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ご寄附ありがとうございました

○平成２７年１月１日から平成２８年３月３１日までに「ふるさと大子応援寄附金」としてご寄附い
ただきました内容は次のとおりです。

※１　平成２７年度分の町政全般として受付けました 196 件　6,180,000 円は、各事業へ割り振ら
せていただきました。

※２　平成２７年１月から３月に受付けました１９件　432,000 円は、平成２6 年度事業に充当さ
せていただきました。

○平成２０年度の創設から平成２８年３月３１日現在までの件数は 1,080 件で、その累計額は 
133,122,499 円です。

寄附をされた方へアンケートを実施しました。
○ふるさと大子応援寄附金を何で知りましたか

① インターネット
② 雑誌・書籍
③ ホームページ（大子町ホームページ）
④ 知人の紹介
⑤ 大子町役場へ来庁して
⑥ その他
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その他（家族・知人の紹介、テレビ番組でふるさと納税について特集をやっていた。ほか）

○ふるさと大子応援寄附金をお申込いただいた動機を教えてください
① 大子町に以前住んでいたから
② 家族・親族等が大子町に居住しているから
③ 今後大子町に住んでみたいから
④ 特典が魅力的だから
⑤ 大子町のために役立ててほしいから
⑥ 大子町に魅力を感じたから
⑦ 大子町に訪れたことがあるから
⑧ その他

その他（りんごを探して、大子町で生まれ育ったから、大子が大好き。ほか）

アンケートにご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

寄附金使途
平成２７年度 平成２６年度　※２

（平成２７年１月から３月受付）
件数 受付金額（円） 件数 受付金額（円）

次世代育成支援 296 8,272,000 ６ 200,000

自然環境の保全 210 5,057,000 ４ 42,000

地域産業の振興 146 3,462,999 ５ 100,000

都市住民との交流事業 20 810,000

町政全般　※１ 196 6,180,000 ４ 90,000

計 868 23,781,999 19 432,000
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次世代育成支援
　放課後児童クラブ
　事業委託料等

都市住民との交流事業
　各種観光イベント事業への助成等

地域産業の振興
　大子町農産品ブランド
　「だいごみ」推進事業等

自然環境の保全
　容器包装プラスチック類
　拠点回収ボックス購入費等

容器包装プラスチック類拠点
回収ボックス

皆様からお寄せいただいた寄附金は、次のとおりの使途で活用させていただきます。

問合せ・申込先
大子町役場　財政課
茨城県久慈郡大子町大字大子８６６番地
ＴＥＬ　０２９５－７２－１１１９（直通）
メールアドレス　furusato_ouen_d@town.daigo.lg.jp
ホームページアドレス　ＵＲＬ　http://www.town.daigo.ibaraki.jp/

一般寄附等　ご寄附ありがとうございました （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日受納分）

中島　正夫　様
町政全般として使用してほしい

200,000 円

株式会社　大子自動車学校
代表取締役　鯨岡　則雄　様
応急手当バイスタンダーの育成及び
救助率向上のため

心肺蘇生法教育人体モデル　３体

株式会社　大子自動車学校
代表取締役　鯨岡　則雄　様
大子町の歴史の資料として活用していただ
きたい

記念誌・航空写真３点

株式会社　常陽銀行大子支店
支店長　鈴木　俊裕　様
８０周年記念事業

軽トラック　１台

遠藤　幸夫　様
山岡さんにお返しする気持ちと
大子町の皆様に見て頂きたい気持ちで

山岡草人形ケース９個、人形２２体及び
ヒナ飾り一式、子供の遊び一式

大久保　栄子　様
福祉のために使用してほしい

30,000 円

農事法人奥久慈しゃも生産組合
代表理事　益子　実津雄　様
大子町の小中学生に地元産の食材の良さを
理解してもらうため

奥久慈しゃも　６０ｋｇ

常陸農業協同組合
代表理事　野上　昭雄　様
大子町の児童生徒，学校関係者へ「食農教
育」「地産地消の推進」「米の消費拡大」「安
心安全な食への理解促進」を考えて頂く機
会として

