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　旧大子銀行本店が、平成２９年５月２日付けで国の登録有形文化財（建造物）に登録され、
同日付け文部科学省告示第７５号で官報告示されました。
　現在の「街かど美術館」は、旧大子銀行の本店として、大正６年に建築されました。大正
１４年に旧第五十銀行大子支店、昭和１０年に常陽銀行大子支店となりました。昭和４８年ま
で常陽銀行大子支店として使われた後は、生命保険会社の事務所などとして使われ、平成１３
年から「街かど美術館」として活用されています。内部には金庫室が残り、入口両端の柱や三
角形の破風飾り、コーナー塔屋に載るドーム屋根にルネサンス風の古典的意匠が見られます。
国の登録有形文化財（建造物）の登録は、大子町では 7 件目になります。大子町の古い街並み
をみんなで守っていきましょう。

「旧大子銀行本店（街かど美術館）」が、
国の登録有形文化財（建造物）に登録されました！

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎ 72-1148

これまでに登録されている町内の登録有形文化財（建造物）

旧上岡小学校

旧大子銀行本店（街かど美術館）外観 金庫室へつながる扉

旧樋口病院入院棟

旧黒沢中学校

大子カフェ店舗兼主屋

旧外池呉服店店舗

大子カフェ土蔵（写真手前）
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佐藤教育長が就任しました
　５月１９日に役場議場において、教育長辞令交付及び就任式が行われ、佐

さ と う

藤 卓
たかし

教育長

が就任しました。佐藤教育長は、茨城県職員として、議会事務局、人事委員会、保健福祉

部の職を歴任した方です。任期は、平成３０年３月３１日までとなります。

　５月２６日に竣工式を行い、６月１日から業務を開始しました。
　多目的ホール、談話室、調理室等を備えています。地域の活動拠点として、ぜひご利用くだ
さい。

■問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎ 72-1148

生瀬コミュニティセンターが
移転しました！

住所：大子町大字高柴１９８２番地
電話：７６－０１０１
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大子町職員採用試験案内
平成２９年度大子町職員採用試験を次により実施します。

◆試験区分、採用予定人員及び受験資格

◆試験の内容等
　第１次試験の内容は試験区分によって異なりますのでご注意ください。

◆申込用紙の請求
　申込用紙の交付は、平成２９年７月３日（月）から開始します。
　申込用紙は、役場総務課窓口、郵便又は電子メールで請求してください。
　郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、①氏名、申込用紙の送付
先及び日中に連絡をとれる連絡先（携帯電話番号等）、②受験する試験区分、③一般行政職（身体障がい者含
む。）又は消防職の場合は、教養試験区分「Ａ大学卒」又は「Ｂ短大・高校卒等」を記入した用紙（様式任意）
を必ず同封してください。
　電子メールで請求する場合は、上記の内容を電子メール本文へ記載してください。
　（請求先メールアドレス soumu03@town.daigo.lg.jp　職員採用試験担当者あて）

◆申込先
　〒 319 － 3526　大子町大字大子 866 番地　大子町役場　総務課　

◆受付期間等

◆提出書類
　申込書１部（所定の申込用紙を使用）、受験区分票１部、身体障害者手帳の写し（身体障がい者の人）

◆試験結果について
　第１次試験結果については、試験日からおよそ３週間後に発表される予定です。

※　試験区分「イ」は第１次試験のみとなります。

試験区分 採用予定人員 受　　験　　資　　格

ア

一 般 行 政 職
（ 一 般 事 務 ） ４人程度

昭和５７年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
（学歴は問いません。）

消 防 職 １人程度

一 般 行 政 職
( 身 体 障 が い 者 ) １人程度

昭和５７年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人
（学歴は問いません。）で、次の全ての要件に該当する人
（１）身体障害者手帳（１級から６級まで）の交付を受けてい

