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職場体験学習を実施しました！
　７月２７日、２８日に役場を対象として実施された職場体験学習で、大子西中学校の生徒２人が、
広報だいごの取材と編集作業を体験しました。
　次の記事は、坂本さんと岡野さんがこの職場体験学習で作成した記事です。

　大子西中学校２年の坂本大輔です。「大子広域公園オートキャン
プ場グリンヴィラ」に取材に行ってきました。
　グリンヴィラは、２００２年の開場以来、専門誌人気ランキング
第１位に６回、第２位に４回選ばれるなど全国でも人気のあるオー
トキャンプ場です。
　スタッフの多くは地元の方で、チェックインやチェックアウトな
どの受付から清掃まで、アルバイトを含めた総勢４５人で行ってい
ます。この方々が裏で支えていることが人気ランキング上位に繋
がっているのだと思います。
　そんなスタッフおすすめの利用方法は、「テーマを決めてゆっく
りじっくり楽しむこと」。料理や観光、道具など、あれこれ手を出
さずに的を絞って利用することも一つの方法だそうです。

　大子西中学校２年の岡野亮真です。職場体験で「daigo front」に取材に行っ
てきました。
　daigo front は、大子町に不足する、デザイン・音楽・アート関連、システ
ム開発やインテリア・設計関連などといったクリエイティブワーカーへの応援
と、大子町・商店街の活力あふれるまちづくりを目指し、大子町発の起業を応
援しています。
　１階は、daigo front を管理している NPO 法人「まちの研究室」の事務所
兼フリースペースとして機能しています。２階は、デザインや工芸、出版など
少ないスペースで活動できる業種の方が、１つのフロアを共有して活動できる
シェアオフィスとしても提供していきます。入居者は現在募集中です。

関東で唯一設置されているエアストリーム
　グリンヴィラには、エアストリームと呼ばれ、
NASAの宇宙飛行士の送迎にも使われるトレーラー
が、関東で唯一設置されており宿泊できます。

「まちの研究室」齋藤さんへのインタビュー
　仕事のやりがいは、自分たちの活動が知られ、輪が
広がっていくことを感じることと話していました。

この仕事のよかったことは？
　「多くのお客様に喜んでもらえること」と嬉しそうに
答えてくれました。（写真左から鈴木さん、大蔵さん）

木材を基調とした事務室
　１階は、木のぬくもりが感じられる空間になってい
ました。写真は、まちの研究室の移動可能な事務室です。

大子広域公園オートキャンプ場
グリンヴィラ

daigo front
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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特産品と、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。
　このコーナーでは、毎月連載で「だいごみ」認証を受けた農産品について、登録順にご紹介します。

○もちもちりんご
モチモチと弾 力 が ある
グミのようなりんごの甘
酸っぱい後引く味が特徴
です。

〈取 扱 者〉豊田りんご園
〈住　　所〉小生瀬３９６４
〈電話番号〉７６－０８５８

○奥久慈りんご（ふじ）
樹上で完熟させ、りんご
本来の味を凝縮させた美
味しいりんごです。

〈取 扱 者〉
　JA常陸　大子町りんご部会

〈住　　所〉池田１２６７－１
〈電話番号〉７２－１１９１

○大黒蒸し羊羹
葛粉を使った弾力と常陸
大黒の食感が楽しめる上
品な味の蒸し羊羹です。

〈取 扱 者〉
　大子製菓協業組合（お菓子の麻呂宇土）

〈住　　所〉池田７２８
〈電話番号〉７９－１２３５

○大黒豆ろーる
生クリームと常陸大黒を
ふんわりしっとり生地で巻
きました。

〈取 扱 者〉
　大子製菓協業組合（お菓子の麻呂宇土）

〈住　　所〉池田７２８
〈電話番号〉７９－１２３５

連載№４

■問合せ　農林課　特産品販売室　☎ 72-1128

【隊員氏名】
針生　優子（はりう　ゆうこ）
　地域おこし協力隊として 3 年目を迎えました。今年もわたしが開発に携わった「奥久慈りん
ごしーどる」が発売となり、協力隊としての足跡がしっかり残せていることを心から嬉しく思
います。たくさんの方のご協力をいただき出来上がったのが、この「奥久慈りんごしーどる」
です。大子町が誇る奥久慈りんごが、形を変えて多くの皆様のもとに届くことを願っています。
　地域おこし協力隊は、現在 8 人がそれぞれの分野で活動しております。町中で顔見知りができ、
声をかけたりかけられたりすることはとても心強く感じます。わたしたちにできることは小さ
なことかもしれませんが、「協力隊がいてくれてよかった」と思ってもらえるような活動ができ
るよう隊員一同頑張っていきたいです。 