平成２７年産米 「奥久慈の恵・うまかっぺ米」
１６０ｋｇ

水戸ヤクルト販売㈱　様
福祉ヤクルト寄贈品として

防犯灯 5 基

一球会　会長　熊田　誠之　様
観光に役立ててほしい

桜　苗木（４年）１２本

都筑　孝子　様
児童生徒の体力増強及び健全な成長に寄与
するため

集団用縄跳び（２種類）１式、
町内陸上大会入賞杯　１式、

各校用大会入賞杯　１式

大子町消防団長　小盛　久男　様
火災共済保険より配布されたので

組立式パイプテント　１組

ねこやなぎ倶楽部　様
「栗城史多氏講演会 in だいご～未来のこど
もたちへ～」 の一部を寄附

141,240 円

ＪＡ常陸大子町りんご部会　様
子どもたちに郷土のおいしいりんごを食べ
てもらいたい

りんご（秋映）　５６ｋｇ
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ニュースだいごニュースだいご

春の交通安全運動
街頭キャンペーン
春の交通安全運動
街頭キャンペーン

　４月６日に春の交通安全運
動街頭キャンペーンが実施さ
れました。当日は参加者が、
たいらや駐車場で来客者一人
一人に交通安全を呼びかけ、
反射材などの啓発グッズを手
渡しました。

給食の提供が始まります！給食の提供が始まります！

　大子清流高校では、６月１日からの給食の
提供に向けて、４月２２日、２６日及び２７
日に給食の試食が行われました。初日の２２
日には、３年生を対象に試食が実施され、昼
休みになると、配膳室がたくさんの生徒でに
ぎわいました。
　給食を希望する生徒や教職員は、スマート
フォンやパソコンから専用のシステムを利用
して、給食の申込みやキャンセルをすること
ができます。
　栄養バランスを考えた給食の提供により、
生徒の健康づくりに効果が期待されます。

教育委員会委員の
辞令交付式
教育委員会委員の
辞令交付式

　教育委員会委員に、石井彰さん（下金沢）
が任命され、これに伴い辞令交付式が４月
８日に町長室において行われました。
　石井さんは、長きにわたり教員として教
育の発展にご尽力された方です。任期は、
平成３１年６月１５日までです。
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株式会社永伸商事大子工場での地鎮祭株式会社永伸商事大子工場での地鎮祭

　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、４月９
日に工事の無事を祈って地鎮祭が行われま
した。
　大子工場では、惣菜の加工やコロッケな
どの冷凍食品の製造を予定しており、冬の
操業開始に向けて、現在６人の従業員が水
戸工場での研修を受けているとのことです。

大子町農産品ブランド「だいごみ」
●「だいごみ」とは
　全国的に高い評価を受ける大子町産の農産品と、その加工品をより多くの方々に知ってもらえるよ
う、町では独自のブランド認証制度を設けています。
　今回新たに追加された８品を紹介します。

○生玉合わせさしみ
　こんにゃく
薪を使って炊きあげ、
つるりとした食感です。

〈取扱者〉
　堀江美也子

○奥久慈しゃもコンフィ
地鶏コンテスト日本一
のしゃもをフレンチ風
にアレンジしました。

〈取扱者〉
　和風レストラン　七曲り

○りんご酒
奥久慈りんごを使用し
た 爽 や か な 香 り の リ
キュールです。

〈取扱者〉
　珂北酒造有限会社

○大子のお茶
ちゃ

酒
け

大子産の緑茶を使用し
たヘルシーなリキュー
ルです。

〈取扱者〉
　珂北酒造有限会社

○奥茶愛（おちゃめ）
奥久慈茶を使用した和
洋 折 衷 の レ ア チ ー ズ
ケーキです。

〈取扱者〉
　大子製菓協業組合

○夏摘み紅茶
有機質肥料で土つくりをし、
良質な茶葉を収穫、余韻の
長い優雅な味わいです。

〈取扱者〉
　小室園

○大子奥久慈紅茶
やぶきたを主体にブレ
ンドされた野原のすが
すがしい味わいです。

〈取扱者〉
　高見園

○大子産米　だいごみ
お米コンテスト日本一をは
じめ、各賞を受賞してい
る厳選されたお米です。

〈取扱者〉
　大子産米販売推進協議会

連載№１

■問合せ　農林課　特産品販売室　☎72-1128
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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・定員は、地方公務員法に基づき条例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