る人
（２）通常の勤務時間（原則週３８時間４５分、１日７時間

４５分）に対応できる人
（３）介護者なしに職務の遂行が可能な人
（４）活字印刷文による出題に対応できる人（一般行政職）

イ 技 能 労 務 職
( 身 体 障 が い 者 ) １人程度

試験の名称 試験区分 試験日 試験会場 試験の方法

第１次試験
ア ９月１７日（日） 茨城大学 教養試験（論文・作文を含む。）

イ ８月２６日（土） 大子町役場 面接試験、身体検査

第２次試験 ア 第１次試験合格者に別途通知します 面接試験、身体検査

受付期間 注意事項

７月３日（月）から
８月２日（水）まで

土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵便の場合は、８月
２日（水）午後５時１５分までに申込先に着信したものに限ります。

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎ 72-1113
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　今年で第９回目となる OSJ 奥久慈トレイルレースが、５月２８日に開催されました。
　トレイルランニングとは、場所の高低にかかわらず、舗装されていない山などの自然の中を走
るアウトドアスポーツのことをいいます。
　コースは、約３０ｋｍの３０K と約５５ｋｍの５０K の２種類が設定されており、特に袋田の
滝からスタートし、竜神大吊橋を経て袋田の滝へゴールする５０K のコースは、OSJ トレイルラ
ンニングレースシリーズの中でも過酷と言われ、国内屈指の大会と評価されています。
　当日は、例年と比べると気温も上がらず選手にとっては走りやすい環境のようで、完走した参
加者は達成感を味わっていたようでした。
　なお、今年の参加状況は次のとおりです。

OSJ奥久慈トレイルレースが開催されました

部門 参加者数（人） 完走者数（人） 完走率（％） 優勝タイム

５０K ５９５ ３２４ ５４．５ ７時間２５分００秒

３０K ２６０ ２５４ ９７．７ ３時間１９分４６秒

男子総合優勝の名取将大さん■問合せ　観光商工課　観光商工担当　☎ 72-1138
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ニ ュ ー ス だ い ご

茨城県防衛協会会長感謝状
　４月２６日に、藤田健さん（初原）に茨城県防衛協
会会長から感謝状が贈呈され、５月２日に役場町長室
にて報告が行われました。
　藤田さんは、大子町勝田自衛隊協力会の会長として、
日頃から自衛官募集への協力や、防衛意識の啓蒙・普
及活動に努められ、その功績が認められたものです。

自然環境功労者環境大臣表彰
　平成２９年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表
彰として、４月１９日に生瀬小学校が環境大臣から表彰さ
れ、５月８日に町長への報告を行いました。
　石川水良校長は報告の中で、「学校林やビオトープの整
備など、地域の方や保護者の方が、多年に渡り活動に協力
してくださった結果、功績が認められ表彰を受けることが
でき、感謝している」と述べました。

人権擁護委員委嘱状伝達式
　５月１１日に役場町長室において、新たに人権擁護
委員に任命された根田里美さん（池田）に対する委嘱
状伝達式が行われました。
　根田さんは、薬剤師として町内で活躍されている方
です。任期は、平成２９年４月１日から３年間です。

大子町公文書公開・個人情報保護審査会委員委嘱状交付式
　５月２４日に、役場庁議室において、５月１日付で大子町公文書公開・個人情報保護審査会
委員に任命された５人の委員に、町長から委嘱状が交付されました。
　任命された委員は次のとおりで、任期は平成
３１年４月３０日までの２年間となります。

氏　　名
手　塚　宣　彦 さん（芦野倉）
川　井　正　人 さん（頃藤）
桜　岡　三喜男 さん（池田）
矢田部　君　江 さん（左貫）
飯　村　由美子 さん（町付）

Public Information DAIGO July 20176



行政懇談会が実施されました

池田保育園竣工記念式典

　６月２日に大子温泉やみぞにおい
て、平成２９年度行政懇談会が開催
されました。
　町長をはじめ、副町長、町議会議
長、教育長、各課長が出席し、参加
した各区長の皆さんに対し、町の重
点事業等の説明を行うとともに、町
に対する意見や質問、要望などを伺
いました。