■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

奥久慈りんごしーどる
〈製造元／問合せ先〉
   檜山酒造株式会社
　TEL　0294-78-0611
　住所　〒311-0311
　　　　常陸太田市町屋町1359

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.27
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ニュースだいごニュースだいご

　７月１日に、保健センターで「常陸大黒・新メニュー発表会」が開催され、新たに開発された
作品の披露及び試食が実施されました。
　メニューの開発には、NHK「きょうの料理」などで活躍している小田真規子先生が携わり、「常
陸大黒おこわ」をはじめとする１０点ほどのメニューが披露されました。
　今後、飲食店や宿泊施設での提供をはじめ、甘煮や塩煮などの家庭でも料理をしやすいような
形での販売も検討されています。

　７月１９日に、役場庁議室にて大子町と大子清
流高等学校との連携協力に関する協定調印式が行
われました。この協定書の中では、町と清流高校
が連携・協力し、大子町をはじめとした県北地域
を担う人材の育成や、地域の活性化の実現を目的
とする４つの協定事項と５つの支援について記載
されており、産業・文化・まちづくり等の分野に
おいて相互発展を目指すものとなっています。

　７月２８日に、役場町長室にて人権擁護委員
の委嘱状伝達式が行われ、神永幸一さん（浅川）
が、引き続き委員として委嘱を受けました。神
永さんは、平成２５年７月から人権擁護委員と
して地域の方の人権擁護や啓発活動に努め、今
期で２期目となります。

人権擁護委員委嘱状伝達式人権擁護委員委嘱状伝達式

常陸大黒の新メニューが発表されました！常陸大黒の新メニューが発表されました！

更なる連携・協力に努めます更なる連携・協力に努めます
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　生瀬小学校（石川水良校長、全校児童数６３人）が、平成２７年度全日本学校関係緑化コンクー
ル学校林等活動の部において、準特選（国土緑化推進機構会長賞）に入選し、第６７回全国植樹
祭長野大会において表彰されました。
　生瀬小学校では、裏山を「ふれあいの森林（もり）」と命名し、環境整備を図るとともに、自
然環境を生かした教育活動を展開しています。今後も学校林活動を推進し、心豊かなたくましい
児童の育成を図っていきたいと話していました。

全国入選おめでとうございます！全国入選おめでとうございます！

６月５日開催「全国植樹祭」の中
で表彰式が行われました

裏山「ふれあいの森林（もり）」で
の読み聞かせ

毎年４～５月に山を利用して張ら
れる鯉のぼりも自慢のひとつです

ぼっちでアート推進事業 ～わらぼっちのある風景～

　奥久慈大子の牧歌的風景を演出するため、秋から冬にかけて、
「わらぼっち」を設置する個人・団体を募集しています。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

１設置期間　
　平成２８年１１月１日から平成２９年２月２８日まで
　※１１月１日までに設置をお願いします。

２設置場所　
　大子町内の田んぼ及びその周辺

３設 置 者　
　わらぼっちの設置に賛同する個人・団体

４規　　格　
　高さ：おおむね３．５メートル以上
　横幅：おおむね１．５メートル以上

５設置方法　
　設置者が、材料を用意し、自己所有の土地又は所有者の許可を得た土地へ設置してください。

６謝　　金
　わらぼっち１つにつき１０，０００円
　※ただし、１人（１団体）当たり５０，０００円を限度とします。

７応募方法
　申込用紙に、必要事項を記入し、まちづくり課まで提出してください。
　※申込用紙はまちづくり課にあります。また、町ホームページからダウンロードできます。
　町ホームページ　　http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002202.html
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ご存じですか？ 児童扶養 手当 & 特別児童扶養手当
　父母の離婚などにより、父（母）と生計を共にしていない児童の母（父）又は父母に代わってその
児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金（老齢年金、
障害年金、遺族年金、恩給等）を受けている方は除かれます。また、一定額以上の所得がある場合は、
支給が制限されます。

