の細菌を減らすことが重要です。そのために効果的な方法が、歯ブラシを使ったブラッシ
ングです。

≪効果的な歯みがきのポイント≫
　１，力を入れずに軽くブラッシング
　２，夜寝る前は特に丁寧に
　３，小型の歯ブラシで磨く
　４，歯と歯肉の間もブラッシング
　５，基本は一筆書きを３周

【今日から始めよう！歯を守る生活習慣】　
・丈夫な歯はしっかりかむことから

　バランスの良い食事をしっかりかんで、唾液を出すことも大切です。唾液の働きが細菌の活動を
抑えてくれます。

・タバコやストレスも要注意
　タバコは血管を収縮させ、歯肉を弱らせます。疲れやストレスがたまると免疫力が落ち、細菌が
増殖します。

・プロによる定期的なケアを
　初期症状の少ない虫歯や歯周病は、痛みや出血が出るころにはかなり悪化していることがありま
す。たとえ症状が出ていなくても、定期的にチェックをしましょう。健康な歯を保つために、半年
に一度は定期健診を受けましょう。

■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎ 72-6611

～ お口の中からの健康づくり ～
保健コーナー
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排水設備主任技術者講習会
及び資格認定試験

無料相談会の
　実施について

排水設備主任技術者講習会
及び資格認定試験

無料相談会の
　実施について

■講習会期日
　９月１４日（月）
■試験期日
　１０月２２日（木）
■講習会及び試験会場
　水戸プラザホテル（水戸会場）
■受講・受験申込期限
　８月１４日（金）
■申込先
　建設課
※水戸会場のほか、つくば会場でも受講・

受験することができます。詳しくは、建
設課にお問合せください。

■問合せ　建設課　建設担当　☎ 72-2611

　弁護士、司法書士、行政書士、税理士、
公認会計士、社会保険労務士、土地家屋調
査士、不動産鑑定士が無料相談に応じます。
　法律や行政、税務、会計、労働・社会保険、
不動産についてのご相談のある方はお気軽
にご来場ください。（当日受付順・事前予約
不可）

■日　時　　９月６日（日）
　　　　　　午前９時３０分～午後３時
　　　　　　（受付午後２時３０分終了）
■場　所　　茨城県産業会館大会議室
　　　　　　水戸市桜川 2-2-35
　　　　　　電話 029-227-7121
■問合せ　　茨城県土地家屋調査士会　
　　　　　　☎ 029-259-7400
　　　　　　FAX029-259-7403

ひばりくん防犯メールひばりくん防犯メール
　県民の皆さんにとって身近な犯罪の情報や交通事故
情報、行方不明者の手配情報、県警（警察署）からの
お知らせなどについて、登録者の携帯電話又はパソコ
ン宛にメールを配信するサービスです。

【登録方法】
　以下のQR コードを読み取るか、次の
アドレス宛に空メールを送信してくだ
さい。
add@mail1.police.pref.ibaraki.jp

電気使用安全月間です電気使用安全月間です

バス運転士（正社員・契約社員）募集
費用会社負担で大型二種免許が取れます！
・仕　事　路線バス・高速バス・観光バスの運転業務
・資　格　普通一種免許取得３年以上の方
・勤務地　大子・大宮・太田営業所等
・時　間　勤務シフトによる（実働８時間）	
・休　日　月６日～９日程度（交代制）
・待　遇　社会保険完備
・給与　18～ 24万円（基本給＋通勤手当＋時間外手当等）
※年齢・経験により変わります。

★６０歳以上の方も多数活躍しています。
お問い合わせ先　茨城交通株式会社労務課

☎０１２０-９９６-１５８

広 告
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2015

August8 葉 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

7月27日㈪～8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㈪～9月 6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

８月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

◆町県民税　　　　　　　　第２期
◆国民健康保険税　　　　　第２期
◆介護保険料　　　　　　　第２期
◆後期高齢者医療保険料　　第２期

納期限は8月31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
８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　８月９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７月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,813人　（－7）
　　男　　　9,185人　（－2）
　　女　　　9,628人　（－5）
★世帯数　　7,584戸　（－8）