　５月２４日に池田保育園新園舎において、関係者の出席のもと池田保育園竣工記念式典が執
り行われました。園舎は木造平屋建てで、最新の設備を持ちながら木のぬくもりを感じられる
快適な施設となっています。式典の中で、清和会の吉成理事長は、「本園は、子どもたちだけ
でなく、お年寄りや地域の方など、幅広い世代の方の交流の場でありたい」と述べました。
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【地域おこし協力隊事務所での絵画展示】
　ぶんぬき祭では、協力隊事務所（旧筑波銀行大子駅前通支店）を開放し、町内外の方に来ていただきました。
ぶんぬき祭は終わってしまいましたが、大子町内には屋台が約６０台もあり、今日まで大切に保存されてい
るお話を伺い、歴史の厚みを感じています。
　また、ぶんぬき祭のご縁で、協力隊事務所に大子町出身の画家・臼井吉永さんの力作をお預かりして展示
しました。迫力のある力作に、来場者からは「すごい！」との感嘆の声が聞かれました。

【祭りの神も味方し、大地が響いた大子町!!】
　『第 14 回常陸国 YOSAKOI 祭り』が 5 月 20 日、21 日の 2 日間開催されました。天気にも恵まれた暑い、
熱い祭りに、県内外から参加された約 90 チームの演舞が披露され、お客様にも楽しんでいただけました。今
年は「札幌 YOSAKOI ソーラン祭り」のスター、Mr.YOSAKOI として有名な宮本毅さんも会場を盛り上げ、
我が町のリトル・ギャング（子どもヨサコイチーム）も大会会長特別賞をいただきました。総踊りではお客様も
加わって盛り上がり、茨城県最大の『常陸国 YOSAKOI 祭り』が無事に終わりました。他県から参加のチーム
代表さんから、「色々なお祭りに参加していますが、常陸国 YOSAKOI 祭りはあたたかいお祭りですね」との
お言葉をいただきました。祭り実行委員の皆さんの努力が報われる言葉を、来年への力にしたいと思います。
　皆さんの応援が祭りの力になりますので、地域の力で祭りを育ててください。

隊員氏名

隊員氏名

友常　みゆき（ともつね　みゆき）

舩木　裕美子（ふなき　ゆみこ）

■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

地域おこし協力隊活動報告 vol.38
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　袋田小学校は、全校児童７３人の一人一人が活躍でき
る活動を多く取り入れています。
　５月に実施した春の運動会は、雨天のために１日順延
となりましたが、保護者の方々が、朝早くから集まって
グラウンド整備等のご協力をしてくださり、盛会に実施
することができました。事前に鯉のぼりの飾り付けもし
てくださり、学校と家庭、地域が協力し合って作り上げ
る行事となっています。全校児童が、真っ赤なはっぴを
着て踊る『ＦＵＫＵＲＯＤＡソーラン』は、特に見応え
があります。また、ＰＴＡの方々による綱引きやリレー
も全力で競技するので、児童も大人も大盛り上がりとな
りました。

　５月下旬には、老人会の方々のご協力で、田植えを実
施しました。子どもたちは、１年生と６年生、２年生と
５年生、３年生と４年生がペアとなり、協力し合って活
動しました。ＪＡ様からたくさんの苗を寄贈していただ
きましたが、５年生が「総合的な学習の時間」を活用し
て蒔いた種もみも見事に育ち、一緒に植えることができ
ました。足下がぬかるんで転びそうになりながらも、楽
しく貴重な体験をすることができました。