児童扶養手当

手当の対象となる児童

　手当の対象となる児童は、父母又は父か母の一方がいない等の児童です（１８歳に達する日以後の
最初の３月３１日までの間にある児童、身体又は精神に障がいのある場合は２０歳未満の児童）。支給
要件の詳細については、福祉課までお問い合わせください。

手当の支給対象とならない場合

　児童が父又は母と生計を同じくしている場合や、児童が児童福祉施設に入所してる場合は、父又は
母が重度の障がいにある場合を除き、手当は支給されません。

支給月額

対象児童数 全部支給 一部支給

１人目 ４２，０００円 ９，９１０円～４１，９９０円

２人目 ５，０００円を加算 同左

３人目以降 ３，０００円を加算 同左

※手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。

●受給資格者等の所得制限限度額表

所得による支給制限

　受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（父母・祖父母・子・兄弟など）の前年の所得が次
表の限度額以上である場合は、その年度（８月から翌年７月まで）の手当の一部又は全部の支給が制
限されます。

　　　　　　所　得
扶養親族数

受給資格者（本人） 配偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者全部支給 一部支給

０人 １９０，０００円 １，９２０，０００円 ２，３６０，０００円
１人 ５７０，０００円 ２，３００，０００円 ２，７４０，０００円
２人 ９５０，０００円 ２，６８０，０００円 ３，１２０，０００円
３人 １，３３０，０００円 ３，０６０，０００円 ３，５００，０００円
４人 １，７１０，０００円 ３，４４０，０００円 ３，８８０，０００円
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ご存じですか？ 児童扶養 手当 & 特別児童扶養手当
　精神又は身体に障がいのある２０歳未満の児童を家庭で監護する父母又は父母に代わってその児童
を養育している方に手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給停止となりま
す。

特別児童扶養手当

手当の対象となる児童

　◆身体障害者手帳のおおむね１級、２級、３級程度に該当する方（内部的疾患を含む。）
　◆療育手帳の判定がⒶ・Ａ・Ｂ程度の知的障がい又は同程度の精神障がいの方（身体障害者手帳、

療育手帳をお持ちでない方も対象になります。）

手当の支給対象とならない場合

　前記のいずれかに該当する場合でも、児童が施設に入所している場合、児童が障がいによる公的年
金を受けることができる場合、申請者及び児童が日本国内に住所がない場合には、手当は支給されま
せん。

支給月額（児童１人につき）

１級 ５１，５００円
２級 ３４，３００円 ※平成２８年４月より額改定

■問合せ　福祉課　社会福祉担当　☎ 72-1117

※これらの手当は、申請をしなければ受けることができませんので、ご注意ください。

所得による支給制限

　請求者（本人）や配偶者及び扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度（８
月から翌年７月まで）の手当の支給が停止となります。

●請求者等の所得制限限度額表
　　　　　　所　得

扶養親族数 請求者（本人） 配偶者及び扶養義務者

０人 ４，５９６，０００円 ６，２８７，０００円
１人 ４，９７６，０００円 ６，５３６，０００円
２人 ５，３５６，０００円 ６，７４９，０００円
３人 ５，７３６，０００円 ６，９６２，０００円
４人 ６，１１６，０００円 ７，１７５，０００円

５人以上 以下３８０，０００円ずつ加算 以下２１３，０００円ずつ加算
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歯の健康　守っていますか？
保健コーナー

【歯の３つの働き】
　歯には、①ものを噛む、②発音を助ける、③顔の形をつくるといった３つの働きがあります。
　わたしたちの歯は、食べたり話したりする楽しみや、身体の健康に深く関わっています。心も体も健康で
充実した毎日を送るために、日頃から歯を大切にしましょう。

【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、食べ物をよく噛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にかかりやすくなります。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つの意味を持つ茨城県の歯科保健目標です。
　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。 

【予防の基本はブラッシング！】
　虫歯や歯周病の原因になるのは歯垢（プラーク）です。「食べたら磨く」を心掛け、１回３分以上かけて、
１本ずつ丁寧に磨きましょう。かみ合わせ部分の溝や歯と歯茎の間などは、歯垢がつきやすいので特に丁寧
に磨きましょう。

