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祝！池田橋開通
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　平成２３年度から工事が
進められていた、国道１１８
号線と県道大子那須線を結
ぶ池田橋が３月１２日に開通
しました。
　旧池田橋は、昭和４年に
完成し今日まで住民の主要
な交通路として利用されて
きましたが、橋の老朽化に
よる危険性、一方通行であっ
たため、現在の交通事情に
合わせるなどの観点から架
け替えが行われたものです。
架け替えが行われたことに
より車両の対面通行が可能
になり、利用者の安全性の
向上が図られたうえ、常陸
大子駅周辺の市街地と池田
地区間のアクセス性が向上
します。

橋梁名：池田橋
幅員：９．５ｍ
全長：１１１．０ｍ

　また、同日開通セレモニーが行われ、茨城県知事をはじめ多くの来賓や、地元の方々が出席し開通を祝い
ました。式典の中で、綿引町長と橋本知事へだいご小学校の生徒から感謝の花束贈呈が行われ、終始和やか
な雰囲気の中式典が進められました。

池田橋が開通しました！
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【国保・後期高齢】人間ドック費用の一部助成を実施します 

　「国保の特定健康診査」と「後期高齢者の健康診査」については、集団健診のほかに、町内医療機関
（保内郷メディカルクリニック、久保田病院、慈泉堂病院、岩佐医院、吉成医院）でも受けることができます。
　希望する方は、医療機関窓口へお問い合わせください。なお、受診できる期間は、４月１５日から
１２月末までです。
※受診券が届く前に上記医療機関で受診したい方には、個別に受診券を送付しますので町民課へご連絡をお願いします。

　平成 2８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、脳ドック健康診査費の一部助成（7 割助成）を行います。
※脳ドック健診費助成事業では、定員は設定していません。ただし、同一年度内においては、人間ドック助成と重複して受けられません。

　「助成対象者」、「申請期間」及び「受診期間」は、人間ドックと同じ取扱いとなりますので、希望する方は、
町民課国保年金担当で、予約の前に申請してください。

助成対象者

申 請 期 間

そ の 他

● 町内の医療機関でも特定健診などの健康診査が受診できます

● 脳ドック費用の一部助成も引き続き実施します

受 診 期 間 助 成 額

申 請 窓 口

健 診 機 関

募 集 定 員

○ 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。

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。）

○やむを得ず上記健診機関以外で受診する場合も助成の対象となります。（助成額上限 2 万 8 千円）

※取扱いが上記医療機関と異なりますので希望する方は町民課国保年金担当へご連絡ください。
○婦人科健診等のオプション項目は、助成の対象外となりますので、希望する場合は、自己負担で追加受診して

ください。
○受診の際に介助が必要な方は、健診機関とご相談の上、申請をお願いします。
○脳併診ドックは、助成の対象外となります。

来年の 3 月末まで ドック費用の 7 割相当（上限 3 万円）

町民課 国保年金担当 国民健康保険 200 名，後期高齢者医療 50 名
※先着順により受付します。

健診機関 対象ドック 助成額 本人負担額
志村大宮病院（常陸大宮市） 日帰ドック 28,000 円 12,057 円
日立総合病院（日立市）※H28年度から 日帰ドック 28,000 円 13,040 円
茨城県メディカルセンター（水戸市） 日帰ドック 28,000 円 13,040 円
水戸済生会総合病院（水戸市） 日帰ドック 28,000 円 13,040 円

水戸赤十字病院（水戸市） 日帰ドック
１泊ドック

30,000 円
30,000 円

13,200 円
33,072 円

東関東クリニック（水戸市） 日帰ドック 28,000 円 13,040 円

国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 日帰ドック
１泊ドック

28,000 円
30,000 円

13,040 円
33,720 円

那須赤十字病院（大田原市） 日帰ドック（胃部検査あり）
日帰ドック（胃部検査なし）

30,000 円
21,000 円

13,200 円
9,780 円

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125　内線117，118

健診機関 本人負担額 健診機関 本人負担額
ブレインピア南太田（常陸太田市） 6,480 円 水戸ブレインハートセンター（水戸市） 6,480 円
聖麗メモリアル病院（日立市） 8,748 円 那須脳神経外科病院（那須塩原市） 10,692 円
聖麗メモリアル高鈴（日立市） 8,748 円 国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 10,692 円