第27回輝く大子の子どもたち

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170

大子町立
袋田小学校

　本校では、ほかにも、各学年の代表児童が全校生の前で自作の詩を発表する『詩のチャン
ピオン大会』や、縦割り班でのゲーム集会、ＰＴＡ女性ネットワーク委員会の皆様や『森の
おはなし会』の皆様による読み聞かせ会、袋田地区の皆様との共催による芸術鑑賞会や歩く
会なども予定しています。
　袋田小学校の児童は、保護者や地域の皆様方のご協力で、充実した日々を過ごしています。
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　学生を除く若年者や離職され求職中の方を対象に、合同就職面接会を開催いたします。複数
の企業の人事担当者と直接お会いできるチャンスですので、ぜひご参加ください。参加費は無
料です。

１　日　　時／７月１２日（水）１３：３０～１５：３０（受付１３：００～）
２　場　　所／茨城県合同庁舎２階大会議室（水戸市柵町１－３－１）
　　　　　　　※来場は、公共交通機関をご利用ください。（JR 水戸駅南口から徒歩約１０分）
３　対 象 者／学生を除く若年者や離職中の求職者
４　参加事業所／約３０社

　今年も、奥久慈だいごの夏の一大祭典「花火大会と灯籠流し」（８月１４日（月）【雨天の場
合は１９日（土）】開催）が近づいてきました。当委員会では、大会に向けて現在準備を進めて
いるところですが、大子町火災予防条例の一部改正（平成２６年１２月１日施行）により、露
店等開設予定者は次の届出と消火器（粉末 ABC １０型）の準備が義務付けられているためご
案内します。
　①露店等の開設届出書（対象火気器具使用の場合）…届出先　大子町消防本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　締切日　８月　５日（土）
　②露店等の開設調査票（出展者全て）…………………届出先　大子町観光協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　締切日　７月２０日（木）

情 報 掲 示 板

花火大会と灯籠流し
実行委員会からのお知らせ

町広報紙・ホームページへの
有料広告募集

お店のＰＲやイベントの告知などに
幅広くご活用ください。

問合せ　　総務課　総務担当　☎72-1114

広報だいご：縦 4.5㎝×横 8.5㎝　月額 10,000 円
お知らせ版：縦 4.5㎝×横 8.5㎝　月額   8,000 円
　※お知らせ版は、発行１回当たりの月額です。
ＨＰ：縦 40 ピクセル×横 150 ピクセル　月額  5,000 円

「花火大会と灯籠流し」に露店等の開設を予定している方は、次の①、②の届出と消火器の
準備が義務付けられています

元気いばらき就職面接会（水戸会場）開催の御案内

■問合せ　大子町観光協会　☎ 72-0285

■問合せ　茨城県労働政策課いばらき就職・生活総合支援センター　☎ 029-233-1576
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　常陸大宮保健所では、ひきこもり状態にある方と家族からの相談を受けています。秘密は厳
守します。お気軽にご連絡ください。

　◆日　時　　毎月第３金曜日　９：３０～１１：３０
　◆場　所　　茨城県常陸大宮保健所（常陸大宮市姥賀町２９７８－１）
　◆内　容　　臨床心理士による個別相談
　◆対象者　　常陸大宮保健所管内にお住まいの方又はその家族
　　　　　　　（常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、大子町）
　◆費　用　　無料です
　◆申し込み　茨城県常陸大宮保健所　健康指導課
　　　　　　　☎０２９５－５５－８４２４
　　　　　　　＊予約制ですので、必ず事前にご連絡ください。

情 報 掲 示 板

ひきこもりでお悩みの方へ
　ひきこもり専門相談のお知らせ

■問合せ　茨城県常陸大宮保健所　☎ 0295-55-8424

　国民年金の第１号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。所得が少
ないなど、保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず、国民年金保険料免除・納
付猶予制度の申請をしてください。
　７月３日から、平成２９年度（平成２９年７月～平成３０年 6 月）の国民年金保険料免除・
納付猶予制度の申請の受付を開始します。免除を希望する方は、申請をしてください。（前年度
に継続審査を希望した方は除きます。また、継続審査で免除が却下された場合は、一部免除等
の申請をすることができます。）
　手続の際は、「年金手帳」及び「印鑑」と、会社等を退職した方は「雇用保険受給者証」また
は「離職証」をご持参ください。申請窓口は、町民課国保年金担当です。
　免除・納付猶予の種類は以下のとおりです。一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納
付されない場合、その期間は未納となります。また、納付猶予は、将来の年金額には反映され
ませんので、ご注意ください。