【一生自分の歯を保つための５つのポイント】　
ポイント１：磨き残しをなくす

磨き残しやすい場所（歯と歯の間、歯と歯茎の境目、かみ合わせの溝）に注意して磨きましょ
う。歯の裏や奥歯なども磨き忘れの多いところです。

ポイント２：デンタルグッズを使う
歯ブラシだけでは、歯と歯の間を磨ききれません。デンタルフロスや歯間ブラシなどを併
用して汚れを取りましょう。

ポイント３：よく噛む
唾液は、細菌の繁殖を防いでくれます。唾液の分泌を増やすために、よく噛む習慣をつけ
ましょう。

ポイント４：かかりつけ医をつくる
困った時にいつでも頼れる特定の歯科医院があると、口内環境や治療履歴などを把握して
いるので、治療がスムーズに進みます。虫歯や歯周病は再発する可能性が高いので、定期
的に検査やメンテナンスができる「かかりつけ医」をつくりましょう。

ポイント５：定期健診へ行く
定期健診では、しっかり磨けているか確認できるだけでなく、専用の機
械・機器を使って磨き残した部分や歯石をきれいに落としてくれます。
定期健診はほとんどの歯科医院で行っています。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
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■問合せ　地域包括支援センター　☎ 72-1175

こんにちは、地域包括支援センターです
認知症を予防しましょう

◆　自分でできる認知症の気づきチェックリスト
　「ひょっとして認知症かな？」と気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。
※　このチェックリストの結果は、あくまでおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。認知症の診断には医療

機関での受診が必要です。
※　身体機能が低下している場合は、点数が高くなる可能性があります。

１点 ２点 ３点 ４点
財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることが
ありますか。

まったく
ない

ときどき
ある

ひんぱん
にある

いつも
そうだ

５分前に聞いた話を思い出せないことがありますか。 まったく
ない

ときどき
ある

ひんぱん
にある

いつも
そうだ

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの
もの忘れがあると言われますか。

まったく
ない

ときどき
ある

ひんぱん
にある

いつも
そうだ

今日が何月何日かわからないときがありますか。 まったく
ない

ときどき
ある

ひんぱん
にある

いつも
そうだ

言おうとしている言葉が、すぐに出てこないことが
ありますか。

まったく
ない

ときどき
ある

ひんぱん
にある

いつも
そうだ

貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いは一人で
できますか。

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

一人で買い物に行けますか。 問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか。 問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか。 問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

電話番号を調べて、電話をかけることができますか。 問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

出典：「知って安心認知症」地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター監修

チェックしたら合計を計算　合計　　　　　 　　点
※　２０点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。
※　かかりつけ医がいる場合には、かかりつけ医にご相談ください。地域包括支援センターでも相談に応じています。

◆　認知症を予防するには・・・
　≪食事のポイント≫

　野菜や魚介類、肉類、乳製品など、できるだけ多くの食品をバランスよく食べましょう。また、食事をす
る時はよく噛んで、腹八分目を心掛けましょう。

　≪運動しましょう！≫
　運動、特にウォーキングは脳の活動に効果的です。背筋を伸ばして、いつもよりも大股で歩くことを意識
してみましょう。筋力トレーニングも併せて行うとさらに効果的です。

　≪積極的に外に出ましょう！≫
　多くの方と会話をしてつながりを持つことは、脳へのよい刺激になり、認知症の予防につながります。行
動範囲を少しずつ広げていきましょう。

◆　９月は「茨城県認知症を知る月間」です
　高齢化の進展に伴い、今後、認知症の方が急激に増加することが予想されています。認知症の早期発見や
予防に取り組んでいくとともに、正しい知識を広め、認知症の方とその家族を地域で支え合う環境づくりを
推進しています。

◆　認知症サポーター養成講座を開催しています
　認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を応援する
存在です。受講した方にはサポーターの目印として、オレンジ色のブレスレット「オレンジリング」を交付
します。受講料は無料です。地域に出向いて実施していますので、希望する場合は地域包括支援センターま
でご連絡ください。
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　大子広域公園にて平成２８年度秋季いばらき都市緑化フェスティバルを開催します。
　こけ玉づくり、木工教室、花苗配布など草木に触れ合うイベントや、自然を感じながら行う青空ヨガ、お子様
が楽しめる水鉄砲スペースや遊びの広場を用意していますので、ぜひご家族で遊びに来てください。なお、イベ
ントは木工教室、青空ヨガを除き無料で参加できます。
　また、当日同会場にて丘の上のマルシェも開催されますので併せてお楽しみください。