26 年度 人
227

千円
835,118

千円
124,728

千円
313,099

千円
1,272,945

千円
5,608

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

千円
5,617

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、平成 26 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27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いいます。

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 41.0 歳 304,200 円 353,444 円 41.7 歳 308,847 円 359,512 円
技能労務職 47.8 歳 326,200 円 350,593 円 48.4 歳 295,997 円 319,993 円
消　防　職 39.8 歳 303,500 円 351,967 円 39.8 歳 303,500 円 351,967 円

３　職員の初任給の状況（平成27年４月１日現在）
区　　　　　分 初　任　給

一般行政職
大学卒 180,800 円
高校卒 146,500 円

技能労務職
高校卒 139,500 円
中学卒 127,700 円

消防職
大学卒 199,500 円
高校卒 160,300 円

４　一般行政職の級別職員数の状況（平成27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です。
※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です。

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　課長又は事務局長の職務 13 人 10.0％

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 22 人 16.9％

４級 係長又は主査の職務 31 人 23.8％
３級 主任の職務 20 人 15.4％
２級 主事の職務 30 人 23.1％
１級 主事の職務 14 人 10.8％

５　期末手当・勤勉手当（平成27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 1.500 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27年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です。

（単位：人・％）

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎72-1113

　　　　　　年度
部門別 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 過去 5 年間の増減数（率）

普 通 会 計 計 254 245 235 230 228 227 ▲ 27 （ ▲ 10.6% ）

内
　
訳

一般行政 184 179 172 166 164 161 ▲ 23 （ ▲ 12.5% ）
教　　育 27 24 21 20 20 20 ▲ 7 （ ▲ 25.9% ）
消　　防 43 42 42 44 44 46 3 （  7.0% ）

公営企業等会計計 35 34 32 32 32 34 ▲ 1 （ ▲ 2.9% ）
総　合　計 289 279 267 262 260 261 ▲ 28 （ ▲ 9.7% ）
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　町では、大子町国民健康保険及び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）を行っています。

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
　　　　　　・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、やむを得ず契約機関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。詳しくは、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　町民課　国保年金担当　☎76-8125

同一年度内に
・人間ドック、脳ドック助成
とは重複して受けられません。

～平成28年度　人間ドック・脳ドック費用の一部助成について～

　軽自動車税納税証明書（継続検
査用）が欲しいけど、どうすれば
いいの？

　車検用の納税証明書は、納税通知書

の領収書の右側についています。紛失

した場合は、税務課の窓口で再発行をすることができます（手数料は無料）

ので、標識番号（例　水戸４８０せ〇〇〇〇）を控えて来庁してください。

毎週水曜日に午後７時まで実施している延長窓口（祝日及び年末年始を除く。）

でも再発行をすることができますので、ご利用ください。

　なお、平成２７年度の納税証明書の有効期限は、平成２８年５月３０日です。

Q

A
第４０回
軽自動車税の納税証明書について

■問合せ　税務課　収納対策室　☎72-1116

　平成２８年度に軽自動車税の口座振替を利用している方には、引き落としを確認後、納税証明
書（有効期限平成２９年５月３０日）を 6 月上旬に郵送します。
　詳しくは、税務課までお問い合わせください。

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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　本校は、「笑顔　感動　絆がいっぱい　さはら小学校」を教育理念に掲げ、学校・家庭・