■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

～国民年金保険料免除・
納付猶予制度について～

国民年金

豆ちしき

全額免除 ３/ ４免除 １/ ２免除 １/ ４免除 納付猶予制度
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　朝ごはんを食べていますか？少しでも長く寝ていたい、食欲がない、太るのが心配などの理由で朝ごはんを抜いて
いませんか？
　朝ごはんには、お腹を満たすだけではない大切な役割があります。

◇朝ごはんがもたらす効果
・脳や体のエネルギー源となる

　脳や臓器は寝ている間も活動し、エネルギーを消費しています。朝ごはんを食べないでいると、体は疲れやすく
なります。また、脳はエネルギー不足により、集中力がなくなります。朝ごはんを食べることで、脳も体も活発に
活動します。

・基礎代謝がアップする
　朝ごはんを食べる事で、胃腸が活動を始め、体温が上がり、その体温を維持するために体に蓄積されていたエネ
ルギーも使われるようになり、基礎代謝が上がります。

・肥満の予防になる
　朝ごはんを抜いて、空腹の状態が長く続くと、体はエネルギーの補給ができない場合に備えて、エネルギーを脂
肪としてため込もうとします。その脂肪をためこむ働きを抑えるためにも朝ごはんをとることが大切です。

・便秘を防ぐ
　食べ物が胃に入ると、胃腸が刺激されて排便しやすくなります。

・体内リズムが整う
　体内リズムとは、１日単位で体温や血圧、ホルモン分泌の変化をつかさどる機能です。
　朝ごはんを食べると、体が目覚めます。１日の活動の始まりを体に伝えることで、体内リズムが整います。

◇朝ごはんの整え方
　忙しい朝、毎日パーフェクトな朝ごはんを目指すのは大変です。１つずつステップアップして、栄養バランスを
整えましょう。

◇食事のメニュー例
メニュー例を参考に朝ごはんを充実させましょう。
○主食が「ごはん」のとき

保健コーナー

メリットいっぱい！朝ごはん
　　～朝ごはん摂取の工夫～

主食
主食

+1 品！

主食
+1 品！

+ もう 1 品！
朝食を食べる習慣のない人はここか
ら。脳のエネルギー源となる糖質を
多く含む主食が最優先です。

コンビニのおにぎりでも OK

菓子パンでなく、
食パンやロールパンが◎

その他、卵焼き、納豆、
残り物の肉料理など

その他、スクランブルエッグ、
乳製品など

その他、青菜のお浸しなど
野菜料理を

その他、野菜スープ、サラダ、
季節の果物など

ごはん

パン
（トーストなど）

豆腐の
みそ汁

ソーセージ

みかん

トマト

次はたんぱく質となる主菜か牛乳・
乳製品をもう 1 品。

さらにビタミンの補給源となる副菜
か果物を 1 品足すと、栄養バランス
が整います。

○主食が「パン」のとき

ステップ１

ステップ１

ステップ２

ステップ２

ステップ３

ステップ３

ステップ１

ステップ２

ステップ３

■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎ 72-6611
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CALENDAR

※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。

　月の納付の
お知らせ

７月の広域無料法律相談の
お知らせ

税務課　☎72-1116 総務課秘書職員担当　☎72-1113

日　時　７月13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
　　　　７月６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29年６月１日現在） （前月比）

★人　口　 17,975人　（－16）
　　男　　　8,815人　（－10）
　　女　　　9,160人　（－6）
★世帯数　　7,495戸　（＋4）

2017

◆固定資産税　第２期
◆国民健康保険税　第１期
◆介護保険料　第１期
◆後期高齢者医療保険料　第１期
国保・介護・後期高齢者医療保険
料納税通知書は、７月中旬にお送
りします。