日　時：９月４日（日）　開場午後２時００分　開演午後２時３０分
場　所：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

チケット好評発売中

【チケット取扱所】
　８月３１日（水）まで
　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

　９月３日（土）まで
　大子町立中央公民館		 	 	 ☎７２－１１４８
　※９月１日（木）からは、全てのチケットを大子町立中央公民館で取り扱います。

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

平成28年度秋季いばらき都市緑化フェスティバル開催

「田中裕士　トリオ　トランジション＋２」ジャズコンサート

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎ 72-1148

平成28年度秋季いばらき都市緑化フェスティバル開催

「田中裕士　トリオ　トランジション＋２」ジャズコンサート

日　時：９月４日（日）　午前１０時から午後４時まで
　　　　※定員になり次第又は景品がなくなり次第終了、雨天決行、荒天中止
場　所：大子広域公園多目的運動広場
問合せ：建設課　７２－２６１１
　　　　（当日の問合せ先　フォレスパ大子　７２－６１００）
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自衛官採用試験のお知らせ

熱中症は予防が大切です

自衛官採用試験のお知らせ

熱中症は予防が大切です

種　目 応募資格 受付期間 試　験　日 待　遇

自衛官候補生
（男・女）

18 歳以上
27 歳未満の者 7 月 1 日

～
9 月 8 日

9 月
詳細は別途連絡

所要の教育を経て 3 ヶ月
後の 2 等陸・海・空士に
任用

（任期制自衛官）

一般曹候補生
（男・女）

１次：9 月 16・17 日
（いずれか１日）

２次：10 月６日～ 12 日までの指定
する 1 日

入隊後 2 年 9 ヶ月経過以
降選考により３等陸・海・
空曹

航空学生
（男・女）

高卒（見込含）
21 歳未満の者

１次：９月 22 日
２次：10 月 15 日～ 20 日
３次：11 月 12 日～ 12 月 15 日

入隊後約６年で３等陸・
海・空尉

※詳細についてはお問い合わせください。

申込先：自衛隊茨城地方協力本部日立出張所
TEL・FAX：０２９４－２１－１５２４

大子町夏季軟式野球大会（町長杯）の結果
　６月２９日から７月１２日までの期間中、大子広域公園において、「大子町夏季軟式野球大会

（町長杯）」がナイターで行われました。大会には３チームが参加し、総当たり戦の結果、大子町
役場が２勝（０敗）し、優勝しました。試合結果の詳細は、次のとおりです。

試　合 月　日 試合結果
第１試合 ６月２９日 慈泉堂ハビリス １×３ 大子町役場
第２試合 ７月１日 バッファロー 雨天中断 大子町役場
第３試合 ７月４日 バッファロー １×８ 大子町役場
第４試合 ７月１２日 慈泉堂ハビリス ５×７ バッファロー

　なお、軟式野球部事務局では、新たに大会に参加を希望するチームを、随時、募集しています。
詳しくは、生涯学習担当（電話７２－１１４８）へ問合せください。

　熱中症は、重症化すると命にかかわる危険性もありますが、きちんと対策をすれば防ぐことができます。正し
い知識を身につけて、熱中症を予防しましょう。

○暑さを避けましょう
　・扇風機やエアコンでの温度調節
　・日傘や帽子の着用

○体調に合わせた対策をしましょう
　・こまめな水分・塩分補給
　・通気性の良い衣服の着用

熱中症の予防法
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代表者職氏名 代表取締役社長　渡邉　正晴
所 在 地 （本　　社）大子町大字北田気 740

（生瀬工場）大子町大字小生瀬 4074-1
電 話 番 号 （本　　社）７２－１１８１

（生瀬工場）７６－０１７３
ホームページ http://koyo-denki.com/index.html
事 業 内 容 電装品部品製造
主 な 製 品 内燃機関用製品（スタータモータ、直流