地域が一体となって地域の特色を活かした様々な教育活動を展開しています。今回は、１

～６年生までの児童で作る縦割り班活動をご紹介します。

　まず、「縦割り班遊び」です。毎週火曜日の業間休みに縦割り班ごとに一緒に遊んでいま

す。「鬼ごっこ」や「缶けり」などの昔遊びのほか、縦割り班対抗でドッジボールなどをし

て楽しみます。

　次に、火曜日と木曜日に行っている「縦割り班清掃」です。高学年の児童がてきぱきと

仕事の割り振りをし、みんなで力を合わせ学校をきれいにしています。１年生のときから

高学年児童と一緒に掃除を行うので、さはら小学校の児童は掃除がとても上手です。

　最後は、「縦割り班対抗８の字跳び大会」です。初めは息が合わず上手に跳べませんが、

練習を重ねるうちにどんどん上手になり、大会のときにはとても盛り上がります。

　さらに、本年度は日頃お世話になっている地域の方に感謝の気持ちを表そうと、縦割り

班ごとに計画を立て、通学路や地域の施設を清掃するボランティア活動を行う予定です。

輝く大子の子どもたち　第14回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

さはら小学校

縦割り班清掃

縦割り班対抗８の字跳び大会
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代 表 者 氏 名 高　村　博　美
所 在 地 大子町袋田２２４７－５
電 話 番 号 ７２－５３１１
ホームページ http://www.fukuroda-foods.com
事 業 内 容 食品製造及び販売
主 な 製 品 こんにゃく、ゆば、豆腐

リスカ株式会社　大子工場

株式会社　袋田食品

　矢田の工業団地に操業を開始したのは、昭和５４年の８月のことでした。慣れない土地
での操業は何かと厳しいこともありましたが、お陰様で多くの方々の心からのご支援をい
ただき社員一丸となって生産に取り組み、３７年目の今日が迎えられたこと感謝の念に堪
えません。
　製品作りにおいて私たちが一番大切にしていることは「こころ」 です。リスカの社標で
もあるハート・マインドには、これから先も永遠に変わらないお菓子作りの原点への思いが
込められています。原材料の選別や製造品質管理に妥協を許さず、今後も安心で安全な食
品をお客様にご提供させていただくこと、
ここに渾身の努力を注ぎ続けて参りたい
と考えています。

　袋田食品株式会社は、昭和 62 年に将来を共有できる仲間と共に設立致しました。創業
当初より「大子町に来なければ食べられないおいしいこんにゃくを提供する」ことを目標に
してまいりました。この目標を念頭に、大子町という観光地の強みを活かして始めたのが
日帰り温泉施設やゆばのお店です。おいしいこんにゃくやゆばなど地元の特産品を多くの
方に食してもらいたいという発想で展開したものです。
　近年、大子町への観光客は年々減少傾向にあると共に町の過疎化も進んでおります。今
後は地場産業を柱としながら海外展開等
も視野に入れ、時代に合わせた経営方針
を見い出し、少しでも地域に貢献できる
企業でありたいと思っております。

■問合せ　観光商工課　観光商工担当　☎72-1138

大子町企業連絡協議会の会員紹介 No.2
連載

代 表 者 氏 名 佐久間　勝　海
所 在 地 大子町矢田２２４７－５
電 話 番 号 ７２－５３１１
ホームページ http://www.riska.co.jp
事 業 内 容 菓子製造及び販売
主 な 製 品 スナック菓子
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■問合せ　地域包括支援センター　☎72-1175　福祉課高齢介護担当　☎72-1135

こんにちは、地域包括支援センターです
～平成 28 年４月から「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました～

　介護や生活支援を必要とする高齢者が増える中、高齢者の皆様が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、
従来のホームヘルプやデイサービスだけでなく、多様な担い手による高齢者の支援体制を地域の中に作ってい
くことが必要になっています。
　自分らしく地域で暮らし続けるには、一人一人が介護予防に努めるとともに、地域で何らかの役割を担いな
がら生活することが大切であり、役割を担うことが介護予防にもつながります。
　介護予防・日常生活支援総合事業では、地域での支え合いによる支援体制づくりを進めていきます。