納期限は７月31日（月）です。

連　絡　先

カレンダー 7
July文月

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

6月26日㈪～  7月 2日㈰ 保内郷メディカルクリニック
3日㈪～  　   9日㈰ 久保田病院

10日㈪～  　  16日㈰ 慈泉堂病院
17日㈪～  　  23日㈰ 保内郷メディカルクリニック
24日㈪～  　  30日㈰ 久保田病院
31日㈪～  8月 6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

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。

延長窓口のお知らせ７

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日（土）
2日（日）
3日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
4日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
5日（水）お知らせ版７月５日号発行

心配ごと相談 13：00～15：00 一般
6日（木）
7日（金）
8日（土）
9日（日）結婚相談会 10：00～15：00 一般

10日（月）
11日（火）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

12日（水）飲用井戸水水質検査 10：00～11：00 一般
13日（木）
14日（金）巡回労働相談 10：00～14：30 一般
15日（土）
16日（日）
17日（月）海の日
18日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
19日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般
20日（木）広報だいご８月号発行

お知らせ版７月20日号発行
21日（金）
22日（土）
23日（日）
24日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
25日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
26日（水）
27日（木）
28日（金）いばらき就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般
29日（土）
30日（日）
31日（月）
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１日

　フォレスパ大子にある屋外レジャープール「大子ビーチ」
が７月１日からオープンします。
　これからますます気温が高くなり、本格的な夏に突入し
ます。大自然の中にある開放的な「大子ビーチ」で涼しい
ひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか？また、バーデ
プールと呼ばれるハーブ浴やサウナなどの豊富な健康増進
浴施設も充実しているので、泳ぎ疲れた後は温水に浸かっ
てリラックスするのがお勧めです。

※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。

今月のイベント７月

Pick UpPick Up
「大子ビーチ」オープン

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

１日 フォレスパ大子「大子ビーチ」オープン フォレスパ大子 ☎ 72-6100

６日 第４回シルバーグラウンド・ゴルフ大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

８・９日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

16 日 虫取り体験 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

16 日 町民歩く会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

23 日 絞り染め体験 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

27 日 青少年問題を考える合同研修会・人権研修会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

29 日 子ども会球技大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148
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光の当たっていない世界や女性など，
「常に弱者の視点から真実を描き伝
える作品」に定評がある作家。一貫
して現場・現実主義を貫き，作品で
描く当事者には必ず会って真実を掴
むという取材を続けている。講演で
は，自身で取材した真実に基づき，
発言をし続けている。 
 

 

家田荘子 
日本大学芸術学部放送学科卒業。高野山大学院
修士課程修了。 
女優・OLなど１０以上の職歴を経て作家に。 
小説・エッセイ・コミックの原作などの作品も
数多く発表しているが，「ノンフィクション」
作品に特に定評がある。 
１９９１年『私を抱いてそしてキスして－エイ
ズ患者と過ごした一年の壮絶記録』で，大宅宗
一ノンフィクション賞受賞。 
２００７年，高野山大学にて伝法灌頂（でんぽ
うかんじょう）を受け僧侶に。住職の資格を持
つ。高野山奥の院，または総本山金剛峯寺に駐
在（不定期）し，法話を行っている。 
著作は『極道の妻たち』®，『歌舞伎町シノギ
の人々』，『四国八十八ヵ所つなぎ遍路』，
『女性のための般若心経』など１３３作品。 
近著は，『尐女犯罪』（ポプラ社），『昼，介
護職。夜，デリヘル嬢。』（ブックマン社）。 
最新刊『孤独という名の生き方』（さくら社）。 
 

いえ   だ  しょう  こ 

入場 
無料 

※満席になり次第入場  
 を制限いたします 

平成２９年７月２７日（木） 
１３：３０～１５：４０（開場１３：００） 
大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール 