モータ他、その他部品）

株式会社　ベアーメディック

弘陽電機株式会社

　弊社は医療機器の製造販売を行う国内メーカーです。昭和 35 年にシチズン時計の協力工場として、
千葉県柏市に「協和時計工業株式会社」を設立し、昭和 44 年に事業拡大のため、精密機器製造にお
ける理想的な環境を求め、大子町に「協和時計工業株式会社大子工場」を設立しました。操業当初は
時計を中心とした精密機械の生産を行っておりましたが、昭和 55 年にメディカル事業部を発足し、
医療機器の商品開発に着手しました。
　そして平成 14 年 5 月 1 日に、更なる飛躍を目指し、社名を「株式会社ベアーメディック」に一新
し現在に至ります。普段はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、医療用針付縫合糸や金属製骨
接合プレートなどの製品を東京、大阪、名古屋、福岡の各営業所を拠点とし、大子町の本社工場から
日本全国の医療現場へ向けて自社製品の販売展開をしております。今後とも更なる医療の進歩、発展
の為、全社をあげ取り組んでまいります。

　昭和 36 年 6 月（有）弘陽社の分工場として大子工場を創立、内燃機関用製品（スタータモータ、
直流モータ他）の生産に社員一丸となって取り組んで参りました。材料調達から加工→組立→試験まで
多品種少量生産が特徴です。お陰様で、地域の皆様、先輩方にご支援をいただき、今年 55 周年を迎
えることが出来ました。
　社訓 「求められる人間であれ」 を基に、お客様のニー
ズに即対応できる、提案型企業を目指し、品質の良い製品
を「買う身になって、作ろう！」 を心がけ、日々精進して
おります。
　少子高齢化の今日、地元に根付いた企業として、次世代
の方々が安心して働ける場所（会社）を提供出来るよう、
日々、切磋琢磨し、チャレンジ精神を持って前進して参り
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.5
連載

代表者職氏名 代表取締役　熊田　誠之
所 在 地 大子町大字大子 1361
電 話 番 号 ７２－１８１１
ホームページ http://www.bearmedic.co.jp
事 業 内 容 医療機器の製造・販売
主 な 製 品 医療用縫合材料、

医療用金属製プレート / スクリュー

本社

生瀬工場
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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。
また本年度は、基本的な学習内容の定着をめざして、少人
数の特色を生かした話合い活動を中心に授業等を進める校
内研修テーマを設定しました。さらに、３年前から「縦割
りチーム活動（自然チーム、仲間チーム、地域チームの３
部編制）」（名称は「ＮＡＭＡＳＥふれあい部」）で、全校生
徒による活動をしています。

輝く大子の子どもたち　第17回

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170

大子町立生瀬中学校

本校の教育目標

進んで学び、心身ともにたくましく、
仲良く思いやりのある生徒の育成

本校のめざす生徒像

仲良く思いやりのある生徒　　（博愛）
まじめに進んで学習する生徒　（勤勉）
精一杯夢や目標に努力する生徒（正義）

【話合いを中心とした授業の展開】
　本年度の校内研修のテーマを受けて、各教科等で話し合
いを中心とした授業を進め、学力向上に取り組んでいます。
付箋を使用したワークショップ型や、班ごとの話合い活動
を取り入れた授業を意図的に設定して、生徒の自主的な学
習の時間を確保しています。

【縦割りチーム清掃】
　仲間チームが計画し、毎週１回水曜日に実施しています。
リーダーが中心となって縦割りチームごとの清掃区域を割
り振ります。上級生と下級生が協力し合い、校舎内外の清
掃をしています。秋季には通学路の一部の落ち葉清掃を、
降雪時には通路の除雪を行います。

【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ています。また本年度は、小学校の学校行事
に合わせて、出前授業を行っています。これまで、陸上競技大会前には保健体育科の教師が、生
活科の植物の栽培の時には技術・家庭科の教師が生瀬小を訪問しています。
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日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
2日㈮
3日㈯
4日㈰
5日㈪ お知らせ版９月号発行

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

10日㈯
11日㈰
12日㈪
13日㈫ １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）
定期健康相談 13：30～15：00 一　般

14日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
献血（大子清流高等学校） 10：00～16：00 一　般
飲用井戸水水質検査受付 10：00～11：00 一　般

15日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
16日㈮
17日㈯
18日㈰
19日㈪ 敬老の日
20日㈫ 広報だいご10月号発行