同一年度内に
・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。

＊ 注 意 ＊
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ニュースだいごニュースだいご

企業立地に関する協定書調印式企業立地に関する協定書調印式

　２月１０日に、株式会社ジャパンパワー
サプライと大子町において企業立地に関す
る協定書の調印式が行われました。
　この調印式は、株式会社ジャパンパワー
サプライが町内のゴルフ場跡地に３４MW
規模の、県内最大級となる大規模太陽光発
電所を立地することに伴い行われたもので
す。また、同社はこの事業を通じ地域貢献
をしたいと考えており、クラブハウス、ホ
テル及び付帯施設を町に寄附されました。
町では寄附された施設に通信単位制高等学
校を誘致する計画です。
　今後、地域企業の活用や雇用の確保、環
境教育の場としての活用が期待されます。

百段階段でひな祭り百段階段でひな祭り

　毎年開催されている百段階段でひな祭
りが今年も２月２８日に開催されました。
　当日は天候にも恵まれ、階段を上るた
めに多くの方が列を作り順番を待ってい
ました。

茨城県美しい美土里づくり
優良活動表彰受賞報告
茨城県美しい美土里づくり
優良活動表彰受賞報告

　左貫地区の左貫本郷環境保全会が茨城県美しい
美土里づくり優良活動表彰を受賞したことに伴い、
２月２２日に町長へ受賞報告に訪れました。
　左貫本郷地区では子ども達へ伝統文化の継承と
教育をテーマに、ホタルやカタクリを守る地域環境
を次世代につなぐ活動に取り組まれています。今
回は、その活動が高く評価されて表彰されました。
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地域おこし協力隊任命式地域おこし協力隊任命式

　地域の皆さんとともに、地域おこしのために活
動を続けている、地域おこし協力隊に新たなメン
バーが加わりました。
　これに伴い、３月１日に町長室において任命式が
行われました。
　新たに加わったメンバーは次のとおりです。他の
メンバーと協力し、地域おこし活動に従事してい
ますので皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

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

　２月１５日に茨城県市町村会館で行われた平成２７年度茨城県町村自治功労者表彰式において、
川井憲さん（西金）が民間自治功労者として表彰されました。
　また、川井さんは表彰式において、１２町村８７名の受賞者を代表してあいさつを述べられま
した。

功績の概要　
　昭和４５年に消防団に入団して以来、３８年間の長きにわたり消防団員として地域住民の安全
と生命財産を守る活動を献身的に行いました。平成１０年から平成２０年まで大子町消防団長と
して組織の統率を図り、平成１４年には女性消防団レッドエンジェルスを結成するなど、地域消
防の組織力を高めました。団長退任後も機能別団員として消防団員の指導と育成に積極的に取り
組み、安全安心な地域づくりに貢献しています。
　また、昭和５３年から平成７年まで統計調査員を務め、国勢調査をはじめ２２回の各種統計調
査に尽力されました。
　さらに、平成６年から大子町商工会の理事を務め、平成１８年に副会長、平成２４年から３年
間は会長職を担い、行政や関係機関と連携し、秋の恒例イベントである奥久慈大子まつりの実行
委員長として地域振興に貢献するなど、多大な功績を残されています。

川井　憲さん（西金）

加藤木賢二（かとうぎ　けんじ）　男性
茨城県東茨城郡城里町出身
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　本校は、「正義」「博愛」「勤勉」を校訓とし、「夢」「感動」「笑顔」のある学校を目指して、教育活動を展開
しています。また、生徒の自発的活動を促し、自己有用感の醸成をねらいに、２年前から「NAMASE ふれあい部」
と名付けた縦割り班活動を全校生徒で取り組んでいます。この活動は、自然部、仲間部、地域部の３部体制です。
輝生祭（文化祭）の運営（自然部、仲間部、地域部）
　今年度は、町の学校活性化事業交付金を活用して、保護者や地域の方が参加できる「地域参加型」の輝生祭を
計画しました。具体的には、「りんごの皮むき大会」や、野菜の販売そして朗読コンサートなどです。今回の輝生
祭を通して、「夢」をもち「感動」を共有し「笑顔」になれる生瀬中を生瀬地区全体に発信できたと感じています。
縦割り班給食
　仲間部が計画し、毎月１回実施しています。縦割り班ごとに会食して、上級生と下級生の垣根を越えて楽しい
一時を過ごしています。
小中連携事業
  地域部が中心となって、年２回生瀬小学校において、あいさつ運動と読み
聞かせを行っています。休み時間などに読み聞かせの練習を積み重ねて、話
を聞く小学生だけでなく物語を読む中学生にとっても、充実した時間を共有
することができました。
野菜の栽培
  自然部が種類と作付面積を考えて運営しています。今年度は１２種類の野菜
を栽培しました。耐震工事のため、実施予定だった「カレーパーティー」はで
きませんでしたが、輝生祭での販売は保護者や地域の方から好評を博しまし
た。