【主催】 
大子町青尐年相談員連絡協議会・茨城県薬物乱用防止指導員常陸大宮地区協議会 
久慈地区保護司会大子支部・大子町更生保護女性の会・大子町人権擁護委員協議会
大子町民生委員児童委員協議会・大子町青尐年育成町民会議・大子町教育委員会 

問合せ 大子町教育委員会事務局 生涯学習担当 TEL ０２９５－７２－１１４８ 

青尐年問題を考える合同研修会・人権研修会 
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広報 第22号

レッドエンジェルス

作　　成　　大子町消防団
　　　　　　女性団員広報部
消防本部内　　大子町池田 2626
　　　　　　☎ 72-0119

第 4 分団　分団長　　石井　洋明
　本年度 4 月から、第４分団長に任命された石井です。
　第４分団（黒沢地区）は、皆さんご承知のとおり八溝山
系の山間地域です。八溝川の清流もあり、渓流釣り、山菜
やキノコ等が出る季節になると多くの人が訪れる地域です。
　この自然溢れる地区を、諸先輩方の意思を引き継ぎなが
ら、守っていきたいと思います。

第 4 分団第６部　部長　　鈴木　紳太郎
　わたしたちの管轄する地域は、林業が盛んで林道が整備
されています。そのため、地元の人たちをはじめ、連休に
は登山者や釣り人、山の幸を求める人など、沢山の入山者
が訪れます。
　当団員の半数は、山に深く関わりのある林業関係者で、
現場ではもちろん、観光客にも山火事への注意を呼びかけ
るようにしています。
　団員一人一人が意識を持ち、これからも地域の人たちと
団員が一丸となって、茨城県の最高峰である八溝山を守っ
ていきたいと思います。

第 9 分団　分団長　　小野瀬　信行
　第 9 分団は、大子町の南に位置し、西金地区から東側の
山間部及び長福・滝倉地区が主な活動範囲となります。奥
久慈男体山・鷹取岩・籠岩・つつじヶ丘などは登山家が訪れる、
観光地としても有名な地域です。
　一方で近年は、高齢者の一人暮らしや空き家の増加など、
対策が必要な地域でもあります。
　現在、部の団員においても欠員が多く、災害が発生する
と少ない人員での活動となることから、日頃の機械器具の
点検や、災害を「出さない」「起こさない」よう広報活動を
行うことで、地域の皆さんの防災意識の向上が図れるよう、
これからも活動していきたいと思います。

第 9 分団第 2 部　部長　　小野瀬　秀幸
　第 9 分団は、男体山の登山者や観光客が多い地区なので、
広報巡回を行い火災に対しての注意を呼びかけることで、地
域の方や観光客に火事への注意意識を持ってもらいたいです。
　また、毎月行っている車両・ポンプの点検、地元管轄内
の巡回を行うことで、団員一人一人が「火災ゼロ」を目指し、
これからも消防活動を行いたいと思います。

　山火事警戒活動を実施しました（八溝山・男体山）
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■問合せ　消防本部　☎ 72-0119

団本部　指導員　　吉成　博美
　５月１４日（日）に、茨城県立消防学校で行わ
れました消防団員基礎講座に行ってきました。
　県内から１０７人の新任消防団員が集まり、大
子町消防団は９人が参加しました。教育内容は、
基礎知識、火災防ぎょ、礼式、器具の取扱等で、
一つ一つ真剣に学びました。
　これからは、消防団員として「自らの地域は
自分で守る」という郷土愛を持って活動してい
ただきたいと思います。