August8 葉 月
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日㈯
2日㈰
3日㈪
4日㈫ 子宮がん検診 12：00～12：40受付 要予約

乳がん検診 		9：30～10：00受付
12：00～12：40受付 要予約

定期健康相談 13：30～15：00 一　般
5日㈬ お知らせ版８月号発行

心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
6日㈭ 消費者相談 		9：00～16：00 一　般
7日㈮
8日㈯
9日㈰
10日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般
11日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般

献血（役場） 10：00～15：30 一　般
12日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般
13日㈭ 消費者相談 		9：00～16：00 一　般
14日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般
15日㈯
16日㈰
17日㈪
18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）

19日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

20日㈭ 広報だいご９月号発行
消費者相談 		9：00～16：00 一　般
献血（植木工業所） 10：00～12：00 一　般
献血（エコスたいらや大子店） 14：00～16：00 一　般

21日㈮
22日㈯
23日㈰
24日㈪ 健康教室 13：30～15：00 一　般

こころの相談 13：00～16：00 一　般
25日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
26日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
27日㈭ 消費者相談 		9：00～16：00 一　般
28日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般

菊池盛昌回顧展 28日12：00～30日14：00 一　般
29日㈯ 菊池盛昌の世界 14：30～ 一　般
30日㈰
31日㈪

2015
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今月のイベント ８月

ＰＩＣＫ ＵＰ

２日開催

１４日開催

鮎のつかみどり大会

大子町花火大会と灯籠流し

　久慈川と押川の合流地点に約 2,000㎡の特設会場
を造り、鮎やマスなど約 10,000 尾を放流し行われ
る鮎のつかみどり大会は、大子町の夏の風物詩とし
て定着しています。鮎やマスに紛れて数尾放される
ウナギを捕まえると、景品がプレゼントされるお楽
しみ企画や、捕まえた魚をその場で塩焼きにして食
べることもできます。自然と触れ合うこの素敵なイ
ベントに是非ご参加ください！

　大子町花火大会と灯籠流しが今年も８月１４日に開催されます。
　今年で８３年目を迎える歴史ある花火大会は、町内だけでなく町外
からも多くの見物客が訪れ大変賑わいます。澄んだ星空に花火で描か
れる特大のアートはいつみてもすがすがしい気持ちにしてくれます。
　夏といえば花火！皆さんもこの花火大会に足を運ばれてはいかがで
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

１～２日 奥久慈少年サッカー大会「若鮎杯」 大子サッカースポーツ少年団 ☎ 78-0608

２日 鮎のつかみどり大会 大子町観光協会 ☎ 72-0285

２日 草花寄せ植えづくり 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

２日 夏休み子ども映画会 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

９日 夏の植物観察会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

14 日 大子町花火大会と灯籠流し 大子町観光協会 ☎ 72-0285

15 日 茶の里夏まつり 奥久慈茶の里公園 ☎ 78-0511

19 日 中・高生の主張大会 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

23 日 森林浴をしましょう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

24 日 流燈と花火の俳句会
※灯句は８月１８日締切 奥久慈俳句連盟 ☎ 72-1065

29 日 菊池盛昌の世界 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

28日～30日 菊池盛昌　回顧展 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148
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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。

＊＊＊＊＊＊＊＊ 中学校総合体育大会 ＊＊＊＊＊＊＊＊
　大子地区中学校総合体育大会が６月２３日に開催されました。
　大子広域公園やリフレッシュセンター、大子中学校などを会場に軟式野球、ソフトテ
ニス、バスケットボール、剣道、卓球の５種目の競技が行われました。
　３年生にとって最後の大会となるこの大会では、これまでの練習の成果を全て出し切
り勝利をつかもうと熱戦が繰り広げられました。

集大成
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