輝く大子の子どもたち　第12回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

生瀬中学校

　八溝山周辺地域定住自立圏（大田原市を中心に２市６町で構成）の事業として広域無料法律相
談を実施します。法的トラブルでお困りの方、どうぞお気軽にご利用ください。
　なお、開催日については、毎月の広報だいごカレンダーのページでお知らせします。

日　　時　　毎月第２木曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　午後１時３０分～午後４時３０分（一人 20 分間）
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）
定　　員　　１８人（先着順）
相 談 員　　栃木県弁護士会に所属する弁護士　2 人
利用方法　　毎月第１木曜日から相談日前日まで（土日祝日を除く。）に電話予約をしてください。
　　　　　　ただし、定員になり次第締め切ります。
　　　　　　第１木曜日が祝日に当たる場合は、前日から受け付けます。
予 約 先　　大田原市役所総務課（平日 8:30 ～ 17:15）
　　　　　　☎０２８７－２３－１１１１

広域無料法律相談のお知らせ

■問合せ　大子町総務課　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.22
【隊員氏名】
船木　裕美子（ふなき　ゆみこ）女性
　今年から、放課後子ども教室にてストレッチ・ダンス教室以外の時間も
お手伝いをさせていただき、子ども達との交流の時間を増やしています。
　冬休み期間中に行った「冬休み子ども教室」では地域のお年寄りの皆さ
んにご協力いただき、昔ながらの遊びやモノづくりを子ども達につなぐ世
代を越えた交流のお手伝いをさせていただき、子ども達からもお年寄りか
らも「楽しかった」や「またやりたい」など多くの声をいただきました。
　昨年後半から始めた週一回の大人向けのストレッチ教室にも毎回たくさ
んの方々に参加いただき、頑張っている皆さんの姿を見て、こちらも元気
をいただいております。
　微力ながらも、大子町の皆さんの笑顔のためにこれからも一所懸命がん
ばっていきますので、よろしくお願いします。

■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

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125

「国民健康保険の
届出を忘れずに」

◇大学や専門学校へ進学するとき
　他町村へ転出しても届出をすれば引き続き大子町の国保に加入
できます。卒業した際には、大子町の国保を脱退する手続が必要
です。（印鑑・保険証・在学証明書が必要になります。）
◇会社等を退職後に加入していた任意継続の期間が終了したとき
にも国保に加入する届出が必要です。

例えばこんなときも・・・

届出が必要なとき

医療費の推移（茨城県）

国保に加入するとき 国保をやめるとき
・職場の健康保険などをやめたとき ・職場の健康保険などに加入したとき
・他の市区町村から転入したとき ・他の市区町村へ転出するとき
・子どもが生まれたとき ・死亡したとき
・生活保護を受けなくなったとき ・生活保護を受け始めたとき

・後期高齢者医療制度の対象となったとき
　（75 歳に到達し対象となったときは届出不要です。）

平成 24 平成 25 平成 26

１日あたり
医療費（円） 12,076 12,158 12,408

１件あたり
医療費（円） 23,771 23,536 23,630

１人あたり
医療費（円） 17,890 17,963 18,211
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■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　内線119

国民年金保険料の納付は「口座振替」が“便利”で“お得”です！

　口座振替の手続は、「口座振替納付申出書」に必要事項を記入、押印（お届け印）し、金融機
関や年金事務所、役場町民課に提出するだけです。
　申出書は、それぞれの提出先にありますので、便利でお得な『口座振替』をご利用ください。

☆ 毎 月 納 付
（翌月末振替）

翌月末に振替（例えば、５月分は翌６月
末日に振替）します　【割引無】

☆ 毎 月 納 付
（当月末振替）

当月末に振替（例えば、５月分は５月末
日に振替）します。　【割引有】

☆６か月前納
６か月分の保険料を４月末日と１０月末日
に振替（例えば、４～９月分は４月末日に
振替）します　【割引有】

☆ １ 年 前 納 １年分の保険料を４月末日に振替（４月～
翌３月分）します　【割引有】

☆ ２ 年 前 納 ２年分の保険料を４月末日に振替（４月～
翌々年の３月分まで）します【割引有】

平成28年度の
保険料月額は、

16,260円です。

※クレジットカードにより定期的に納付する方法もあります。手続は、水戸北年金事務所、役場町民課国保年金担当
で受け付けております。 詳しくは、水戸北年金事務所又は役場町民課国保年金担当へお問い合わせください。