第 3 分団　分団長　　矢田部　伸
　９年ぶりに、操法大会が回ってきました。
　思い起こせば前回の出場は、採点ミスでのぬか喜び、しかし
負けは負けです。今回は、当時の選手も再度の出場でリベンジ
に燃えています。第３分団は４個部で、団員も多くはありません。
ゆえにサポート団員も当然少ないわけで、練習時も団員個人個
人の負担も多くなるかと思われますが、分団全員で協力し運営
していきたいと思っています。
　９月２４日には結果がわかるわけですが、後々まで語り継が
れるような大会結果になればいいなと思っています。消防本部、
団本部、指導員、副指導員、関係各方面の皆様、ご指導よろし
くお願いします。

　ゴールデンウィーク中に開催された「ぶんぬき祭り」や、「常
陸国 YOSAKOI 祭り」に、救護員として女性団員が参加しました。
　今後も各イベント等に救護員として参加の際は、会場内の安
全に務めたいと思います。

消防団員基礎教育日曜講座に参加してきました

操法大会の練習が始まります

女性団員がお祭りで救護活動

　６月のポンプ操法訓練は、毎週火曜日と木曜日に行いま
す。前半はさはら小学校の体育館で、後半は広域公園駐
車場（19：00 ～ 21：00）で予定しています。
　施設・駐車場をご利用の皆さまへの、ご理解とご協力を
お願い致します。

※ただし天候によって場所が変更になる場合もあります。

操法とは・・・マメ知識
　消防ポンプ操法は、消防活動に必要な心、
技、体の基本を養うものであり、これに習
熟することは、自己の安全を確保しながら
自信を持って果敢に行動できる源泉となる
ものです。
目　的
　消防団員の訓練における消防用機械器具
の取扱及び操作の基本を定め火災防ぎょの
万全を期することを目的としている。
審　査
　審査は、審査員の「操法開始」の合図か
ら解散するまで。審査の要点は士気、規律、
迅速な行動、動作、チームワーク、確実な
操作、消防用機械器具の精通とその愛護、
各隊員の安全などがあります。１１人の審
査員の採点の総合点及びタイムの得点で順
位を競います。
種　目
　操法には、持ち運びが出来る小型のポン
プで行う「小型ポンプ操法」と、自動車ポ
ンプを使って火災現場へ出発する所から想
定する「自動車ポンプ操法」この２種目を
行います。
小型ポンプ操法の部
　指揮者、１番員、２番員、３番員、補助
員の５人で行います。
　競技形態は、２０ｍのホースを３本つな
ぎ約６０ｍ先にある標的を倒します。標的
を倒すまでの基準タイムは４５秒。基準タ
イムをオーバーすると減点になります。
自動車ポンプ操法の部
　指揮者、１番員、２番員、３番員、４番員、
補助員の６人で行います。
　自動車ポンプの部では標的を２つ使いま
す。
　競技形態は、小型ポンプの部と同じ様に
２０ｍのホースを３本つなぎ約６０ｍ先に
ある標的を倒します。
　一つ目の標的が倒れたら、次の標的を倒
すために新たに３本のホースを使います。
標的を倒すまでの基準タイムは、１線が
５５秒、２線が６５秒です。小型ポンプの
部と同様にオーバーすると減点になります。
※両競技共に一人一人に審査員が付くので
選手は最後まで気を抜く事ができず、緊張
の連続です。
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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。

フォトだいご

町の情報をアプリでお知らせ発　行／大子町役場  総務課総務担当
〒319-3526  茨城県久慈郡大子町大字大子866番地
Tel／0295-72-1111（代）／0295-72-1114（直通）
Fax／0295-72-1167
E-mail／soumu@town.daigo.lg.jp
http：//www.town.daigo.ibaraki.jp/

iOS/Android 対応 大子町公式アプリ
App Store/Google play から
無料でダウンロードできます。 大子町 検索

　５月２０日、２１日の２日間にかけて、常陸国

YOSAKOI 祭りが開催されました。当日は、気温が３０℃

を超える夏日となりましたが、２日間で全国から延べ

９０以上のチームが参加し、迫力のある演舞で祭りを盛

り上げました。

第１４回
常陸国 YOSAKOI 祭り
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