定期健康相談 13：30～15：00 一　般
21日㈬ 心配ごと相談 13：00～15：00 一　般
22日㈭ 秋分の日
23日㈮ 就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一　般
24日㈯
25日㈰
26日㈪ 健康教室 13：00～15：00 一　般
27日㈫ 定期健康相談 13：30～15：00 一　般
28日㈬ 楽しいエクササイズ 13：30～15：30 一　般
29日㈭ 消費者相談   9：00～16：00 一　般
30日㈮

2016

September9 長 月September9 長 月

連　絡　先
中 央 公 民 館 72-1148
リ フ レ ッ シ ュ セ ン タ ー 72-1148
保 健 セ ン タ ー 72-6611
役 場 庁 議 室
役 場 第 一 会 議 室
役 場 第 二 会 議 室
役 場 第 １ 分 室 会 議 室
役 場 第 ２ 分 室 会 議 室
総 務 課 72-1114
ま ち づ く り 課 72-1131
観 光 商 工 課 72-1138
町 民 課 72-1112
福 祉 課 72-1117
健 康 増 進 課 72-6611
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 72-1175
生 涯 学 習 担 当 72-1148
消 防 本 部 72-0119
社 会 福 祉 協 議 会 72-2005
文 化 福 祉 会 館 72-2005
水 道 課 72-2221
環 境 セ ン タ ー 72-3042
衛 生 セ ン タ ー 72-3076

◎ 救急協力当番病院 ◎
月　日 病　院

8月29日㈪～ 9月 4日㈰ 慈泉堂病院
5日㈪～ 　  11日㈰ 保内郷メディカルクリニック

12日㈪～ 　  18日㈰ 久保田病院
19日㈪～ 　  25日㈰ 慈泉堂病院
26日㈪～10月 2日㈰ 保内郷メディカルクリニック

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

9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。

◆国民健康保険税　　　　第３期
◆介護保険料　　　　　　第３期
◆後期高齢者医療保険料　第３期

納期限は 9 月 30 日㈮です。

婚活支援ネット結婚相談会
9 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　9月11日（日）　10:00～15:00
場　所　文化福祉会館「まいん」２階小会議室

9 月の広域無料法律相談のお知らせ
総務課　☎72-1113

日　時　９月８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
　　　　９月１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８月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,335人　（－49）
　　男　　　8,962人　（－28）
　　女　　　9,373人　（－21）
★世帯数　　7,546戸　（－5）

※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。

2016

Public Information DAIGO September 201614



今月のイベント ９月

ＰＩＣＫ ＵＰ

丘の上のマルシェ
　「マルシェ」とは、フランス語で「市場」
を意味する言葉です。アート・音楽・技術・
文化など様々なジャンルから選りすぐりの
ものが集まる丘の上のマルシェは、今年で開
催６回目を迎えます。
　見て、聴いて、味わう。大子ならではのゆ
ったりとした雰囲気の中、豊かな自然を感じ
ながら素敵な時間を体験してください！

※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

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

４日 丘の上のマルシェ 丘の上のマルシェ実行委員会

10 日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

17日～
11月20日

ＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ ２０１６
茨城県北芸術祭 茨城県北芸術祭実行委員会事務局 ☎ 029-301-2727

18 日 ヨガ体験 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

19日・22日 大子町近郊少年野球大会 教育委員会事務局　生涯学習担当 ☎ 72-1148

25 日 ボタニックアート体験 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

４日開催
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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。

＊＊＊＊＊＊＊ 交通安全町民大会 ＊＊＊＊＊＊＊
　７月１３日に文化福祉会館「まいん」で第４２回交通安全町民大会が開催されま
した。
　大会では、交通安全模範推進者、交通安全「書道・ポスター」入賞者、交通安全
子供自転車大会出場校・出場者等の表彰や中学生・高校生による交通安全「わたし
の主張」発表が行われました。
　大会終了後には、アトラクションとして、茨城県警察音楽隊による演奏が行われ、
参加者を楽しませました。

「気をつけよう　危険がひそむ　慣れた道」

町長賞 町議会議長賞 警察署長賞 町教育長賞
大子南中3年 清水汐織さん さはら小4年 久野天寧さん 大子中2年 鈴木新捺さん 依上小6年 大森愛央さん

町長賞 町議会議長賞

町教育長賞

警察署長賞

大子中3年 上田ことみさん 黒沢小6年 益子雄翔さん

依上小4年 綿引春介さん

大子中2年
和地未帆さん
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