※振替日が休日の場合は、翌営業日に振替されます。
※一部納付（一部免除）されている方は、「毎月納付（翌月末振替）」のみのご利用となります。

学生納付特例申請受付開始
　平成２８年度学生納付特例申請の受付が４月１日から開始されました。平成２７年度に承認さ
れた方も改めて申請手続が必要となります。

対象となる学校 大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校
修業年限が１年以上で、都道府県等の許可を受けている各種学校
※ただし、本人の前年所得が 118 万円以下で保険料の納付が困難な学生

持 参 す る も の 年金手帳又は基礎年金番号通知書
平成２８年度有効の学生証又は在学証明書、認印

承 認 期 間 平成２８年４月分から平成２９年３月分まで

受 付 窓 口 町民課国保年金担当

【注意】　○平成２７年度に承認された学生で、平成２８年度も同じ学校に在学する学生には、年
金事務所から「学生納付特例申請書」が郵送されます。必要事項を記入して返送する
ことにより、平成２８年度の申請手続ができます。

　　　　○学生納付特例承認期間は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けるための期間には算入
されますが、老齢基礎年金の年金額には算入されません。満額の老齢基礎年金を受け
取るため、１０年以内の追納をおすすめします。
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朝ごはんの大切さを知ろう
保健コーナー

　朝ごはんを食べていますか？
　一日を元気に過ごすためには、朝ごはんがとても大切です。何かと忙しい朝ですが、食べる習慣を身に付
けたいですね！

１日のリズムは、まず朝食から始まる！

朝食はなぜ必要なの？

朝ご飯を
食べなかったから、
なんか体がだるく、

頭も重いし、
眠いよ～

おかわりも
したもんね。
だから元気

いっぱいだよ。

朝食を
食べると ･･･

● １日を元気にスタートできる
● 頭の働きがよくなる
● 記憶力が高まる
● 体の働きが活発になる
● 体温が上昇し「ヤル気」が起こる

脳や体に
エネルギー
が補給され
るので ･･･

　元気に一日をスタートするために、朝ごはんが大切なのは分かりましたね。しかし、何
でもいいから食べるだけでなく、バランスも大切です！
　主食のごはんなどに含まれる炭水化物は、体の中に入ると、体温やエネルギー源になり、
主菜の肉や魚に含まれるたんぱく質は筋肉や血液 ･ 骨をつくります。そして副菜の野菜な
どに含まれるビタミンやミネラルは、体の調子を整える働きをします。朝食だけでなく、
毎日の食事に主食、主菜、副菜をバランスよく食べることを心掛けましょう。

■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎72-6611

主　食

ごはん、パン、麺類
エネルギーのもとになる食品です。
食事の中心となり、炭水化物を多く
含むものです。

主　菜

肉や魚、大豆、卵、乳製品
体をつくるもとになる食品です。主
なおかずのことで、たんぱく質を多
く含むものです。

副　菜

野菜、果物、きのこ、海藻
体の調子を整える食品です。カルシ
ウムや鉄などのミネラルや、ビタミ
ンを多く含みます。

　健全な食生活が生活習慣病予防につながります。子どもの頃からの食生活や食習慣の積み重ねが大切であり、自ら
が望ましい食生活をしていく力を身につけることが必要です。
　近年、朝食の欠食が問題になっていることから、大子町では『朝ごはんを食べよう』をテーマに「元気もりもりカー
ド」（保育所、保育園、幼稚園、小学校）、「朝食摂取状況カード」（中学生）を年２回実施しています。このカードを
記入することで朝食を見直す機会になればと思っています。

欠食調査結果

６月実施結果　欠食率 １１月実施結果　欠食率
保育所（園）・幼稚園 1.6％ 5.8％
小学校 3.8％ 5.1％
中学校 12.6％ 18.7％

※ 11 月の調査では、おかずのみ、汁物、乳製品、果物のみの方が多く、欠食とみなしました。

　調査結果から、朝食の欠食は年齢が上がるにつれて増えているようです。また、食べてはいても１品のみの傾向も
多くなってきました。バランス良く食べるのが理想ですが、脳や体を動かすエネルギーになる主食は食べるようにし
たいですね。
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2016