　これまで介護予防サービスで行われてきた介護予防訪問介護（ホームヘルプ）は、「訪問型サービス」、介護
予防通所介護（デイサービス）は、「通所型サービス」と名称が変わり、町が行う「介護予防・日常生活支援
総合事業」に位置づけられた「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。
　「介護予防・生活支援サービス事業」の対象となるのは、要介護認定で要支援１・２と判定された方、６５
歳以上で町が行う基本チェックリストにより事業の対象基準に該当した方です。

　介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援認定を受けた方や、町が行っている基本チェックリストによ
り生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、６５歳以上の全ての方
が利用できる「一般介護予防事業」があります。

4 月から要支援１・２の方が利用できるサービスが一部変更になりました

介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ

福祉課高齢介護担当または地域包括支援センターに相談します
（原則として、利用者本人が窓口で手続をします）

65 歳以上の方

要介護認定を受けます 基本チェックリストを受けます

要介護１～５の方

介護保険の
介護サービスが
利用できます

生活上の困りごとは
地域包括支援センター
に相談してください

介護保険の
介護予防サービス
が利用できます

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族と話し合い，
ケアプランを作成します。

要支援１・２の方 非該当の方 生活機能の低下が
みられた方

自立した生活が
送れる方

介護予防・生活支援サービス事業　が利用できます。
一般介護予防事業
　が利用できます。
○介護予防教室など

要介護認定で要支援１・２の判定を受けた方
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

65 歳以上の全ての方

介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型サービス 通所型サービス
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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
【隊員氏名】
加藤木　賢二（かとうぎ　けんじ）

【自己紹介】
　はじめまして。３月１日から地域おこし協力隊として活動を開始しました、加藤木　賢二（かとう
ぎ　けんじ）と申します。出身は現城里町です。 
　以前は製造関係の仕事をしており、製造・品質管理・営業と様々な部署を経験してまいりました。
大子町へは趣味の釣りがご縁で何度か訪れていましたが、この度「奥久慈だいご観光やな」の管理運
営に関わる業務の募集を見つけ応募し、活動することとなりました。 
　これまでの経験してきた仕事を活かし精一杯活動していきますのでどうぞよろしくお願いします。

【活動の方向性】
　・「だいご観光やな」の管理運営

■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

池辺晋一郎 with イ・ソリスティ・イバラキ室内合奏団池辺晋一郎 with イ・ソリスティ・イバラキ室内合奏団

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎72-1148

………………………………………………vol.24

と　き　　６月１９日（日）　開場午後２時　開演午後２時３０分
ところ　　大子町文化福祉会館「まいん」　文化ホール　大子町大字大子７２２－１　☎７２－２００５
チケット（全席指定：販売枚数制限なし。）
　前売券　一般２，５００円　高校生以下１，５００円
　当日券　一般３，０００円　高校生以下２，０００円

チケット取扱所（５月２３日（月）から）
　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内） ☎７２－６１１７
　大子町立中央公民館   ☎７２－１１４８

●池辺晋一郎
　６６年日本音楽コンクール第１位。以後、音楽之友社賞、尾高賞２度、ザルツブルク TV オペラ祭優秀賞、
イタリア放送協会賞３度、毎日映画コンクール音楽賞３度、日本アカデミー賞優秀音楽賞９度、放送文化賞、
紫綬褒章など受賞。

●イ・ソリスティ・イバラキ室内合奏団＆田口邦生
　茨城県においては初のプロオーケストラとして指揮者・田口邦生により１９８６年６月に結成され、今年６
月に満３０周年を迎えた。その間、この地方の音楽文化に大きな役割を果たしている。