April4 卯 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

3月28日㈪～  4月 3日㈰ 久保田病院
4日㈪～  　  10日㈰ 慈泉堂病院

11日㈪～  　  17日㈰ 保内郷メディカルクリニック
18日㈪～  　  24日㈰ 久保田病院
25日㈪～  5月 1日㈰ 慈泉堂病院

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

4月の納付のお知らせ
税務課　☎72-1116

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
4 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　4月10日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館「まいん」２階小会議室

４月の広域無料法律相談のお知らせ
総務課秘書職員担当　☎72-1113

日　時　４月14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　大田原市役所総務課　☎0287-23-1111
　　　　４月７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28年３月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,557人　（－35）
　　男　　　9,076人　（－22）
　　女　　　9,481人　（－13）
★世帯数　　7,551戸　（－8）

April 卯 月

2016

4
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日㈮
2日㈯
3日㈰
4日㈪ 健康教室 13：00～15：00 一　般
5日㈫ お知らせ版４月号発行

定期健康相談 13：30～15：00 一　般
6日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
7日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
8日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般
9日㈯

10日㈰
11日㈪
12日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
13日㈬ 飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般

楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
14日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
15日㈮
16日㈯
17日㈰
18日㈪ 健康教室 13：00～15：00 一　般
19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）

20日㈬ 広報だいご５月号発行
心配ごと相談 13：00～15：00 一　般

21日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
22日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般

法テラスの日無料相談会 13：00～16：00 要予約
※５名程度（予約先：4/6 から受付開始　法テラス茨城 ☎ 050-3383-5390）

23日㈯
24日㈰
25日㈪
26日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
27日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
28日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
29日㈮ 昭和の日
30日㈯

◆固定資産税　　　第１期
　固定資産税納税通知書は、４月中旬に
お送りします。

納期限は平成28年5月2日㈪です。
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１０日開催

外大野しだれ桜祭り
　かつて水戸光圀公がお手植えされたとい
う伝承が残っているこのしだれ桜は、推定
樹齢 300 有余歳、幹周囲２．９メートル、樹
高２０メートルの大きなしだれ桜です。
　大きく広がる枝に満開に咲く花は大変
見事で自然の雄大さを感じることができま
す。開花期間中はライトアップも行われて
おり、暗がりに一本だけ照らし出されるし
だれ桜は、昼間とはまた違った表情を見せ
てくれます。この機会にご家族、ご友人と
足を運ばれてはいかがでしょうか。

今月のイベント 4月

ＰＩＣＫ ＵＰ

８日開催

蒟蒻神社祭礼
　毎年十二所神社（大子）境内を会場に行われる蒟
蒻神社祭礼が今年も４月８日に執り行われます。
　こんにゃくは昔から特産品の一つとして大子町
の農業を支えてきた大切な存在です。この蒟蒻神
社には現在のこんにゃく加工方法を開発し、こん
にゃく業界の礎を築いた中島藤右衛門翁が祀られ
ています。
　当日は神事のほかにこんにゃくの無料配布が行
われる予定です。

※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。

ＰＩＣＫ ＵＰ

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

１日 渓流釣り解禁 久慈川漁業協同組合 ☎ 0295-52-0038

３日 男体山山開き 西金保勝会 ☎ 74-0102

８日 蒟蒻神社祭礼 ＪＡ常陸農業協同組合 ☎ 72-1191

10 日 外大野しだれ桜祭り しだれ桜を守る会 ☎ 76-0054

17 日 森林探訪 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

23 日 沓掛峠桜祭り 沓掛峠の山桜を守る会 ☎ 72-4828

24 日 八溝川水の祭典渓流釣り大会 八溝川水の祭典渓流釣大会実行委員会 ☎ 77-0757

29日～５月５日 西金つつじヶ丘つつじ祭り 西金保勝会 ☎ 74-0102

上旬～５月下旬 滝川のかわいい鯉のぼり 袋田清流会 ☎ 72-3135
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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４９回奥久慈湯の里大子マラソン大会＊＊＊
　３月１３日に開催された奥久慈湯の里大子マラソン大会の様子です。
　当日は少し肌寒い気温でしたが、雨も降らずランナーの皆さんにとっては走りやすいコン
ディションであったようで、走り終わった後のすがすがしい笑顔が印象的でした。
　部門はハーフ、１０km、５ｋｍ、２ｋｍ（親子含む。）の４部門で実施され、どの部門の
参加者も自己ベスト更新を目指し、懸命にレースに挑んでいました。

力 走
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