●小林倫子（ヴァイオリン）
　１９９１、１９９４、１９９６年に全日本学生音楽コンクール東京大会入選、第１回東京サミット音楽コン
クール優秀賞受賞。
　これまで東京や茨城を中心に音楽活動を行い、２０１２年からは、イ・ソリスティ・イバラキ室内合奏団の
コンサート・ミストレスを務める。

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

Public Information DAIGO June 2016 11



2016

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

5月30日㈪～  6月 5日㈰ 久保田病院
6日㈪～  　  12日㈰ 慈泉堂病院

13日㈪～  　  19日㈰ 保内郷メディカルクリニック
20日㈪～  　  26日㈰ 久保田病院
27日㈪～  7月 3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

6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。

6 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　６月９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
　　　　６月２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５月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,446人　（－52）
　　男　　　9,008人　（－37）
　　女　　　9,438人　（－15）
★世帯数　　7,561戸　（＋3）

June 水無月

2016

6

◆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。

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12日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館「まいん」２階小会議室

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
人権相談 10：00～15：00 一　般

2日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
3日㈮
4日㈯
5日㈰
6日㈪ お知らせ版６月号発行

健康教室 13：00～15：00 一　般
7日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
8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
9日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般

10日㈮ 巡回労働相談 10：00～14：30 一　般
11日㈯
12日㈰
13日㈪
14日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 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

15日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
16日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
17日㈮
18日㈯
19日㈰
20日㈪ 広報だいご７月号発行

健康教室 13：00～15：00 一　般
21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）

22日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
23日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
24日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般
25日㈯
26日㈰
27日㈪
28日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
29日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
30日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
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ＰＩＣＫ ＵＰ

２１日開催

上旬～７月上旬

近津神社の中田植

芦野倉花菖蒲園まつり

　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２１日に実施されます。
近津神社の中田植は、江戸時代中期に始まったとされ、毎
年たくさんの参観人に見守られる中、神事や早乙女による
田植えが行われます。
　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、田植えを見守るだけでなく、
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。

　６月上旬から７月上旬にかけて、芦野倉花菖蒲園の
花菖蒲が見頃を迎えます。
　芦野倉花菖蒲園は、もとは耕作放棄地でしたが、
地区の方々が花菖蒲の植栽を始め、毎年手作業で株
の植え替えを行うなどして園の整備を続けてきまし
た。その甲斐あって、毎年時期になるとおよそ４，０００
株の花菖蒲が咲き誇り、訪れた方を楽しませています。
　また、６月１８日（土）には、キャンドルによるライ
トアップ、１９日（日）には、よさこいチームによる演
舞などのイベントも予定されているので、ぜひお楽し
みください。

※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

今月のイベント ６月
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 久慈川漁業協働組合 ☎ 0295-52-0038
5 日 切り絵教室 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
7 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
12 日 樹木観察会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002
12 日 新茶収穫祭 奥久慈茶業組合 ☎ 78-0717
21 日 近津神社の中田植 大子町観光協会 ☎ 72-0285
26 日 木工教室 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。

給付金を装った不審な電話・メールが発生しています

・町や厚生労働省などが ATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすること
は絶対にありません。

・町や厚生労働省などが、「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」を支給する
ために、手数料の振込を求めることなどは絶対にありません。

　町や厚生労働省の職員等をかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合には、役場福祉課
または大子警察署（７２－０１１０）にご連絡ください。

■問合せ　福祉課　社会福祉担当　☎72-1117

＊＊＊＊＊＊ 第５回大子ふるさと博覧会 ＊＊＊＊＊＊
　５月３日から８日にかけて、第５回大子ふるさと博覧会が開催され、町内各地を会場とし
て様々な芸術作品の展示や体験プログラムが実施されました。
　小さな子どもからお年寄りまで、幅広い年代の方が一緒に作品を眺めたり、体験をしたり
している風景からは、「なつかしのふるさと」が感じられました。

“振り込め詐欺”や“個人情報・マイナンバーの詐取”にご注意ください。

なつかし
の

ふ る さ
と

Public Information DAIGO June 201614


